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1．「悪臭」とは  

【1）臭気について  

ア．臭気の役割と嗅覚のメカニズム   

臭気（odor）は、動物にとって生存に関わる極めて重要な情報を与えるものであるが、人間にとっては情  

緒に関わる部分も大きく、場合によっては不快感から苦情を招くとともある。   
一般に動物では、臭気をもつ化学物質が嗅覚器官である鼻に到達して鼻腔の天井部分にある喚細胞を刺激  

し、，信号が発生する。嗅細胞の末端は嗅神経となって頭蓋腔に入り、喚球と呼ばれる中枢で終わる。喚球内  

には高度な神経系が形成されており情報の修飾等がなされる。情報はここからさらに大脳に伝えられ、認識  
が行われる。大脳の臭気を認識する部分は旧皮質に属し下等動物では喚脳といわれるはど著しく発達してい  
るが、高等動物になるにしたがい新皮質が大きくなり、この部分の割合は相対的に小さくなる。近年になっ  
て、サルなどの高等霊長類とヒトにおいては新皮質にも複数の嗅覚領域が存在し、旧皮質に達した情報がさ  
らにそこまで伝達されることが判ってきたが）その機能等はほとんど解明されていない。  

イ．嗅覚の特徴   

人間は3，000～10，000種の臭気を識別できるといわれるが、におい分子の種類によって刺激される嗅細胞  

が異なることから、特定の臭気に対する感受性には個人差がある。   
嗅球内では、刺激によって興奮した神経細胞に対してすぐに抑制機構が働き、正常な状態に戻される。そ  

の結果、すぐに次のにおい分子の情報を受ける態勢ができ、次々に違ったにおい分子が入ってきても、それ  
らを感受・識別することができる。しかしながら、嗅覚には順応反応がみられ、ある特定の臭気に長時間曝  
露されると次第に感覚が低下し、最終的には感じなくなる。こうなると、その臭気への曝露を中止しても回  
復までにはある程度の時間がかかるようになる。ただし、このような場合でも、別の種類の臭気は感知でき  
る。   
また、喚覚障害も問題である。鼻腔内の一時的な炎症や先天性の異常によって起こる喚覚減退や喚覚脱失  

（無嗅覚症）は、臭気の官能評価等に影響を与えたりするので重要な症状ではあるが、悪臭村策を行う側の  

者にとって⊥番厄介なのは喚覚錯誤とよばれる症状である。これは臭気がないのに臭気が知覚されるという  
異常で、幻臭ともいわれる。脳腫瘍やてんかん、精神分裂病などのは恥神経症やヒステリーの場合にもみ  
られる。そして、神経症やヒステリーの場合に知覚されるのは悪臭であることが多く、それらはしばしば被  
害妄想に結びつくといわれている。   
以上のように、人間の嗅覚というものは極めて複雑かつ微妙であり、臭気の問題に対しては、これらのこ  

とを踏まえて慎重に対応する必要がある。  
ウ．噴党による臭気の評価   

臭気は人間の嗅覚で感知されてはじめて意味を持つ。したがって、基卒的には人間の喚覚で評価される  
べきであり、その評価には質的なものと量的なものがある。  

a．質的評価   

臭気の質は、いくつかのグループに分け「00のようなにおい」と  

いうように言葉で言い表すことができる場合もあるが、「そのものの国  
有のにおい」としか言えない場合も多い。そこで、一般に臭気の質を  
数量化して評価しようとする場合は、快・不快が尺度として用いられ  
る。表Llに示した「9段階快・不快度（odoracceptabilitv）表示  
法」が最も一般的であるが、家畜排泄物関係では0から－4の5段階  
評価（不快度）で足りる。   

なお、臭気というものは短時間喚いだときは快いと感じても、長時  
間喚がされると不快になる（最初から不快な場合はその度合いが増す）  

ことがある。そこで、長期的評価を考慮した尺度として「生活環境不  

表－1 9段階快・不快度表示法  

－4：極端に不快  

－3：非常に不快  

一2：不快  

一1：やや不快   

0：快でも不快でもない  

十1：やや快  

＋2：快  

＋3：非常に快  

＋4：極端に快   
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快度」（表－2）も提案されており、規制に取り入れる自治体も出てきて  

いる。  

b．量的評価   

臭気を量的に評価する場合には、臭気強度（odoriれteれSity）あるい  

は臭気濃度（odor concen［ration）で数値化できる。義一3にr6段階  
臭気強度表示法」を示した。これも、快・不快度などと同様にかなり主  
観性の高い尺度である。しかしながら、臭気強度1は検知開催（いきち）  

義一2 生活環境不快度  
1：においは気にならない  

2：まあ住んでもよい  

3：できれば住みたくない  

4：住みたくない  

5：すぐ逃げ出したい  

で「何のにおいかは判らないが、においがあることだけは感  

じられる限界の強さ」を、臭気強度2は認知間借で「何のに  

おいかがやっと判定できる限界の強さ」を示すものであるが、  

この二つは熟練した判定者を大勢用いることにより相当程度  

まで客観性をもたせることができる。   

臭気濃度は、喚覚限界希釈倍数（［hreshold odor number，  

TON）あるいは臭気単位（odor unit）とも言われ、対象とな  

る臭気を無臭空気で喚覚に感ずる限界（検知閥偵）まで希釈  

するのに要する希釈倍数を以て表わす。このときの測定法と  

しては、後述の三点比較式臭袋法などが用いられる。個々の  

表－3 6段階臭気強度表示法  

0：無臭  

1：やっと感知できるにおい   

（検知開催濃度）  

2：何のにおいであるかわかる弱いにおい   

（認知開催濃度）  

3：楽に感知できるにおい  

4：強いにおい  

5：強烈なにおい  

臭気物質についても物質濾度に対応する臭気波度が求められているが、多くの臭気物質において、臭気濃度  
を10分の1程度にしなければ臭気強度を1段階下げることができないという傾向にあるため（ウェーバー・  

フ畢ヒナーの法則）、人間の喚覚に、より対応した尺度として、臭気濃度の対数値を10倍した臭気指数（odor  

iれdex）が用いられることが多い。  

臭気指数＝10×10g（臭気濃度）   

臭気対策の対象となる臭気は、その臭気濃度の桁数が大きく変動する場合が多いので、その意味でも臭気  
指数を用いることは合理的である。   
また、臭気対策にあたっては、臭気の濃度とともにその発生源からの排出量が問題となる。そこで、臭気  

濃度と排出量の積を臭気排出強度（odor exhaust rate，OER）とよび、事業所等から発生する臭気による影  
響の大きさ（環境の汚染量）を表す指標としている。かつての平均的な養豚場や養鶏場での全体の臭気排出  

強度は、107～108伽ソ分程度と言われていた（Nm8（ノルマル・リュウベ）：標準状塵（0℃、1気圧）に換算し  

た気体の容積をm3で表したもの）。   

（2）悪臭と苦情について   

悪臭（odor，Odour，malodor，0鮎nsiveodor）とは、ヒトに嫌悪感・不快感を与える臭気のことで、不快臭  
と同義。反対語は芳香など。ヒトの映発によって判断されるため、生活環境、心理状態等に影響されること  
が多く、同じ臭気でも快・不快の判断が分かれることがある。また、微量では芳香であっても、高濃度にな  
ると悪臭に変わる臭気も多い。前述のように、長時間曝露で快から不快に変わ為場合もある。   

家畜排泄物由来の臭気は通常、悪臭と認識され、苦情の要因となる。表－4は平成16年に自治体に提出さ  

れた畜産経営に関わる苦情の内容で、悪臭関連が最も多く6割前後を占め、次いで水質汚淘関連が多い。悪  

臭は常にトップで、この傾向Iま以前から変わっていない。畜種別では、乳用牛と豚で多い。  

義一4 畜産経営に起困する苦情の内容別発生状況（平成16年）   （樹立：戸、（瑚）  

区 分   悪臭関連   水質汚濁関連   害虫発生   そ の 他   計   

乳用牛   586（34．3）   285（35．3）   18（10．6）   146 持3．7）   91白・（34．9）   

肉用牛   235（】3．8）   137（17．0）   17（10．0）   30（ll．0）   373（14．2）   

豚   500（29．3）   276（34．2）   19（11．2）   37（13．6）   710（27．1）   

鶏   335（19．6）   91（11．3）   111（65．3）   44（16．2）   539（20．6）   

その他   53（3．1）   18（2．2）   5（2．9）   15（5．ノ5）   84（3．2）  

計   1，709（100．0）   帥7（1仙0）   170（100．0）   272（100．0）   2．622（100．0）   

構成％  57．8  27．3  5．7   9．2   100．0   

資料： 注1：苦情内容  宗匠誹調べ 、が複数にわたる場合があり、各苦情毎の件数の和と右列の計は十致しない。   
注2：「その他」l£ふん尿の流出、騒音等である。  
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苦情の程度もいろいろであるが、例えば、鶏ふん乾燥機からの要具で7血の範囲にわたって2，000世帯に  

迷惑（吐き気、食欲不振、不快感）をかけている例や、規制地域外であるものの5加の範囲にわたって1，000  

世帯に迷惑（不快感）をかけている養豚の例も報告されている（環境庁平成3年度調査）。苦情の内容として  

は、これらの他に頭痛、心理的被害、感覚的被害、衣類しみつき、嫌悪感、気分がいらいらする、などの訴  
えがあり、ハエの発生も悪臭と同時に苦情の対象となっている例が多い。このように、臭気物質は「不快感」  
で代表される心理的な作用により、副次的に生理的な障害を引き起こすというのが一般的である。   

（3）悪臭防止法について   

悪臭苦情に対応する法律としては「悪臭防止法」がある。   
戦後の急激な経済成長の歪みは各種の公害となって表れ、抜本的な対応が求められるようになってきたこ  

とから、昭和42年に「公害対策基本法」（現在の環境基本法）が公布された。この中で、大気汚染、水質汚  

濁、騒音、振動、地盤沈下、土壌汚染、悪臭を典型7公害として規定したが、悪臭についての規制基準は定  

められていなかった。   
しかし、住民の生活向上にともない生活環境の質的向上が求められ、また、悪臭発生の原因とされる工場  

の市街地への拡大、分散が進んだため、昭和46年、「悪臭防止法」が制定された。規制には客観的な数量を  

用いる必要があったため、アンモニアなど特定の5物質に対して濃度規制が設定され、その後、平成5年ま  

でに22物質が指定されている。この間、昭和48年には畜産経営に関わる苦情がピークに達し、平成元年に  
は、主に畜産農業に対する規制強化を目的に、プロピオン酸など低級脂肪酸4物質が追加指定された。   

しかしながら、物質濃度規制では、未規制の物質や複合臭気に対して充分な規制効果がなく、また、苦情  
原周として工場や畜産農業によるものから、国民の日常生活に伴って発生するものまで含まれるようになっ  
てきたため、平成7年に「悪臭防止法」が改正され、嗅覚測定法による臭気指数の規制基準の導入と、悪臭防  

止に対する国、地方公共団体及び国民の責務の明確化が行われた。臭気指数の規制は当弧敷地境界線（1  
号規制）のみであったが、物質濃度規制と同様に、平成11年には煙突などの排出口における規制基準（2号  

規制）が、平成12年には排出水にお  

ける規制基準（3号規制）が設定  

全ての規制基準が整った。   

なお、悪臭問題は感覚的セ、且つ長  

期にわたって大気や土壌を汚染しない  

公害であるということで、全国一律の  

規制値は設けられていない。総理府令  

で定める範囲内で、都道府県知事及び  

指定都市、中核市、特例市の長が規制  

地域及び規制基準を決めることとなっ  

ている。   

（4】悪臭物質について   

臭気（におい）をもつ化学物質（臭  

気物質）は数十万種類もあるといわれ  

ているが、実際に我々が鼻にする臭気  

も何十何百という臭気成分によって構  

成された複合臭である場合が多い。畜  

産の現場における臭気も複合臭である。  

したがって、その対策にあたっては、  

それを構成する臭気成分の種類と特性  

を理解する必要がある。   

現在、悪臭防止法で特定悪臭物質に  

指定されているのはアンモニアをはじ  

めとする22物質であり、その規制基  

準を衰－5に、理化学的性状を衰－6  

に示した。  

嘉一5 特定悪臭物質と規制基準  
1号規制  準濃度ppm  

物質名  臭気強度相当値   
2．5   3－「‾‾汽  

01．フフンモニフフ  

02．メチルメルカブタン  

03．硫化水素  

04，硫化メチル  

05．二硫化メチル  

帆トリメチルフフミン  

07．アセトアルデヒド  

08．プロピオンアルデヒド  

09．ノルマルプチルアルデヒド  

1D．イソプチルアルデヒド  

11．ノルマノい†レルアルデヒド  

12．イリバレルアルデヒド  

13．イリブタノール  

14．酢酸エチル  

15．メチノLイソプチルケトン  

16．トル工ン  

17．スチレン  

柑．キシレン  

19．プロピオン酸  

20．ノルマノ帽雷要  

21．ノルマル喜華酸  

22．イソ古筆酸  

2宰言・004  

二 。．。1】3二3…  
0．03  0，009  

d．005  
0．05   

0，02 0．07  

0．1  0．5  

0．5  

0．08  

0．2  

0．05  

93：去3   

o・07  

0．0090．02  

0．006 ∃ 0，01  0．003  

0．9  

3  

1  

10  

0．4  

1  

0．03  

0．001  

0．0009  

4  

7  

3  

30  

0．8  

2  

0．07  

0．002  

0．002  

0．0010．004  
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表－6 特定悪臭物質の理化学的性状  
物 貴 名   化学 式   分子1  比 重  融点化）  満点（l）  水 藩倭   に お い   主 な 発 生 源   

アンモニア   肌   け．旧  －77．7  弧l  水†0吋こ乳勾  し尿のようをに如l   畜産書目、化＃札し尿処理壇等   

メチルメルカブタン   CH3SH   48．11  0．弼  －12】   機溶   腐った玉ねぎのようなにか   パルプ製造工4、化製乱し屈処軸等   

舶ヒ水書   地S   封．00  －8乙9  60。4  水100gに伯7【℃  腐った卵のようなにおい   純綿鼠パルプ製造工乱し尿処刑等   
硫化メチル   C帖）虚   駿・1す  0．糾5   一札2  37．5   不選   腐ったキャベツのようなに点し、   バルブ袈濫【増、化蜘、し尿処刑等   
二醜化メチル   CH】SSC帖   鋸．卸  T．的丁   液   11＄～8  腐ったキャベツのよう引こおしl   パルプ製造工乳化餌、し尿如璽壌等   

トリメチルアミン   CH3）3N   59．11  0，郎2  －124   易濡   腐った魚のようなにおい   畜糾巣乳化糾、水産缶詰製造工場等   
アセけルデヒド   C帖CHO   銅．弱  0．7糾  －1刀8  20．8  刺濃的な青ぐさいにおい   化学工場、魚膿骨処理軋タバコ＃道工場等   

プロビオンアルデヒド  CHJCHおトの   弧朋  0．8858  一肌05  4丁．氾  水1叫に柑．15g  刺∬的な甘酸っ飢l針子たにおしl   鏡付け塗豪工程を有する事業場等   
ノルマルブ卸間げヒド  CH】（CHホCHO   72．11  0．8糾g  一個   乃．7  水10喝に3．7g  刺激的な甘酸っ肌l焦げたにぉい   娩付け塗装工程を有する事業場等   
イソプチルアルデヒド  CH3）2CHCHD   丁2、11  0．丁錮   郎．9  即ヱ   水10句に8側  刺濃的な甘＃っばい射ナたに机l   農付け塗装工程を有する事業場等   
／ノ付ノけくuけルデヒド  CHj（CHホCHO   弧T4  0．8105  一肌5  1（I乙5   徴満   むせるよぅな甘酸っ飢l割fたにぉし、  幾何け塗装工程を有する事掴等   

イソ／ルルアルデヒド  C帖）2CHCH2CHO   弧14  0．8仙l   液   92．5   籠溶   むせるような甘離っ飢l焦Lfたにおい  焼付け塗装工程を有する事業場等   

イソブタノール   CHユ）ICHCHめH   7り2  0．8818  －108   108   水1∝如こ9句  刺激的な発酵したに．机l   塗装工程を有する事業ヰ等   
酢酸エチル   C帖C∞C兆   聞．11  0．9叩5  －83．6  76．詑  か叫に7．的  刺剃的シンナーのようなにおい   塗装工程又は印鋼工程を有する事業場等   
メチルイソプチルケトン  CH】COCH2C叫C帖  1鳳16  0．乃60  一肌丁  115．9   水1叫）に1，79  刺激的なシンナーのようなにおい   塗装工転又は印用工程を1汀る事兼ヰ等   

トルエン   駄目sCHユ   g2．川  0．8716  一班   †10．8   不慮   ガソリンのようなにぉい   塗装工程又朗】眉工程を有する事美壕等   
スチレン   GH5CH＝CH2   1（H．15  0．釦丁   －31   145月   徴漕   都市ガスのようなにおい   化学工乳FRP禦品数造工場等   

キシレン   G叫CH3匝   1（帳．1丁  0．861   －47．4  138．ヰ   不遇   ガソリンのようなにぉし、   塗装工程又は印月工程を有する事業場等   
プロビオン＃   CH3CHお∝IH   74．08  0．閥   －2   141  刺激的な酸っ【れlにおい   臨肪酸製造コニ場、染色工増等   

ノルマル醜＃   C叫C叫£∝〉H   弧11  0．飴9   －5．丁  1鼠5  汗くさいにおい   畜産事業乳化製壕、でんぷんエ壌等   

ノルマル吉辛酸   肌（CH2わC∞H   1【12．14  8．幻9   一弘5  柑7．0   水10句に3．79  むれた靴下のようなにおしl   畜産事業場、北封軋でんぷんエ壇等   

イソ言草≠   CH〉）2CHCH£00H  】陀．14  0．9祖   －3丁．8  け8．5   水1叫に4勾  帥た舵下のよう引こおい   畜産事業4、化＃乳でんぷんエ壇等  

分子1、比重、沸点、融点、★洋他のl■讐の出l化学便E；丸善、割引ヒ学僕鷺；誠文堂新光社、滴鋼ポケットブック；トム概  

前述のように、これら特定悪臭物質の規制にあたっては、臭気強度2．5～3．5に対応する各物質の濃度の  

範囲内で、各自治体が、規制する地域の実情に合わせて規制値を定めることとされている。この物質濃度と  
人間の嗅覚に係る臭気強度との対応付けは、喚覚判定の専門家である調香師（香料会社等で微妙な香気成分  

の配合・調整等を行う人）が行ったものである。   

表－6からは、空気の主成分の窒素と酸素の分子量（28・32）と比較することで空気より重いか軽いかが  

判る。ただし、アンモニアは極めて水溶性が高いため空気中の湿気に溶け込んで低い位置にたまり易い。融  
点と沸点は冷却捕集や分析機器への加熱導入の目安となる。また、水溶性があるもののうち、プロピオン酸  
以下の低級脂肪酸類は強酸性、硫化水素とメチルメルカブタンは弱酸性、アンモニアとトリメチルアミンは  
強アルカリ性、その他の物質は中性を示す。   

これらの特定悪臭物質のうち、環境省（庁）の局長通達で「悪臭物質を排出するおそれのある工場その他の  

事業場のうち主要なもの」として「畜産農業（畜産事業場）」が挙げられているのは、窒素系のアンモニア、  

トリメチルアミン、硫黄系の硫化水素、低級脂肪酸類のプロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酪、イ  
ソ吉草酸の計7物質であるが、実際は、有機溶剤臭として指定されているトルエン、スチレン、キシレンの  

3種類の芳香族炭化水素を除く19物質が、何らかの場面で家畜排泄物由来の臭気形成に関わっている。   

2．悪臭の発生原理  

（1）悪臭物質の発生原理   

畜産経営内から発生する臭気は、主としてふん尿や飼料中の栄養物に由来し、微生物の増殖に伴うこれら  
の栄養物の分解によって生ずる。したがって、温度、水分、酸素などの条件によって、発生する臭気が著し  
く相違する。   

国－1に示すように、好気性細菌では炭酸ガス（二酸化炭素）と水が主体であり、一部の窒素と硫黄を含  

む栄養物からは硝酸塩や硫酸塩が生成される。一方、嫌気性細菌では無臭のメタンのほか、アンモニア、硫  
化水素などの臭気をもったガスが多量に生産される。この中には、悪臭防止法で規制されている特定悪臭物  
質も、多数含まれる。   
低級脂肪酸類は、主として腸内微生物の作用により、消化管内容物中の脂肪や炭水化物及び蛋白質の分解  

物として発生する。蛋白質の分解物であるアミノ酸からの低級脂肪酸類の生成には、偏性嫌気性細菌である  
クロストt」ジウム属の菌が関与している。したがって、低級脂肪酸類はすでに排泄前からふん中に存在して  

おり、新鮮ふんの臭気の主要な成分となっている。排泄された低級脂肪酸類は、好気条件では速やかに二酸  
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化炭素と水に分解されるが、嫌気条  

