
特定の家畜ふん堆肥によるキク障害の特徴と堆肥の障害性検出方法
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摘要:牛ふんを主体とする家畜ふん堆肥を施用したほ場で栽培した一輪ギク「神馬」に、植

物ホルモンのオーキシン類の異常に類似した障害が発生した。重度の障害株では頂芽の枯死

・芯止まりが観察され、軽度の場合には摘蕾跡の肥大が観察された。障害性を有する堆肥を

混合した培地に「神馬」発根苗を定植し、苗の茎を中位で切除（摘心）して栽培すると、２

週間程度で切除部の肥大が観察される。この現象を利用することにより、障害性を有する堆

肥を容易に検出できる。また、この現象を利用して家畜ふん堆肥の障害性を調査した結果、

全ての家畜ふん堆肥が障害性を有することはなく、一部の家畜ふん堆肥に限られるものと考

えられる。
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Studies on Disoders of Livestock Waste Compost on Chrysanthemum
and Evaluation of Disorderliness of the Compost
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Abstract: At a field ammended with a livestock waste compost containing cow excreta as a
majoor resouce, the standard autum flowering-type chrysanthemum （ Chrysanthemum
morifolium Ramat.) cultivar ‘Jinba’ was affected with disorders likely auxin-mimic. The
plants damaged heavily by the compost were observed with stopping and/or mortality of
apical buds and the injured lightly ones were observed swollen of the disbud rudiments.
The rooted cutting of ‘Jimba’ was transplanted into media prepared with the disorderly
compost, cut off the stem at the middle part and cultuerd for two weeks . The part of the
stem cut-off was swollen as same as the swollen of the disbud rudiments. It was
considered that this fact was available for consisting a bioassay method to evaluate the
disorderability of livestock waste composts. And the resulting of the research tested by
using the fact (the swollen of the stem cut-off),it was considered that the livestock waste
compost was often possessed with the disorderliness with unknownreason.

Key Words: Livestock waste compost, Chrysanthemum, ‘Jinba’, Auxin-mimic, Bioassey

本研究の概要は第85回日本土壌肥料学会中部支部会（2005年６月）において発表した。

＊東三河農業研究所 ＊＊東三河農業研究所（現山間農業研究所） (2006.9.11 受理)

愛知農総試研報38:133-138(2006)
Res.Bull.Aichi Agric.Res.Ctr.38:133-138(2006)



134

緒 言

近年、愛知県内で生産された家畜ふん堆肥施用ほ場で

栽培した輪ギク「神馬」に、頂芽や上位葉の奇形、摘蕾

痕の肥大など植物ホルモンのオーキシン異常を窺わせる

障害が観察された 。障害は家畜ふん堆肥施用ほ場でみ３)

