
都会でスマートにそして手軽に生ごみを堆肥化できる方法を今模索中です。
極言すればマンションのベランダでできる生ごみの堆肥化を目指しています。

そのためには持ち運び時のコンパクトさや重さ、そして省スペースということも問題に
なってきます。
そしてより環境に優しいやり方はないだろうか…というのが、少し欲張りましたが、私の
テーマです。

私はダンボールを使って生ごみの堆肥化をしました。

なぜダンボールにこだわったかというと ダンボールは、一般的に生ごみを好気的に分
解させるのに優れていると考えられ実践されている方法だからです。
では好気的分解とは・・
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ダンボール箱と発泡スチロールの箱に同じ基材(ここではコーヒーかす）を入れ比べて
みました。
上のダンボールは４２日目２１kgの生ゴミが入っていますが、ここに微生物が入ってき
て生ごみを栄養として、
熱や水蒸気を発しながら分解が進んでいきます。
下の発泡スチロールでは１５kgしか生ごみを入れていないにもかかわらず、泥の中に
生ごみを入れる感じになってしまいました。

これは発泡スチロール箱の中で微生物たちの出す水蒸気や生ごみから出る水分が発
泡スチロール中にたまってビチョビチョになってしまったからです。

初は酸っぱいにおいがしていましたが、そのうちだんだんどぶくさくなってきたので、
生ごみの投入も１５kgでやめました。
どぶくさくなってしまってはスマートどころか近所迷惑です。
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好気的分解と嫌気的分解について話します。どちらの分解にも微生物が介在します。
表を見てください。
大きな違いは空気が必要か、不必要かです。・・・・

先ほどの発泡スチロールでは、水分が逃げ切らないので、ビチョビチョになり、微生物
たちの周りは空気ではなく水で覆われた形になり、
嫌気的分解へと変わっていったのです。
その点ダンボールはとても通気性がいいのか中はさらさらです。
コンパクトさという点で見ても優れていると考えます。
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通気性の良いダンボールは水分を外に逃がすのにとても都合がいいのです。
野菜の多くは90％以上の水分を持っています。
ダンボールは６面全部で水蒸気を飛ばします。
底の一面からも水分を飛ばすためにこのように通気性の良いものの上に置くことになり
ます。
堆肥づくりで一番大変な水分調整を勝手にダンボールがしてくれているのです。

ダンボールで堆肥化するメリットは
この通気性が非常に良く、水分調整がしやすいというほかにも
・身近にあり、入手が簡単である、手軽に扱える
またデメリットとしては水に弱いので、
・雨に濡れると箱がもたない。
・微生物の呼吸量が多くなると、水蒸気により箱がよれよれになる。
など耐久性の問題があります。
ですから、雨の当たらないところに置き、できるだけしっかりとしたダンボールを

使い、底は２重底にしたりします。

今、ダンボールコンポストと呼ばれるものの多くがこの箱の中にピートモスともみ殻くん
炭を基材として入れています。
そしてこのダンボールコンポストは生ごみの水切りが不要、だから手間いらず、人気が
あるのです。
生ごみの水切り不要というのは 大のメリットでしょう。
その大きな要因は水分を逃がすダンボールのほかにピートモスという基材も大きくか
かわっています。
ピートモスも通気性が良くそして保水力があります。
では・・
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では、ピートモスってどんなものでしょうか?
(写真)これが自然界にあるピートモスの姿です。
ピートモスはミズゴケなどが長い時間をかけゆっくりと腐植したものです。

水草が長い年月をかけて変化する過程は 水草→枯草→泥炭ピート（ウィスキーのモ
ルト燻蒸に使われる）
ここに地殻変動などが加われば →亜炭→石炭に変わる。かも・・・ここまで来るには何
億年もの歳月がかかるのですが・・
言ってみれば再生困難な資源、有限な資源と言えるかもしれません。
自然の中で、100年単位の長い時間かけ、ゆっくりと作られたもので、これを採取するこ
とはひとつの環境破壊かもしれません。

また多くは、カナダから輸入されていますので、輸送時にCO2を排出しています。
(日本産のピートモスもありますが、高価でなおかつ品質も劣ります)