件下ではさらに新たに生成されるの  

で、集積されて臭気が強くなる。   

硫黄系の臭気物質もメチオニン、  

システン、システイン等の含硫アミ  

ノ酸の分解によって生じる。硫化水  

素、メチルメルカブタン、硫化メチ  

ルなどは口臭の主要な原因物質とし  

ても知られており、嫌気性微生物の  

活動によって産生される。また、二  

硫化メチルはニンニク臭の元である  

アリシンの分解物の一つとして知ら  

れるが、豚ぶん臭気への寄与も少な  

くない。ただし、硫黄系の臭気物質  

はオゾン等による酸化分解を受け易  

く、大気中での拡散過程においてそ  

の量が著しく減少すると言われてい  

る。   

アミノ酸は、また、腐敗性（嫌気  

図－1臭気発生の模式図（微生物による栄養物の分解）  

炭芦lガス  

栄■物  

（冨：；・0う  

■分無性物井  

性）微生物によりアミンに分解され  

る。フェノールやp－クレゾールも、ふん尿中のチロシンの分解によって生ずる。同様に、ふん中の微生物の  

作用により、トリプトファンからはインドール類が発生する。   
尿にふんが混ざると、ふん中の微生物が出すウレアーゼで尿中の尿素は速やかにアンモニアに分解される。  

この場合はふんも嫌気状態になるので、腐敗性分解が起こり強い臭気となる。   
また、尿中には、フェノールはグルクロナイド、トリメチルアミンはオキサイドと、それぞれ無臭の形で  

排出されるが、ふんが混入すると速やかに分解されて揮発性（臭気）を持つようになる。牛や山羊において  

は、トリメチルアミンは飼料中のレシチン、コt」ン等のルーメン内分解によって生じ、尿や乳汁中にオキサ  

イドとして排出される。   

（2）畜産経営における悪臭発生について   

環境省（庁両調査では、畜産経営に関わる悪臭排出施設として畜舎、堆肥置場、ふん尿乾燥施設、野積み、  
尿溜、浄化槽、還元用農地等が指摘されている。これらからの悪臭による被害は継続または再発している場  
合が多い。そこで、これらの施設毎に臭気発生の特徴を述べる。  

ア．畜舎  

a．新鮮ふん   

家畜ふん尿は排泄直後の新鮮なものでも特有の臭気を持っており、畜舎臭気のベースとなる。   
尿については、牛も豚も、ホルモンやどタミンの代謝などに由来する弱い臭気は新鮮尿の段階から存在し  

ているものの、排泄直後は問題となる悪臭ははとんど発生しない。   
豚ふん及び鶏ふん中に含まれる揮発性成分の量を水  

蒸気蒸留によって求めたものを、表－7に示した。  表－7 豚、鶏ふんからの揮発性成分   

＼嘩ナ  強酸性   弱酸性   中性   塩基性   

陣ふん   1，130mg   228mg   65mg   200mg   
選ふん   194   

豚ふんでは強酸性の区分が極めて多く、次いで弱酸  
性、塩基性の順になっている。強酸性成分は低級脂肪  
酸類がはとんどで、とくに酢酸、プロピオン酸、n一酪  

酸が多い。弱酸性区分ではフェノール類、とくにp－ク  

レゾールが、中性区分ではアルコール、アルデヒド及びインドール類が主要成分である。インドール類では  
インドールとスカトールが共に多く、中性区分の悪臭に大きく関与しており、このため、量的に少ないもの  
の中性区分の不快臭は強い。また塩基性成分の大部分はアンモニアである。   
鶏ふんでは塩基性の成分が最も多く、次が中性で、強酸性及び弱酸性め成分は比較的少ない。塩基性成分  

が多いのは尿がふんと一緒に排泄されるためで、アンモニアのはか、アミン類も若干認められる。中性区分  
では、分子量の比較的小さい（炭素数5～9）不飽和のアルコールとアセトイン及びインドールが特徴的であ  
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り－スカトールは少ない。弱酸性区分ではフェノール類が中心で，p－クレゾールのはか，フェノールもp－エ  

チルフェノールも多いのが鶏ふんの特徴である。強酸性区分の主要成分は豚ふんと同じ低級脂肪酸であるが、  

量的にははるかに少ない。   

牛ふんについてはデータが少ないが、草地における排ふん過繁地形成の原因解明のための一連の研究の中  

で、牛ふん特有の臭気成分はメチルエチルケトン、フェノール、p－クレゾール、インドール及びスカトール  

であること、これらの大部分はルーメン内で生成されふんへと移行してきたものと考えられることなどが  

示されている。   

概して、主要な成分は各家畜に共通に見られ畜種特有のものはあまりない。したがって、衰畜ふんの臭  

気はこれらの成分の量的な差によって特徴づけられているといえる。  

b．経時変化   

新鮮な家畜ふん尿は時間の経過とともに臭気が変化するが、置かれた条件によって変化の様相が異なる。  

図－2に、嫌気条件下に置いた豚ぶんの臭気プロファイルの変化を京した。  

1・n－Hexane  6・2－Butanone ll・n－Propa－1O1  
2．n－Heptane  7．Ethanol   12．Dimethyldisulfide  
3．Dimethy15ulfide 8．2，Pentanone13．i－Butano1  

4．rL－Octane  9・Toluene   14．Ethylbenzene  

5・Acetone  lO・i－Propanol15・n－Butanol  

16．Xylene   

17．i－PeTltanOl   

18．n＿PeTltaTlOl   

19．Acetic acid   

20、PTOpaTlOic acid   

21．i－Butanoic acid   

22．n＿ButaTlOic acid   

23、1－PeTltaTlOic acid   

24、n－Pentanoic acid   

25、n＿HexaTlOic acid  

∋  2（l．PheTlOl  

刀  

1）－a （新鮮ふん）  

27．p－CTeSO1  

28．1ndole  

29．Skatole  

時間後）  

ethyl－  
ylace  
ylpTO  
ylTトb  

exanol  

thylph   

1－pentene？  

etate 

,panoate 

utaTlOate7  

pTOpaT‖〉ate？   

enol  

図－2 嫌気条件下に置いた腰ぶんの臭気プロファイル  
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これは容器に入れた豚ふんに、通気と同じ要領で一定量の窒素ガスを通じ、排出ガスをガスクロマトグラ  
フで分析したものである。ピークとして描かれている揮発性成分のほとんどが臭気物質であることから、ふ  
んの臭気のような複合臭の内容を視覚化したものであるとも言える。なお、右側b系列のクロマト図は、捕  

集しきれずに濃縮管を通過した比較的低分子量の物質を補助トラップに捕集して分析したもので、FPD（炎光  

光度検出器）により硫黄を含む臭気成分が高感度で測定されている。   

新鮮豚ふんからは32物質が同定されたが、主な成分は硫化水素、アルコール類、低級脂肪酸、p－クレゾー  

ル等で、前述の水蒸気蒸留物の結果とほぼ一致していた。これを嫌気条件FにZ4時間置くと、嫌気発酵の進  

行を示す低級アルコールの急増が認められたほか、ケトン類、インドール類及びp－クレゾールなども増加し、  

さらにエステル類が新たに出現してきた。7日後になっても、ケトン類、エステル類をはじめほとんどの成  

分がさらに増加する傾向にあった。   
以上から、家畜ふんを嫌気条件下に置いた場合には臭気成分が質的量的に終始増加することが解る。好気  

条件下でiま1～2日を経過すれば各臭気成分は大幅に減少する。同じ方法で鶏ふんについても試験したが、同  

様の傾向を示した。牛ふんについても、やはり、同様の傾向にあることが報告されている。   
したがって、畜舎では、ふん塊の内部が嫌気性になり易い条件（堆積や水の浸透など）を避け、換気を良  

くすることが悪臭対策となり、こまめな除ふんと清掃（できれば水洗）が最も効果的である。   

なお、臭気の発生は、主として微生物による有機化合物の分解によるので、通常、高温になるはど多くな  
る。したがって、当然のことながら、冬季よりも夏季の方が問題が大きい。  

c．ふん尿分離   

豚のふん、尿及びふん尿混合物からのアンモニアの発  
生状況を国－3に示した。それぞれからのアンモニア発  

生のピーク時点を比較すると、ふんまたは尿のみからで  
は各々約8日または5日経ってはじめて最大発生量に達  
するのに対して、ふん尿混合物では1日後に最大発生量  

に達してしまう。これは尿中の無臭の尿素がふんからの  
ウレアーゼの作用を受けて急激に分解したためである。  
同様の現象はトt」メチルアミンやフェノール類でも見ら  

れ、これらのことから、臭気対策上、舎内でのふん尿分  
離が重要であることが解る。  

d．吾舎構造の影響   

豚舎は開放型と閉鎖型（無窓）に大別される。完全な  

無窓豚舎は適正な換気が確保されているので、好気状態  
に保たれ易く、臭気の捕集・脱臭も容易である。しかし、  
開放型では部分的に空気の淀みが起き易い。とくに繁殖  
豚舎や分娩・哺育豚舎などは保温を優先するため、開放  
型でありながら密閉度が高く、低級脂肪酸類などの臭気  
が高濃度に集積し易い。分娩・哺育豚舎では、軟便・加  
温等の臭気発生要因に人工乳の独特の臭気が加味され、  
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図－3 アンモエア発生にみられる豚占J．尿分離効果  

豚舎群で最も臭気が強くなることもある。   
肥育豚舎は、さらに床構造によりスノコ式と平床式に分けられる。スノコ式は、スクレーパーと○パイプ  

などでふんと尿に分離して搬出するが、スノコ下にふん尿混合状態で貯留しフラッシングやオーバナフロー  
で搬出する場合もある。ピット内に滞留する時間が長いほど、ふんと尿との分離が悪いほど、嫌気分解に由  
来する臭気は強くなる。平床式には、水洗を行うものと、オガクズなど敷料を入れるものがある。水洗の頻  
度や敷料の更新時期などに留意して行えば臭気発生をかなり抑制できるが、中途半端ではかえって臭気がひ  
どくなる。   

鶏舎も開放型と閉鎖型に大別される。床構造は、採卵鶏ではケージ飼いが、ブロイラーでは平飼いが一般  
的である。ケージ飼いには、さらに高床式と低床式がある。高床式は、採卵鶏の飼養バターンに合わせ1年  

前後もケージ下にふんを堆積し、かつ、開放型では自然通気でふんの山を乾燥しようとするので、臭気が外  
部に放散して苦情を招きやすい。ふんの水分が低く空気が乾燥している冬季に、通気性の良い乾燥した山を  
作っておき、最も臭気が発生し易い夏季の軟便時に備えるのがポイントである。ふんへの送風や中間受け棚  
を併用すると良い。ふんの水分を40％以下にすれば、メチルメルカブタンや硫化水素の発生が著しく少なく、  
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アンモニアの発生も減少する。   

低床式は、頻繁に機械除ふんするのが原則であるめで嫌気分解による不快臭の発生は少ないが、生ふん臭  
とアンモニアの発生は避けられない。4日以上堆積するとアンモニアの発生が顕著になるので、最低でも週  

2回以上は除ふんを行う。除ふん中とその直後は臭気が強いので、近隣の食事時間や風向きの日内変動パタ  

ーン等を考慮して除ふん機の作動時間を設定すべきである。また、飲水器から水漏れがあると、ふんの嫌気  
分解を助長し不快臭が強くなる。   

ブロイラーでは敷料を用いた平飼いが多いが、  
図－4に示すように幼雛時の床面給湿を停止する  

4週齢前後からアンモニア濃度が急増する（換気 

回数約8回の無窓鶏舎内で数ppm→30～40ppm）。湿  

度の高い夏季にはさらに早くこのレベルに達する。  
アンモニアの増加によって低級脂肪酸類やフェノ  
硫黄系の悪臭物質が－ル類等の酸性物質は気化が  

抑えられるが、鶏ふん由来の硫黄化合物や、こぼ  
れた餌料の分解によって生じた中性・塩基性物質  
がが増加していく。後期はふんの堆積畳も多く、  
嫌気性になり易いので、へい死鶏の搬出等は適切  
に行う必要がある。また、ブロイラーの生長（体  

重増）に併せて粉塵も急増するが、これが臭気物  

質を付着して飛散し、洗濯物等に臭気を染みつか  
せる原因となる。   
肉牛舎はバークやオガクズ等の敷料を十分に使  

って管理するのが一般的であるので、オガクズ豚  
舎同様、臭気の発生は比較的少ない。乳牛舎で最  
も注意が必要なのは自然流下式の牛舎で、硫黄系  
の悪臭物質が、舎内では規制濃度を若干超える程  
度であっても、貯留槽内では硫化水素がヒトに障  
害を起こす数100pplnのレベルに達することもあ  
る。したがって、スラリーを汲み出す際には強烈  
な臭気を放散させる可能性があり、圃場に撒布す  
れば、その発生源が面的に広がるので、かなりの  
広範囲から苦情を招くこととなる。．自然流下式以  

外では、バーンクリーナー等の舎外搬出部分と、  
それを受けたダンプやトレーラーなどが臭気の発  

0 1 2  3  4  5  6  7  8  9過  

図－4 無窓ブロイラー鶏舎におけるアンモニ7  
及び粉塵の発生パターン  

生源となる。排ふんピットのスクレーパーも、広  
い面積にふん尿を塗り拡げることになる。このはか、ふん尿由来ではないが、牛舎においては調製不良や食  
べ残しのサイレージが変放して低級脂肪酸類の悪臭を放つことがある。  

e．行動パターン等の影響   

豚を例にとるならば、夜の間は静かだが、夜明けと共に起き出して動き始める。夜の間に貯まったふん尿  
を蹴散らし、また、新たな排泄もするので、臭気濃度が高まる。豚が動くことで新鮮な空気が供給され、臭  
気の拡散がどんどん進んでいく。朝の給飼となり、作業者が入ると豚の動きはさらに激しくなる。給飼に併  
せて本格的な排泄もする。これがちょうど近隣の朝食時と合致してしまうと苦情がでる。朝凪で凪が弱まっ  
たり、朝霧が出たりすると、臭気が余り希釈されずに塊で動くので、近隣の住宅では深刻な状旗になる。   
昼は寝ていて静かなことが多いが、夕方になると朝のパターンを繰り返す。夕方の給飼時刻は豚の方が早  

いが、夏は日が長いので遅くまで豚に動きがあり、夕凪や夕霧の時間が夕食時間と一致する。、エアコンがあ  
るので以前よりは良くなったが、エアコンのない部屋は窓を開けておくことが多く、臭気が流入する。   
このように、家畜の行動や管理作業、気象など、いろいろな条件によって臭気の発生や拡散は影響を受け  

る。このようなことがらも考慮しつつ臭気の発生を予測し、トラブルの回避に繋げるべきである。  
イ．堆肥化施設   

畜舎では、ふん尿が分散して存在するため臭気の濃度は比較的低いが、大きな空間容積を持つ舎内全体に  
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拡散している。これに対して、  

堆肥化をはじめとするふん尿の  

処理施設では、狭い空間にふん  

尿が集中するため、非常に高濃  

度の臭気となる。   

戻し堆肥で水分調整をし、通  

気を行って急速堆肥化の過程を  

調べた室内実験の結果を表－8  

に示した。表には硫黄系臭気物  

質とアンモニアのみが示されて  

いるが、これによると、まず易  

分解性有機物の分解により、3  

日後をピークとしてメチルメル  

カブタン等の硫黄化合物が急激  

に発生する。この時期には、実  

際にはアンモニアも同時に発生  

しているのだが、中、酸性成分  

も大量に発生しており、中でも  

表－8 豚ぶん堆肥化時の硫黄系臭気物資とアンモニアの経日変化  
窺駐‡欧  硫化水素  甜ヒメチル  レ研凶眈孝叫  二甜ヒメチル  アンモニア   

2   m   0．16   m   

3   3．9   17．2   326   

3   6．3   63   386   

4   tr   25   34   

4   tr   18   62   

5   tr   5．2   2．7   4．4   510   

6   m   m  tr   2，000   

7   m   m  0．2   2，500   

8  2，000   

10  900   

10  2，500   

11  3，000   

11  3，000   

12  350   

単位：ppm、 m：不検出、 b：痕跡  

低級脂肪酸等の酸性成分が優勢のため、アンモニアは堆積物中に保持されて揮敬してこない。それが、品温  
が上昇し、これらの酸性成分がさらに分解されてpHが上がってくるとアンモニアが一気に発生してくる。  

この一連の過程における臭気は、最初の4日間が中、酸性成分を中心に複合された生ふん具に近いもので、  

強度も不快産も高い。これに対して、5日目以降ははとんどアンモニアのみになるので、濃度は高いが、不  

快度は軽減される。したがって、最初の4日間の臭気対策が極めて重要である。なお、堆肥化の進行は通気  

量に依存する部分も多く、通気量が不足したり、水分過多により嫌気部分を生じたりすると、不快臭を発す  
る期間が長くなると同時に、堆肥の腐熱化自体が進行しなくなる。そこで、戻し堆肥に加えて、オガタズ等  
の通気性の賦与を兼ねた水分調整材の使用が成否のポイントとなる。   
なお、最近では、特定湖沼周辺や水源地帯などで一切の排水が放流できない場合が出てきているはか、汚  

水処理を行うにしても尿汚水量を大幅に減少させるのが有利であることから、自走式の撹拝装置を備えた開  
放型の堆肥発酵施設において、発酵が進み水分が減少した部分に尿汚水を散布し、発酵熱と通風により蒸散  
処理をする方式が多く行われている。し申し、この方式では、ふん尿混合により短期間に大量のアンモニア  
が発生するので、対策が不可欠である。また、散布により堆肥の水分が過多になると部分的に嫌気状態を生  
じ、多様な臭気成分が発生する。  

ウ．スラリー処理   

酪農経営では、ふん尿混合の状態でスラリータンクに貯留されるのが一般的であるし、養豚経営でも尿溜  
に貯留されることが少なくない。このような状態の貯留物（スラリー）は、放置された場合には、嫌気発酵  

により低級脂肪酸や硫黄化合物など多様な臭気成分が大量に生成され、スラー」－中に保持・蓄積される。そ  

して、汲み上げ等でスラリーが撹絆された時、あるいは圃場に散布された時、強烈な臭気が一気に発散する。  
逆に、スラリーに十分量の曝気を行えば高温を発して転化分解が起こり腐熱化が促進される。これをスラリ  
ーの液状コンポスト化と呼ぶ。液状コンポスト化も、基本的には堆肥化と同様の臭気発生パターンを示し、  
初期にはアンモニア等の臭気が相当発生する。しかし、スラリーの場合、貯留液（曝気前）においても曝気  

液（曝気後）においても、その不快度と低級脂肪酸類やインドール類、フェノール類の濃度との相関が高い  

が、硫化物の場合は曝気液での相関が低く、アンモニアはいずれにおいても相関が認められないことなどが  
報告されている。なお、腐熱化すれば臭気は軽減されるが、その後曝気を止めて施用時期まで放置すれば、  
その間に腐敗が始まり、強烈な臭気が戻ってしまう。そこで、常時、好気性を維持できる最低限の曝気を続  
ける必要がある。  

エ．メタン発酵   

メタン発酵は嫌気性分解であり、中間過程で低級脂肪酸をはじめとする各種の臭気成分が発生する。しか  
しながら、メタン発酵は完全密閉系で行われる反応であり、低級脂肪酸など大部分の臭気成分はさらにメタ  
ンや炭酸ガス等に変換されるため、生産されるガス中では硫化水素以外の臭気成分はほとんど除去されてい  
る。また、同時に生産される処理液についても、臭気は相当に軽減されており、自己または近隣の耕種農家  
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の理解が得られれば速効性の液体肥料として有効に利用できる。したがって、解決すべき問題点も残されて  
いるが、臭気対策上有効な処理方式の一つといえる。  

オ．汚水浄化処理   

活性汚泥法や生物膜法などの好気的な汚水処理であれば、不快な臭気の発生ははとんど考えなくてよい。  
逆に、畜舎等からの排気をこれらの施設中に通じれば、効果的な脱臭ができる。これらの施設でもっとも臭  
気が発生し易いのは、最初の貯留槽と固液分離機のところで、貯留槽内のふんの混ざった尿汚水をそのまま  
放置すれば、直ちに嫌気分解を開始して不快臭を発するようになるし、それが撹拝されたり汲み上げられた  
場合にはさらに強い不快臭が発生する。貯留槽を好気状態に保つとともに、受入れ施設や固液分離機の部分  
を囲って陰圧にし、排気を曝気槽に導く等の対応が必要である。  

力．天日乾燥・ハウス乾燥   

自然またはブロワーによる通風に、機械撹拝や穏やかな太陽熱を加えて行われる天日乾燥・ハウス乾燥は、  
発酵鶏ふんの製造や堆肥化の前処理として合理的である。ただし、水分の高いうちは、種類は限定されてい  
るものの、アンモニアや低級脂肪酸類、p－クレゾールなど特有の臭気成分が相当量発生するので、露天の天  

日乾燥は周辺への配慮が必要である。ハウス乾燥で周囲を密閉して強制換気を行い、土壌脱臭等の比較的簡  
易な脱臭装置を付加すれば効果的に脱臭できる。  

キ．加熱乾燥処理   

加熱乾燥では短時間に強い臭気が発生する。豚ぶんを加熱処理した場合、中・酸性の臭気成分として低  
級脂肪酸類、p一クレゾールをはじめとするフェノール類、さらにアルデヒド類が大量に発生し、また、硫黄  

