
牛ふんの堆肥化における再利用したポリ乳酸製品の有用性

＊ ＊ ＊ ＊中谷 洋 ・増田達明 ・鈴木良地 ・原田英雄

：生分解性プラスチックのひとつであるポリ乳酸の製品容器を、堆肥生産に資材とし摘要

て再利用した場合の有用性を検討した。牛ふんのみのプラスチック無添加区（プラ無添加

区 、牛ふんに非分解性プラスチックを10%添加した区（PET10%区 、牛ふんにポリ乳酸製） ）

品の細断物を10%添加した区（BP10%区 、20%添加した区（BP20%区）の4区を設定して堆肥）

化し発酵特性を調査した。また、その堆肥を土に10%、20%、30%、50%混合して幼植物試験

を行い影響を調査した。

１．堆肥化時の発酵温度は最高温度、高温期の持続時間ともにポリ乳酸製品を添加した2

つの区がプラ無添加区を上回った。また添加量が多いほど最高温度が高く高温期も長く

なった。

２．PET10%区はプラ無添加区と同様な発酵特性を示し、プラスチック添加の物理的影響は

確認できなかった。

３．79日間堆肥発酵後の理化学性について、BP10%区及びBP20%区はプラ無添加区と比較し

て、水分と灰分が低い値であった。それ以外の項目に大きな差は認められなかった。

４．コマツナを用いた幼植物試験では、生育を示す調査項目において施用した各区堆肥は

土のみの区と同等もしくは数値が低くなったが、ポリ乳酸製品を添加した2つの区は無

添加区より数値が高くなった。

：ポリ乳酸、生分解性プラスチック、牛ふん、堆肥化、資源リサイクルキーワード
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緒 言