なお、ピートモスは保水性・通気性・保肥力に富むので、

土壌の物理性改善のため畑に混入したり、他の資材と混合して園芸用培土や鉢物用
培土として広く利用されています。

ダンボール箱で作れ、そして、環境に負荷を与えない基材はないだろうか?
ピートモスに替わる基材を探したいと思いました。
これが私がこの実験を始めた理由です。
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ここから実験に入ります。基材として
1. 枯葉( けやき)
2. ピートモス(カナダ）
3. おがくず(奥多摩の杉）
4. 竹チップ(福岡)
をそれぞれ１５ℓともみ殻くん炭１０ℓをダンボールに入れ、

この４種類の基材で6月29日から堆肥化実験を始めました。
生ごみの量を計測し４分割して入れていきます。

途中から、庭の土もダンボールコンポストの基材となって活躍しました。
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真黒になりました。これは「腐植」の色で、微生物による分解が順調に進んでいるという
あかしになります。
ただ、おがくずがいつまでも腐植色に変わっていきません。

竹チップの容量が少なくなっているのは竹チップ自身が分解をし始めているのかもしれ
ません。
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天地返しをしました。すると生ごみが入っていない未使用の基材が底から出てきまし
た。

またこの天地返しにより空気が充分に送られることになり基材が生き返り、生ごみの処
理能力が復活します。

枯葉の容量が一番減少しているのがみてとれます。
これは枯葉をほかの基材と同様に１５ℓ入れたつもりでしたが、でも入れきれなかったこ
とを意味するものだと思います。
おがくずとピートモスは容量が 初より増えています。
これは分解しきれない生ごみがダンボールの中に溜まっているのだろうと想像します。
生ごみ処理能力が竹チップに比べ劣るのかもしれません。
逆に竹チップ自身が分解してしまったのかもしれないことも予想されます。

8



これが「土」を加えた５種類の毎日の生ごみを入れた時の温度変化です。

この線が外気温ですからどの種類も外気温より温度が高くなっていることがわかりま
す。

ただ、途中から始めた土だけは熱が伝わりづらく温度がほかのものより上がらなかっ
たのが特徴です。
考えてみれば土の中は冬は暖かく夏冷たいのと同じ要因かもしれません。

他のものは大体同じような温度になっています。投入する生ごみによって温度の上が
り下がりがあります。
一番顕著に温度が上がるのは油、てんぷらの残り油を入れたときです。
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けやきはとても乾燥していましたが、１５ℓを計るのにどうしようかと思いました。容量と
いっても隙間がありすぎ押しつぶしても反発力があり困りました。
ほんとは細かく砕き計測したほうが良かったかもしれませんが、３ℓ入るボールに
ギューギュー押し込んで５杯とちょっとおまけをつけ写真のようになりました。

この４種類の中で枯葉が堆肥化させるのが一番大変でした。
充分に水分を吸ってくれないのでベチョベチョになり、かき混ぜる時に葉っぱと葉っぱ
がくっつきあって移植ごてではかき混ぜにくくなってしまいました。
そのうちだんだんどぶくさくなり、嫌気性に傾いてくるのがわかりましたので、休み休
み、投入しました。
枯葉は堆肥化するには取り扱いにくい基材ということが判明。

8/１2日油1500ｃｃを投入したら一挙に分解が進み葉の形状を残さないようになり、腐葉
土化しました。
しかしながら合計３1Kgが目いっぱいの処理能力でした。
分解能力が遅くなり、様子を見ながら投入量を調整しました。
これは枯葉自体が分解が進み、生ごみが生ごみを処理しているのかもしれないという
ような状態に見えました。

扱いにくい枯葉に合わせて生ごみを投入してきました。
腐葉土化したから生ごみの処理能力は高まったかというとそうでもありません。
腐葉土化する前の投入量18.7ｋg 1日の平均生ごみ投入量は426g/日、
腐葉土化した後の投入量13ｋｇ、1日の平均生ごみ投入量は332ｇ/日です。

このことから腐葉土化したから処理能力が高くなったということではなく、
葉の形状が崩れたことにより、かき混ぜやすくなっただけの話です。

枯葉の実験での大きな発見は堆肥化する時には、その基材のもつ形状は一つの大き
な要素になるということ、
かき混ぜやすい形状にすることは大切なのです。
かき混ぜることにより空気を送り込み、好気的分解を促すことができるのです。
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「現代農業2009．4月号」によれば、竹肥料の特徴のひとつに糖分を多く含んで
いるという。
そのため土着菌、とくに土着の乳酸菌が自然に殖えやすい、とありました。

