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フラワーコンポストマニュアル

〜花から始まる循環型社会〜
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1.1. 身の回りの「お花」
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1. お花と私たちの暮らし

　みなさんは、身の回りにお花があると、何を思いますか？

綺麗だと思う人や、お花を眺めて落ち着きたい、お花を生け

たいと思う人もいるかもしれません。お花を見て、育てること

や誰かにプレゼントすることが好きだという人もいるでしょ

う。眺めたり、摘んだり、買ったり、もらったりしたお花を、私

たちは非常に身近に感じ、癒しを感じますよね。

　そんなお花も時間が経つにつれて、だんだんと枯れてきてしまいます。お花も生きていますから、枯れるのは当

然のことです。そして枯れたお花はゴミ箱へ入れる。鑑賞し終わり、ゴミ箱に入ったお花を見て、私たちは何を思

うでしょうか？

1.2. 地球の資源

　皆さんは「3R」という言葉を聞いたことがあるでしょうか？3Rとは、Reduce（リデュース）、Reuse（リユース）、

Recycle（リサイクル）の3つを総称した言葉です。Reduceは「できるだけゴミを減らそう」、Reuseは「いらなくなっ

たものを再び使おう」、Recycleは「いらなくなったものを別の形で使おう」という考えのもと、私たちはそれぞれを

日常で取り組んでいます。例えば、Recycle。みなさんの周りで、学校や地域で「いらなくなった新聞紙を回収しよ

う」といった活動を見かけたことはありますか？これは「いらなくなった新聞紙を集めてトイレットペーパーや再生

紙などとしてもう一度使おう」という試みです。

　ところで、どうして「3R」の考え方が生まれたのでしょうか？

一番の理由は「地球の資源は使い続けると無くなってしまうため」と多くの研究者は言います。どういうことでしょう

か。例えば、紙。紙は「地球の資源」で、自然にある木から繊維を取り出し、お湯でグツグツ煮詰め、広げ、乾燥さ

せることで出来上がります。そのような木が毎年約4億トン*生産されていますから、我々は「地球の資源を使い続

けている」ことになります。

　ですから「3R」は「地球の資源」を使いすぎないような取り組みと言っても良いです。逆に地球の資源を使いす

ぎた時には、温室効果ガスの排出や海面上昇、異常気候などをはじめ、私たちの暮らしに大きな影響を及ぼしま

す。



4

　

　お花のお話に戻りましょう。先ほどは「3R」の考え方を紹介しました。お花も鑑賞し終わったら「捨てる」のではな

く「もったいないから、何かに使えないかな」と思ってきませんか？地球のために、何か、私たちでも力になれるこ

とはないでしょうか。

　そのために、「鑑賞し終わったお花」のその後を考えてみましょう。

　まず、鑑賞し終わったお花を「捨てる」時、私たちはゴミ箱に入れます。ゴミ箱に入れたお花は、一般に「燃える

ゴミ」として回収され、焼却されます。3RはReduce（リデュース）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル）に

よって、地球の資源を「できるだけ長く」使う試みです。対照に、焼却されてしまっては、作られたお花はできるだ

け長く鑑賞するのではなく一度きりのものとなってしまいます。

　このように「鑑賞し終わったお花」など「もの」のその後を考えてみることで、これは地球の資源を「できるだけ長

く」使っているものなのかどうかを考えることができます。みなさんも、身近なものを考えて、ぜひ考えてみてくださ

い。

1.3. 「鑑賞し終わったお花」のその後を考えてみよう

1.4. 鑑賞し終わったお花を「再利用する」から「循環する」へ

　これまで「できるだけ長く」使う「3R」という言葉を紹介してきましたが、こんな疑問を持った方はいるのではない

でしょうか。

　「私たちがどんなに「3R」を頑張ってみても、最後にはやっぱり

「燃やす」ことによる廃棄が待っているのではないかな？」

　その通りです。しかし近年「できるだけ長く使う」をから「ずっと

使い続ける」ことができる考え方も出てきています。

　それは2015年にEU（ヨーロッパ連合）によって提唱された「サーキュラーエコノミー」という考え方です。日本語

では「循環型経済」と訳されます。「廃棄物の発生をなくす」ことは非常に難しい一方「循環」（右図参照）を取り入

れることで資源を「ずっと使い続ける」ことを目指します。現在ではサーキュラーエコノミーのさまざまな活用方法

が模索されています。

サーキュラーエコノミー「循環」のイメージ図

1. お花と私たちの暮らし
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2. 繋がるもの〜循環型社会とは？〜