化合物も数・量ともに多い。全体として新鮮ふんに近い臭気プロファイルを形成しているが、加熱に伴う特  
徴的な臭気成分としてフラン化合物がいくつか出現しているはか、ベンゼンなどの芳香族炭化水素類やアル  
デヒド類、硫黄化合物も新鮮ふんより種類が多くなっている。このはかに塩基性物質としてアンモニアが大  
量に存在するし、ふんや羽毛中のアミノ酸の熱分解でピラジン類も発生する。とくに、塗装工場などの焦げ  
臭対策として規制されている低級脂肪族アルデヒド5物質（ブロピオンアルデヒド、ノルマルプチルアルデ  
ヒド、イソプチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド及びイソバレルアルデヒド）が大量に発生し、同  

様に規制されている有機溶剤臭5物質のうちのキシレンとトルエンもわずかながら存在する。このように加  

熱による乾燥は複雑多岐にわたる臭気成分を大量に発生させるので、脱臭対策が不可欠である。  
ク．焼却処理   

焼却処理においては、加熱乾燥と同様の過程をたどり、さらに強烈な不快臭を発するので、燃焼脱臭装置  
のような高コストの対応が必要となる。最近は、燃料事情やダイオキシン問題、ふん尿の肥料資源としての  
価値が再認識されてきたことなどからはとんど行われなくなっていたが、家畜排せつ物法施行以来、堆肥が  
供給過剰気味となってきたことから、大規模養豚・養鶏靂営の中に、やむを得ず焼却処理するところもが出  
始めた。また、発電を目的とした鶏ふん等の焼却技術も開発されている。このような大型施設になれば臭気  

対策も十分可能である。   

3．悪臭防止法に基づく臭気の測定法  
（1）特定悪臭物質の測定法   

最後に、臭気の測定法について述べておく。悪臭防止法によって規制されている22個の「特定臭気物質」  
の分析法は、環境庁の告示によって表－9のように定められている。敷地境界線での測定法は全物質につい  

て定められているが、一部の物質（アンモニア、硫化水素、トリメチルアミンなど）については気体排出口  

での測定法も定められており、硫黄化合物についてはさらに排出水中の濃度の測定法が定められている。   
畜舎やその周辺の比較的希薄な臭気を測定するためには敷地境界線での測定法を用いる必要があるが、こ  

れらには一般に煩雑な濃縮操作が含まれている。一方、気体排出口（補正した高さが5m以上の煙突等）での  

測定法には、基本的に高濃度の臭気を扱うことから、膿縮操作を省略して直接ガスクロ等で分析を行う方法  
が示されている。したがって、密閉式発酵槽からの排気のように高濃度の臭気が予想される場合、測定の目  
的が研究などであって法規に厳密に従う必要がなければ、適宜使い分けてよいと考えられる。   

（2）特定悪臭物質の簡易測定法について   

法規に基づく正式な測定法（告示法）は概して高価な分析機器と煩雑な操作、熟練したオペレ一夕一等を  

必要とすることから、自治体等における対応も十分に進まない状況があった。そこで、告示法を補完するも  
のとして検知管を用いた簡易測定法が検討され、悪臭防止のための指導や事業所の自主管理等に活用する目  
的で、平成2年に「悪臭物質簡易測定マニュアル」が作成された。ただし、現在のところ、規制22物質の中  

一10－   



表－9 特定悪臭物質の測定方法の概要  

特定褒臭物賞   別表   区分   緬某法（ヂ名取妻上）  濃縮法  採取量（定駄下段）   測定方法   使用椴舘   
敷地境界   惰液捕巣   吸光光一箕法   

アンモニア   吸収法    5ロ‘川．D5ppn】）  吸光池田十（分光光度別）  梯川口  
カスクロマトグラフ法  毛l立某計   

磁化水素  
Il地場界   

1‘（0．ODD2ppm）  

メチルメルカブタン   
Z  は借上采奴袋  低塩浪塵－   」‘仙80叫pm）   炎光光躍検出耕 一FPD）   

硫化メチル  カスクロマトグラフ址  
（硫化水滴を除く）   

イ寸カスクロマトグラフ分析畿鹿   
二硫化メチル  】f（0．0∞5ppm）  

棺漉捕輩  
トリメチルアミン   3   敷地墳界  アルカリ介腋  吸収法    隠岨饅縮功腫  水素炎イオンイb検出甜（FID）  併用古  

導入法   付ガスクロマトグラフ分冊   

アセトアルデヒド   跡桐封柑  2．1－DNPH   
501壮）   カスクロマトグラフ法  アルカリ熱イオン化検出貯（FTD）   プロビオンアルデヒド  敷地境界  付カスクロマトグラフ分析装厨  

ノルマルプチルアルデヒド  4   俳‖u  
イソプチルアルデヒド  （アセトアルデヒ  カスクロマトグラフ  電子衝撃イオン化法（E川上）が可能な   

ノルマルバレルアルデヒド  ドを隙く）   2一 帖叩D5ppm）  吾姓分折捷   カスクロマトグラフ質五分析装置（SIM法）   

イソバレルアルデヒド  
低温饅崩一加  

イソブタノール   5   敷地膿汁  拭租採取衰   熱斗入桂   1J（0別ppm）  カスクロマトグラフ法   
水戴炎イオン化桐山胡（FID）  

排日口   勲導入纏  付カスクロマトグラフ分析袈鱈   

酢臆エチル   敷地境界   
試料は肋俵  l■l」’1  lf（0・0】pp■n）  カスクロマトグラフ法   水素炎イオン化捜川出（F】D）   

6              メチルイソプチルケトン  描出ロ   （バッグ採肌）  常l巳吸着 （加勲導入法）  †十方スクロマトグラフ別行矧躍   
トルエン   動地塊非   
ステレノ  排川l」  丸く科ば取袋  旺至且浪締  」J（0．0】pp■¶）  カスクロマトゲラフ法   水紫炎イオン化削点描【円D〉  

キシレン  【スチレンモ隙く）   
付カスクロマトグラフ分析災厄   

プロビオン臆  アルカリビーズ   
ノルマル齢臆   

8  敷地場外   
Z5r仙m5ppm）   カスクロマトグラフ法   水潅炎イオン化娩出謂（FID）   ノルマル古¢悔  敬語法  捕張   付カスクロマトゲラフ分析蛤祀   

±些憶  勲尊入は   
注）・アセトアルデヒド（0・肌5ppm）ブロヒオンアルデヒド（0、m5ppm）ノルマルプチルアルデヒド（0・00D5ppm）   

イソプチルアルデヒド（0・8005ppm）ノルマルバレルアルデヒド（0・002pp川）イリバレ几■アルデヒド（0・002M汀∩）   
・料肌鮎川碇窟則別の測定の方法（環境J辛苦示）の別裁ては窮lということである   

で該当するのはアンモニア、硫化水素及びスチレンの3物質のみである。このうち、畜産との関わりあるア  

ンモニアと硫化水素について以下に概略を紹介する。  
「悪臭物質簡易測定マニュアル」によるアンモニアと硫化水素の測定法   
悪臭物質測定用に市販されている国内2社（㈱ガステック、光明理化学工業㈱）の検知管を用いる。  

アンモニア測定用（桃色→黄色）‥ ‥・ ・G社：測定範囲0．5～5．Opp一皿，採取ガス量750ml  
K社：測定範囲0．3～5，Oppm，採取ガス量500m】   

硫化水素測定用（黄色一紫または桃色）‥・G社：測定範囲0．01～0．2pp皿，採取ガス量750ml  
K社：測定範囲0，02～0．2pp皿，採取ガス量1，500ml   

試料ガスの採取には図－5のような構成  

の装置を用い（注1）、検知管及びダミーの検  

知管（注力を接続し（注諸、ダミー例の流路  

を使って所定の吸引速度（注牒に調整して  

おく。その後、三方コックを検知管側に切  

り替え、フローメーターを目安にできるだ  

け等速で5分間かけて試料ガスを吸引す  

る。検知管への通気量は積算式ガスメータ  

ーで行う。通気終了後速やかに、検知管に  

付されている直読目盛または検量線図によ  

り、変色長に相当する濃度を読み取る（注9  

読み取った濃度を所定量あたりに換算する。  

図－5 簡易測定用試料ガス採取装置  

なお、試料ガスの通気量が所定の量たならなかった場合は、  
測定時の温度が所定の範囲にない場合には、各検知管の仕様  

書に示された係数等により温度補正を行う。  

（注力検知管の精度を損なわない範囲で、同等の機能をもつ簡易な装置を使用してもよい。  

（注力 使用する検知管と同じものを用いる。  

（注3）検知管は一定範囲の温・湿度条件で使用するのが原則であるが、湿度が過多な場合は検知管の前に除湿管を接続して測  

定することになっている（メーカーの仕様書を参照）。この場合、ダミー側にも同様の除湿管を接続する。  

（注4 前記の採取ガス量を5で割って1分間あたりの吸引量を求め、フローメーターで調整する。その際、吸引速度の変動  

（脈動）が認められる場合lよポンプとフローメーターの間にキヤピラリー抵抗管等を取り付けて影響を小さくする。  

（注9 変色先端面に傾きがある場合は、最大と最小の平均値とする。  
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アンモニア測定用検知管はアミン類等のアルカリ性物質が共存すると実際より高い値となるが、通常の畜  
産関連施設ではアンモニアが圧倒的に多いのでほとんど無視できる。硫化水素測定用検知管はメチルメルカ  
ブタン、二酸化窒素等の影響を受ける。畜産関連施設では硫化水素とメチルメルカブタンが同時発生する場  
合が多いので注意する必要カざある。   

（3）臭気指数の測定法   

平成8年度より「臭気指数」が規制に加わったが、これを求めるための官能試験法として、わが国では三  

点比較式臭袋法が採用された。環境試料と排出口試料についての測定法が定められている。ここでは敷地境  
界線等の比較的低濃度で変動の大きい臭気を対象とした「環境試料」についての測定法を紹介する。しかし、  
畜産の場合は畜舎内や堆肥化施設等で採取されることが多く、比較的高濃度で変動の少ない臭気を想定した  
「排出口試料」の測定法（3倍ずつ薄めていって限界希釈濃度を求める）を適用した方がよい場合もある。  

三点比較式臭袋法による臭気指数の算定法（環境試料）  

【試料採取】試料ガス採取装置として、①あらかじめ1，3kpa  

以下に減圧した図－6の形状のガラス製試料採取容器（注n、  

または②内側に試料採取袋（注力を接続し減圧した試料採取用  

吸引瓶（注劫、または③試料採取用ポンプ（注亜を経て試料採取  

袋（注9に試料を採取できる装置、または④吸引用ポンプ（注㊥  

を接続した吸引ケース（注Ⅵの内側に試料採取袋（注9を接続し  

比綱採取用1空t′ん  

／▼イレックスp  

図－6 ガラス製試料採取容器  

た装置のいずれかを用いる。（∋と（∋では減圧した容器のコック  

を開くことにより、また③と④ではそれぞれポンプを作動させることにより、いずれも6秒以上30秒以内  

で10L程度の試料ガスを採取する。   

【回答者と出題者】採取した試料ガスは、当日または翌日のできる限り早い時期に判定試験に供する。  
この試験で喚覚による臭気の判定を行う人（回答者）を「パネル」と称するが、試験にあたっては、あら  

かじめ選定された正常な喚覚をもつパネル（注掛を6人以上用意する。判定試験は、換気装置または換気窓  

があり、試験に影響を及ぼすおそれのある臭気がなく、パネルが十分落ちつける場所で行う。パネル自身  
も化粧を控える等、細心の注意を払う。なお、この試験を実施する人（出超者）は、自身が正常な喚覚を  

もつとともに、臭気指数の測定に関する高度の知識と技能をもっている必要があり、正式には、国家資格  
として認定されている「臭気判定士」がこれに卒たる。   

【測定方法】判定試験では、第1段階として、まず3個のにおい袋（注切に無臭空気（注1q）を充たしてシ  

リコンゴム栓をし、そのうちの1個（注11）に注射器（注12）を用いて「当初希釈倍数」（通常は10倍）にな  

るように試料ガスを注入する（往13）。注入は鮎ってあるラベルの上から注射針を突き刺して行い、針が太  

い場合には穴の上にセロファンテープを貼る。他の2個の袋にも同様の針穴をあけ同様の処置を行う。次  

に、この3個のにおい袋を1組にしてパネルに渡す。パネルは、それぞれの袋の出口に鼻あて（注14Iを接  

続して栓を外し、顔に密着させて自分の呼弓削こよって吸い込みながらにおいを喚ぎ（注19、どの袋ににお  

いが着いているかを判定して回答用糸鋸こ記入する（回答には「わからない」も含める）。この操作をパネル  

全員について行い、さらに同一の希釈倍数でパネルー人あたりあと2回ずつ、合計3回線り返す。   

【臭気指数の算出法】ここで回答用紙を回収し、「正解率」として正解には1，00、誤答には0．00、判定  

不能には0．33を与えて全てを加算し、この値をパネル全員の延べ判定回数で除して平均正解率を求める。  

この平均正解率が0．58未満であれば判定試験は終了であるが、0．58以上の場合は第2段階として、希釈  
倍数をさらに10倍して再度上記の操作を行う。なお、第2段階の判定試験で0．58以上が見込まれる場合  
は、第2段階の判定試験における平均正解率が0．58未満となるよう、当初希釈倍数を10以上の適当な値  
に設定する。   

臭気指数の値Yは、当初希釈倍数（第1段階）における平均正解率が0．58未満の場合は次式により求め、  

「Y未満」と表示する。  

Y＝1010g M  （ここで、M：当初希釈倍数）   
また、当初希釈倍数における平均正解率が0．58以上の場合は次式により求める。  

rl－0．58  

Y＝1010g（MxlOテi＝‾覇） （ここで、rl：当初希釈倍数における平均正解率・  
r2：当初希釈倍数の10倍における平均正解率）   

（注1）ふっ素樹脂製バルブ及びガラスのすり合わせを有し、容量が10L程度の気密性の容器。  
（注2）ポリエステル（ポリエチレンテレフタレート）フイルム製または同等以上の保存性能を持つ材質で、試料採取用吸引  
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瓶の形状に合った内容量10L程度のもの。  

（注3）例えば周一7のような形状で、容量10L程度の透明な気  
密性の容豊旨。  
（注4）20L／min以上の吸引能力を有し、無臭性で臭気の吸着の  

少ないもの。  
（注5）注2と同様の材質で、内容量10L程度のもの。  

（注6）注4と同等のもの。  

A 吉式料採取管  
Bふ鰯鋪白虻コック  
C 試料採取袋  
D 吸引ケース  
E 吸引コック  
F 吸引ポンプ  

試料ガス採取装置  図－7  

（注7）例えば国－8のような形状の透明な気密性の容器。  

（注8）パネルは以下のようにして選定する。まず、5本の「におい紙」（幅約7m鵬長さ  

約14cmの厚手のろ経で、市販されている）に1～5の番号を付け、そのうちのどれか2  
本（基準臭毎、被験者毎にランダムに決める）の先端的1c皿の部分を「基準臭液」（表一  

18に示した5種類があり、それぞれ所定の濃度に流動バララインで希釈されたものがキ  

ットとして市販されている）に浸し、他の3本は無臭の流動パラフィンに浸した後、5本  

を一組にして被験者に渡す（あらかじめ液に浸す側とは反対の端を束ねて扇型に開き要の  

部分をクリップやセロファンテープ等で固定しておくか、または専用の支え台を用いる）。  

被験者はそれを嗅ぎ、においの付いた2本を選別して回答するbこの操作を5種類の基準  
臭液について行い、そのすべてに正解した者をパネルとして選定する。パネルは18歳以  

上とされており、5年以内（40歳以上は3年以内）の期間毎に確認の試験を実施する。  
なお、三点比較式臭袋法が初体験のパネルは、実際の測定前に、練習を1回以上行って  

冊 

ふっ詞瑚t整ロック  

ふづ碓漸萎ロック  
クランプ  
言式料採取袋  
試料ガス採取用  
吸引瓶  

国－8 試料ガス採取装置  

おく必要がある。  

（注9）無臭で臭気の吸着や  
透過が少ないポリエステル  
フィルム製または同等以上  
の性能を持つ樹脂フイルム  
製で、満杯時の内容積はほは  

3L。口は一つで内径10血Ⅹ  

長さ6cmのガラス管を付け、  

1～3の番号を記したシール  

を貼る。無臭空気のみを充て  

んした袋は再利用可能であ  
るが、試料ガスを入れたもの  

は、無臭空気の充てんと排出  

を数回繰り返して洗浄した  
後、無臭が確認されれば可能  

と考える。また、出口のガラ  

ス管にも臭気が付き易いの  
で注意する必要がある。  

（注10）30L／min以上の能  

力を有するポンプを用い、活  

性炭槽に送気・精製してつく  
る。出口ににおい袋を取り付  
けられる9方または6方分配  

管を備えた装置が市販され  
ている。分酉己管の外径はにお  

表－10 パネル選定用基準臭液の種類とにおいの質  
物質名   化学妊L成   梢造式   においの質   

β一フエニルエチ   

ぞ｝ 
cH⊇CH20H   

・花のにおい   
ルアルコール  CIH100  ㌧パラの花びらのようなにおい   

メチルシクロペン  ・甘いこげ臭  
テノロン   C6H602   

住3ジケトン型）   ・菓子プリン（こげ茶色の部分） のようなにおい   

CH】＼   
・汗くさいにおい  イソ吉草酸   CiH川0】  

CHCH2COOH  ・むれた靴下のにおい   
cH。 

γ－ウンデカラク   

q凸一 
C紬CH】  ・熱した果実臭   

トン  Cl】比DOz  ・桃の缶詰のようなにおい   

C9HDN  

C址 N   

▲かび臭いにおい  スカトール  
・先の中にも含まれているにおい   

い袋のガラス管の内径より  
小さいので、袋が満杯になっても破裂しない。  
（注11）パネル亀希釈倍数毎にランダムに決める。におい袋の再利用を考えれば、特定の番号に偏らない方がよい。  

（注12）原則としてガラス製で、1ml以下の場合はガスタイトシリンジを用いる。ただし、無臭で臭気の吸着が少ない材質  

であれば樹脂製でもよい。  
（注13）におい袋には満杯の状態でほぼ3L入っているとみなして行うので（誤差は通常5％以内）、希釈はそれほど正確で  

ない。したがって、注入する試料ガスが少量で奉れば、注入による全体の容積の増加は無視できる。しかし、100～300mlを  

注入する場合には、注入前に等量の無臭空気を袋から抜いておいた方がよい。また、注入後はパネルに供するまでに1分以  

上時間をおくか、袋の2か所（対角線の角など）を交互に数回押さえるなどして、均一な拡散を図る。なお、市販のにおい  

袋の中にはガラス管接合部の不良により漏れの多いものがかなりの割合で含まれているので、チェックして除くようにする。  
（注14）無臭の樹脂製で、におい袋の出口のガラス管に接続し、鼻を覆う構造のもの。  

（注15）公定法では鼻あてを用いるが、鼻あてが合わない場合は、袋の中の空気を芋で押し出しながら嗅いでもよい。  

【4】吾産関連施設における臭気の簡易測定について  

特定悪臭物質の簡易測定法についてはすでに述べたが、畜産の臭気では「簡易測定マニュアル」を適用で  
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きる場面はあまり多くない。すなわち、アンモニアは比較的高濃度に発生するので通常の検知管法でよく、  