竹チップを袋に入れて密閉しておくと、すぐ乳酸発酵が始まって甘酸っぱい香り
がしてきます。

今日本各地で、竹林が荒れているということもあり、竹の活用が多方面で広まっ
てきています。
竹炭もそうですが、衣類なども研究されています。

農業でも使えないかと見直されています。その流れで竹パウダーが売れられて
います。
竹肥料を使うと、収量が1.5～2倍に増え、味も甘くまろやかになるそうで、
これでできた堆肥を使って夏野菜を育ててみたいと思っています。

竹チップの扱いにくいということはあまりありませんでした。
ただ、かさ(容量)がかなり減りましたので、これは竹自体が分解していることを示
していたように思います。
３０Kgで生ごみ投入をやめてしまいましたが、あともう少し処理できそうな気がし
ました。
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このおがくずは奥多摩の杉を使っています。
おがくずにはピートモス同様約５カ月５０Kgの生ごみを投入しました。

でもおがくずは他の基材に比べ腐植の色がなかなか出てきませんでした。これは炭素
率があまりに高いせいかもしれません。

後１カ月ぐらいではピートモスと見分けがつかなくなるくらいに黒くなりました。見分け
る方法は手触りです。

ピートモスよりざらざら感が残ります。それでも未使用のおがくずと比べるとざらざら感
が少なくなったと思われます。
おがくずも分解し始めて「角」が取れ「丸み」が出てきたということでしょうか?

ピートモスは５０ｋｇでアップアップという感じですが、おがくずはさらに５０Kg以上生ゴミ
が入る、処理できるような気がしました。
５０Kgの生ごみを入れるとダンボールも痛み、さらに重くなり、破裂しそうだったので
後は新しいものと交換しました。

またおがくずはフェノール性酸やタンニン酸などの生育阻害物質を含むが３カ月以上
の堆肥日数であれば実害はない

おがくずたい肥は表面は腐熟していても内部は未熟のまま残っていること、および内
部まで腐熟して窒素を取り込まなくなるまでには、堆肥化したものでも施用後さらに２
年くらいの期間を要することが知られる。糞に対するおがくず混合割合は容積比で５
０％程度とし、高温を伴う好気性発酵を少なくとも３カ月以上持続させその後さらに数ヵ
月後熟させて、木質物の性状を安定化させたものが望ましい。C/N比３０以下、ｐ
H8~8.5内外で硝酸態窒素が検出されれば一応満足、（伊達昇氏東京農業試験場）とあ
る。
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ピートモスは保水性と通気性に優れているので好気性微生物が暮らしやすい環境とな
ります。
だから、初心者でもピートモスで堆肥化することが容易です。
巷に普及しつつあるのはそういった理由からです。

しかしながらピートモスの特性としてpH4というほどの強酸性を示します。強酸性は微
生物にとってはくらしにくい環境だと想像されます。
pH9を示すアルカリ性のもみ殻くん炭と混ぜ合わせてダンボールに入れるのは

少しでも中和してさらに微生物たちが住みやすい環境を作るために必要なのだろうと
考えています。

ここに生ごみ５０kg入ったとあります。
約５カ月、平均３６５g/日生ごみを入れたことになります。
中野区の平成１８年度の調べによれば217g/１日/１人の生ごみを出しています。
４人家族であれば８００gにもなるのですから少なくても４人家族の場合このダンボール
箱が２つ必要ということになります。

今回のこの４種のダンボールを使っての実験は枯葉の処理能力のスピードに合わせ
たので
設定条件を毎日５００g生ごみを投入したら処理しきれるかどうかの実験もする必要が
あると思います。
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夏のカラカラの庭の土を採取しました。

すべての有機物は土に還り、土と一体となることができます。土の中にいる微生物たち
が生ごみを処理してくれるからです。

しかし土は他の基材より密度が高く重く、このダンボールがそれほど大きくないにもか
かわらず、
カラカラな土１５ℓでも、もみ殻くん炭１０ℓ入ってはいますが、１５ｋg以上もあり、扱いにく
いものでした。
生ごみの水分を吸収しやすく上半分の土はだまになりびしょびしょでしたので、
10/4,16kgの時点で2つのダンボールに分けました。下半分の土にはまだまだ生ごみが
投入できます。

水分を吸った土は重たくかき混ぜにくかったです。分解もそれほど速いわけではありま
せんでした。
どうにかこうにか３０Kgの生ごみを処理しました。
密度が高いために空気が入りにくいということもあるのでしょう。
そのために分解速度も遅かったと思われます。嫌気的分解になりやすかったです。