2.1. サーキュラーエコノミー〜身近なものを例に〜

　サーキュラーエコノミーの具体的な例としては、さまざまなものがあ

ります。1つは、右図にある「100%再生可能なシューズ」です。2019

年にアディダスは、使用済みのシューズを分解し、新しいシューズを

作り出すことを発表しました。（右図）。接着剤を使用しない方法で作

られた靴は、製造の段階からゴミをできるだけ減らす工夫が施されて

います。

　もう1つ紹介したいのは「コンポスター」（右図）です。これは私たちが

食べたものやお花を入れて「堆肥」（＝コンポスト）を作るといったもの

です。私たちの残飯や生ゴミ、お花などは普段、燃えるゴミとして出し

ますが、これらのゴミを出さないで堆肥に変えることができるものがコ

ンポスターです。

2.2. 日本はもともと「もったいない」の国

　私たちは、日常で「もったいない」という言葉を耳にします。実は古く

から日本では「もったいない」文化が存在しており、中でも江戸時代で

は、サーキュラーエコノミーに近い生活だったと言われています。

　例えば、江戸時代では「汚穢屋（おわいや）」という仕事があり、人の

排泄物を農村で堆肥として再利用していました。また紙や着物、箒

（ほうき）、食べ物などの日用品は土に返すことが当たり前でした。

　このように「排泄する」→「堆肥となる」→「次の野菜が育つ」→「私た

ちが食べる」→「排泄する」→…まさに「循環」ですよね。なんだか、

サーキュラーエコノミーが非常に身近になったと感じませんか？

花を入れたコンポスター

100%再生可能シューズ

汚穢屋（おわいや）の様子
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3. 「コンポスター」を使ってみよう！