硫黄化合物ではメルカブタン類や他の硫化物も同時に問題となるので、硫化水素だけ簡易に測定してもあま  

り意味がない。結局、硫黄化合物と低級脂肪酸は告示法で測定することになる。強いて言えば、アルカリ性  

の臭気をアンモニアで代表させることで、トリメチルアミンの測定は省略できる場合もあると思われる。   

喚覚測定も簡易法が試みられているが、まだ確立されていない。また、喚覚測定を補完するものとして各  

種の「においセンサー」が開発されているが、畜産関係の臭気は質的にも変化が激しいので、臭気濃度や臭  

気指数との対応はまだ十分にはとれていない。主にアンモニア臭を対象とする半導体センサーを用いて官能  

値との相関グラフを作成しておき、臭気の管理を行っている養鶏場の例がみられる程度である。したがって、  

現段階では喚覚測定も公定法に従うのが望ましい。   

要するに、アンモニアを通常の検知管法で測定する以外は、面倒でも、公定法かそれに準じた方法で測定  

する必要があり、測定を業者に依頼すれば高額な費用がかかることになる。そこで、少しでも手間と費用を  

かけずに測定しようとするならば、むしろ、気候、気象、時間変動、場所、位置等、事前の観察を十分行い、  

問題の起こり易い条件を的確に捕らえて、最小限の測定点数で済ませるようにした方がよい。  

以上  
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悪臭の発生原理と測定法

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構
畜産草地研究所 浄化システム研究チーム

上席研究員 代永 道裕 （よなが みちひろ）

悪臭の発生原理と測定法悪臭の発生原理と測定法

独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構
畜産草地研究所 浄化システム研究チーム

上席研究員 代永 道裕 （よなが みちひろ）



１．「悪臭」とは

（１）臭気について＝嗅覚の話

○嗅覚の意義
五感（視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚）の一つ。

動物： 生存に関わる重要情報を与える。
食料、 防衛、 生殖、
コミュニケーション、、、

ヒ ト： 情緒（喜怒哀楽）に関わる。

癒し
不快感 → 苦情

１１．．「「悪臭悪臭」とは」とは

（１）臭気について（１）臭気について＝嗅覚嗅覚の話

○嗅覚の意義○嗅覚の意義
五感（視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚）の一つ。

動物： 生存に関わる重要情報を与える。
食料、 防衛、 生殖、
コミュニケーション、、、

ヒ ト： 情緒（喜怒哀楽）に関わる。

癒し
不快感 → 苦情



○嗅覚のメカニズム○嗅覚のメカニズム

臭気臭気
（化学物質）

嗅上皮
（神経細胞）

嗅球嗅糸
（嗅神経）

大脳辺縁系（旧皮質）

（本能や感情を司る）
前梨状皮質
海馬
扁桃体
視床下部



○嗅覚の特徴
・におい分子の種類により刺激される嗅細胞

が異なる

→特定の臭気に対する感受性に個人差。

・刺激で興奮した嗅細胞には抑制機構

→正常に戻される。

・長期曝露で順応反応（感受性低下）

→回復までに時間が掛かる。

・順応して感受性が低下しても、別の種類の

においは感知。

○嗅覚の特徴○嗅覚の特徴
・におい分子の種類により刺激される嗅細胞

が異なる

→特定の臭気に対する感受性に個人差。

・刺激で興奮した嗅細胞には抑制機構

→正常に戻される。

・長期曝露で順応反応（感受性低下）

→回復までに時間が掛かる。

・順応して感受性が低下しても、別の種類の

においは感知。



○嗅覚障害
・嗅覚減退、嗅覚脱失（無嗅覚症）

一時的または先天的

・嗅覚錯誤（幻臭）

脳腫瘍、てんかん、精神分裂病、

神経症、ヒステリー

→臭気がないのに知覚される。

→たいてい悪臭

→被害妄想に結びつく

○嗅覚障害○嗅覚障害
・嗅覚減退嗅覚減退、嗅覚脱失嗅覚脱失（無嗅覚症）

一時的または先天的

・嗅覚錯誤嗅覚錯誤（幻臭）

脳腫瘍、てんかん、精神分裂病、

神経症、ヒステリー

→臭気がないのに知覚される。

→たいてい悪臭

→被害妄想被害妄想に結びつく



○嗅覚による臭気の評価

－質的評価－

○９段階快・不快度表示法

０：快でも不快でもない

＋１：やや快 －１：やや不快

＋２：快 －２：不快

＋３：非常に快 －３：非常に不快

＋４：極端に快 －４：極端に不快

○嗅覚による臭気の評価○嗅覚による臭気の評価

－質的評価－

○９段階快・不快度表示法９段階快・不快度表示法

０：快でも不快でもない

＋１：やや快 －１：やや不快

＋２：快 －２：不快

＋３：非常に快 －３：非常に不快

＋４：極端に快 －４：極端に不快



○生活環境不快度（長時間評価）

１：においは気にならない

２：まあ住んでもよい

３：できれば住みたくない

４：住みたくない

５：すぐ逃げ出したい

－量的評価－

○６段階臭気強度表示法

○生活環境不快度生活環境不快度（長時間評価）

１：においは気にならない

２：まあ住んでもよい

３：できれば住みたくない

４：住みたくない

５：すぐ逃げ出したい

－量的評価－

○６段階臭気強度表示法６段階臭気強度表示法



６段階臭気強度表示法
０：無臭
１：やっと感知できるにおい（検知閾値）
２：何であるかわかる弱いにおい（認知閾値）

（ 2.5：規制下限）
３：らくに感知できるにおい

（ 3.5：規制上限）
４：強いにおい
５：強烈なにおい

・臭気強度の１段階は物質濃度の１桁に相当

・臭気強度5→2.5にするには300倍希釈が必要

６段階臭気強度表示法
０：無臭
１：やっと感知できるにおい（検知閾値）
２：何であるかわかる弱いにおい（認知閾値）

（（ 2.52.5：規制：規制下下限限））
３：らくに感知できるにおい

（（ 3.53.5：規制：規制上上限限））
４：強いにおい
５：強烈なにおい

・臭気強度の１段階１段階は物質濃度の１桁１桁に相当

・臭気強度5→2.5にするには300倍希釈が必要



（２）悪臭と苦情について
「悪臭」とは？

○ヒトに嫌悪感・不快感を与える臭気

○嗅覚によって判断されるため、生活環境、
心理状態等に影響されることが多い。

○同じ臭気でも快・不快の判断が分かれる
ことがある。

○微量では芳香であっても、高濃度になる
と、また長時間嗅ぐと、悪臭に変わる臭
気も多い。

苦情（＝トラブル）が絶えない。

（２）（２）悪臭悪臭と苦情についてと苦情について
「悪臭」とは？

○ヒトに嫌悪感・不快感を与える臭気

○嗅覚によって判断されるため、生活環境生活環境、
心理状態心理状態等に影響されることが多い。

○同じ臭気でも快快・不快不快の判断が分かれる
ことがある。

○微量微量では芳香芳香であっても、高濃度高濃度になる
と、また長時間長時間嗅ぐと、 悪臭悪臭に変わる臭
気も多い。

苦情（＝トラブルトラブル）が絶えない。



畜産に関わる悪臭苦情

○苦情の中で常にトップ（６割。豚・牛で多い）

平成16年生産局畜産部調べ（単位：戸（％））

注１：重複があり、各苦情毎の件数の和と右列の計は一致しない。
注２：「その他」は、ふん尿の流出、騒音等である。

畜産に関わる畜産に関わる悪臭悪臭苦情苦情

○苦情の中で常にトップ（６割。豚・牛豚・牛で多い）

平成16年生産局畜産部調べ（単位：戸（％））

注１：重複があり、各苦情毎の件数の和と右列の計は一致しない。
注２：「その他」は、ふん尿の流出、騒音等である。

区 分 悪臭関連 水質汚濁関連 害虫発生 その他 計

乳用牛 586 (34.3) 285 (35.3) 18 (10.6) 146 (53.7) 916 (34.9)

肉用牛 235 (13.8) 137 (17.0) 17 (10.0) 30 (11.0) 373 (14.2)

豚 500 (29.3) 276 (34.2) 19 (11.2) 37 (13.6) 710 (27.1)

鶏 335 (19.6) 91 (11.3) 111 (65.3) 44 (16.2) 539 (20.6)

その他 53 (3.1) 18 (2.2) 5 (2.9) 15 ( 5.5) 84 ( 3.2)

計 1,709(100.0) 807(100.0) 170(100.0) 272(100.0) 2,622(100.0)

構成％ 57.8 27.3 5.7 9.2 100.0



畜産に関わる悪臭苦情
○昭和48年がピーク。近年は横ばい。

畜産に関わる畜産に関わる悪臭悪臭苦情苦情
○昭和48年がピーク。近年は横ばい。
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年次別苦情発生戸数（生産局畜産部調べ）



悪臭防止法

○昭和４６年制定

○客観性の観点から、特定悪臭物質を指定
し、濃度で規制

○現在２２物質

○都道府県単位で規制地域を定め、臭気強
度2.5～3.5の範囲で規制値を定める

○複合臭など、必要に応じ人間の嗅覚を用
いた臭気指数（官能評価）による規制も可

悪臭悪臭防止法防止法

○昭和４６年制定

○客観性の観点から、特定悪臭物質特定悪臭物質を指定
し、濃度濃度で規制

○現在２２物質

○都道府県単位で規制地域規制地域を定め、臭気強
度2.5～3.5の範囲で規制規制値値を定める

○複合臭など、必要に応じ人間の嗅覚嗅覚を用
いた臭気指数臭気指数（官能評価）による規制も可



特定悪臭物質と規制基準



特定悪臭物質の理化学的性状



悪臭物質の理化学的特徴

○窒素・酸素の分子量（28・32）との比較で
空気より重いか軽いかが判る。

○アンモニアは極めて水溶性が高いため、
湿気に溶け込んで低い位置に溜り易い。

○融点と沸点は冷却捕集や分析機器への
加熱導入の目安等となる。

○水溶性があるもののうち、
プロピオン酸以下の低級脂肪酸類は強酸性、
硫化水素とメチルメルカブタンは弱酸性、
アンモニアとトリメチルアミンは強アルカリ性、
その他の物質は中性を示す。

悪臭物質の理化学的特徴悪臭物質の理化学的特徴

○窒素・酸素の分子量分子量（28・32）との比較で
空気より重いか軽いかが判る。

○アンモニアアンモニアは極めて水溶性水溶性が高いため、
湿気に溶け込んで低い位置低い位置に溜り易い。

○融点融点と沸点沸点は冷却捕集や分析機器への
加熱導入の目安等となる。

○水溶性があるもののうち、
プロピオン酸以下の低級脂肪酸類は強酸性強酸性、
硫化水素とメチルメルカブタンは弱酸性弱酸性、
アンモニアとトリメチルアミンは強アルカリ性強アルカリ性、
その他の物質は中性中性を示す。



畜産に関係する悪臭物質

○畜産では、アンモニア、トリメチルアミン、
低級脂肪酸（プロピオン酸など４物質）、
硫黄化合物（硫化水素など４物質）が多い。
（悪臭防止法での直接指摘は上記７物質）

○実際は、トルエン、スチレン、キシレン以外
の１９物質が、何らかの場面で家畜排泄物
由来の臭気形成に関わっている。

○大部分は嫌気的条件（堆積、貯留）で発生

（アンモニアは好気的な堆肥化でも発生）

畜産に関係する悪臭物質畜産に関係する悪臭物質

○畜産では、アンモニアアンモニア、トリメチルアミントリメチルアミン、
低級脂肪酸低級脂肪酸（プロピオン酸など４物質４物質）、
硫黄化合物（硫化水素硫化水素など４物質）が多い。
（悪臭防止法での直接指摘は上記７物質７物質）

○実際は、トルエン、スチレン、キシレン以外
の１９物質１９物質が、何らかの場面で家畜排泄物
由来の臭気形成に関わっている。

○大部分は嫌気的嫌気的条件（堆積、貯留）で発生

（アンモニアは好気的な堆肥化でも発生）



２．悪臭の発生原理
臭気発生の模式図（微生物による栄養物の分解）

２２．悪臭．悪臭の発生原理の発生原理
臭気発生の模式図臭気発生の模式図（微生物による栄養物の分解）（微生物による栄養物の分解）

※とくに
各種の
アミノ酸アミノ酸



（2）畜産経営における悪臭発生について

○発生源・・・畜舎、ふん尿処理施設、圃場

ア. 畜舎における悪臭発生

a. 新鮮ふんの臭気

○家畜ふん尿は排泄直後の新鮮なものでも
特有の臭気を持つ。（畜舎臭気のベース）

○新鮮尿では、ホルモンやビタミンの代謝な
どに由来する弱い臭気が存在。
（問題となる悪臭はほとんどない）

（（22）畜産経営における悪臭発生について）畜産経営における悪臭発生について

○発生源・・・畜舎畜舎、ふん尿処理施設、圃場

アア.. 畜畜舎における悪臭発生舎における悪臭発生

a. a. 新鮮ふんの臭気新鮮ふんの臭気

○家畜ふん尿は排泄直後の新鮮なものでも
特有の臭気を持つ。（畜舎臭気のベース）

○新鮮尿尿では、ホルモンやビタミンの代謝な
どに由来する弱い臭気が存在。
（問題となる悪臭はほとんどない）



豚、鶏ふんからの揮発性成分

〔豚ぷん〕
○強酸性＞＞弱酸性≒塩基性＞中性
○強酸性： 低級脂肪酸類がほとんど

（とくに酢酸、プロピオン酸、n-酪酸）
○弱酸性： フェノール類 （とくに p-クレゾール）
○塩基性: 大部分はアンモニア
○中 性： アルコール、アルデヒド及びインドール類

（インドールとスカトールが共に多い）
→中性区分の不快臭は強い

豚、鶏ふんからの揮発性成分豚、鶏ふんからの揮発性成分

〔豚ぷん〕
○強酸性＞＞弱酸性≒塩基性＞中性
○強酸性強酸性： 低級脂肪酸類低級脂肪酸類がほとんど

（とくに酢酸、プロピオン酸、n-酪酸）
○弱酸性弱酸性： フェノール類フェノール類 （とくに p-クレゾール）
○塩基性塩基性: 大部分はアンモニアアンモニア
○中中 性性： アルコールアルコール、アルデヒドアルデヒド及びインドール類インドール類

（インドールとスカトールが共に多い）
→中性区分の不快臭は強い



豚、鶏ふんからの揮発性成分

〔鶏ふん〕
○塩基性＞中性＞強酸性≒弱酸性
○塩基性: アンモニアが主で、アミンも若干

（尿がふんと一緒に排泄されるため）
○中 性： 低分子不飽和アルコールとアセトイン

及びインドール（スカトールは少ない）
○弱酸性： フェノール類中心 （p-クレゾールのほか

フェノールも p-エチルフェノールも多い）
○強酸性： 低級脂肪酸類が主

（豚ふんよりはるかに少ない）

豚、鶏ふんからの揮発性成分豚、鶏ふんからの揮発性成分

〔鶏ふん〕
○塩基性＞中性＞強酸性≒弱酸性
○塩基性塩基性: アンモニアアンモニアが主で、アミンアミンも若干

（尿がふんと一緒に排泄されるため）
○中中 性性： 低分子低分子不飽和アルコール不飽和アルコールとアセトインアセトイン

及びインドールインドール（スカトールは少ない）
○弱酸性弱酸性： フェノール類フェノール類中心 （p-クレゾールのほか

フェノールも p-エチルフェノールも多い）
○強酸性強酸性： 低級脂肪酸類低級脂肪酸類が主

（豚ふんよりはるかに少ない）



牛ふんからの揮発性成分

〔不食過繁地に関する一連の研究〕の中で、
○牛ふん特有の臭気成分は

メチルエチルケトン、フェノール、 p-クレゾール、

インドール及びスカトール
○これらの大部分はルーメン内で生成され、ふん

へと移行してきたと考えられる

各家畜ふんからの揮発性成分（まとめ）
○概して、主要な成分は各家畜に共通。
○家畜ふんの臭気はこれらの成分の量的な差に

よって特徴づけられている。

牛ふんからの揮発性成分牛ふんからの揮発性成分

〔不食過繁地に関する一連の研究〕の中で、
○牛ふん特有の臭気成分は

メチルエチルケトンメチルエチルケトン、、フェノールフェノール、、 pp--クレゾールクレゾール、、

インドールインドール及びスカトールスカトール
○これらの大部分はルーメン内ルーメン内で生成され、ふん

へと移行してきたと考えられる

各家畜ふんからの揮発性成分（まとめ）各家畜ふんからの揮発性成分（まとめ）
○概して、主要な成分は各家畜に共通。
○家畜ふんの臭気はこれらの成分の量的な差に

よって特徴づけられている。



臭気成分の経時変化臭気成分の経時変化臭気成分の経時変化

（TenaxGC常温捕集→GC-MS） （低温捕集→GC）

新鮮豚ふんの臭気プロファイル

０ ２０ ４０ ６０min 0  10 20 30min



嫌気条件下に嫌気条件下に

置いた豚ふんの置いた豚ふんの
臭気プロファイル臭気プロファイル

（
新
鮮
ふ
ん
）

（24
時
間
後
）

（
７
日
後
）

○嫌気条件下に

置いた場合には
臭気成分が質的

量的に終始増加

○好気条件下で
は1～2日を経過

すれば各臭気成

分は大幅に減少

○鶏ふんでも同

様の傾向



アンモニア発生にアンモニア発生に
みられるふん尿のみられるふん尿の
分離効果分離効果

○ふん尿混合物では
1日後に 大発生量

に達してしまう

○尿中の無臭の尿素
がふんからのウレア
ーゼの作用を受けて
急激に分解したため

○トリメチルアミンや
フェノール類でも同様

の現象



畜舎における臭気対策の要点（まとめ）

○ふん尿は新鮮なものでも特有の臭気を持つ

○嫌気性微生物の作用で極めて多種類の悪
臭成分が大量に生産され、不快さが増す

○畜舎では、ふん塊の内部が嫌気性になり易
い条件を避け、換気を良くする（乾燥）

○こまめな除ふんと清掃が も効果的

○ふん尿分離を良くすることでアンモニアの発
生は抑えられる

畜舎における畜舎における臭気対策臭気対策の要点（まとめ）の要点（まとめ）

○ふん尿は新鮮なものでも特有の臭気を持つ

○嫌気性嫌気性微生物微生物の作用で極めて多種類の悪
臭成分が大量に生産され、不快さが増す

○畜舎では、ふん塊の内部が嫌気性になり易
い条件を避け、換気換気を良くする（乾燥乾燥）

○こまめな除ふんと清掃こまめな除ふんと清掃が も効果的

○ふん尿分離ふん尿分離を良くすることでアンモニアの発
生は抑えられる



畜舎構造の影響（豚舎）
○完全な無窓豚舎は適正な換気が確保されていて、好気状

態に保たれ易く、臭気の捕集・脱臭も容易。
○開放型では部分的に空気の淀みが起き易い。
○繁殖豚舎や分娩・哺育豚舎などは保温を優先するため、

開放型でも密閉度が高く、臭気が高濃度に集積し易い。
○分娩・哺育豚舎では軟便・加温等が臭気発生要因となり、

これに人工乳の独特の臭気が加味され臭気が強くなる。
○スノコ式肥育豚舎では、ピット内の滞留時間が長いほど、

ふんと尿との分離が悪いほど、臭気は強くなる。
○平床式（水洗または敷料踏み込みタイプ）では、水洗頻度

や敷料の更新時期などに留意すれば、臭気発生をかなり
抑制できる。（中途半端ではかえって臭気がひどくなる）

畜舎構造の影響（豚舎）畜舎構造の影響（豚舎）
○完全な無窓豚舎無窓豚舎は適正な換気が確保されていて、好気状

態に保たれ易く、臭気の捕集・脱臭も容易。
○開放型では部分的に空気の淀み空気の淀みが起き易い。
○繁殖豚舎繁殖豚舎や分娩・哺育豚舎分娩・哺育豚舎などは保温を優先するため、

開放型でも密閉度が高く密閉度が高く、臭気が高濃度に集積し易い。
○分娩・哺育豚舎分娩・哺育豚舎では軟便・加温等が臭気発生要因となり、

これに人工乳人工乳の独特の臭気が加味され臭気が強くなる。
○スノコ式肥育豚舎スノコ式肥育豚舎では、ピット内の滞留時間滞留時間が長いほど、

ふんと尿との分離分離が悪いほど、臭気は強くなる。
○平床式平床式（水洗または敷料踏み込みタイプ）では、水洗頻度水洗頻度

や敷料の更新時期敷料の更新時期などに留意すれば、臭気発生をかなり
抑制できる。（中途半端ではかえって臭気がひどくなる）



○踏み込みタイプでは、オガクズ、戻し堆肥等の吸着性敷料
を使用 （剪定枝等地域にある敷料素材の活用も可）

○ただし、センチュウなどの温床になり易い

・防臭効果を維持しつつ衛生問題にも対応
・内臓廃棄率も格段に低下

○踏み込みタイプでは、オガクズ、戻し堆肥等の吸着性敷料吸着性敷料
を使用 （剪定枝等地域にある敷料素材の活用も可）

○ただし、センチュウセンチュウなどの温床になり易い

・防臭効果を維持しつつ衛生問題にも対応
・内臓廃棄率も格段に低下

セルフクリーニング式豚舎セルフクリーニング式豚舎

・沖縄畜試で開発、
長崎畜試でも追試

・オガクズを薄く敷

き、豚が掻き出した
分だけ毎日補充毎日補充



畜舎構造の影響（採卵鶏舎）
○高床式では、1年前後もケージ下にふんを堆積。開放型で

は自然通気でふんの山を乾燥 → 臭気が外部に放散。
○通気性の良い乾燥した山を作っておき、夏季に備える。
○軟便時は、ふんへの送風や中間受け棚の併用が良い。
○ふんの水分を40％以下にすれば、メチルメルカプタンや

硫化水素の発生が著しく少なくアンモニアの発生も減少。
○低床式は、頻繁に機械除ふんするので不快臭の発生は

少ないが、生ふん臭とアンモニアの発生は避けられない。
○４日以上堆積するとアンモニアの発生が顕著になる。

→ 低でも週２回以上は除ふんを。
○除ふん中とその直後は臭気が強い → 近隣の食事時間

や風向き等に配慮した除ふん機の作動時間設定を。
○飲水器からの水漏れは、ふんの嫌気分解を助長。

畜舎構造の影響（採卵鶏舎）畜舎構造の影響（採卵鶏舎）
○高床式高床式では、1年前後もケージ下にふんを堆積。開放型開放型で

は自然通気でふんの山を乾燥 → 臭気が外部に放散。
○○通気性の良い乾燥した山通気性の良い乾燥した山を作っておき、夏季に備える。
○軟便軟便時は、ふんへの送風や中間受け棚の併用が良い。
○ふんの水分を水分を4040％以下％以下にすれば、メチルメルカプタンや