土は重たく密度が高いのでダンボールコンポストにはふさわしくありません。
重すぎていつダンボールが壊れるかと心配でした。
かき混ぜにくいことと、ダンボールが重さで壊れてしまうという欠点をもちます。
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さらに実験は続きます。
コーヒーかすともみ殻で始めました。
コーヒーかすが非常に温度が高いことがよくわかります。

コーヒーかすの特徴は生ごみを入れるととても高温になるけれど
2，3日生ごみを入れないと常温に下がってしますという、極端な現象が現れました。

あまりに高温になるので、基材全体が乾燥するためと思われます。
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コーヒーかすはUCCの新宿店まで行ってもらってきました。
このコーヒーかすの入手では結構苦労しました。その辺のコーヒー屋さんからもらって
くるだけでは量的に足らないのでスタバなどチェーン店にも声をかけました。
また水の滴るようなコーヒーかすだったので天日干しにしなければなりませんでした。
天日干しした後ダンボールに詰めるとそれだけで30℃を超えてしまいました。コーヒー
豆に脂質が多く含まれるであろうことを想像させました。

コーヒーかすの場合、放置するだけでも温度後上昇するという現象が見られるように生
ゴミが入ってとたん温度は急上昇していき、
生ごみの処理能力はかなり高いものでした。野菜くずのみだけでもかなり温度上昇が
みられ、かなりさらさら状態で次の日を迎えることができました。
そして、 初の2週間ほどはコーヒーの香りがし、生ごみの投入がとても楽しいものでし
た。

後の10日間は平均１１００ｇの生ごみを入れ続けてみたら、 終的に結局ダマがで
き、泥化していきました。

またコーヒーかすにはフェノール性酸が植物の生育阻害するということがあるようです
が、堆肥化することで回避できそうです。
コーヒーかすの粒子は、炭のような多孔質の形態をしていて、いったん乾燥させてから
使用すると、水分や悪臭を吸収するという特徴を持っています。
家庭でも靴箱に入れ臭い消しに使ったりするところは炭によく似ています。そういうこと
からも微生物のすみかになりやすく、
都会での地産地消の堆肥化にはとてもいい材料だと考えています。虫も来ないかもし
れないと期待します。
さらなる実験が必要ですが・・
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もみがらも生ごみは消えていきます・・が、
かなり長く形が残っています。いつまでも消えにくかったです。
表を見ての通り、温度は上がっているので少しは分解しているのだと思いますが、

もみ殻という基材の吸水力が低いのだと思いますが、もみ殻がただ濡れているだけと
いう印象です。
ダンボールにしみが残っていました。

もみ殻やくん炭が吸収する水分量が野菜から出る水分量より多かったためと考えま
す。

もみ殻は水を吸収する力が低いからでしょう。
もみ殻は失敗でした。
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冬バージョンです。実験はさらに続きます。

冬は微生物の活動は弱まるけれど、虫の発生が少ないというメリットがあります。

前回の実験で、コーヒーかすがとてもよく生ごみを分解してくれるので
糠と対比させてみたいと考えました。

また、冬なので、保温できるだろう発泡スチロールという容器も魅力的だと考え
糠（ダンボール）
コーヒー（ダンボール）
コーヒー（発泡スチロール）
の3種で始めました。今回はもみ殻くん炭を入れないことにします。

生ごみ投入量を平均500g/日とすることも条件に入れました。
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コーヒーがとても調子がよかったのでので 今度は平均800g/日の生ごみを入れようと実験を始めまし
た。
なぜなら中野区の統計によれば4人家族で800g/日の生ごみが出るのです。
またコーヒーの構造が多孔質なので、もみ殻くん炭と同じような効果があると思い、
必要ないと判断してもみ殻くん炭は使用していません。
かなり高温になり楽しかったのですが、コーヒーも不消化を起こした様子、だまになりかけてましたので、
結果として44日で21.4ｋｇ 平均486g/日の投入になってしまいました。
これ以上入れてしまうと嫌気性に傾いてしまうと思い、1/28でやめました。

想像より少ない生ごみ投入量でした。
原因はいくつか考えられます。
①これは外気温がかなり下がってきたことと関係しそうです。外気温の下がりすぎでダンボール内にも結
露していると考えます。
②もみ殻くん炭をいれなかたことと関係するのかもしれません。くん炭は空気を多量に含む素材です。
③コーヒーかすは水を含むとその多孔質が壊れ泥状になるという性質を持つのかもしれません。（これ
は実験で確かめてみる必要あり！）