3.1. コンポスターとは？

　コンポスターとは、生ゴミやお花などの「有機物」を微生物（びせい

ぶつ）の力によって分解して堆肥を作ることができる装置のことで

す。堆肥には微生物（びせいぶつ）がたくさん含まれていますから、

土壌に堆肥を撒（ま）くことで、次の植物や花の成長を手助けしま

す。コンポスターの種類には、回転式（右図）や電動式など、さまざ

まありますが、ダンボールやビニール袋を用いて堆肥（コンポスト）を

作ることもできます。

　右図のように、はじめに土と有機物（生ゴミやお花）などを入れ、次

にこれらを定期的にかき混ぜることで、土壌微生（どじょうびせいぶ

つ）物が有機物を分解し、堆肥が完成します。

3.2. 「お花屋さん」と一緒に、お花を救おう！

①  ① 

② 

回転式コンポスター

　一番最初に皆さんにお伝えしたように、お花は時間が経つにつれて、だんだんと枯れてきてしまいます。生

きていますから、当然のことです。そして鑑賞し終わったお花はゴミ箱へ入れられる。

　ゴミ箱に入ったお花を見て、改めて私たちは何を思うでしょうか？私たちに何かできることはないでしょう

か？

　今まで、私たちは「3R」や「サーキュラーエコノミー」「江戸時代の暮らし」など様々なことを知ってきました。

具体的には、紙や靴が再利用されていることや、江戸時代では有機物（食べ物や糞尿、箒（ほうき）など）が

身近な土壌や農村に活用されていることなどでした。また現代でも「コンポスター」が身近にあることを知りま

した。

　みんなで、「コンポスター」を使ってみることはどうでしょうか？

　皆さんの近くには「お花屋さん」や「花壇」があるはずです。鑑賞し終わったお花とコンポスターを使って、土

にお花を還（かえ）し、堆肥（コンポスト）を作ってみましょう！



　コンポスターはp.6でも述べたように様々な種類があります。今回は手

軽にできるように「黒のビニール袋」もしくは「花壇」で行います。（※茎を

入れる時は袋が破れないよう注意してください。）また、コンポスターの

中には土も入れる必要があります。100輪ほどのお花に対して、20Lほ

ど土を用意してください。花壇の場合は、掘り返した土を使用します。土

は腐葉土や赤玉土、黒土、鹿沼土など、もしくは混ぜ合わせたものでも

構いません。（右図）※詳しくは本マニュアルの「6.1 実施実験」をご覧く

ださい。※また今回は花の数と土の量などは目安となります。
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4. コンポストの作り方

4.1. お花屋さんから「土に還（かえ）すお花」をもらおう

　まずは「土に還（かえ）すお花」を集めましょう！100輪くらい集まったら

嬉しいな〜！お花は、もちろんおうちで鑑賞して枯れてしまったお花を

持ってきても大丈夫です。学校に持ってきてみましょう。また学校の近く

のお花屋さんが届けてくれます。お花屋さんから「土に還（かえ）すお

花」をもらいましょう！

　土に還（かえ）すお花の花弁と花びらの部分は分解が早く、茎の部分

は分解が遅いことが分かっています。基本的には茎も含めてコンポスト

を作りますが、堆肥を作るまでの時間を短縮したい時は、花弁と花びら

のみを使用してみてください。（左図）※詳しくは本マニュアルの「6.1 実

施実験について」をご覧ください。

4.2. コンポスターを作ろう！

　土を入れたビニール袋もしくは、掘り返した花壇に4.1で集めた「土に還（か

え）す花」を入れます。その後、土をかき混ぜます。花と土が均質に混ぜ合うよ

うに行います。あまりにも乾燥している土には簡単に水を上げると良いでしょ

う。3日に1回ほどかき混ぜ、夏場は1ヶ月ほど、冬場は2〜3ヶ月ほどで分解が

完了します。（※詳しくは本マニュアルの「5.手入れの仕方」をご覧ください。）

4.3. 土をかき混ぜよう

ガーベラの花弁、花びら、茎

黒のビニール袋内（土、花）

【ワンポイントアドバイス】

　黒いビニール袋は熱が蓄えやすい

ため、微生物がより活発になり早く堆

肥化に繋がると考えられています。

　黒のビニール袋や花壇の他に、段

ボールなど学校にある他の容器でも

代用可能です。学校にあるものを探

してみよう！
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4. コンポストの作り方

4.4. 堆肥を回収しよう

　夏場は1ヶ月ほど、冬場は2〜3ヶ月ほどでできた堆肥を回収します。黒いビニール袋に入った堆肥であれ

ば、その堆肥を1日、日光に照らしておきます（花壇作った堆肥であればそのままで問題ありません）。これは

作った堆肥を乾燥させ、保存しておくためです。その後、皆さんが使いたい場所へ持っていき、堆肥を入れて

みてください！

２ヶ月経った後の花の様子

（1月〜3月で実施）

4.5. ① 堆肥を「お花屋さん」へ持っていこう！

　作った堆肥は、近くの「お花屋さん」*で球根と交換できます。ぜひ

皆さんが作った堆肥をお花屋さんに見せに行きましょう！*「お花屋

さん」は「花キューピット加盟店」に限りますので、行く前に確認して

みてください。

4.5. ② 堆肥を使って「新しいお花」を育ててみよう！

　作った堆肥を、私たちが使うこともできます。身近にあるお花を

育ててみましょう。例えばアサガオ。プランターの土の約2Lに対し

、0.5Lほどの堆肥を入れます。土と堆肥を混ぜ合わせ、その後、アサガオの種を撒きましょう。撒いた後は

たっぷりの水を入れ、発芽を待ちます。家でも、学校でも、「お花を育てたい」と思った場所で、皆さんが育てた

いお花を、育ててみましょう！きっと、スクスクお花が育ちますよ。

完成した堆肥の様子

（〇〇ヶ月間実施）

※実際にマニュアルになる際は堆肥が完成

した様子の写真や、具体的な状態が記載さ

れている方が親切かと思います。

今回は追加実験が設けられないため写真や

状態の説明を省略しております。
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5. 手入れの仕方と注意点