硫化水素の発生が著しく少なくアンモニアの発生も減少。
○低床式低床式は、頻繁に機械除ふんするので不快臭の発生は

少ないが、生ふん臭とアンモニアの発生は避けられない。
○４日以上堆積するとアンモニアの発生が顕著になる。

→ 低でも週２回以上は除ふん週２回以上は除ふんをを。
○除ふん中とその直後は臭気が強い → 近隣の食事時間食事時間

や風向き等や風向き等に配慮に配慮した除ふん機の作動時間設定を。
○飲水器からの水漏れ水漏れは、ふんの嫌気分解を助長。



畜舎構造の影響（ブロイラー鶏舎）畜舎構造の影響（ブロイラー鶏舎）畜舎構造の影響（ブロイラー鶏舎）
○敷料を用いた平飼いが多い。

○床面給温を停止する４週齢

前後からアンモニアアンモニアが急増。

○高湿度の夏季はさらに早い。

○アンモニアの増加アンモニアの増加によって、

酸性物質酸性物質は気化抑制。

中性・塩基性物質中性・塩基性物質が増加。

○後期はふんの堆積量も多く、

嫌気性になり易い。

○ブロイラーの生長に合わせ

て粉塵粉塵も急増。着臭して飛散
→ 洗濯物洗濯物等に臭気付着。



粉塵の抑制（畜産草地研究所開発）

○悪臭物質のみでは、洗濯物に付着しても
乾燥とともに再揮散

○粉塵とともに付着した場合には、洗濯物に
こびり付いてしまう

○超音波噴霧器などで微細な水滴を発生、
畜舎内の粉塵を捕捉・落下させる

○少量の植物油等を混合しておくことで、落
下した粉塵の再飛散を防止

○センサー連動噴霧システム等も開発中

粉塵の抑制粉塵の抑制（畜産草地研究所開発）

○悪臭物質のみでは、洗濯物に付着しても
乾燥とともに再揮散

○粉塵粉塵とともに付着した場合には、洗濯物に
こびり付いてしまう

○超音波噴霧器超音波噴霧器などで微細な水滴微細な水滴を発生、
畜舎内の粉塵を捕捉・落下させる

○少量の植物油等を混合しておくことで、落
下した粉塵の再飛散を防止再飛散を防止

○センサー連動噴霧システム等も開発中







畜舎構造の影響（牛舎）
○肉牛舎は敷料を十分に使って管理するのが一般的。

→臭気の発生は比較的少ない。
○自然流下式の牛舎→貯留槽内では硫化水素が、ヒトに障

害を起こすレベル（数100ppm）に達することがある。

→スラリーを汲み出す際には強烈な臭気を放散。
→圃場に撒布すれば、その発生源が面的に広がるので、

かなりの広範囲から、長期間苦情を招く。
○バーンクリーナー等の舎外搬出部分と、それを受ける

ダンプやトレーラーなどが臭気の発生源に。
○排ふんピットのスクレーパーも、広い面積にふん尿を塗り

拡げることになる。
○調製不良や食べ残しのサイレージが変敗して低級脂肪酸

類の悪臭を放つことがある。

畜舎構造の影響（牛舎）畜舎構造の影響（牛舎）
○肉牛舎肉牛舎は敷料を十分に使って管理するのが一般的。

→臭気の発生は比較的少ない。
○自然流下式自然流下式の牛舎→貯留槽貯留槽内では硫化水素硫化水素が、ヒトに障ヒトに障

害害を起こすレベル（数100ppm）に達することがある。

→スラリーを汲み出す際スラリーを汲み出す際には強烈な臭気を放散。
→圃場に撒布圃場に撒布すれば、その発生源が面的に広がるので、

かなりの広範囲から、長期間苦情を招く。
○バーンクリーナー等バーンクリーナー等の舎外搬出部分と、それを受ける

ダンプダンプやトレーラートレーラーなどが臭気の発生源に。
○排ふんピットのスクレーパースクレーパーも、広い面積にふん尿を塗り

拡げることになる。
○調製不良や食べ残しのサイレージサイレージが変敗して低級脂肪酸低級脂肪酸

類類の悪臭を放つことがある。



行動パターン等の影響
○豚の例

夜の間は静か。
夜明けと共に起き出して動き始める。

・貯まったふん尿を蹴散らす。新たな排泄もする。
→臭気濃度が高まる。

・豚が動くことで新鮮な空気が供給される。
→臭気の拡散が進む。

朝の給飼となり、作業者が入る。
・豚の動きはさらに激しくなる。
・給飼に併せて本格的な排泄もする。

→近隣の朝食時と合致すれば苦情がでる。
・朝凪、朝霧の時は、臭気が希釈されずに塊で動く。

→近隣の住宅では深刻な状態に。

行動パターン等の影響行動パターン等の影響
○豚の例

夜の間夜の間は静か。
夜明け夜明けと共に起き出して動き始める。

・貯まったふん尿を蹴散らす。新たな排泄もする。
→臭気濃度が高まる。

・豚が動くことで豚が動くことで新鮮な空気が供給される。
→臭気臭気の拡散拡散が進む。

朝の給飼朝の給飼となり、作業者作業者が入る。
・豚の動きはさらに激しくなる。
・給飼に併せて本格的な排泄もする。

→近隣の朝食時近隣の朝食時と合致すれば苦情がでる。
・朝凪朝凪、朝霧朝霧の時は、臭気が希釈されずに塊で動く塊で動く。

→近隣の住宅では深刻な状態に。



行動パターン等の影響
昼間は寝ていることが多く比較的静か。
夕方になると朝のパターンを繰り返す。
夏は日が長いので遅くまで豚に動きがある。

・夕凪や夕霧の時間が夕食時間と一致。
・エアコンのない部屋は窓開放→臭気が流入。

（エアコンがあるので以前よりは良くなったが）

○家畜の行動や管理作業、気象など、いろいろな条件に
よって臭気の発生や拡散は影響を受ける。

○これらも考慮しつつ臭気の発生を予測。
→トラブルの回避に繋げる。

行動パターン等の影響行動パターン等の影響
昼間昼間は寝ていることが多く比較的静か。
夕方夕方になると朝のパターン朝のパターンを繰り返す。
夏夏は日が長いので遅くまで豚に動きがある。

・夕凪夕凪や夕霧夕霧の時間が夕食時間と一致夕食時間と一致。
・エアコンのない部屋は窓開放→臭気が流入。

（エアコンエアコンがあるので以前よりは良くなったが）

○家畜の行動家畜の行動や管理作業管理作業、気象気象など、いろいろな条件に
よって臭気の発生臭気の発生や拡散拡散は影響を受ける。

○これらも考慮しつつ臭気の発生を予測。
→トラブルの回避に繋げる。



堆肥化施設での悪臭発生堆肥化施設での悪臭発生堆肥化施設での悪臭発生
○堆肥化等ふん尿処理施設： 小容積高濃度臭気。（畜舎と逆）

○臭気の発生パターン（戻し堆肥で水分調整。強制通気）

低ｐH



堆肥化施設での悪臭発生
○まず易分解性有機物が分解→3日後をピークとしてメチル

メルカプタン等の硫黄化合物が急激に発生。
○アンモニアも同時発生しているが、低級脂肪酸等の酸性

成分が優勢のため、アンモニアは揮散しない。
○品温が上昇し、酸性成分がさらに分解→pHが上がってく

るとアンモニアが一気に発生。
○ 初の4日間が中、酸性成分を中心に複合された生ふん

臭に近いもの。強度も不快度も高い。
○5日目以降はほとんどアンモニアのみ。濃度は高いが、不

快度は軽減。
→ 初の4日間の臭気対策が極めて重要。

堆肥化施設での悪臭発生堆肥化施設での悪臭発生
○まず易分解性有機物が分解→33日後をピーク日後をピークとしてメチル

メルカプタン等の硫黄化合物硫黄化合物が急激に発生。
○アンモニアアンモニアも同時発生しているが、低級脂肪酸等の酸性

成分が優勢のため、アンモニアは揮散し揮散しなないい。
○品温が上昇し、酸性成分がさらに分解酸性成分がさらに分解→pHpHが上がってく

るとアンモニアアンモニアが一気に発生一気に発生。
○ 初の初の44日間日間が中、酸性成分を中心に複合された生生ふんふん

臭臭に近いもの。強度も不快度も高い。
○55日目以降日目以降はほとんどアンモニアのみアンモニアのみ。濃度は高いが、不不

快度は軽減快度は軽減。
→ 初の初の44日間の臭気対策が極めて重要日間の臭気対策が極めて重要。



堆肥化施設での悪臭発生
○通気量不足や水分過多（嫌気）→不快臭を発する期間が

長くなる。堆肥の腐熟化自体が進行しなくなる。
→戻し堆肥と、通気性の賦与を兼ねた水分調整材の使用

が成否のポイントとなる。

○一切の排水が放流できない場合、
浄化処理に供する尿汚水量を大幅に減少させたい場合
→自走式の撹拌装置を備えた開放型堆肥発酵施設で、

発酵が進み水分が減少した部分に尿汚水を散布、
→発酵熱と通風により蒸散処理をする
→ふん尿混合により短期間に大量のアンモニアが発生。

（散布により堆肥の水分が過多になると部分的に嫌気
状態を生じ、多様な臭気成分が発生）

堆肥化施設での悪臭発生堆肥化施設での悪臭発生
○通気量不足通気量不足や水分過多水分過多（嫌気）→不快臭不快臭を発する期間が

長くなる。堆肥の腐熟化自体が進行しなくなる腐熟化自体が進行しなくなる。
→戻し堆肥と、通気性の賦与を兼ねた水分調整材水分調整材の使用

が成否のポイントとなる。

○一切の排水が放流できない場合、
浄化処理に供する尿汚水量を大幅に減少させたい場合
→自走式の撹拌装置を備えた開放型堆肥発酵施設で、

発酵が進み水分が減少した部分に尿汚水を散布尿汚水を散布、
→発酵熱と通風により蒸散処理蒸散処理をする
→ふん尿混合により短期間に大量のアンモニアアンモニアが発生。

（散布により堆肥の水分が過多になると部分的に嫌気
状態を生じ、多様な臭気成分が発生）



スラリー処理での悪臭発生

○スラリー： 放置された場合、嫌気発酵により低級脂肪酸
や硫黄化合物など多様な臭気成分が大量に生成・蓄積。

○汲み上げ等でスラリーが撹拌された時、圃場に散布され
た時→強烈な臭気が一気に発散。

○スラリーに十分な曝気を行えば高温を発して酸化分解。
→腐熟化・安定化が促進（液状コンポスト化）。

○液状コンポスト化も、堆肥化と同様の臭気発生パターン。
○低級脂肪酸類やインドール類、フェノール類の濃度：

曝気前の液でも曝気後の液でも、不快度との相関高い。
硫化物の濃度： 曝気後の液で不快度との相関が低い。
アンモニア濃度： いずとも相関なし。

○腐熟化で臭気は軽減→放置すれば臭気が戻ってしまう。
→好気性を維持できる 低限の曝気を続ける必要あり。

スラリー処理での悪臭発生スラリー処理での悪臭発生

○スラリー： 放置放置された場合、嫌気発酵により低級脂肪酸低級脂肪酸
や硫黄化合物硫黄化合物など多様な臭気成分が大量に生成・蓄積。

○汲み上げ等でスラリーが撹拌された時撹拌された時、圃場に散布され散布され
たた時時→強烈な臭気が一気に発散。

○スラリーに十分な曝気曝気を行えば高温を発して酸化分解高温を発して酸化分解。
→腐熟化・安定化が促進（液状コンポスト化液状コンポスト化）。

○液状コンポスト化も、堆肥化と同様の臭気発生パターン。
○低級脂肪酸類低級脂肪酸類やインドール類インドール類、フェノール類フェノール類の濃度：

曝気前の液でも曝気後の液でも、不快度との相関高い不快度との相関高い。
硫化物硫化物の濃度： 曝気後の液で不快度との相関が低い。
アンモニアアンモニア濃度： いずとも相関なし。

○腐熟化で臭気は軽減→放置すれば臭気が戻ってしまう放置すれば臭気が戻ってしまう。
→好気性を維持できる 低限の曝気を続ける必要あり。



メタン発酵での悪臭発生
○メタン発酵＝嫌気性分解

→中間過程で、低級脂肪酸をはじめ各種の臭気成分が
発生。

○完全密閉系で行われ、低級脂肪酸など大部分の臭気成
分はさらにメタンや炭酸ガス等に変換される。

○生産されるガス中では、硫化水素以外の臭気成分はほと
んどなし。

○処理液についても、臭気は相当に軽減されている。
→速効性の液体肥料として有効に利用できる。
→臭気対策上有効な処理方式の一つ。

メタン発酵での悪臭発生メタン発酵での悪臭発生
○メタン発酵＝嫌気性分解

→中間過程で、低級脂肪酸低級脂肪酸をはじめ各種の臭気成分が
発生。

○完全密閉系完全密閉系で行われ、低級脂肪酸低級脂肪酸など大部分の臭気成
分はさらにメタンや炭酸ガス等に変換メタンや炭酸ガス等に変換される。

○生産されるガスガス中では、硫化水素硫化水素以外の臭気成分はほと
んどなし。

○処理液処理液についても、臭気は相当に軽減されている。
→速効性の液体肥料速効性の液体肥料として有効に利用できる。
→臭気対策上有効な処理方式の一つ。



汚水浄化処理での悪臭発生
○活性汚泥法や生物膜法などの好気的な汚水処理

→不快臭の発生はほとんどなし。

○畜舎等からの排気をこれらの施設中に通じれば、効果的
な脱臭可。

○ も臭気が発生し易いのは 初の貯留槽と固液分離機。

○貯留槽内のふんの混ざった尿汚水を放置すれば、
→直ちに嫌気分解を開始して不快臭発生。
→撹拌されたり汲み上げられた場合、さらに強い不快臭。

○貯留槽を好気状態に保ち、
受入れ施設や固液分離機の部分を囲って陰圧にし、
排気を曝気槽に導くとよい。

汚水浄化処理での悪臭発生汚水浄化処理での悪臭発生
○活性汚泥法や生物膜法などの好気的な汚水処理好気的な汚水処理

→不快臭の発生はほとんどなし。

○畜舎等からの排気排気をこれらの施設中に通じれば、効果的効果的
な脱臭可な脱臭可。

○ も臭気が発生し易いのは 初の貯留槽貯留槽と固液分離機固液分離機。

○貯留槽内のふんの混ざった尿汚水を放置すれば、
→直ちに嫌気分解を開始して不快臭発生。
→撹拌されたり汲み上げられた場合、さらに強い不快臭。

○貯留槽を好気状態に保ち、
受入れ施設や固液分離機の部分を囲って陰圧陰圧にし、
排気を曝気槽に導くとよい。



天日・ハウス乾燥での悪臭発生
○自然またはブロワーによる通風に、機械撹拌や穏やかな

太陽熱を加えて行われる天日乾燥・ハウス乾燥
→発酵鶏ふんの製造や堆肥化の前処理として合理的。

○水分の高いうちは、アンモニアや低級脂肪酸類、p-クレゾ

ールなど特有の臭気成分が相当量発生
（種類は限定されている）

→露天の天日乾燥は周辺への配慮が必要。

○ハウス乾燥で周囲を密閉して強制換気を行い、土壌脱臭
等の比較的簡易な脱臭装置を付加すれば効果的。

天日・ハウス乾燥での悪臭発生天日・ハウス乾燥での悪臭発生
○自然またはブロワーによる通風に、機械撹拌や穏やかな

太陽熱を加えて行われる天日乾燥天日乾燥・ハウス乾燥ハウス乾燥
→発酵鶏ふんの製造や堆肥化の前処理前処理として合理的。

○水分の高いうちは、アンモニアアンモニアや低級脂肪酸類低級脂肪酸類、pp--クレゾクレゾ

ーールルなど特有の臭気成分が相当量発生
（種類は限定されている）

→露天の天日乾燥は周辺への配慮周辺への配慮が必要。

○ハウス乾燥で周囲を密閉して強制換気強制換気を行い、土壌脱臭土壌脱臭
等の比較的簡易な脱臭装置を付加すれば効果的。



加熱乾燥処理での悪臭発生
○加熱乾燥では短時間に強い臭気が発生。

○豚ぷんを加熱処理した場合、
中・酸性の臭気成分として低級脂肪酸類、p-クレゾールを
はじめとするフェノール類、アルデヒド類が大量に発生。
硫黄化合物も数・量ともに多い。
（全体として新鮮ふんに近い）

○加熱に伴う特徴的な臭気成分：
フラン化合物、芳香族炭化水素類（ベンゼンなど）
アルデヒド類、硫黄化合物も新鮮ふんより種類が多い。

○アンモニアが大量に存在。

○ふんや羽毛中のアミノ酸の熱分解でピラジン類も発生。

※加熱による乾燥は複雑多岐にわたる臭気成分を大量に
発生させる（脱臭対策が不可欠）。

加熱乾燥処理での悪臭発生加熱乾燥処理での悪臭発生
○加熱乾燥では短時間に強い臭気短時間に強い臭気が発生。

○豚ぷんを加熱処理した場合、
中・酸性の臭気成分として低級脂肪酸類低級脂肪酸類、pp--クレゾールクレゾールを
はじめとするフェノール類フェノール類、アルデヒド類アルデヒド類が大量に発生。
硫黄化合物硫黄化合物も数・量ともに多い。
（全体として新鮮ふんに近い）

○加熱に伴う特徴的な臭気成分：
フラン化合物フラン化合物、芳香族炭化水素類芳香族炭化水素類（ベンゼンなど）
アルデヒド類、硫黄化合物も新鮮ふんより種類が多い。

○アンモニアアンモニアが大量に存在。

○ふんや羽毛中のアミノ酸の熱分解でピラジン類ピラジン類も発生。

※加熱による乾燥は複雑多岐にわたる臭気成分を大量に複雑多岐にわたる臭気成分を大量に
発生させる（脱臭対策が不可欠）。



焼却処理での悪臭発生
○焼却処理：

加熱乾燥と同様の過程で、さらに強烈な不快臭を発生。
→燃焼脱臭装置のような高コストの対応が必要。

○ 近は、燃料事情やダイオキシン問題、ふん尿の肥料資
源としての価値が再認識されてきたことなどからほとんど
行われなくなっていた。

○家畜排せつ物法施行以来、堆肥が供給過剰気味
→大規模養豚・養鶏経営・・・やむを得ず焼却処理

○発電を目的とした鶏ふん等の焼却技術も開発済み。
（このような大型施設になれば臭気対策も十分可能）

焼却処理での悪臭発生焼却処理での悪臭発生
○焼却処理：

加熱乾燥と同様の過程で、さらに強烈な不快臭を発生。
→燃焼脱臭装置燃焼脱臭装置のような高コストの対応が必要。

○ 近は、燃料事情燃料事情やダイオキシン問題ダイオキシン問題、ふん尿の肥料資ふん尿の肥料資
源としての価値が再認識源としての価値が再認識されてきたことなどからほとんど
行われなくなっていた。