植物由来の生分解性プラスチックは、微生物分解を

経て自然に還ることやカーボンニュートラルの特性を

持ち合わせ 「環境にやさしいプラスチック」をキーワ、

。ードに時代にマッチした素材として関心を集めている１）

、特にポリ乳酸の供給が本格化してからは汎用性が増し

その用途は日用品から工業部品、農業用資材まで様々

な方面への広がりをみせている 。このため、今後こ２）

、れらの使用済み廃棄品が増加してくると予想されるが

現状では処理技術の未確立と整備の遅れからほとんど

が焼却処分されている。リサイクルを柱にした処理方

法として、①既設施設が利用可能なサーマルリサイク

ル処理（焼却による熱回収 、②直接的な再生法である）

マテリアルリサイクル処理（製品に再構成 、③生分解）

の特性を活かしたバイオリサイクル処理（バイオマス

によるコンポスト化）の3つが現実的な処理法 として３）

期待されている。これらは製品の用途や使用状況によ

りその方向が異なり、弁当容器や農業資材に利用され

た廃棄プラスチックは汚れを除去するコストを省くた

め、バイオリサイクルが適していると考えられる。

バイオリサイクルとは微生物による分解を経た再資

源化であり「堆肥化」を意味する。畜産業は従来から

畜ふん処理の一方法として堆肥化を行っており、廃棄

物を有用な資源に変える施設や技術を有している。そ

のため、畜産におけるポリ乳酸製品の有用性が明らか

になり積極的な利用が推進されれば、社会に対する貢

献度は高いと考えられる。これまでの研究では堆肥化

による処理や副資材としての利用に焦点が当てられた

報告 が散見されるものの、ポリ乳酸製品の有効活用４）

という観点から堆肥化過程や製品堆肥への効果を確認

した知見は少ない。

そこで、ポリ乳酸製品を牛ふんに混合して堆肥化を

行うと共に、作成した堆肥を用いて植物に対する施用

試験を行い、ポリ乳酸製品が堆肥化および製品堆肥に

及ぼす影響を調査したので報告する。

材料及び方法

１ 牛ふん堆肥化試験

ここでは、ポリ乳酸製品が牛ふんの堆肥化に与える

影響を明らかにするため、ポリ乳酸製品の添加割合を

変えて堆肥化試験を行った。また、非生分解性のプラ

スチックを試験区に加えることにより、ポリ乳酸製品

の役割がその物理性にあるかを確認した。

(1) 供試材料

堆肥原料は当場畜産研究部のフリーストール式牛舎

、から採取した乳牛のふん尿混合物にオガクズを混合し

水分を73％に調整したものを用いた（表１ 。供試した）

ポリ乳酸製品は使用済みの食品包装容器を想定して、

（ ）食品パックに成形される前段階のシート 厚さ0.26mm

をシュレッダーにより30mm×４mm程度に細断して用い

た（以降BP 。同様に、生分解性を持たないポリエチレ）

ンテレフタレートの成形前シート（厚さ0.26mm）を同

様に細断し（以降PET 、比較素材として試験に用いた）

（図１ 。）

(2) 試験方法

試験は屋内で2006年6月12日から8月29日の79日間実

施した。堆肥原料に各プラスチックを表２のとおりの

、 、 、容量比及び重量比で添加し プラ無添加区 PET10％区

BP10％区、BP20％区の4区を設定した。それらの混合物

を150L容の堆肥箱に充填し、試験開始後35日まで下部

から7.5L･min-1を常時送風し好気性を維持した。それ

以降は送気を中止してそのまま堆肥箱内で堆積した。

試験開始後35日までは7日毎に、以降は65日後に切り返

し撹拌を行った。

(3) 調査項目および方法

発酵温度は堆肥箱中心部の温度を試験開始後35日ま

で連続測定した。堆肥重量の測定および分析用サンプ

ルの採取は試験開始時、切り返し時、試験終了時に行

った。サンプルのpH、EC、水分、T-N、無機態窒素はサ

ンプリング後速やかに測定し、その他の無機成分につ

いては、サンプルを65℃の通風乾燥機内で48時間乾燥

後にカッターミルで粉砕し分析に供した。粉砕に際し

てPET10%区、BP10%区、BP20%区のサンプルは可能な限

りプラスチックを取り除いた。

pH、ECについては、堆肥10gに水100gを加え30分間振

とう後に測定した 。水分、灰分は乾熱法、無機態窒５）

素のうちアンモニア態窒素は、10%塩化カリウム液で振

とう後インドフェノール法により、硝酸態窒素は蒸留
３）水で振とう後イオンクロマトグラフ法により定量した

表１ 堆肥原料の理化学性

図１ 細断したプラスチック（左：BP、右PET）

水分 EC
注１）

pH
注１） 灰分 T-N C/N

(g･kg
-1
)(dS･m

-1
) (乾物g･kg

-1
) (乾物g･kg

-1
)

堆肥原料 732 1.9 8.7 71 14.7 30.1

　注１）現物：水＝１：10　　

　注２）水分、EC、ｐHは現物で測定、それ以外は乾物当たり
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表２ 堆肥化試験区の設定