られ、かつ、施用量の増加に伴って症状が悪化したこと

から、原因は施用した堆肥に由来すると考えられた。

堆肥に含まれる障害の原因については別途解明に取り

組んでいるが、現状では特定に到っていない。しかし、

キクに障害性を有する堆肥は、障害発生をみたほ場に撒

布した堆肥以外にもみられ、障害性を有する堆肥が周知

されることなく県内に流通している可能性がある。そこ

で、本報告では、家畜ふん堆肥によるキクの障害発生を

回避するため、堆肥によって発生する障害の特徴を明ら

かにするともに、障害性を有する堆肥を検出する簡易な

方法を検討し、その有効性を確認できたので報告する。

材料及び方法

試験１ 輪ギクに発生する障害性の検討

植物ホルモンのオーキシン異常様の障害を示した堆肥

は、牛ふんを主体とする東三河地域内のＡ堆肥センター

で生産された2003年度夏季（ＡH15夏季）の製品である。

これを供試堆肥として乾物で実面積10ａ当たり１ｔ（以

下１ｔ区。施設利用率50％で換算、以下同様）、２ｔ

（以下２ｔ区）及び５ｔ（以下５ｔ区）相当量を施用し

て、輪ギク「神馬」を11月開花で栽培し、発生する障害

の様相を調査した。

堆肥は、定植前日の2003年８月21日に施用し、耕耘・

畝立てを行った。いずれの試験区もpH矯正のため、予め

施設面積10ａ当たり100kgの苦土石灰を全面散布した。

堆肥施用のみでは窒素の不足が予想されることから、

肥効調節型肥料（26－0－１、70日タイプ）で、１ｔ区

には実面積10ａ当たり96kg、２ｔ区には88kgを加用した。

５ｔ施用区は、堆肥による成分持ち込み量が対照区を上

回ることから、窒素肥料の加用を控えた。対照として化

学肥料のみを施用した区を設置した。対照区には、実面

積10ａ当たり緩効性肥料（10－10－10）を130kg、肥効

調節型肥料（26－0－１、70日タイプ）50kg、ケイ酸加

里（0－0－20）65kgを施用した。

水分は、畝中央にかん水パイプを敷設し、慣行に従っ

て管理した。

当作の栽培概要は、2003年８月８日に挿し芽、８月21

日施肥・耕耘・畝立て、８月22日定植、10月３日消灯、

11月21日収穫開始とした。

栽植密度は、11cm角７目のフラワーネットを用い、中

央１目空け６条６株植え（70.8株／㎡・実面積）とした。

１試験区当たり15㎡を供した。

試験２ 次作の輪ギクに対する障害性の検討

堆肥施用土壌の障害性残留を、翌2004年に夏秋タイプ

の輪ギク「岩の白扇」８月開花作で調査した。肥培管理

は化学肥料のみで行い、前作で使用した緩効性肥料、肥

効調節型肥料及びケイ酸加里をそれぞれ実面積10ａ当た

り80kg、30kg、30kg散布した。

「岩の白扇」の栽培概要は、挿し芽５月16日、５月27

日施肥・耕耘・畝立て、５月28日定植、６月18日消灯、

８月６日収穫開始とした。

栽植密度及び試験区規模は、前作の「神馬」（2003年

11月開花作）と同様とし、水分管理も前作と同様とした。

試験３ 堆肥の障害性判定法の検討

（1）供試堆肥

供試した堆肥は、Ａ堆肥センターについては2003年の

夏季（ＡH15夏季）及び冬季（ＡH15冬季）、2004年の夏

季（ＡH16夏季）の製品及び2004年度の堆肥化過程中の

熟成期間の異なる中間産物（ＡH16１か月堆積、同２か

月堆積、同３か月堆積、同４か月堆積）を入手した。さ

らに、2005年の夏季（ＡH17夏季）の製品も入手した。

Ａ堆肥センターの他に、同地域内のＢ堆肥センターの

2003年の夏季（ＢH15夏季）製品、同年度にＣ堆肥生産

施設製品（ＣH15袋詰め時期不詳）及び、2004年の夏季

にＤ農家で生産された堆肥（ＤH16夏季）製品を入手し

た。

（2）無摘心栽培による障害比較

栽培試験は主に2004年の夏季に、一部は2005年の夏季

に行った。収集した供試堆肥あるいは堆肥化過程の中間

産物を、市販培土に容量で10％及び20％相当量混合して

プランター（14L）に詰め、輪ギク「神馬」の発根苗を

各５株定植後、電照下で栽培し、栽培に伴って生じる障

害を調査した（無摘心区）。調査は、障害の発生に応じ

て随時実施した。

堆肥を混合した培土については、化学肥料による肥料

分の調整を行わなかった。また、水分は乾燥状態の応じ

て適宜手かん水により調整した。

（3）摘心栽培による障害性比較