○家畜排せつ物法施行以来、堆肥が供給過剰気味堆肥が供給過剰気味
→大規模養豚・養鶏経営・・・やむを得ず焼却処理

○発電発電を目的とした鶏ふん等の焼却技術も開発済み。
（このような大型施設になれば臭気対策も十分可能）



３．悪臭防止法に基づく臭気の測定法
（１）特定悪臭物質の測定法

○22個の「特定臭気物質」の分析法は、環境庁の告示によ
って定められている。

○敷地境界線での測定法： 全物質
気体排出口での測定法： 一部の物質（アンモニア、硫化

水素、トリメチルアミンなど）
排出水中の濃度の測定法： 硫黄化合物

○畜舎やその周辺の比較的希薄な臭気を測定するには
敷地境界線での測定法を用いる必要がある。
（これらには一般に煩雑な濃縮操作が含まれている）

○気体排出口（5m以上の煙突等）での測定法： 濃縮操作
を省略して直接ガスクロ等で分析を行う。

○密閉式発酵槽からの排気のように高濃度の臭気が予想さ
れる場合、測定の目的によって適宜使い分けてよい。

３．悪臭防止法に基づく臭気の測定法３．悪臭防止法に基づく臭気の測定法
（１）特定悪臭物質の測定法（１）特定悪臭物質の測定法

○22個の「特定臭気物質」の分析法は、環境庁の告示環境庁の告示によ
って定められている。

○敷地境界線敷地境界線での測定法： 全物質
気体排出口気体排出口での測定法： 一部の物質（アンモニアアンモニア、硫化硫化

水素水素、トリメチルアミントリメチルアミンなど）
排出水中排出水中の濃度の測定法： 硫黄化合物硫黄化合物

○畜舎やその周辺の比較的希薄な臭気希薄な臭気を測定するには
敷地境界線での測定法を用いる必要がある。
（これらには一般に煩雑な濃縮操作濃縮操作が含まれている）

○気体排出口（5m以上の煙突等）での測定法： 濃縮操作
を省略して直接ガスクロ等で分析を行う。

○密閉式発酵槽からの排気のように高濃度の臭気高濃度の臭気が予想さ
れる場合、測定の目的によって適宜使い分けてよい。



特定悪臭物質の測定方法の概要



（２）特定悪臭物質の簡易測定法

○法規に基づく正式な測定法（告示法）は概して高価な分析
機器と煩雑な操作、熟練したオペレーター等が必要。

○告示法を補完するものとして検知管を用いた簡易測定法
が検討され、平成2年に「悪臭物質簡易測定マニュアル」

を作成。
（悪臭防止のための指導や事業所の自主管理等が目的 ）

○現在のところ、アンモニア、硫化水素及びスチレンの3物

質のみ。

○畜産との関わりあるアンモニアと硫化水素について紹介。

（２）特定悪臭物質の簡易測定法（２）特定悪臭物質の簡易測定法

○法規に基づく正式な測定法（告示法告示法）は概して高価な分析
機器と煩雑な操作、熟練したオペレーター等が必要。

○告示法を補完するもの告示法を補完するものとして検知管検知管を用いた簡易測定法
が検討され、平成2年に「悪臭物質簡易測定マニュアル悪臭物質簡易測定マニュアル」

を作成。
（悪臭防止のための指導や事業所の自主管理等が目的 ）

○現在のところ、アンモニア、硫化水素及びスチレンの3物

質のみ。

○畜産との関わりあるアンモニアアンモニアと硫化水素硫化水素について紹介。



（２）特定悪臭物質の簡易測定法

「マニュアル」によるアンモニアと硫化水素の測定法

○悪臭物質測定用に市販されている国内2社（㈱ガステッ

ク、光明理化学工業㈱）の検知管を使用。

○アンモニア測定用（桃色→黄色）：
G社：測定範囲0.5～5.Oppm, 採取ガス量750ml
K社：測定範囲0.3～5.Oppm, 採取ガス量500ml

○硫化水素測定用（黄色一紫または桃色）
G社：測定範囲0.01～0.2ppm, 採取ガス量750ml
K社：測定範囲0.02～0.2ppm, 採取ガス量1,500ml

（２）特定悪臭物質の簡易測定法（２）特定悪臭物質の簡易測定法

「マニュアル」によるアンモニアと硫化水素の測定法

○悪臭物質測定用に市販されている国内2社（㈱ガステッ㈱ガステッ

クク、光明理化学工業㈱光明理化学工業㈱）の検知管を使用。

○アンモニアアンモニア測定用（桃色→黄色）：
G社：測定範囲0.5～5.Oppm, 採取ガス量750ml
K社：測定範囲0.3～5.Oppm, 採取ガス量500ml

○硫化水素硫化水素測定用（黄色一紫または桃色）
G社：測定範囲0.01～0.2ppm, 採取ガス量750ml
K社：測定範囲0.02～0.2ppm, 採取ガス量1,500ml



（２）特定悪臭物質の簡易測定法
○試料ガスの採取には図

のような構成の装置を用
い、検知管及びダミーの
検知管(同じもの)を接続
し、ダミー側の流路で所
定の吸引速度に調整。

○その後、三方コックを検知管側に切り替え、フローメーター
を目安にできるだけ等速で5分間かけて試料ガスを吸引す
る。検知管への通気量は積算式ガスメーターで行う。

○通気終了後速やかに、検知管に付されている直読目盛ま
たは検量線図により変色長に相当する濃度を読み取る。

○試料ガスの通気量が所定の量にならなかった場合は、読
み取った濃度を所定量あたりに換算する。

○測定時の温度が所定の範囲にない場合には、各検知管
の仕様書に示された係数等により温度補正を行う。

（２）特定悪臭物質の簡易測定法（２）特定悪臭物質の簡易測定法
○試料ガスの採取には図

のような構成の装置を用
い、検知管及びダミーの
検知管(同じもの)を接続
し、ダミー側の流路で所
定の吸引速度に調整。

○その後、三方コックを検知管側に切り替え、フローメーター
を目安にできるだけ等速で5分間かけて試料ガスを吸引す
る。検知管への通気量は積算式ガスメーターで行う。

○通気終了後速やかに、検知管に付されている直読目盛ま
たは検量線図により変色長に相当する濃度を読み取る。

○試料ガスの通気量が所定の量にならなかった場合は、読
み取った濃度を所定量あたりに換算する。

○測定時の温度が所定の範囲にない場合には、各検知管
の仕様書に示された係数等により温度補正を行う。

簡易測定用試料ガス採取装置



（２）特定悪臭物質の簡易測定法

○アンモニア測定用検知管はアミン類等のアルカリ性物質
が共存すると実際より高い値となる。
→通常の畜産関連施設ではアンモニアが圧倒的に多い

のでほとんど無視できる。

○硫化水素測定用検知管はメチルメルカブタン、二酸化窒
素等の影響を受ける。
→畜産関連施設では硫化水素とメチルメルカプタンが同

時発生する場合が多いので注意。

（２）特定悪臭物質の簡易測定法（２）特定悪臭物質の簡易測定法

○アンモニアアンモニア測定用検知管はアミン類アミン類等のアルカリ性物質アルカリ性物質
が共存が共存すると実際より高い値実際より高い値となる。
→通常の畜産関連施設では畜産関連施設ではアンモニアが圧倒的に多い

のでほとんど無視できる無視できる。

○硫化水素硫化水素測定用検知管はメチルメルカブタンメチルメルカブタン、二酸化窒
素等の影響を受ける。
→畜産関連施設では畜産関連施設では硫化水素硫化水素ととメチルメルカプタンメチルメルカプタンが同が同

時発生時発生する場合が多いので注意。



（３）臭気指数の測定法

○平成8年度より「臭気指数」が規制に加わった。

○これを求めるための官能試験法として、わが国では「三点
比較式臭袋法」が採用された。

○環境試料と排出口試料について測定法が定められている。

○敷地境界線等の比較的低濃度で変動の大きい臭気を対
象とした「環境試料」についての測定法を紹介。

○畜産の場合は畜舎内や堆肥化施設等で採取されることが
多く、比較的高濃度で変動の少ない臭気を想定した「排出
口試料」の測定法（3倍ずつ薄めていって限界希釈濃度を
求める）を適用した方がよい場合もある。

（３）臭気指数の測定法（３）臭気指数の測定法

○平成8年度より「臭気指数臭気指数」が規制に加わった。

○これを求めるための官能試験法として、わが国では「三点三点
比較式臭袋法比較式臭袋法」が採用された。

○環境試料環境試料と排出口試料排出口試料について測定法が定められている。

○敷地境界線等の比較的低濃度で変動の大きい低濃度で変動の大きい臭気を対
象とした「環境試料環境試料」についての測定法を紹介。

○畜産の場合は畜舎内や堆肥化施設等で採取されることが
多く、比較的高濃度で変動の少ない高濃度で変動の少ない臭気を想定した「排出排出
口試料口試料」の測定法（3倍ずつ薄めていって限界希釈濃度を
求める）を適用した方がよい場合もある。



（３）臭気指数の測定法（３）臭気指数の測定法（３）臭気指数の測定法

または③試料採取用ポンプ(注4)を経て試料採取袋(注5)に試料を採
取できる装置、または④吸引用ポンプ(注6)を接続した吸引ケース(注
7)の内側に試料採取袋(注5)を接続した装置のいずれかを用いる。①

と②では減圧した容器のコックを開くことにより、また③と④ではそれぞ
れポンプを作動させることにより、いずれも6秒以上30秒以内で10L程
度の試料ガスを採取する。

三点比較式臭袋法による臭気指数の算定法（環境試料）

ガラス製試料採取容器

【試料採取】試料ガス採取装
置として、①あらかじめ
1.3kPa以下に減圧した図の

形状のガラス製試料採取容
器(注l)、または②内側に試
料採取袋(注2)を接続し減圧
した試料採取用吸引瓶(注3)



（３）臭気指数の測定法（３）臭気指数の測定法（３）臭気指数の測定法

（注1）ふっ素樹脂製バルブ及びガラスのすり合わせを有し、容量が10 L程度

の気密性の容器。
（注2）ポリエステル（ポリエチレンテレフタレート）フィルム製または同等以上
の保存性能を持つ材質で、試料採取用吸引瓶の形状に合った内容量10 L程

度のもの。
（注3）例えば図－７のような形状で、容量10 L程度の透明な気密性の容器。
（注4）20L／min以上の吸引能力を有し、無臭性で臭気の吸着の少ないもの
（注5）注2と同様の材質で、内容量10L程度のもの。
（注6）注4と同等のもの。

（注7）例えば図－８のような形状の透明な気密性の容器

Ａ 試料採取管
Ｂ ふっ素樹脂

製コック
Ｃ 試料採取袋
Ｄ 吸引ケース
Ｅ 吸引コック
Ｆ 吸引ポンプ

試料ガス採取装置 試料ガス採取装置

Ａ ふっ素樹脂
製コック

Ｂ ふっ素樹脂
製コック

Ｃ クランプ
Ｄ 試料採取袋
Ｅ 試料ガス採

取用吸引瓶



（３）臭気指数の測定法

【回答者と出題者】採取した試料ガスは、当日または翌日のできる限り早い時期に判
定試験に供する。この試験で嗅覚による臭気の判定を行う人（回答者）を「パネル」と
称するが、試験にあたっては、あらかじめ選定された正常な嗅覚をもつパネル(注8)
を6人以上用意する。判定試験は、換気装置または換気窓があり、試験に影響を及

ぼすおそれのある臭気がなく、パネルが十分落ちつける場所で行う。パネル自身も
化粧を控える等、細心の注意を払う。なお、この試験を実施する人（出題者）は、自身
が正常な嗅覚をもつとともに、臭気指数の測定に関する高度の知識と技能をもって
いる必要があり、正式には、国家資格として認定されている「臭気判定士」がこれに
あたる。

（注8）パネルは以下のようにして選定する。まず、5本の「におい紙」（幅約7mmX長さ
約14cmの厚手のろ紙で、市販されている）に1～5の番号を付け、そのうちのどれか2
本（基準臭毎、被験者毎にランダムに決める）の先端約1cmの部分を「基準臭液」（表
－10に示した5種類があり、それぞれ所定の濃度に流動パラフィンで希釈されたもの
がキットとして市販されている）に浸し、他の3本は無臭の流動パラフィンに浸した後、
5本を一組にして被験者に渡す（あらかじめ液に浸す側とは反対の端を束ねて扇型

に開き要の部分をクリップやセロファンテープ等で固定しておくか、または専用の支え
台を用いる）。被験者はそれを嗅ぎ、においの付いた2本を選別して回答する。この操

（３）臭気指数の測定法（３）臭気指数の測定法

【回答者と出題者】採取した試料ガスは、当日または翌日のできる限り早い時期に判
定試験に供する。この試験で嗅覚による臭気の判定を行う人（回答者）を「パネル」と
称するが、試験にあたっては、あらかじめ選定された正常な嗅覚をもつパネル(注8)
を6人以上用意する。判定試験は、換気装置または換気窓があり、試験に影響を及

ぼすおそれのある臭気がなく、パネルが十分落ちつける場所で行う。パネル自身も
化粧を控える等、細心の注意を払う。なお、この試験を実施する人（出題者）は、自身
が正常な嗅覚をもつとともに、臭気指数の測定に関する高度の知識と技能をもって
いる必要があり、正式には、国家資格として認定されている「臭気判定士」がこれに
あたる。

（注8）パネルは以下のようにして選定する。まず、5本の「におい紙」（幅約7mmX長さ
約14cmの厚手のろ紙で、市販されている）に1～5の番号を付け、そのうちのどれか2
本（基準臭毎、被験者毎にランダムに決める）の先端約1cmの部分を「基準臭液」（表
－10に示した5種類があり、それぞれ所定の濃度に流動パラフィンで希釈されたもの
がキットとして市販されている）に浸し、他の3本は無臭の流動パラフィンに浸した後、
5本を一組にして被験者に渡す（あらかじめ液に浸す側とは反対の端を束ねて扇型

に開き要の部分をクリップやセロファンテープ等で固定しておくか、または専用の支え
台を用いる）。被験者はそれを嗅ぎ、においの付いた2本を選別して回答する。この操
作を5種類の基準臭液について行い そのすべてに正解した者をパネルとして選定



（３）臭気指数の測定法
【回答者と出題者】採取した試料ガスは、当日または翌日ので
きる限り早い時期に判定試験に供する。

この試験で嗅覚による臭気の判定を行う人（回答者）を「パネ
ル」と称するが、試験にあたっては、あらかじめ選定された正常
な嗅覚をもつパネル(注8)を6人以上用意する。

判定試験は、換気装置または換気窓があり、試験に影響を及
ぼすおそれのある臭気がなく、パネルが十分落ちつける場所
で行う。パネル自身も化粧を控える等、細心の注意を払う。

なお、この試験を実施する人（出題者）は、自身が正常な嗅覚
をもつとともに、臭気指数の測定に関する高度の知識と技能を
もっている必要があり、正式には、国家資格として認定されて
いる「臭気判定士」がこれにあたる。

（３）臭気指数の測定法（３）臭気指数の測定法
【回答者と出題者】採取した試料ガスは、当日または翌日ので
きる限り早い時期に判定試験に供する。

この試験で嗅覚による臭気の判定を行う人（回答者）を「パネパネ
ルル」と称するが、試験にあたっては、あらかじめ選定された正常正常
な嗅覚をもつパネルな嗅覚をもつパネル((注注8)8)をを66人以上人以上用意する。

判定試験は、換気装置または換気窓があり、試験に影響を及
ぼすおそれのある臭気がなく、パネルが十分落ちつける場所
で行う。パネル自身も化粧を控える等、細心の注意を払う。

なお、この試験を実施する人（出題者）は、自身が正常な嗅覚
をもつとともに、臭気指数の測定に関する高度の知識と技能を
もっている必要があり、正式には、国家資格として認定されて
いる「臭気判定士臭気判定士」がこれにあたる。



基準臭の種類と、においの質

A：
β-フェニルエチ
ルアルコール

B：
メチルシクロ
ペンテノロン

C：
イソ吉草酸

D：
γ-ウンデカ
ラクトン

E：
スカトール

C8H10O

C11H20O2

C5H10O2

C6H8O2

C9H9N

・花のにおい
・バラの花びらのような
におい

・甘い焦げ臭
・プリンの上部（カラメル）
のようなにおい

・汗くさいにおい
・むれた靴下のにおい

・熟した果実臭
・桃の缶詰のような
におい

・かび臭いにおい
・ふんの中にも含まれて
いるにおい

物質名 基準濃度 構造式・化学組成 においの質

１０－4.0

１０－4.5

１０－５.0

１０－4.5

１０－５.0



パネルの
選定法

パネルのパネルの
選定法選定法



不合格者はどれくらい いるのか？
A地域♂ A地域♀ B地域♀ ♀計 総計
（29人） （22人） （16人） （38人） （67人）

A（ば ら） ２４% ５% １９% １１% １６%
B（カラメル） ７ ５ ６ ５ ６

C（靴 下） ２４ ５ ６ ５ １３

D（桃 缶） １４ ５ １３ ８ １０

E（か び） １０ ９ ６ ８ ９

・「ばら臭（β-フェニルエチルアルコール）」に弱い人が一番多い。

・次いで「桃の缶詰臭（γ-ウンデカラクトン）」に弱い人が多い。
・概して、女性の方が不合格者が少ない。
・畜産に携わっている男性では「むれた靴下臭（イソ吉草酸）」に

弱い人が多い。



不合格者の特徴

・全種類不合格の男性が1名、1種類のみ合格の女性が1名。
・加齢で嗅覚は減退するとされる（40歳以上のパネルは3年
以内毎に確認を要す）が、これまでの経験では認めらない。

・特定の臭気への長時間曝露で麻痺が発生。
・不合格者の中には喫煙者も多い。

九州♂ 九州♀ つくば♀ ♀計 総計
（29人） （22人） （16人） （38人） （67人）

１種類不適 ２人 ３人 １人 ４人 ６人
２ 〃 ５ ０ ０ ０ ５
３ 〃 ２ １ １ ２ ４
４ 〃 ０ ０ １ １ １
５ 〃 １ ０ ０ ０ １



（３）臭気指数の測定法

【測定方法】判定試験では、第1段階として、まず3個のにおい袋(注9)
に無臭空気(注10)を充たしてシリコンゴム栓をし、そのうちの1個(注11)
に注射器(注12)を用いて「当初希釈倍数」（通常は10倍）になるように
試料ガスを注入する(注13)。注入は貼ってあるラベルの上から注射針

を突き刺して行い、針が太い場合には穴の上にセロファンテープを貼
る。他の2個の袋にも同様の針穴をあけ同様の処置を行う。次に、この
3個のにおい袋を1組にしてパネルに渡す。パネルは、それぞれの袋の
出口に鼻あて(注14)を接続して栓を外し、顔に密着させて自分の呼吸
によって吸い込みながらにおいを嗅ぎ(注15)、どの袋ににおいが着い

ているかを判定して回答用紙に記入する（回答には「わからない」も含
める）。この操作をパネル全員について行い、さらに同一の希釈倍数
でパネル一人あたりあと2回ずつ、合計3回繰り返す。

（３）臭気指数の測定法（３）臭気指数の測定法

【測定方法】判定試験では、第1段階として、まず3個のにおい袋(注9)
に無臭空気(注10)を充たしてシリコンゴム栓をし、そのうちの1個(注11)
に注射器(注12)を用いて「当初希釈倍数」（通常は10倍）になるように
試料ガスを注入する(注13)。注入は貼ってあるラベルの上から注射針

を突き刺して行い、針が太い場合には穴の上にセロファンテープを貼
る。他の2個の袋にも同様の針穴をあけ同様の処置を行う。次に、この
3個のにおい袋を1組にしてパネルに渡す。パネルは、それぞれの袋の
出口に鼻あて(注14)を接続して栓を外し、顔に密着させて自分の呼吸
によって吸い込みながらにおいを嗅ぎ(注15)、どの袋ににおいが着い

ているかを判定して回答用紙に記入する（回答には「わからない」も含
める）。この操作をパネル全員について行い、さらに同一の希釈倍数
でパネル一人あたりあと2回ずつ、合計3回繰り返す。



（３）臭気指数の測定法

（注9）無臭で臭気の吸着や透過が少ないポリエステルフィルム製または同等以上の性能を持つ樹
脂フィルム製で、満杯時の内容積はほほ3L。口は一つで内径10mmX長さ6cmのガラス管を付け、1
～3の番号を記したシールを貼る。無臭空気のみを充てんした袋は再利用可能であるが、試料ガス

を入れたものは、無臭空気の充てんと排出を数回繰り返して洗浄した後、無臭が確認されれば可能
と考える。また、出口のガラス管にも臭気が付き易いので注意する必要がある。
（注10）30L／min以上の能力を有するポンプを用い、活性炭槽に送気・精製してつくる。出口ににお
い袋を取り付けられる9方または6方分配管を備えた装置が市販されている。分配管の外径はにお

い袋のガラス管の内径より小さいので、袋が満杯になっても破裂しない。図－８ 試料ガス採取装置
（注11）パネル毎、希釈倍数毎にランダムに決める。におい袋の再利用を考えれば、特定の番号に

偏らない方がよい。
（注12）原則としてガラス製で、1ml以下の場合はガスタイトシリンジを用いる。ただし、無臭で臭気の

吸着が少ない材質であれば樹脂製でもよい。
（注13）におい袋には満杯の状態でほぼ3L入っているとみなして行うので（誤差は通常5％以内）、希

釈はそれほど正確でない。したがって、注入する試料ガスが少量であれば、注入による全体の容積
の増加は無視できる。しかし、100～300mlを注入する場合には、注入前に等量の無臭空気を袋から
抜いておいた方がよい。また、注入後はパネルに供するまでに1分以上時間をおくか、袋の2か所（

対角線の角など）を交互に数回押さえるなどして、均一な拡散を図る。なお、市販のにおい袋の中に
はガラス管接合部の不良により漏れの多いものがかなりの割合で含まれているので、チェックして
除くようにする。
（注14）無臭の樹脂製で、におい袋の出口のガラス管に接続し、鼻を覆う構造のもの。
（注15）公定法では鼻あてを用いるが、鼻あてが合わない場合は、袋の中の空気を手で押し出しな
がら嗅いでもよい

（３）臭気指数の測定法（３）臭気指数の測定法

（注9）無臭で臭気の吸着や透過が少ないポリエステルフィルム製または同等以上の性能を持つ樹
脂フィルム製で、満杯時の内容積はほほ3L。口は一つで内径10mmX長さ6cmのガラス管を付け、1
～3の番号を記したシールを貼る。無臭空気のみを充てんした袋は再利用可能であるが、試料ガス

を入れたものは、無臭空気の充てんと排出を数回繰り返して洗浄した後、無臭が確認されれば可能
と考える。また、出口のガラス管にも臭気が付き易いので注意する必要がある。
（注10）30L／min以上の能力を有するポンプを用い、活性炭槽に送気・精製してつくる。出口ににお
い袋を取り付けられる9方または6方分配管を備えた装置が市販されている。分配管の外径はにお