5.1. 分解期間中の手入れ

　週2回を目安にして水分量の調節と土の揉みほぐしを

定期的に行います。水分量の目安と調節方法は（6.1 

実施実験について）（6.2 実験結果）を参照。

5.2. 花 / コンポスターの取り扱いの注意点

【堆肥化にかかる時間について】

　生ゴミと違い、花の堆肥化には時間がかかります。微生物（びせいぶつ）数ヶ月単位で分解が行われるので、

分解速度が遅くても異常はありません。

【分解が進まない時は・・・】

　1ヶ月経っても、分解が進まない場合は、水分量か、土壌（どじょう）温度を調節してみましょう。水分量は多す

ぎると腐敗（ふはい）が進んでしまうため、カラカラにならない程度の水分を維持してみてください。（※泥団子が

できないくらいの硬さの土になるように水分を入れてみましょう！）また土壌（どじょう）温度は、低いと微生物（び

せいぶつ）が活発に活動できないため、日差しのある場所へ動かしたり、春〜夏の暖かい季節に堆肥（コンポス

ト）を作るようにしてみてください。

【発生する臭いについて】

　生ゴミと違い、花の分解においては虫や匂いが発生することはほとんどありません。しかし、水分量が多すぎ

ると、腐敗臭（ふはいしゅう）が発生することもあるので注意してください。

【コンポスターの設置場所について】

　実内にコンポストを置くと、腐敗臭は少ないですが土のにおいが気になることもあるため、外に置くのがおすす

めです。ビニール袋を使用する場合は、腐敗や水分量を保つため雨に当たらない場所に置いてください。

　実験では室内で温度管理のため電球を使い行いましたが、火事発生の恐れもありますので、コンポスターの設

置場所は安全面を考えて、さらに詳しく調査し検討が必要だと思います。

【土の量について】

　実施する際は人数や集まった花の量によって、土の量は調節してください。花と土の量に関しては、p.7

を、水分量に関して本ページ（p.9）をご参照ください。

【ワンポイントアドバイス】

土を揉みほぐす際は、土に水分が均

等に行き渡るように手やスコップを

使って揉みほぐします。

土が苦手な場合には、ビニール手袋

を使ってくださいね。
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6.1 実施実験について

6.1.1 実験概要

実験期間 1月12日〜3月12日（約2ヶ月間）

実験場所 早稲田大学93号館リサーチパークコミュニケーションセンター

実験目的
①花が微生物によって分解できるかどうかを確認する

②微生物の活動において最適な条件を探る

実験調査項目
①土壌の温度と水分量

②花の分解量と分解速度

6. コラム〜堆肥ができるまで



6.1.2 実験準備

手順1

　微生物にとって最適な活動環境を調べるために、以下のように土壌水分量と土壌温

度を条件として6種類の実験環境を設定する。土壌温度は室温を基準として、室温 + 

10℃、室温 + 20℃の範囲とする。
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6.1 実施実験について

コンポストNo. 土壌水分量 土壌温度

コンポスト① 30% 33 ~ 35度

コンポスト② 60% 33 ~ 35度

コンポスト③ 30% 25 ~ 27度

コンポスト④ 60% 25 ~ 27度

コンポスト⑤ 30% 15 ~ 17度

コンポスト⑥ 60% 15 ~ 17度

6. コラム〜堆肥ができるまで
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6.1 実施実験について