T-Nはサリチル酸硫酸分解法、T-CはNCアナライザーを

、 （ ）用いて乾式燃焼法により定量し 両値から炭素率 C/N

を求めた 。T-Pはバナドモリブデン酸比色法 、T-M５，６ ５） ）

g、T-K、T-Ca、T-Na、T-Zn、T-Cuはマイクロウエーブ

酸分解法により硝酸過塩素酸分解後、原子吸光法によ

って定量した 。５）

２ 幼植物試験

ここでは、1の堆肥化試験で作成した堆肥が植物の生

、 。育に及ぼす影響を調査するため 幼植物試験を行った

(1) 材料

ノイバウエルポットに用土（トップソイル、三河ミ

クロン株式会社）と1の堆肥化試験で作成したプラ無添

加区、BP10%区、BP20%区の堆肥を混合して500mLを充填

した後、最大容水量の60%になるように加水した。幼植

物にはコマツナ（品種：照葉）を用いた。

(2) 試験方法
７）試験方法は家畜ふん堆肥の品質評価・マニュアル

を参考にした。試験期間は2006年9月30日から10月21日

までの22日間とした。各試験区は表３のとおり設定し

た。すなわち、プラ無添加区、BP10%区、BP20%区の堆

肥を用土に対して容量比で10%、20%、30%、50%混合し

試験区として12区を設けた。対照区として無施肥（用

土のみ）のものと、プラ無添加区堆肥を用土に対して

容量比で10%混合したものに化学肥料(16-16-16化成肥

料)を施用したものを設けた。その添加量は混合した10

%分のプラ無添加区堆肥の窒素と同等分とした。なお、

試験は1区につき3反復行った。

各区とも、1ポット当たりコマツナ種子25粒を水溶性

播種シート（水溶性たねピタシート（富士平工業株式

会社 ）を用いて均等に播種し、軽く覆土しスプレーに）

て散水した後ビニールハウス内で管理した。7日目に9

本を残して間引きし、22日目に写真記録後地上部を切

り取りサンプルとした。

(3) 調査項目および方法

株径、葉色、最大葉長および地上部乾燥重を測定し

た。株径および最大葉長の測定にはデジタルノギスを

用いた。葉色は葉緑素計（SPAD-502、コニカミノルタ

センシング株式会社）で得た数値を用いた。地上部乾

燥重は、切り取った地上部をあらかじめ105℃で24時間

混合物
注２） PET BP 混合物

注２） PET BP
(kg) (kg) (kg)

プラ無添加区 － 88 0 0 100 0 0
PET10％ PET 88 1.1 0 100 10 0
BP10%区 PLA 88 0 1.7 100 0 10
BP20%区 PLA 88 0 3.4 100 0 20

　注２）牛ふんとオガクズの混合物

容量比

試験区分
プラスチック

種類注１）

　注１）PET：ポリエチレンテレフタレート
　　　　PLA：ポリ乳酸

重量比

表３ 幼植物試験区の設定

加熱後にデシケーター内で放冷し恒量とした紙封筒に

入れ、さらに乾燥機内で105℃で24時間乾燥させ、同様

に放冷した後に重量を測定した。

試験結果

１ 牛ふん堆肥化試験

(1) 発酵温度および水分含量

発酵温度について、試験開始後28日までの推移を図

２に示した。各区とも試験を開始して5時間程で急激に

温度が上昇し概ね24時間で最初のピークに達した。BP20

%区を除く3区はそのピークが最高温度であった。その

後5時間ほど温度を維持し、プラ無添加区、PET10%区、

は徐々に低下した。BP10%区は2.4℃、BP20%区は1℃ほ

、 。ど低下した後再び上昇し BP20%区は最高温度に達した

各区とも切り返しのたびに温度上昇がみられた。温

度の上昇幅はBP20%区、BP10%区、PET10%区、プラ無添

加区の順に小さくなり、PET10%区とプラ無添加区はほ

ぼ同様の推移を示した。各区の最高温度はプラ無添加

区が74.5℃、PET10%区が73.9℃、BP10%区が74.1℃、BP20

%区が77.5℃であり、60℃以上の高温期はプラ無添加区

が149時間、PET10%区が148時間、BP10%区が202時間、BP

20%区が280時間であった。さらに、10日までの平均温

度を計算により求めるとプラ無添加区が59.6℃、PET10

%区が59.6℃、BP10%区が63.2℃、BP20%区が68.8℃であ

った。以上のように、BP20%区が最も高い温度で推移し

次にBP10%区が続き、PET10%区とプラ無添加区が並んで

最も低値である結果となった。

。試験期間中における水分含量の推移を図３に示した

各区とも試験開始後7日で一旦上昇し以降35日までは低

下した。試験開始後28日までに堆肥箱から蒸散した水

分量を計算により求めてみると、プラ無添加区が16.1

kg、PET10%区が16.9kg、BP10%区が17.8kg、BP20%区が

用土 堆肥 混合割合

(mL) (mL) 容量比(土：堆肥)

無施肥区（対照区） 500 － －

化学肥料区注） 500 － －

プラ無添加区10% 450 50 9:1

プラ無添加区20% 400 100 8:2

プラ無添加区30% 350 150 7:3

プラ無添加区50% 250 250 1:1

BP10%区10％ 450 50 9:1

BP10%区20％ 400 100 8:2

BP10%区30％ 350 150 7:3

BP10%区50％ 250 250 1:1

BP20%区10％ 450 50 9:1

BP20%区20％ 400 100 8:2

BP20%区30％ 350 150 7:3

BP20%区50％ 250 250 1:1

注）プラ無添加区10%の窒素量と同等になるように化成肥料を添加

試験区
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図２ 堆肥化中の原料温度の推移

図３ 水分含量の推移 図４ ｐHの推移

図５ 無機態窒素含量の推移

表４ 発酵処理後の堆肥の理化学成分

水分 EC
注１）

pH
注１） 灰分 T-N C/N T-P T-Mg T-Ca T-K T-Na T-Zn T-Cu

(g･kg
-1
) (dS･m

-1
) (g･kg

-1
) (g･kg

-1
) (g･kg

-1
) (g･kg

-1
) (g･kg

-1
) (g･kg

-1
) (g･kg

-1
) (mg･kg

-1
) (mg･kg

-1
)