無摘心区に併行して定植直後に苗の中位で茎を切除し

た区（摘心区）を設け、栽培に伴う摘心部位の外観変化

を調査した。調査は、定植１週間後、２週間後及び６週

間後に行った。供試株数は、各堆肥混合区について５株

とした。ここで供試した堆肥及び中間産物の培土との混

合量は、先述の「１ 輪ギクに発生する障害性の検討」

で著しい障害を生じた施用量の５ｔ区が、容量に換算し

ておよそ10％に相当することから採用した。

試験結果

試験１ 輪ギクに発生する障害性の検討

2003年11月開花作の「神馬」では、定植２～３週後の

９月上旬に、堆肥施用区、特に５ｔ施用した区で頂芽が

白化してカルス状となり心止まりを呈する株（写真１、

２）が多数みられた（表１）。頂芽異常が甚だしい株の

一部は頂芽が枯死し、新たに生じた腋芽が伸長した株も

みられた（写真２）。他に上位葉の葉縁の欠刻数が減少
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したり、欠刻が深くなる奇形（写真３）も堆肥施用区、

特に５ｔ区で多数観察された。

写真１ 頂芽の奇形発生 写真２ 頂芽の枯死・腋芽

伸長

写真３ 上位葉の奇形 写真４ 中位葉の奇形

写真５ 摘蕾痕の肥大 写真６ 摘蕾痕の肥大と

「根」様組織

上位葉の奇形がみられた株については、伸長に伴って

上位葉の奇形が解消される株と、葉の著しい奇形やさら

には葉面に「根」様の組織を生じた葉を中位に残して伸

長する株（写真４）があった。生育が進行し、摘蕾作業

の後、摘蕾痕の肥大が観察されたり（写真５）、摘蕾痕

付近が再分化して「根」様の組織を生じる株もみられた

（写真６）。摘蕾痕の肥大は、生育初期に頂芽異常や上

位葉に奇形が見られた株ばかりでなく、外観的に明らか

な異常を示すことなく伸長した株においても観察された。

収穫時において堆肥施用区でみられた顕著な障害は摘

蕾痕の肥大で、１ｔ区や２ｔ区では収穫した株の20～25

％で摘蕾痕の肥大がみられた。５ｔ区では摘蕾痕の肥大

株数が顕著に増大し、95％の株で肥大がみられた。

頂芽異常や上位葉の異常、摘蕾痕の肥大などに、必ず

しも施用量と比例関係はみられなかったが、施用量の多

い区、とりわけ５ｔ区で異常が顕著に増大した（表１）。

表１ 堆肥 施用で異常を生じたキク 栽培株の割合１） ２）

（％）
　　　　頂芽異常

試験区名 芯止まり 枯死 奇形葉 摘蕾痕肥大
対照（無堆肥） 3 0 1 0
堆肥１ｔ施用 9 0 45 20
堆肥２ｔ施用 9 4 9 25
堆肥５ｔ施用 76 61 90 95
（注）１）：施用堆肥は、Ａ堆肥センターより2003年夏季に購入
　　　　　  施用量は、乾物換算で実面積１０ａ当たり。

施設利用率50％と仮定
　　　２）：供試品種は「神馬」

２ 次作の輪ギクに対する障害性の検討試験

前作「神馬」11月開花作の後地に栽培した夏秋タイプ

の輪ギク「岩の白扇」８月開花作では、頂芽の奇形や顕

著な上位葉の奇形は観察されなかったが、摘蕾痕の肥大

は２ｔ施用区で定植した株のおよそ６分の１で、５ｔ施

用区では３分の１で観察され（写真７、表２）、前作の

影響が窺われた。

写真７ 「岩の白扇」摘蕾痕肥大

＊表２ 堆肥施用ほ場における次作で異常を生じたキク

栽培株の割合

試験３ 堆肥の障害性検出法の検討

生産年次や堆肥化期間、生産者の異なる堆肥を混合し

て輪ギク「神馬」の発根苗を栽培した無摘心区に発生し

た障害をみると、Ａ堆肥センターの2003年夏季及び冬季

製品（ＡH15夏季、冬季）については、10％及び20％混

合区で頂芽の奇形や上位葉の奇形が観察された（表３）。

2004年や2005年夏季の製品（ＡH16及びH17の夏季）では

障害性はみられなかった。

表３ 製品堆肥及び堆肥化中間産物によるキク への影響＊

比較

2004年に収集した堆肥化過程の試料については、堆積

２か月及び３か月（ＡH16２か月及び３か月堆積）の20

％混合区で上位葉の奇形がみられたが、頂芽の奇形はみ

られなかった。また、堆積１か月や４か月（ＡH16１か

月及び４か月堆積）の試料では、20％混合でも頂芽や上

（％）
試験区名 奇形葉 摘蕾痕肥大
対照（無堆肥） 0 0
堆肥１ｔ施用 0 0
堆肥２ｔ施用 0 16
堆肥５ｔ施用 0 30
（注）＊：供試品種は「岩の白扇」