6.1.2 実験準備

手順2

実験に必要なものを用意する。

用意するもの

黒いビニール袋 1袋 水分量計測器 1本

腐葉土 20L フィラメント電球 3個（4個）

ガーベラの切花（分解する用の花）

※今回は実験のため 100輪としました
が、扱いやすく花店でも集めやすい花
の数と土の量などは、調整が必要だと
考えます。こちらは追加で実験の必要
があると考えます。

100輪 電球のソケット 3個（4個）

デジタルサーモスタット 2機 簡易ビニールハ
ウス

2個

6. コラム〜堆肥ができるまで
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6.1 実施実験について

6.1.2 実験準備

手順3

　黒いビニール袋に腐葉土（約3L / 1袋）とガーベラ（15-16輪 / 1袋）を投入する。これを

6袋用意する。茎は硬く、分解速度が遅いと考えられるので外しておく。

硬い部分（茎）と柔らかい部分（花弁など）に分けられ
たガーベラ

腐葉土とガーベラが投入された黒いビニール袋

6. コラム〜堆肥ができるまで
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6.1 実施実験について

6.1.2 実験準備

手順4

　フィラメント電球とデジタルサーモスタットを使用して3種類の実験環境を作る。電球と

ビニール袋の配置は以下参照。デジタルサーモスタットのセンサーはなるべくフィラメン

ト電球の近くに寄せる。この配置ができたら簡易ビニールハウスを上から被せて保温で

きるようにする。

◎ コンポストNo.3 / No.4の配置

フィラメント電球は1つのみ使用し、室温 + 10℃の環

境を作成

◎ コンポストNo.1 / No.2の配置

フィラメント電球を2つ使用して、室温 + 20℃の環境を

作成

6. コラム〜堆肥ができるまで
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写真では〜24℃で点灯、28℃〜で消

灯するように設定されている。

現在は24.7℃なので点灯している。

◎ デジタルサーモスタットについて

　デジタルサーモスタットはデジタル式の温度調節器で、センサー付近の温度を

設定温度に維持し続ける。今回使用するデジタルサーモスタットは、予め設定し

ておいた2種類の温度の範囲内で自動的に温度を維持し続ける。
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6.1 実施実験について