い袋のガラス管の内径より小さいので、袋が満杯になっても破裂しない。図－８ 試料ガス採取装置
（注11）パネル毎、希釈倍数毎にランダムに決める。におい袋の再利用を考えれば、特定の番号に

偏らない方がよい。
（注12）原則としてガラス製で、1ml以下の場合はガスタイトシリンジを用いる。ただし、無臭で臭気の

吸着が少ない材質であれば樹脂製でもよい。
（注13）におい袋には満杯の状態でほぼ3L入っているとみなして行うので（誤差は通常5％以内）、希

釈はそれほど正確でない。したがって、注入する試料ガスが少量であれば、注入による全体の容積
の増加は無視できる。しかし、100～300mlを注入する場合には、注入前に等量の無臭空気を袋から
抜いておいた方がよい。また、注入後はパネルに供するまでに1分以上時間をおくか、袋の2か所（

対角線の角など）を交互に数回押さえるなどして、均一な拡散を図る。なお、市販のにおい袋の中に
はガラス管接合部の不良により漏れの多いものがかなりの割合で含まれているので、チェックして
除くようにする。
（注14）無臭の樹脂製で、におい袋の出口のガラス管に接続し、鼻を覆う構造のもの。
（注15）公定法では鼻あてを用いるが、鼻あてが合わない場合は、袋の中の空気を手で押し出しな
がら嗅いでもよい。



（３）臭気指数の測定法
【臭気指数の算出法】ここで回答用紙を回収し、「正解率」として正解に
は1.00、誤答には0.00、判定不能には0.33を与えて全てを加算し、この
値をパネル全員の延べ判定回数で除して平均正解率を求める。この
平均正解率が0.58未満であれば判定試験は終了であるが、0.58以上
の場合は第2段階として、希釈倍数をさらに10倍して再度上記の操作
を行う。なお、第2段階の判定試験で0.58以上が見込まれる場合は、第
2段階の判定試験における平均正解率が0.58未満となるよう、当初希
釈倍数を10以上の適当な値に設定する。

臭気指数の値Ｙは、当初希釈倍数（第1段階）における平均正解率が
0.58未満の場合は次式により求め、「Ｙ未満」と表示する。

Ｙ＝10 log Ｍ （ここで、Ｍ：当初希釈倍数）
また、当初希釈倍数における平均正解率が0.58以上の場合は次式

により求める。
r1-0.58 
r1- r2

（ここで、r1：当初希釈倍数における平均正解率，r2：当初希釈倍数の
10倍における平均正解率）

（３）臭気指数の測定法（３）臭気指数の測定法
【臭気指数の算出法】ここで回答用紙を回収し、「正解率」として正解に
は1.00、誤答には0.00、判定不能には0.33を与えて全てを加算し、この
値をパネル全員の延べ判定回数で除して平均正解率を求める。この
平均正解率が0.58未満であれば判定試験は終了であるが、0.58以上
の場合は第2段階として、希釈倍数をさらに10倍して再度上記の操作
を行う。なお、第2段階の判定試験で0.58以上が見込まれる場合は、第
2段階の判定試験における平均正解率が0.58未満となるよう、当初希
釈倍数を10以上の適当な値に設定する。

臭気指数の値Ｙは、当初希釈倍数（第1段階）における平均正解率が
0.58未満の場合は次式により求め、「Ｙ未満」と表示する。

Ｙ＝10 log Ｍ （ここで、Ｍ：当初希釈倍数）
また、当初希釈倍数における平均正解率が0.58以上の場合は次式

により求める。
r1-0.58 
r1- r2

（ここで、r1：当初希釈倍数における平均正解率，r2：当初希釈倍数の
10倍における平均正解率）

Ｙ＝10 log（Ｍ×10    ）



（４）畜産関連施設における臭気の簡易測定

○特定悪臭物質の「簡易測定マニュアル」を適用できる場面

は畜産ではあまり多くない。

○アンモニアは比較的高濃度に発生するので通常の検知管
法でよく、硫黄化合物ではメルカプタン類や他の硫化物も
同時に問題となるので、硫化水素だけ簡易に測定してもあ
まり意味がない。

○結局、硫黄化合物と低級脂肪酸は告示法で測定すること
になる。

○強いて言えば、アルカリ性の臭気をアンモニアで代表させ
ることで、トリメチルアミンの測定は省略できる場合もある。

（４）畜産関連施設における臭気の簡易測定（４）畜産関連施設における臭気の簡易測定

○特定悪臭物質の「簡易測定マニュアル簡易測定マニュアル」を適用できる場面

は畜産ではあまり多くない。

○アンモニアアンモニアは比較的高濃度に発生するので通常の検知管
法でよく、硫黄化合物硫黄化合物ではメルカプタン類メルカプタン類や他の硫化物硫化物も
同時に問題となるので、硫化水素硫化水素だけ簡易に測定してもあ
まり意味がない。

○結局、硫黄化合物硫黄化合物と低級脂肪酸低級脂肪酸は告示法告示法で測定すること
になる。

○強いて言えば、アルカリ性の臭気をアンモニアで代表させ
ることで、トリメチルアミントリメチルアミンの測定は省略できる場合もある。



（４）畜産関連施設における臭気の簡易測定
○嗅覚測定も簡易法が試みられているが、まだ確立されて

いない。
○嗅覚測定を補完するものとして各種の「においセンサー」

が開発されているが、畜産関係の臭気は質的にも変化が
激しいので、臭気濃度や臭気指数との対応はまだ十分に
はとれていない。

○主にアンモニア臭を対象とする半導体センサーを用いて
官能値との相関グラフを作成しておき、臭気の管理を行っ
ている養鶏場の例がみられる程度。

○現段階では嗅覚測定も公定法に従うのが望ましい。
○アンモニアを通常の検知管法で測定する以外は、面倒で

も、公定法かそれに準じた方法で測定する必要があり、測
定を業者に依頼すれば高額な費用がかかることになる。

○少しでも手間と費用をかけずに測定しようとするならば、
むしろ、気候、気象、時間変動、場所、位置等、事前の観
察を十分行い、問題の起こり易い条件を的確に捕らえて、

小限の測定点数で済ませるようにした方がよい。

（４）畜産関連施設における臭気の簡易測定（４）畜産関連施設における臭気の簡易測定
○嗅覚測定も簡易法が試みられているが、まだ確立されて

いない。
○嗅覚測定を補完するものとして各種の「においセンサー」

が開発されているが、畜産関係の臭気は質的にも変化が畜産関係の臭気は質的にも変化が
激しい激しいので、臭気濃度や臭気指数との対応はまだ十分に
はとれていない。

○主にアンモニア臭を対象アンモニア臭を対象とする半導体センサーを用いて
官能値との相関グラフを作成しておき、臭気の管理を行っ
ている養鶏場の例がみられる程度。

○現段階では嗅覚測定も公定法嗅覚測定も公定法に従うのが望ましい。
○アンモニアアンモニアを通常の検知管法検知管法で測定する以外は、面倒で

も、公定法かそれに準じた方法で測定する必要があり、測
定を業者に依頼すれば高額な費用がかかることになる。

○少しでも手間と費用をかけずに測定しようとするならば、
むしろ、気候、気象、時間変動、場所、位置等、事前の観
察を十分行い、問題の起こり易い条件を的確に捕らえて、

小限の測定点数で済ませる小限の測定点数で済ませるようにした方がよい。
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畜 舎 及 び 堆 肥 化 施 設 の 悪 臭 防 止 対 策

九州沖縄農業研究センター

九州バイオマス利用研究チーム長

薬師堂 謙一

１．悪臭の発生場所、原因と低減対策

家畜の飼養段階、ふん尿の処理段階により低濃度から高濃度の悪臭が発生する。悪臭の

発生段階における、主な悪臭の発生原因と低減対策は以下の通りである。また、悪臭成分

により苦情の発生程度は異なる。アンモニアだけであれば比較的悪臭に対する苦情は少な

いが、硫黄化合物や揮発性有機酸など低濃度でも感知できるいやな臭いの方が苦情の原因

となりやすい。脱臭処理にはコストがかかるので、まず、家畜排せつ物の管理を改善し悪

臭自体の発生を抑え、それでも発生する悪臭について脱臭処理を行う。

①家畜ふん尿の排泄時

原因：下痢等

悪臭の強度：低濃度

低減対策：微生物資材等の投与による腸内細菌叢の改善

②畜舎内

原因：ふん尿の混合及び嫌気発酵

（その他サイレージの変敗臭の発生にも注意すること）

悪臭の強度：低濃度、大風量

低減対策：・ふん尿分離及び畜舎からのふん尿の早期排出

・畜舎内の乾燥促進、オガクズの使用

・微生物資材の使用（浄化処理水や腐葉土曝気水の畜舎内散布）

家畜の飲水に注意（硝酸中毒）

・換気の促進

③ふん尿堆積貯蔵施設

原因：ふん尿の嫌気発酵、攪拌時に悪臭が発生

悪臭の強度：通常は低濃度、切り返し時は高濃度

低減対策：・通気性の改善（副資材の混合等）

・乾燥の促進

・ふん尿の早期搬出

・微生物資材の使用（戻し堆肥の混合含む）

④堆肥発酵施設（好気性の液状コンポスト施設を含む）

原因：( )水分蒸散に伴いふん尿堆積中に発生した悪臭が揮散1
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( )通気性不良による嫌気発酵2
( )蛋白質の分解によるアンモニアの発生3

（通常高温発酵では硝酸化成は行われないか、わずか）

悪臭の強度：高濃度、高温

低減対策：( )悪臭発生の少ない新鮮な材料を堆肥化する。1
戻し堆肥との混合（菌添加効果、発酵温度の確保）

( )適正な水分調製による通気性の確保2
強制通気を行う

堆肥発酵による水分蒸散の促進

無通気の場合は切り返し回数を増やす

( )過リン酸石灰等の酸性物質を入れ中和3
アンモニア吸着能の高い副資材との混合

アンモニア資化細菌や高温性硝化細菌の添加（効果は不十分）

( )堆肥化施設の立地配置（消極的な対策）4
堆肥舎からの排気を拡散しやすい堆肥舎構造とする

風通しの良い場所に堆肥舎を設置する

⑤液状ふん尿処理施設

原因：( )嫌気貯蔵中のガスの発生（主に硫化水素）1
( )曝気時の空気置換によるふん尿中の悪臭成分の揮散2

高濃度のふん尿を曝気すると ℃程度の温度に昇温する50
悪臭の強度：( )低濃度1

( )高濃度2
低減対策：( )メタン発酵を行い揮発性の有機酸を微生物に分解させる1

硫化水素は脱硫する

( )過リン酸石灰等の酸性物質による中和2
悪臭発生の少ない新鮮なふん尿の段階で曝気する

処理後も長期間嫌気状態におかない

⑥家畜ふん堆肥等の散布時

原因：生ふんや嫌気貯蔵されたふん尿中の悪臭成分が揮散

散布後の乾燥段階での乾燥に伴う悪臭の揮散

悪臭の強度：大面積に一気に散布する、住居のすぐ側まで散布するなどの場合は深刻

低減対策：( )悪臭が発生しないかわずかな処理ふん尿を散布する1
・堆肥や曝気した液状ふん尿の散布

・メタン発酵消化液の散布

( )悪臭が発生するふん尿を散布する場合は2
・散布後直ちに耕耘して埋没させる

・スラリーインジェクタなどで直接土中に施用する

・薬剤等で中和処理したふん尿を散布（アンモニアには効果的）
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２．悪臭成分の特性

脱臭を行う場合は各悪臭成分の特性に応じた除去方法を検討する必要がある。水に溶け

にくい悪臭成分を水洗でとることは難しいし、酸性成分を酸洗浄で除去することも困難で

ある。適宜、中和や酸化、微生物分解などの方式と組み合わせて脱臭を行う。

表1 悪臭９物質の特性

３．脱臭技術

１）水洗法

原理：散水している中に悪臭を通過させ、水に悪臭を溶解して除去する。近年、光触媒

を塗装した屋根や膜をに悪臭を溶解した水を流し、光触媒による酸化分解を組み合

わせた方式も研究されている。

適応範囲：アンモニアなど水に溶けやすい悪臭の除去に適する。

問題点：・完全に除去するには多量の水が必要となる （除去効率、溶解度）。

・水に溶けにくい悪臭成分は除去できない。

２）薬液洗浄法

原理：酸、アルカリ、次亜塩素酸ソーダ水溶液と悪臭を接触させ、中和、酸化作用によ

り悪臭を除去する方式である。堆肥化施設の脱臭では希硫酸洗浄だけを行う場合が

多い。生ゴミ処理などでは次亜塩素酸ソーダの酸化力を併用する場合が多い。

適応範囲：・低濃度から高濃度までの悪臭に対応できる。

・悪臭が問題になる時だけ使用することが可能（薬液代の節約 。）

問題点：・薬品代がかかる（連続脱臭では生物脱臭の方が経済的に有利）

・悪臭を吸着させた廃液の処理が必要（堆肥への散布、バーク堆肥の窒素補給

剤などに利用する）

・廃液を堆肥にかけると特殊肥料ではあるが、有機栽培に使用できない。

３）燃焼法
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原理：悪臭を燃焼させて酸化分解する。

適応範囲：・堆肥材料の火力乾燥や炭化処理などの場合に使用する。

・燃焼廃熱を循環利用し家畜ふん尿を乾燥させる。

問題点：燃料費が非常に高くつく。

炭酸ガス排出量が多い。

４）吸着法

原理：悪臭を活性炭やオガクズなどに吸着させ除去する。

適応範囲：縦型コンポなどでオガクズ脱臭が使用されている。

問題点：吸着能力限界があるので、材料を入れ替える必要がある（手間とコストが必要

であるが、オガクズ脱臭などでは水洗してアンモニアを洗い流し繰り返し使用し

ている例が多く問題となっている）

・まじめに使うと材料コストがかかる。

５）生物脱臭法

①土壌脱臭、ロックウール脱臭法

原理：悪臭を土壌やロックウールに送り込み、これらの脱臭資材の中に住んでいる微生

物により悪臭成分を酸化分解する。また、長期間使用して脱臭資材中の硝酸態窒素

濃度が高くなった場合は、脱窒現象で窒素が抜けていく。

適応範囲：・堆肥化施設や乾燥施設、液状ふん尿の曝気施設などで利用されている。

・悪臭中の許容アンモニア濃度は約 程度200ppm
。・中温性微生物を使用しているので送り込む悪臭の温度は ℃以下にする40

・微生物を使用するので散水し材料中の水分を維持する。

問題点：・好気性微生物により脱臭しているので連続使用が前提となる （期間限定使。

用は不可）

・土壌槽の堆積高さは 程度であるので広い面積を必要とする。0.5m
・ロックウール脱臭剤の耐用年数が不明。

・脱窒が起こる場合は環境破壊ガスである亜酸化窒素の発生が問題。

図1 土壌脱臭方式の概略
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②堆肥脱臭法

原理：堆肥による悪臭の吸着能力と堆肥中の微生物により悪臭成分を酸化分解する。

適応範囲：土壌脱臭、ロックウール脱臭法と同様

問題点：・土壌脱臭、ロックウール脱臭法と同様

・通気性をよくするために木質チップやバークを混合することが多いが、土壌

脱臭などに比べて脱臭能力が低いと言われている。

③改良型堆肥脱臭法（九州沖縄農研センター方式）

原理：完熟堆肥による悪臭の吸着能力と堆肥中の微生物により悪臭成分を酸化分解す

る。悪臭の主成分であるアンモニアは硝酸化成され、硝酸アンモニウム、有機体窒素

の形で堆肥中に保持される。堆肥中に高温性硝化細菌がいるので堆肥温度が ℃程60
度に上昇しても脱臭能力を維持できる。脱臭用堆肥の水分は ％程度であるので、60
脱窒現象は起こらず、窒素分は全量堆肥中に維持できる。悪臭を付けた高窒素濃度堆

肥は定期的に交換する。

適応範囲：・堆肥のアンモニア吸着能力も利用しているので高窒素濃度でも対応できる

（堆肥舎からの排気の希釈倍率は ． ～２倍程度）1 5
問題点：・現在建設している完熟堆肥による脱臭設備はオガクズ牛ふん堆肥を使用して

いる。豚ぷんと鶏ふんの堆肥化への適応については現在試験中。

④活性汚泥脱臭法

原理：活性汚泥と悪臭ガスを接触させ活性汚泥中の微生物により無臭化する。腐葉土を

入れた水を曝気し、この水中の微生物を利用して同様に無臭化する方式も熊本県で

研究されている。

適応範囲：・畜舎などの低濃度大風量の悪臭に対しては散水型の接触反応方式で除去す

る。

・高濃度の悪臭に対しては活性汚泥の中に直接悪臭を吹きこむ方式も行われ

ている。

・土壌脱臭などの生物脱臭装置を使用しているが設計濃度より高い悪臭が来

た場合の濃度低減対策としても利用できる（熊本県で試験 。）

問題点：・活性汚泥中の窒素濃度が上昇するため、脱窒処理が必要。窒素濃度排出規制

のある場所では使用できない。

４．悪臭の捕集

１）畜舎脱臭

悪臭が畜舎から出る場合、ウインドレス畜舎の様に吸気口と排気口が明確に分かれてい

るような場合は、排気口からダクトで脱臭設備に悪臭を導入する。カーテンなどで密閉度

、 。が低い場合は 時間に畜舎容積の 倍以上の換気量で悪臭を吸引し脱臭槽に導入する1 10
低濃度であるので活性汚泥脱臭法などが適する。

２）堆肥化施設の脱臭

堆肥発酵では 初の 週間に集中して悪臭が発生する。堆肥からの排気温度は ℃以2 60
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上と高いため、大量の水蒸気を含んでおり、上方に移動する特徴がある。このため、脱臭

する部分に壁と天井を設け、全面をカバーで覆う形にして、悪臭を吸引する（図 。な2）
お、堆肥舎全体から換気をするような構造にすると、脱臭のための送風量が極端に多くな

2 3るのでやってはならない。図 の様な密閉構造の場合、 低換気量は堆肥への通気量の

。 、 、 、倍となる これは 空気が堆肥の中を通過している間に温度が上昇し 水蒸気を含むため

堆肥からの排気量は通気量の 倍となり、上部からの水蒸気漏洩を防ぐための吸引力分を2
加えて 倍となるためである。なお、土壌脱臭やロックウール脱臭では、脱臭装置への入3
気温度とアンモニア濃度が規定されているため、この量よりも多くなる。

攪拌機が設置されている堆肥化装置では、攪拌槽の上部にハウス型のドームを設け、中

にダクトを配置して吸引捕集する。

図2 通気式堆肥舎での捕集システムの概略

図 攪拌型通気式堆肥化装置での捕集システムの概略3



畜舎及び堆肥化施設の悪臭防止対策

九州沖縄農業研究センター

九州バイオマス利用研究チーム長

薬師堂 謙一



悪臭防止に対する考え方

いやがられるにおいをなくす
揮発有機酸、硫黄化合物、アミン

ごく低濃度で感知でき、不快感が強い

服にしみこみ容易に消えない

アンモニアについて
アンモニアの発生を抑えることは困難、吸着処理

単独での苦情は少ない（一過性）



悪臭の脱臭法

希釈

溶解（水洗）

吸着

中和

微生物分解（生物脱臭）

熱分解（燃焼）



悪臭の発生段階

ふん尿の排泄時

畜舎内

ふん尿の一次貯留施設

堆肥化施設・曝気処理施設

散布段階



好温・好気性微生物の温度別の活性状況

材料温度に応じて菌群が替わる

低温性 中温性 高温性



ふん尿排泄時の悪臭低減対策

発生原因

下痢等

悪臭の強度

低濃度

低減対策

家畜の腸内細菌叢の改善

微生物資材の投与等



畜舎内での悪臭の発生

発生原因

ふん尿の混合

ふん尿の嫌気発酵

嫌気発酵で悪臭成分が発生する

悪臭の強度

比較的低濃度

広い面積から発生する（大風量）



畜舎内での悪臭低減対策

ふん尿の分離

ふん尿の早期搬出、清掃

畜舎内の乾燥促進

オガクズ等の使用（悪臭の吸着効果あり）

微生物資材の使用

浄化処理水、腐葉土曝気水等の散布

換気の促進



ふん尿の一次貯留施設での
悪臭の発生

発生原因

ふん尿の嫌気発酵

切り返し、攪拌時に発生する

悪臭の強度

通常は低濃度

切り返し・攪拌時は高濃度



自然堆積状態での発酵状況（白線より外側が好気分解）



ふん尿の一次貯留施設での
悪臭低減対策

通気性の改善（嫌気発酵の防止）

副資材の混合等

乾燥の促進

ふん尿の早期搬出

微生物資材の利用

戻し堆肥の混合



堆肥化施設からの悪臭の発生

発生原因
水分蒸散に伴う貯蔵中の悪臭成分の揮散

タンパク分解にともなうアンモニアの発生

通気性不良による嫌気発酵

悪臭の強度

高濃度、高温度



１次発酵、１週目の発酵状況（強制通気式）
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マニュアスプレッダによる堆肥の破砕状況（塊の大きさ２ｃｍ以下へ）