　　　　　　試料混合割合（ｖ／ｖ）
供試試料 10% 20%
対照（無混合） 異常無 異常無
＜堆肥製品＞

Ａ H15夏季 上位葉奇形 頂芽異常
Ａ H15冬季 上位葉奇形 上位葉奇形
Ａ H16夏季 異常無 異常無
Ａ H17夏季 異常無 異常無
B H15夏季 異常無 上位葉奇形
C H15 異常無 異常無
D H16夏季 異常無 異常無
＜堆肥化中間産物＞

Ａ H16１か月堆積 異常無 異常無
Ａ H16２か月堆積 異常無 上位葉奇形
Ａ H16３か月堆積 異常無 上位葉奇形
Ａ H16４か月堆積 異常無 異常無

（注）＊：供試品種は「神馬」
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位葉に明らかな異常や奇形は観察されなかった。

Ａ堆肥センター以外の生産者の製品については、Ｂ堆

肥センターの製品（ＢH15夏季）を20％混合した場合に

上位葉の奇形が観察されたが、他の製品（ＣH15、ＤH16

夏季）では観察されなかった。

無摘心区に併設した摘心区は、異常性を有する堆肥の

簡易な検出法を検討するために設けた区である。異常の

検出方法として、摘蕾痕の肥大現象（写真５）を応用し、

摘心部（写真８（ａ））の肥大有無を調査した。その結

果、ＡH15堆肥を20％混合した区では摘心部位は定植後

１週間程度で肥大の兆候がみられ（写真８（ｂ））、２

週間経過後では明らかな肥大がみられた（写真８

（ｃ））。さらに栽培を続け、６週間を経過した後では、

切除部位は球状の塊へと肥大した（写真８（ｄ））。

摘心

（ａ）摘心処理 （ｂ）摘心１週間後

（ｃ）摘心２週間後 （ｄ）摘心６週間後

写真８ 堆肥混合培地で栽培したキク苗に発現した摘心

部肥大（ＡH15夏季20％（v/v）混合）

定植２週間後の各試験区の摘心部位の肥大程度を、目

視的に「０」：肥大無、「１」：肥大兆候、「２」：茎

径の10％肥大、「３」：茎径の25％肥大、「４」：茎径

の50％肥大、「５」：茎径と同程度以上肥大（写真８

（ｃ）参照）の６段階に分級し、さらに、堆肥間の肥大

程度の比較を容易にするため、各肥大程度に対応する株

数を乗じた値を合計し、その値を供試株数で除して求め

た総加平均値を「肥大指数」として算出し、生産年時や

堆肥化期間、生産農家について比較した。

供試した堆肥及び堆肥化中間産物の障害性（表３）と

肥大指数を重ね合わせると、高い障害性を示したＡ堆肥

センターの製品は2003年度の夏季と冬季（ＡH15夏季及

び冬季）では、肥大指数も高い値を示した（図１）。

障害性がほとんどみられなかった2004年夏季の製品

（ＡH16夏季）では、肥大指数も大きく低下した。2005

年度夏季（ＡH17夏季）では障害性は認められず、肥大

指数はほぼ「０」であった(図１）。

Ａ堆肥センターについては、同様にして堆肥化期間と

の関係をみると、障害性の小さかった堆積１か月目や４

か月目（ＡH16 １か月、４か月）では肥大指数は低く、

障害性の高かった２か月目と３か月目（ＡH16２か月、

３か月）では、肥大指数が高くなった（図２）。

図１ Ａ堆肥センターの生産年次の異なる家畜ふん堆

肥の肥大指数比較

図２ Ａ堆肥センターにおける堆積期間の異なる堆肥

化中間産物の肥大指数比較

また、堆肥の障害性は生産者によっても異なり、Ｂ堆

肥センターの製品（ＢH15夏季）も障害性を示した混合

量20％では、比較的高い肥大指数を示した。ほとんど障

害を生じなかったＣやＤ堆肥（ＣH15、ＤH16夏季）の肥

大指数は低く（図３）、本報告で示したような障害が、

すべての堆肥で発生するものではないことが示された。

図３ 生産者の異なる家畜ふん堆肥の肥大指数比較
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考 察

本報告で示したように、家畜ふん堆肥によって秋系の

輪ギク「神馬」で、定植後２～３週間に頂芽異常や上位

葉の奇形、摘蕾痕の肥大などが観察された。障害の程度

は施用量に影響され、牛ふん主体の乾燥した堆肥に近い

性状であることから乾燥牛ふん相当として、堆肥の施用

基準 内及び相当程度の場合（１ｔ区、２ｔ区）、収穫(1)