6.1.3 実験期間中の操作

操作1

週2回を目安にして水分量の調節と土の揉みほぐしを定期的に行う。

◎ 水分量の調節方法について

　水分量計測器を土に突き刺す。必要に応じて適宜水分を足して腐葉土と混ぜ

る。水分量の目安は以下の通り。

・水分量少なめ（No.1 / 3 / 5）：メモリ3 ~ 4

・水分量多め（No.2 / 4 / 6）：メモリ7 ~ 8

実際の水分量計測器

6. コラム〜堆肥ができるまで
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6.2 実験結果

6.2.1 分解の様子

コンポストNo.1

観察日：1月21日(金)
まだ分解は進んでおらず、花弁の部分

が確認できた。

観察日：2月15日(火)
かなり分解は進んできている。水を入

れすぎてしまいかなり泥っぽい。

観察日：3月12日(土)
ほとんど分解され、未分解の花弁は確

認できなかった。泥っぽさは変わってい

なかった。

6. コラム〜堆肥ができるまで



18

コンポストNo.2

観察日：1月21日(金)
まだ分解は進んでおらず、花弁の部分

が確認できた。

観察日：2月15日(火)
分解は進んできているが、土を揉み解

すと未分解の花弁が多少確認できた。

観察日：3月12日(土)
ほとんど分解は終わっているが、まだ

少し分解されていない部分が確認でき

た。
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コンポストNo.3

観察日：1月21日(金)
まだ分解は進んでおらず、花弁の部分

が確認できた。

観察日：2月15日(火)
かなり分解は進んできている。土を揉

み解すと未分解の花弁が多少確認で

きた。袋を触ると暖かかった。

観察日：3月12日(土)
ほとんど分解され、未分解の部分は確

認できなかった。
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コンポストNo.4

観察日：1月21日(金)
まだ分解は進んでおらず、花弁の部分

が確認できた。

観察日：2月15日(火)
かなり分解は進んできているが、土を

揉み解すと未分解の花弁が多少確認

できた。水分量も適切で最も肥料っぽ

いと感じた。

観察日：3月12日(土)
ほとんど分解され、未分解の部分は確

認できなかった。
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コンポストNo.5

観察日：1月21日(金)
まだ分解は進んでおらず、花弁の部分

が確認できた。

観察日：2月15日(火)
かなり分解は進んできているが、土を

揉み解すと未分解の花弁が多少確認

できた。かなり冷たく土が硬い。

観察日：3月12日(土)
ほとんど分解され、未分解の部分は確

認できなかった。



22

コンポストNo.6

観察日：1月21日(金)
まだ分解は進んでおらず、花弁の部分

が確認できた。

観察日：2月15日(火)
かなり分解は進んできているが、土を

揉み解すと未分解の花弁が多少確認

できた。かなり冷たく土が硬い。

観察日：3月12日(土)
ほとんど分解されたが、未分解の部分

がちらほら確認できた。土が冷たく、パ

サついていた。
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6.2 実験結果

6.2.2 土壌温度の推移

※観測時間は日によって異なる

日数（日）

1 30 604515

温
度
（
℃
）

6. コラム〜堆肥ができるまで
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6.2 実験結果

6.2.2 土壌温度の推移

※観測時間は日によって異なる

温
度
（
℃
）

日数（日）

1 30 604515

6. コラム〜堆肥ができるまで
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6.2 実験結果

6.2.3 土壌水分量の計測値の推移

設定した水分量は60%（大体メモリ6 ~ 7あたりを想定）

6. コラム〜堆肥ができるまで
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6.2 実験結果

6.2.3 土壌水分量の計測値の推移

設定した水分量は30%（大体メモリ3 ~ 4あたりを想定）

6. コラム〜堆肥ができるまで
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6.3 考察

　微生物の活動によって花は分解可能であることが確認できた。微生物の活動環境と

して推奨したい条件は以下の通りであると考える。

・土壌水分量：30% 〜 40%

・土壌温度：室温 + 10℃

◎ 限界点と貢献点

　実験期間や実験場所の確保、実験にかけることができる費用などの点から、今回は

十分な実験環境を整えることができなかった。それにより、実験の条件として設定した

土壌水分量及び、土壌温度を正確に一定に保ち続けることができなかった（特に土壌

水分量は人の手による調整だった）ので、今回の実験結果が必ずしも正しいとは限らな

いと考える。

　一方、市販の腐葉土でも花弁等の柔らかい部分であれば分解できること、1月から3

月という1年で最も寒い季節でも温度や水分量などの条件さえ揃えば分解できること、

微生物の活動環境として最適な条件の目安がわかったことは今回の実験の貢献点で

あると考える。

6. コラム〜堆肥ができるまで



参考文献

1. サーキュラーエコノミーとは, TRANS Co., 2022年3月1日閲覧,
  https://www.trans.co.jp/column/knowledge/about_circulareconomy/
2. 汚穢屋, 2022年3月1日閲覧,
  https://images.app.goo.gl/QXJBCzXWbHj3e7EB7
3. 製紙産業の現状, 日本製紙連合会, 2022年3月1日閲覧,
  https://www.jpa.gr.jp/states/global-view/index.html
  #:~:text=2019%E5%B9%B4%E3%81%AE%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AE,%
  E6%A7%98%E7%9B%B8%E3%81%8C%E7%95%B0%E3%81%AA%E3%81%A3%E
  3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%80%82
4. 【ドイツ】アディダス、100%リサイクル再生産可能なランニングシューズ開発。廃プラ削減対策

, Sustainable Japan,  2022年3月1日閲覧,
  https://sustainablejapan.jp/2019/04/19/adidas-futurecraft-loop/39044

28

https://www.jpa.gr.jp/states/global-view/index.html
https://www.jpa.gr.jp/states/global-view/index.html
https://sustainablejapan.jp/2019/04/19/adidas-futurecraft-loop/39044