ﾌﾟﾗ無添加区 747 1.8 9.4 128 17.6 24.2 4.9 4.0 12.4 22.2 12.1 141 34
PET10%区 742 1.8 9.3 129 17.3 24.4 4.9 4.1 12.1 21.9 12.3 139 33
BP10%区 721 1.9 9.3 109 18.5 23.2 5.0 4.4 13.9 21.2 12.5 141 36
BP20%区 683 2.1 9.2 106 16.7 26.0 5.3 4.3 11.6 20.7 12.4 131 34

　注1）現物：水＝１：10　　
　注2）水分、EC、ｐHは現物で測定、それ以外は乾物当たり

区分
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図６ 幼植物試験の測定値

プラ無添加区 BP10%区 BP20%区 無施肥区

図７ コマツナの生育の違い（播種後22日目）

注）用土：各区堆肥を7:3で混合

24.5kgであった。

(2) pHの推移

pHの推移を図４に示した。試験開始後21日までは概

ね同様な推移を示したが、以降35日までBP10%区および

BP20%区は急激な低下を示した。35日以降は各区とも上

昇し、9.2～9.4の範囲に収束した。

(3) 無機態窒素含量の推移

無機態窒素含量の推移を図５に示した。硝酸態窒素

については、プラ無添加区、PET10%区、BP10%区が7日

まで、BP20%区は14日目まで値を示さなかった。各区と

もその後上昇傾向を示し、BP20%区の上昇幅が最も大き

かった。各区とも35日をピークに速やかに減少した。

最高値はBP10%区とBP20%区でほぼ同様な値を示した。

アンモニア態窒素については、各区とも試験開始後急

激に低下し28日にはほぼなくなった。BP20%区は他区と

比較して減少速度が7日程度遅れた。

(4) 堆肥成分

堆肥成分を表４に示した。水分と灰分については、

プラ無添加区とPET10%区はほぼ同様な値であったが、BP

10%区及びBP20%区はプラ無添加区より小さくなった。

それ以外の成分項目については、各区間に大きな差が

認められなかった。

２ 幼植物試験

最大葉長、葉色、株径、地上部乾燥重量を図６に示

した。また、土と各区の堆肥を7:3で混合した培土で育

成したコマツナの様子（22日目）を図７に示した。

、 、 、最大葉長は 土に対する堆肥の混合割合が50% 30%

20%、10%の順に、またBPの添加割合が10%よりも20%の

方が明らかに大きくなった。プラ無添加区堆肥を20%以

上混合すると無施肥区よりも小さくなった。葉色は、

。 、全ての試験区で無施肥区より値が小さくなった また

BP20%区堆肥は土との混合割合が10%、20%、30%、50%の

順で改善される傾向がみられた。株径は、土に対する

各区堆肥の混合割合が10%、20%、30%、50%の順で小さ

くなった。30%、50%の混合割合ではBPを10%よりも20%

添加した方が大きくなった。地上部乾燥重は、葉色と

同様に全ての試験区で無施肥区より値が小さくなり、

その傾向は混合割合が10%、20%、30%、50%の順であっ

た。その中でもBPの添加割合が10%よりも20%の方が高

い値であった。
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考 察

１ ポリ乳酸製品が牛ふん堆肥化に及ぼす影響

牛ふんにポリ乳酸製品を添加して行った堆肥化試験

の発酵温度は、明らかにポリ乳酸製品の添加が影響し

て高温で推移した。しかも、牛ふんに対するポリ乳酸

製品の添加割合が高い程その傾向は顕著であり、最高

温度、高温期の持続期間が長くなった。堆肥化中の原

料温度が上昇するのは微生物が原料に含まれる有機物

を分解する際に発熱した結果であり、温度変化は微生

物活動の総体的な動向をみることができる。高温期が

長く続くためには活発な微生物活動が持続しなければ