①についての補足 ダンボールの中では高温になっても、冬の外気温が低くいので、ダンボールの中
でも水滴ができるのか水分が抜けきらない、
また水滴となって箱の中に落ちてくるという現象もあるように思います。
現に冬はダンボールの中の温度が上昇するとダンボールの蓋がびしょびしょに濡れているということを
頻繁に見ます。
ダンボール自体がびしょびしょに濡れているということはダンボールの通気性を悪化させていることにな
ります。
だから前回は30kg投入できたものが21.4ｋｇでやめざる得なかったという結果になったのかと考えていま
す。

通気性はダンボールコンポストで も優れているところです。
それを活かす冬の対処法は箱を2重にしたら解決できるかもしれません。
箱と箱の間に5～10cmぐらい空間を作ってやってみたらダンボールの良さを活かせるかも知れない・・・こ
れは次の実験へ

②③についての補足
コーヒーの多孔質ともみ殻くん炭の多孔質にその「質」に差があるかもしれない
コーヒーのほうが荒くもみ殻くん炭のほうが細かいとか・・
またコーヒーのほうが崩れやすい、壊れやすいなど、あるのではないだろうかと想像します。

19



糠だけをダンボール箱入れて実験してみました。
これでも堆肥化ができるという面白い例だと思います。
これはダンボール箱で生ごみのぬか漬けを作っているのですが、

ぬか漬けを想像してみてください。発泡スチロールで作ったらおいしいぬか漬けができ
たかもしれません。

ぬか漬けの桶に溜まってしまう水、スポンジで水を抜く分の水分がダンボールを通して
すべて逃げて行っているということです。

糠も高温を示します。
しかし水と糠は相性がよくもともとだま(かたまり）を作りやすい性質を持っています。

野菜にからまるように糠がはびこり、それがなかなか野菜から離れないで、ボール状に
かたまります。
小さなボールがいくつもできているという感じになります。

高温になるとかなりにおいます。
3m先でも匂ってました。アンモニア臭です。さすがに家族からクレームがつきました。
また低温でも糠の臭いはします。
くん炭を入れたらさほどにおわなかったかもしれません。

また、糠もコーヒーも高温になり、アンモニアとして空中に分散してしまったということは
窒素分が抜けてしまっているかもしれません。

かなり匂いましたが、冬なので虫が湧きませんでした。（糠にもコーヒーにも小さな蠅が
少しは来ましたが、、）
糠の実験は冬しかできないな～と改めて思いました。

余談ですが、ぬか漬けの場合もキュウリなど1カ月ぐらい置いておくと生ごみのように消
えてしまうのでしょうか?とふと思いました。

また糠は湿気を吸いやすく固まりやすい、という性質をもちます。 20



発泡スチロールの場合、蓋はしないで布カバーをしていても、1面だけの通気性だけで
は水分抜けが足りなく嫌気性になりやすい。
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基材別生ごみ水分蒸発率を調べてみました。
生ごみ投入後の箱の重さを計りました。黄色の所がそれぞれの重さです。
たとえばはピートモスは 初の重さは3.9Kgですが、51.5kgの生ごみを入れていくと
55.4kgになるはずですが、実際には
12.7Kgになります。その差が水分蒸発量です。それを基材別に計算してみました。

体重計で測っていますし、生ごみの計量にしてもそれほど正確を期してはいません。
また、投入終了後1週間というように決めればよかったのですが、終了当日～1週間と
いうことになってしまいましたので、
そのつもりで数字を読んでください。
ちなみにピートモス・おがくずは 終了当日計量
竹チップ・枯葉は1週間後
コーヒー・糠は、3日後になっています。

土は水分を蒸発させにくい、乾燥を防ぐことのできる物質とも言えるのでしょう。

糠も乾燥を防ぐことのできる物質だと、糠に生ごみを入れた時、野菜の周りに糠がはび
こる様子からわかります。

「乾燥を防いでいる」という言葉が当てはまります。やはり糠は湿気を吸いやすい性質
を持つように思います。

他どの基材も水分蒸発させる量にそれほど差異はないということがわかりました。
それにしても８０％も水分を飛ばすことができるダンボールはすごいと実感します。
コンポストづくりの「すぐれもの」ツールだということができるでしょう。
洗濯物がよく乾くような場所に置けばそれだけ水分蒸発もいいと言えます。
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実験結果のまとめです。
３５×３５×４０cmの大きさのダンボール、ミカンのダンボールよりちょっと高さがあると