物の５分の１～４分の１が摘蕾痕の肥大により商品性が

低下し、施用量が基準を大きく超える場合（５ｔ区）で

は、ほぼ全株に商品性の低下がみられるとみなされた。

したがって、本報告の障害は、施用基準を超えた多量施

用は論外としても、基準程度でも栽培農家の経営に影響

する可能性あることが問題として重要である。

家畜ふん堆肥は、地域に存在する有用な資源と考えら

れるが、品質の不均一性、供給の不安定性、成分構成の

不均衡性などの理由から施設花き生産では敬遠する傾向

にある。さらには、花き生産は栽培される品の数が多い

上に、栄養要求性や生理生態的特性に関する情報が不十

分な場合も多く、施用に伴うリスクが大きい。そのため、

花き生産では、家畜ふん堆肥の利用を控える傾向が見受

けられる。

キクは、本県花き生産の中心的作物であるが、近年、

価格の低迷と産地間競争により経営が圧迫されており、

生産コストの低減が重要な課題となっている。そのよう

な情勢にある今日、家畜ふん堆肥の有効性を花き生産農

家に売り込む好機と考えられる。特に、キクの主要生産

地である豊橋・田原地域は、県内有数の畜産地域でもあ

り、大量に生産される家畜ふん堆肥の耕種農家での有効

利用が切望されている。

家畜ふん堆肥の利用拡大に好ましい状況下にもかかわ

らず、その安全性に疑問を投げかける障害の発生は、家

畜ふん堆肥の利用拡大において阻害要因となり得る。そ

のため、現在、早急な原因解明に取り組んでいるが、原

因の特定に到っていない。

本報告で示した障害は全ての家畜ふん堆肥で発生する

ものではないが、特定の施設の製品に限定されるもので

もない（表３）。原因の特定に到ってはいないが、障害

性を有する家畜ふん堆肥が流通し、購入農家のキクに障

害を生じる可能性が高い。原因解明の途上とはいえ、本

報で示すような障害の発生を回避するためには、障害性

を有する堆肥を検出する必要性がある。検出に当たって

は、簡便性、正確性は当然であるが、現行をキク栽培体

系を考慮すれば、可能な限り短期間で判定できる方法で

あることが望ましい。

本報告では、輪ギク「神馬」の発根苗を堆肥を混合し

た培土に定植した後、茎を中位で摘心して栽培すれば、

２週間程度で堆肥の障害性有無の判定が可能であること

を示した。これは、堆肥による異常が頂芽や上位葉、摘

蕾痕にみられることから、原因物質が生長点方向に容易

に移動することを示唆する。そこで、苗を摘心すること

で摘心部に原因物質を集積させ、摘蕾痕と同様の肥大を

促し、その程度を尺度に利用しようとするものである。

本報告のように本法の操作は比較的簡便で、かつ比較

的短期間で結果を出すことが可能である。さらには、摘

心部の肥大を指標にしており、判定が目視的に容易に数

値化可能であることから、正確性がより高まるとともに、

他の堆肥との障害性比較が可能と考えられる。これらの

ことから本法は、キク栽培農家の庭先で容易に実施可能

な生物検定法として提案できると考えられる。

しかしながら、本法は判定の基準を障害性を有する家

畜ふん堆肥においているため、結果の判定が不安定なも

のとならざるを得ない。より信頼性の高い基準を策定す

るためにも原因の解明は重要である。次いで、本法は生

物検定法であることから、検定にはある程度の期間を要

する上に、供試作物の苗齢などの内的要因や、温度など

の外的要因の影響を受け、結果判定に要する期間や正確