ならず、そのためにはエネルギーとなる易分解性炭素

源（C源）が不可欠である。水分含量が高くエネルギー

の低い畜ふんで良好な堆肥化を行うために、C源を期待

して廃棄食用油などを加える研究 が数多く報告さ８－10）

れており実用化されている技術もある。ポリ乳酸は乳

酸がエステル結合により重合したものであり、その生

分解速度は比較的遅いとされている 。しかし、畜ふ２）

んに埋設したものは速やかに分解する との報告もあ11）

り、条件により比較的短時間で乳酸ラクチドやオリゴ

マーなどの低分子体に分解する。ポリ乳酸そのものを

分解する微生物は非常に特殊であるが、食品残渣を主

原料に作成された堆肥中からは、これらの低分子体を

分解利用する微生物が分離同定されている 。また、２）

ポリ乳酸の生分解は大きく2つの段階を経るとされる。

前段階は加水分解を主体とした低分子化のみの一次生

分解であり、分子量が25,000～30,000に低下する 。12）

この状態ではプラスチックの硬質感や弾性、ガラス質

、 。の透明感は失せ 脆弱さが際立つ白濁した様相となる

この分解は温度が高い程短時間で進行し、予備試験を

行った結果では80℃の条件下ならば10時間程度で変化

した。そして後段階に微生物の資化に起因する大幅な

重量減を生ずる生分解が進行する 。以上から発酵開12）

始当初の温度変化について次のように考えられる。各

区における試験開始直後の急激な温度上昇は区により1

～2時間のずれはあるもののほぼ同様の現象であり、牛

ふんが持つC源が利用されて起こったものである。しか

しその後、プラ無添加区とPET10%区の温度は下降する

がBP10%区とBP20%区には温度上昇がみられ、牛ふん由

来のC源のみではなくポリ乳酸が加水分解する過程で生

産された低分子体を微生物が分解利用した結果と考え

られる。

畜ふんの好気的な発酵には堆肥原料の物理性が影響

する。プラ無添加区とPET10%区の温度推移に代表され

る発酵特性がほぼ同じであったことは、プラスチック

添加によって物理性は改善されず堆肥化発酵に影響を

及ぼしていないことを示している。よって物理的な構

造が類似するPET10%区とBP10%区間に認められた発酵の

違いは、ポリ乳酸の生分解性に起因するものと考えら

れる。また、各区のpHの推移と無機態窒素含量の推移

は連動しており、微生物活動により窒素の形態がアン

モニア態窒素から硝酸態窒素に移行するにつれpHが下

がり、再有機化により硝酸態窒素が減少するとpHが再

び上昇している。その増減幅はBP10%区及びBP20%区が

プラ無添加区よりも大きくなっている。これらのこと

は、微生物がポリ乳酸を分解利用したことを裏付ける

と考えられた。

堆肥化が長期間高温で進行することから、①有害な

微生物や雑草種子が死滅すること、②高品質の堆肥が

生産できること、すなわち多くのエネルギーを含有す

るため冬季であっても良好な堆肥化処理が行われ、そ

れに伴い堆肥成分のばらつきを抑制できる可能性が考

えられる。さらには活発な微生物活動により③堆肥化

の促進が期待される。

堆肥成分の灰分について、ポリ乳酸製品を添加したB

P10%区とBP20%区の方がプラ無添加区よりも低くなっ

た。これは分析時の試料調整に原因があると考えられ

た。分析に供する前段階の試料調整時にプラスチック

を除去したが、ポリ乳酸製品は非常にもろく断片的に

なっており目視できる大きさであっても完全に除去す

ることができなかった。灰分率は堆肥化進行の指標の

一つとなるが、そういった理由から進行の早遅を証明

することができなかった。その他一般成分の変化や重

金属（Cu、Zn）の増加はみられずポリ乳酸製品の添加

による影響は認められなかった。成分値は有機質肥料

等推奨基準（民間基準）における家畜ふん堆肥の品質

基準値に適合 しており、堆肥としての価値に問題な13）

いことが示された。

２ ポリ乳酸製品を添加して作成した堆肥が幼植物に