いう大きさのダンボールでした時を想定しています。今回は循生研の箱を購入し同一
の大きさのダンボールを使用しています。
*毎日500gの生ごみを投入したと仮定し、私の経験値による推定生ごみ処理量、15kg
ということは1ヶ月くらいということになる。

それぞれの基材の長所短所があります。
ブレンドもできますのでそんな実験も今後も続けていきたいと考えています。
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基材が生ごみから出る水分をどのくらいを含むことができるかがコンポストづくりで一つ
のポイントになるかと考えたからです。

一つ一つの基材を計量し、充分に浸水し、引き上げて、ぽたぽた落ちなくなった３時間
後に基材別の吸水量を計るという実験をしました。
ペットボトルの口はガーゼと輪ゴムで処理しています。
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元々の基材が含んでいる水分量を考慮していないので、精密な実験ではありません
が、
おおよその傾向が示されました。

１回ごとに基材を入れ替えています。

ダントツはピートモス、吸水量が大きいということです。

例えばピートモスはもみ殻の４倍も多く水を含むことのできる素材だということがわかり
ます。
そして次におがくず、
意外なのはもみ殻くん炭も大きいということでした。

枯葉も充分に大きいですが、この数値の差は枯葉の粉砕のおおきさによるかもしれな
いと考えています。
粉砕の大きさによる吸水量についてもさらに調べる必要はあるかと思います。

この結果から、人気のピートモス+もみ殻くん炭+ダンボールの組み合わせが一番扱い
やすいということに納得できます。
「水切り不要」の理由が理解できるようです。

それから吸水量だけが扱いやすい基材とは限りません。
どれだけ空気を含むことができるのかも大きなポイントです。
重さや形も扱いやすさに関与してきます。
また、もうひとつ、季節・温度という要素も影響するということを付け加えます。
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今回の実験では生ごみに糠を入れていません。
ただし①・③・⑤・⑦は10日に1回ぐらいの割合で５０～100gぐらいの魚のあらを投入し
ています。
リンにおいてはそのことが反映しているようです。

生ごみのほとんどがキャベツだったことを考えるとカリが多くて当然なのですが、
投入量に比例してカリは増えていないようです。

土壌中ではリンとマグネシウムはリンクして働くらしいのですが、その比率については
わかりません。
カリは水に溶けやすいという性質を持ちます。カリ過剰も問題らしい（以下参照）
全体的にマグネシウム不足なのではと考えます。

炭素率はおおむねクリアと言っていいだろう。おがくずは炭素率697⇒20までおち、
約50kgと4カ月間以上の投入ということで堆肥として使用できるのではと考えます。
この次は投入量をもっと多くしてみたら、炭素率はもっと下がるだろうか?…

コーヒーかすは温度が上がるので、窒素分が飛んでしまうかもしれないと思ったが、そ
れほどでもないようです。
元々の成分に窒素も多いことも一つの特徴と言えます。

詳細については専門家のご意見をうかがいたいところです。

以下 ルーラル電子図書館より

マグネシウムは植物の必須元素の一つで、葉緑素の核となる重要な成分。また、酵素
の成分でもあり、糖やリン酸の代謝に関与し、食味向上や果樹の糖度向上などに役立
つ。リン酸と苦土は植物体内を供連れ移動し、リン酸とともに苦土を施用したり、リン酸
が蓄積した土に苦土を施すと、リン酸の吸収が著しくよくなる。そのため、苦土の積極 26



花も野菜も生ごみ堆肥を使うと見事に育ちます。
せっかく作ったコンポストを循環させなくては・・
すべての有機物は土に戻ります。循環して初めて環境に良いと言えるでしょう。

マンション住まいの方が循環できる場所探しは一つの課題です。
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まだまだ課題があります。

生ごみの投入し続けていると、どうして基材に生ごみ処理能力に限界を感じるのか、
どうしていっぱいいっぱいと思いやめざる得ないのか、
それが、コンポストの中で何がどんな状態の時そうなるのか・・・

？？？この疑問の回答は今回見つけることができませんでした。

今回の実験でやってみて「想定外の発見」がたくさんありました。

これからも「都会でもスマートに、手軽に」を目指し
楽しみながら色々工夫を重ねていきたいと思っています。
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