性に影響が出る可能性を否定できない。したがって、当

面、本法はこれらの問題点を内包していることを前提に

利用する必要性がある。

また、検定植物に秋系輪ギクの「神馬」を採用したが、

家畜ふん堆肥を利用する可能性のあるキクの栽培品種や

他の花き類は多様であり、本法の有用性や利用性を高め

るためには、それらに対する影響を明らかにする必要が

あると考えられる。

本報告で示す障害については、当初、頂芽の奇形・枯

死を伴うことからカルシウム欠乏 の可能性と、頂芽２，５)

異常の他に摘蕾痕のカルス様の肥大を誘発することから

植物ホルモンの一種オーキシンの異常が考えられた。カ

ルシウム欠乏については、作前のpH矯正の実施及び定常

的に実施した成分分析の結果に、カルシウム欠乏を示す

測定値はみられなかった。

オーキシン異常様の原因としては、現在も一部で使用
４)されるオーキシン活性を示す化合物として除草剤2.4－D

（2,4-dichlorophenoxy acetic acid）よる堆肥の汚染

が想起される。しかし、当該化合物は過去において稲作

に大量に撒布された実績を持つものの、現在水稲に直接

散布されることはない。したがって、畜産農家が稲わら

を介して接触する機会は極く希と考えられ、原因物質の

候補としては取り上げ難い。今後の原因解明に当たって

は、他に原因を求められる必要があると考えられる。

本報告で示した障害の原因は特定に至っていないが、

その特徴を試験結果から整理すると、植物体中を容易に

移動可能であることは明らかである。他に、堆肥を施用

した2003年の「神馬」11月開花作の後作である2004年の

「岩の白扇」８月開花作においても、摘蕾痕の肥大が観

察された（表２）。また、2003年11月開花作で顕著な障

害を生じた植物体を約２年間腐朽させた後、本報告で示

した方法で、「神馬」を検定植物に調査した結果、2003

年11月開花作とほぼ同様の症状が観察された。これらの

ことから、原因物質は施設内の土壌中や植物体中では、

比較的安定な形態で存在する可能性がある。

一方で、原因物質の堆肥中の挙動については、Ａ堆肥

センターから入手した試料の障害性から、障害の発生が

著しかったのは2003年の夏季と冬季に入手した堆肥であ
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る。これらは、堆肥化の過程で発酵熱によって乾燥した

中間産物を、副資材として原料ふんへの混合利用を繰り

返す、いわゆるリサイクル堆肥で、外観としては「発酵

乾燥物」であった。それらに対し、障害性がほとんどみ

られなかった2004年と2005年夏季の製品は、長期間高温

での発酵の維持と熟成が図られた製品であった。

また、Ａ堆肥センターから収集した堆肥化過程の中間

産物は、長期間の発酵を維持し熟成途上のものであった。

これらの中間産物では堆肥化期間中に障害性の変化がみ

られ、堆積４か月目には障害性が低下した。これらのこ

とから、原因物質は、熟成が不十分な堆肥では蓄積され

るが、長期間高温で分解される可能性が考えられる。今

後、堆肥化過程における挙動を明らかにすることで、堆

肥化過程で障害性を除去した安全性の高い堆肥生産技術

の開発が可能と考えられる。
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