及ぼす影響

幼植物試験における最大葉長、株径、葉色、地上部

乾燥重の測定項目について、概ね二つの傾向が確認さ

れた。一つには、10%、20%、30%、50%のどの混合割合

においてもポリ乳酸製品添加区の堆肥がプラ無添加区

の堆肥より測定値が高いもしくは同等であり、ポリ乳

酸製品の添加量が10%よりも20%の方がその傾向が明確

であった。二つには、各区堆肥とも混合割合が高くな

るほど各測定値は小さくなり生育が悪かった。これら

から、79日までの堆肥化では生育の観点からBP20%区の

堆肥がよく、土とは10%の混合割合がよかった。このよ

。 、うな結果となった理由を次のように考えた 最大葉長

株径、葉色、地上部乾燥重の測定項目は、窒素の肥料

効果と障害性を確認する ためとされており、堆肥の７）

混合割合が高くなるにつれて値が小さくなっているこ

とは、堆肥の肥料効果よりも障害性が高くなっている

ことを示している。また、プラ無添加区堆肥は通常の

牛ふん堆肥であるにもかかわらず無施肥区よりも生育
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が悪かった。化学肥料区は用土にプラ無添加区堆肥を1

0％混合しさらに化成肥料を添加した区であるが、株径

がほぼ同様な測定値となったことを除けば、プラ無添

加区堆肥を10%を混合した区より値が高くなった。この

ことは、化成肥料により窒素分を補えば障害は改善さ

れることを示しており、障害は窒素不足による窒素飢

餓の状態であり、作成した堆肥が未熟であったことが

推察される。窒素飢餓とは新鮮な有機物が施用された

際など急激な有機物の分解に伴う窒素不足状態 とさ14）

れる。一方、BP20%区の堆肥がプラ無添加区堆肥より生

育がよくなったことは、未熟堆肥の障害性がポリ乳酸

製品の添加により改善されていることを示している。

プラ無添加区堆肥が窒素飢餓を起こしたことに対しポ

リ乳酸製品添加区堆肥は窒素飢餓を起こさなかった、

もしくは窒素飢餓状態は軽度であった、すなわち未熟

な堆肥の熟度が改善されたことになり、堆肥化過程で

ポリ乳酸製品の添加により微生物活動が活性化し易分

解性有機物を適正に分解したことが考えられる。同じ

堆肥化期間で堆肥の熟度が向上したならば、堆肥化が

促進されたと言うことができる。

以上のことから、ポリ乳酸製品を牛ふんに添加する

と高温で発酵が推移し良好な堆肥化の進行が図られ良

質な堆肥生産が行われることが明らかとなった。それ

は、微生物がポリ乳酸製品を易分解性炭素源として利

用しその活動を活発化させることによるもので、ポリ

乳酸製品利用の有用性が示唆されたと結論できる。

ポリ乳酸製品を畜産分野で積極的に利用していくた

めの今後の課題として二つあげられる。一つは、ポリ

乳酸製品はポリ乳酸100%から作られていないため、添

加剤の影響を調べることである。ポリ乳酸原料からポ

リ乳酸製品に加工する際、実用プラスチックとして要

求される性能具備のため改質を目的に種々の添加剤を

用いているとされる 。本試験で使用したポリ乳酸シ１）

ートは食品容器に加工されるものであり、食品に使用

する容器として認可されていることを考えれば通常使

用の範囲内なら問題ない。しかし、堆肥化して耕地に

施用した場合に濃縮や残留について、①土壌の汚染、

②植物体への吸収及び生育への影響、③それを摂取し

た場合の人間への影響を精査する必要がある。もう一
４）つは、ポリ乳酸製品が堆肥化過程で分解しきらない

ことによる見た目の堆肥品質の低下である。堆肥化過

程では原料の部位によって温度の差が大きく、加水分

解に必要な温度に到達しないことから加水分解、微生

物分解共に進まない可能性がある。今後は、堆肥化条

件とポリ乳酸製品の未分解程度の整理を行いながら未

分解堆肥の原因を究明する必要がある。
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