スクープ式の堆肥化装置：切り返し中、蒸気がこもっているところ



堆肥化施設の悪臭低減対策

新鮮な材料の使用

戻し堆肥との混合（菌添加効果）

通気性の確保（水分調製）

強制通気

切り返し回数の増加（無通気の場合）



堆肥化施設の悪臭低減対策

アンモニア揮散低減対策
アンモニア吸着能の高い副資材の使用

過リン酸石灰などの酸性物質の添加

アンモニア資化菌などの添加？

堆肥化施設の立地・配置
風通し、人家への距離等



液状ふん尿処理施設での
悪臭発生

嫌気貯蔵施設

主に硫化水素が問題

好気処理施設

曝気時の空気置換によりふん尿中の悪臭が揮
散する

曝気により50℃程度に昇温しガスが揮散する



液状ふん尿処理施設での
悪臭低減対策

嫌気貯蔵施設
積極的にメタン発酵させ揮発性有機酸を除去

硫化水素は脱硫する

好気処理施設
新鮮なふん尿を曝気する

アンモニアの揮散に対しては過リン酸石灰添加
等による中和

脱臭装置を設置する



散布時の悪臭発生と低減対策

原因
ふん尿中の悪臭が揮散する

散布後の乾燥工程で悪臭が揮散する

低減対策
悪臭のないふん尿の散布（メタン発酵、曝気処理、
堆肥化）

スラリーインジェクタの使用、散布後ただちに耕耘
する



悪臭ガスの特性



悪臭の主な脱臭方法

水洗法

薬液洗浄法

燃焼法

吸着法

生物脱臭法

土壌脱臭、ロックルール脱臭、堆肥脱臭、
活性汚泥脱臭



水洗法の概要

原理

ガスと悪臭を接触させ溶解除去する

適応範囲：アンモニアの除去

問題点

多量の水が必要

アンモニア吸着水の処理

水に溶けにくい悪臭成分は除去できない



薬液洗浄法の概要

原理
ガスと悪臭を接触させ、中和（酸・アルカリ）、酸化
（次亜塩素酸ソーダ）により除去する
適応範囲：
全ての悪臭、低濃度から高濃度
問題のあるときだけ使用することも可能

問題点
薬品代がかかる
悪臭吸着水の処理



薬液洗浄のフロー

悪臭

＋結露水

ブロワー デミスタ

噴霧洗浄

酸洗浄塔
アルカリ洗浄

＋次亜塩素酸
ソーダ

粉塵除去

活性炭塔

大気放出

アルカリ系
悪臭除去

酸性系、硫黄
系悪臭除去

廃液の利用

中和



化学脱臭設備（希硫酸＋水酸化ナトリウム＋次亜塩素酸ソーダ）



薬液洗浄廃液の処理

アンモニアを高濃度（硫安として２０％以
上）含有しているので、

バーク堆肥の窒素補給材として利用

既存の堆肥にかけて窒素濃度を高める

（特殊肥料登録だが有機栽培には使用で
きない）



燃焼法

原理：

悪臭成分を燃焼分解する（６５０℃以上）

問題点

燃料費が高い

炭酸ガスが多量に発生する



吸着法

使用吸着材

おがくず、活性炭、堆肥

問題点

吸着能力に限界があり頻繁に吸着材を入
れ替える必要がある。コストがかかる。

実際には入れ替えないことが多い



生物脱臭法の原理

アンモニア

菌体タンパク資化

硝酸アンモニウム硝化

硫黄化合物 硫酸基
酸化

低級脂肪酸
分解

菌体・水・炭酸ガス



生物脱臭法の種類

土壌脱臭法

ロックウール脱臭法

堆肥脱臭法

活性汚泥脱臭法



土壌脱臭システム



ロックウール脱臭システム



ロックウール脱臭法の改善点
（土壌脱臭法に対して）

通気抵抗を小さくした

脱臭材の堆積高さ：０．５ｍ→２．０ｍ

アンモニア脱臭能力は同じ（100g/日・m3）

設置面積は１／４

耐久性を長くした

使用実績：１５年以上



土壌脱臭・ロックウール脱臭法
の問題点

中温性微生物を使用

通過風温を４０℃以下まで希釈する

材料の入れ替えがないため、吸着した窒
素は 終的に脱窒する。（窒素の利用は
できない）

通過アンモニア濃度は２００ｐｐｍ程度まで

連続通気が前提



堆肥脱臭法（従来型）

原理：

土壌脱臭法と同じ

問題点：

脱臭能力が土壌脱臭法やロックウール脱
臭法より低い（完熟堆肥をつかっていない
ため硝化能力が低い）



改良型堆肥脱臭法
（九州沖縄農研センター方式）

使用脱臭材料

完熟オガクズ牛ふん堆肥

特徴

硝化能力の高い完熟堆肥を使用

６０℃でも活動できる高温性硝化細菌を混合

脱窒現象無し、脱臭した窒素は全量肥料利用が
可能

400ppm以上のアンモニア濃度でも脱臭可能



改良型堆肥脱臭システム

硝酸化

有機化



出来上がり堆肥による堆肥脱臭：奥１，２週目発酵槽、手前脱臭槽



アンモニア吸着率97％以上、脱窒なし

脱臭槽
脱臭槽

発酵槽
発酵槽

大型堆肥センターでの堆肥脱臭例



高窒素濃度堆肥の成分調堆肥への利用

価格が高い：１，１００円／ｋｇN
肥料取締法との関係

窒素補給材としてのナタネ油粕の問題点

高窒素濃度堆肥：

堆肥発酵中に揮散するアンモニアを吸着させた
堆肥。Total N １．７％ → 7%まで可能。

増加した窒素分の肥効は化学肥料と同等



活性汚泥脱臭法

原理

活性汚泥溶液に悪臭を溶解させ微生物分
解する。

適応場面

畜舎からの低濃度・大風量の悪臭など

・留意点

脱臭後の溶液の処理（脱窒処理が必要）



悪臭捕集上の留意点

ローダー切り返し方式の堆肥化施設

側面及び天井面は吸水性のない材料を使
用する

前面はカーテン、水蒸気の漏れに注意

自動攪拌方式の堆肥化施設

ビニールハウス型の捕集構造とする



吸引ブロワーの選定

ブロワーの耐食性に注意

できるだけ耐食性のブロワーを使用

一般のブロワーを使用する場合は羽の材
質は鉄系（アルミは不可）を使用

ブロワーの圧力特性に注意

水蒸気が混じると通気抵抗が増すので極
力太い配管を使用

能力に余裕のあるブロワーを使用



吸引量の考え方（堆肥化施設）

温度上昇と水蒸気混合の影響

堆肥への入気量（１００％）に対し、排気量
は温度上昇による膨張と、水蒸気混合に
より（２００％）となる。

水蒸気が漏れないための 低の吸引量は
（３００％）

土壌脱臭等ではアンモニア濃度と通風温
度を見て吸引量をもっと増加させる。



オガコ豚舎方式（セルフクリーニング
式）による悪臭低減対策

沖縄県畜産研究センター

飼養・環境班 鈴木直人



研究を行っている背景（沖縄県内養豚農家の現状）

畜種別

61%

6%

17%

16%

豚

鶏

乳用牛

肉用牛
種類別

60%

13%

10%

7%

7% 3%

悪臭

水質汚濁・悪臭

水質汚濁

害虫

悪臭・害虫

水質汚濁・悪臭・害虫

・畜産環境問題発生件数のうち、畜種別で豚によるものが約６割、
種類別では水質汚濁と悪臭で９割以上。（ほぼ毎年変わらない。）

・ふん尿の貯留はふん尿混合の形態。

→浄化処理における負担大。経営への不安。

・農村地域の市街化が進行。→悪臭苦情件数の増加が懸念。

・多くが開放型豚舎。→悪臭を捕集しにくい。対策が困難。

沖縄県内の畜産環境問題発生状況（H17.12 おきなわの畜産）



従来のオガコ養豚

発酵床（深床、ハウス養豚、バイオベット）式オガコ養豚

・オガコの厚さが数10cm～1.0ｍ以上

・畜舎内で家畜飼養と堆肥化（ふん尿処理）を同時に済ま
せる飼養方式。

・ビニールハウスのような簡易な畜舎でオールインオール
アウトすることにより、建築コスト減。飼養管理の省力化。

・汚水が発生しない。→汚水処理を行なう必要がない。

・床の温度が40～50℃。→夏が長い沖縄には不向きでは。

・ふん尿敷料混合物の上で長期間飼育するため、寄生虫や
病原菌の常在化の危険性が指摘されている。

→寄生虫が養豚場全体に蔓延する危険性。



セルフクリーニング式オガコ養豚とは？

・オガコの厚さは、5～10ｃｍと浅い。
・豚の飼槽から離れたところにふん尿をする性質を利用し、
そこに排出口を設け、ふん尿と敷料の混合物（ボロ）を豚
に豚房外へ排出させる飼養方式。
→このため、堆肥化（ふん尿処理）は畜舎外の堆肥化施設
で行なう。
・汚水が発生しない。→汚水処理を行なう必要がない。
・敷料は薄く敷いているため床の温度が上がりにくい。
・常時ボロを豚房外に排出するため敷料で懸念される寄生
虫の温床となりにくいと予想され、また発生した場合も対
処しやすい。

・ストレスの軽減。コンクリート床による損傷等の予防。

セルフクリーニング式オガコ養豚



セルフクリーニング式オガコ養豚の概略図

柵

給
餌
器

ボロの排出
(ショベルローダーや
バーンクリーナーで除去）

通
路
側

排
出
側

オガコ敷料投入（ショベルローダに
よる厚さ５～１０cm）

オガコの移動

〈　立面図　〉

１３～１５ｃｍ程度
ふん尿の排せつ場所

ウェットフィーダー



維持管理

１．オガコの使用量は、豚1頭当たり最低0.2ｍ３（肥育期
間110日間）使用する。(オガコの使用量が少ないと床
の泥ねい化が起こり、うまくボロが搬出されなくなっ
たり、悪臭が発生したりする。）

２．オガコを投入した後、広げる。(床が厚く固まるとオ
ガコが移動しにくくなる。)

３．床の管理を行なう。(床は固まったり、泥ねい化した
りする。スコップ等で固まった床をほぐしたり、泥ね
い化したボロを豚房外に出す。オガコ養豚は床の管理
が必要！）

４．適宜、散水をして、ほこりの発生を防ぐ。
５．豚へ駆虫剤の投与（導入時に行なう）。
６．密飼いしない。
７．ボロは、最低1週間に1回は堆肥化施設に搬出する。

（ボロはウジがわきやすく、放っておくとハエが大発
生する。）



写真１

排出部（奥側）が汚れている。

沖縄畜研セ



写真２

排出口、豚の頭が挟まれたため幅を狭く
している(13cm) 。奥にはバーンクリーナ

沖縄畜研セ

13cm



写真３

沖縄畜研セ

オガコ投入直後の様子

豚がオガコに集まり遊んだ
り、食べたりしている。

床の管理、コンクリート床
が見えている。

奥のスノコ下はバーンク
リーナー。



写真４

沖縄畜研究セ

フロントローダによる
オガコの搬入

バーンクリーナによるボロの搬出



写真５

オガコ豚舎外観 豚房内の様子

沖縄県内A農家



写真６

排出側通路

フロントローダーでふん尿
敷料混合物を除去する。

水散布による埃抑制

沖縄県内A農家



オガコ養豚による悪臭低減効果１
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沖縄畜研セ

臭気拡散を防ぐため、豚房をビニールで囲い試験豚５頭
ずつ収容して、豚房内雰囲気の臭気測定。飼養管理は
自由飲水、不断給餌（ウェットフィーダー）



オガコ養豚による悪臭低減効果２
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オガコ養豚による悪臭低減効果３
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オガコ 水洗

臭
気
強
度

表　６段階臭気強度表示法

０：無臭

１：やっと感知できるにおい（検知閾値濃度）

２：何のにおいであるかわかる弱いにおい

３：楽に感知できるにおい

４：強いにおい

５：強烈なにおい

出典）臭気官能試験法、臭気対策研究協会

オガコで臭気強度が１ランク下がる。

A

B

注）異符号間に有意差。(P＜0.01)

農家実証

豚房間口3.0m、奥行5.9m、飼養頭数20頭、飼養密度0.89m2/頭

試験期間1～5月、排出したふん尿敷料混合物は１回/週除去。



豚房内の汚れ具合

給餌部 中央部 排出部

敷料排出口敷料
給
餌
器

６ｍ

敷料の汚れ具合評価法

１点：ほとんど汚れていない

２点：汚れている

３点：かなり汚れている

排出部のほうが主に汚れる。

1.06 1.01

1.55

0

1

2

3

給餌部 中央部 排出部

汚
れ
具
合

農家実証

（奥行約6m）



豚房の敷料温度

沖縄県畜産研究センター内肥育豚舎（H18.10調べ）

排出側

通路側

2.8m
28.2℃

28.1℃ 28.4℃

27.6℃

27.6℃

畜舎内気温：27.3℃

給餌器



ランニングコスト（敷料代）

表　オガコ使用量および代金（沖縄畜研セ）

肥育期間 １日 肥育期間 １日

（頭） （m3） （m3） (m3) （円） （円）

冬期 7 2.88 0.41 0.0084 1271 26 肥育期間49日

夏期 7 3.4 0.49 0.0089 1,519 28 肥育期間55日

注）オガコ1m3＝3,100円

備考

１頭当使用量 １頭当敷料代金
試験豚 期間使用量

表　オガコ使用量および代金（農家実証）

飼育頭数 投入回数 敷料使用量 肥育期間 1日1頭当たり敷料使用量 1日1頭当たり敷料代金

（頭） （回） （m3） （日） （m3/頭・日） （円/頭・日）

１～５月 20 11.5 3.795 91 0.0021 6.5 7.9

６～１２月 19 13.0 4.29 105 0.0022 6.8 8.1

注）オガコ1m3＝3,100円

備考

豚房の長さにより豚１頭１日当たりのｵｶﾞｺ使用量が変わる

豚房長2.8m

豚房長5.9m



労働時間の軽減

表　労働時間

オガコ 水洗

調査日数（日） 59 59

作業日数（日） 37 43

（投入12、片づけ25） （水洗43）

作業時間（分） 175 369.5

（投入47、片づけ128）

１日当たり作業時間（分） 4.73 8.59

豚一頭当たり作業時間（分） 0.95 1.72

対比 55 100

・セルフクリーニング式オガコ養豚導入により、清掃作業の
省力化が可能。水洗に比べ、約45％減。自動給餌、自動散
水を設置すれば、肥育豚の多頭飼育に向く。1人で3000頭
を飼育する農家も存在する。

沖縄畜研セ



害虫（ハエ）

表　ハエ捕獲数 （匹）

１回目調査 ２回目 ３回目 ４回目 計

水洗 78 101 17 5 201

オガコ 37 30 10 4 81

沖縄畜研セ ハエ取り紙による捕獲

水洗にくらべオガコ養豚の導入によりハエ捕獲数減少。

しかし、

排出口におけるボロの長期間滞留により、ハエの大発生の
事例あり。 低１週間に１回の畜舎外への搬出と、堆肥化の
促進が必要。



食肉衛生検査疾病状況

表　食肉衛生検査時の病変、一部廃棄状況

オガコ 水洗
0 14.3（1/7）
0 0
0 0

注１）駆虫薬（塩酸レバミゾール）１回投与
　２）（　　）は頭数

肝廃棄
抗酸菌症

呼吸器系

オガコ養豚では、慢性下痢、呼吸器系、肝臓病変、抗酸菌
症、豚鞭虫の発症の報告あり。セルフクリーニング式でも
発生の可能性あり。→基本は駆虫により発生源を持ち込ま
ないこと。

沖縄畜研セ



肥育成績

表　　肥育成績

オガコ 水洗 オガコ 水洗

供試頭数 7 7 7 7

開始体重(kg） 58.2 58.6 60.3 60.2

出荷体重(kg） 106.6 103.3 103.8 102.1

肥育期間(日） 49.0 56.0 54.7 56.0

1日当増体量(g/日） 997ａ 798b 810 753

1日当飼料摂取量(kg/日） 3.19 2.96 3.07 3.11

飼料要求率 3.20 3.71 3.79 4.13

背脂肪厚3部位平均(cm) 3.3 3.4 3.1 3.0

上物率（％） 28.6 14.3 40.0 20.0

注）異符号間に有意差。（P＜0.05）

冬期（１２～２月） 夏期（６～８月）

水洗に比べオガコ養豚の方が増体が良い傾向



オガコ豚舎の建築１

・通路：

フロントローダー等の機械によるオガコの投入できるのに十分な幅が必
要。

・敷料ふん尿混合物排出側通路：

フロントローダーでふん尿敷料混合物を回収できる幅があればよい。

・豚房の奥行き：5～6m程度が良い。長すぎると排出がうまくいかず、悪
臭発生の原因となる可能性がある。短いとランニングコストに影響する。

・排出側通路の段差：

排出側の通路に10～20cm程度の段差を設けると排出がスムースになり、フ
ロントローダーでのボロ回収時も段差に面を合わせることができるので
効率的に回収できる。バーンクリーナーも可。

・給餌器：ウェットフィーダーが望ましい。

・排出口：13～15cm程度が望ましい。広すぎると豚が頭を挟む等事故の原
因となり、狭すぎるとボロがうまく排出できず、床の泥濘化が起こる場
合もある。

・散水機の設置

建築時の注意点



オガコ豚舎の建築２
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通
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ロ
排
出
通
路

２．７～
３．０ｍ

豚房



敷料に必要と思われる条件

・水をよく吸収する。

・量的に入手しやすい。

・値段が安い。

・安全性（豚が敷料を食べる。）

代替敷料の検討１

沖縄県内で適合

古紙、バガス、
戻し堆肥

オガコの安定供給に不安を訴える農家が多い。



写真７

オガコ（針葉樹主
体）

粒径1～5mm程度

バガス（サトウキビ
の絞り粕 戻し堆肥（オガコ混合）戻し堆肥（オガコ混合）



代替敷料の検討２

表　敷料の物理化学性状

水分 大容水量 容水量 pＨ 窒素含量

（％） （％） （％） （％DM）

オガコ 18.7 690.4 286.8 3.7 0.1

バガス 21.9 1169.2 417.7 5.8 0.3

古紙 5.3 1005.1 392.9 8.2 0.1

100％豚ふん堆肥 15.1 234.6 178.8 7.79 2.83

オガコ混合堆肥 11.4 282.7 199.1 7.28 2.18

古紙堆肥 12.3 354.8 256.7 7.53 2.67

オガコに比べバガス、古紙は吸水性に優れる。戻し堆肥は、
劣る。

代替敷料の物理化学的性状



代替敷料の検討３

代替敷料の臭気抑制効果１（室内試験 バガス）
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たもの

恒温室内（20℃）において豚ふん尿と供試敷料を密閉容器（タッ
パー16.5L）に充填し、ヘッドスペースを通気（550ml/min）。排出空
気中のアンモニア濃度を検知管で測定、さらに硫酸で捕集。

バガスは、アンモニア発生の抑制に優れる傾向。



代替敷料の検討３

代替敷料の臭気抑制効果２（室内試験 古紙 戻し堆肥）
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代替敷料の検討４

代替敷料と戻し堆肥の配合割合による変化１（室内試験）
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表　オガコ混合堆肥とオガコ　

戻し堆肥：オガコ 容積(L） 重量(gWM）

１区 １：０ 1.0 344 400 800

２区 ２：１ 1.0 295 400 800

３区 １：１ 1.0 273 400 800

４区 １：２ 1.0 251 400 800

材料
区分 豚ふん 豚尿

表　古紙混合堆肥と古紙　

戻し堆肥：オガコ 容積(L） 重量(gWM）

１区 １：０ 1.0 258 400 800

２区 ２：１ 1.0 182 400 800

３区 １：１ 1.0 164 400 800

４区 １：２ 1.0 122 400 800

区分
材料

豚ふん 豚尿



代替敷料の検討５
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代替敷料と戻し堆肥の配合割合による変化２（室内試験）

揮発アンモニア濃度の推移

（古紙）

戻し堆肥でも、元々の敷料の性質が反映する。



写真８

沖縄畜研セ

バガスのみでの投入状況。ふん尿と混ざり合うと固
まってしまい。うまく排出されなかった。スコップがさ
さりにくく床の管理が困難であった。



代替敷料の検討６

まとめると

敷料資材 保水性 悪臭低減効果 備考（注意点）

オガコ ○ ○ 不足に不安。

古紙 ◎ × 床にこびりつきやすい。水分を含むと縮む。安全性。

バガス ○ ○ だまになり、かたまりやすい。さとうきびの収穫量に左右される。

戻し堆肥 × ◎ きちんと腐熟していることが必要。

注）◎：非常に優れる。○：優れる。×：劣る



課題

・繁殖豚の飼養には不向き。

・敷料を選ぶ。

・フロントローダー等作業機械が必要。

・豚舎改造が必要。

・敷料の検索（配合）



新オガコ豚舎

・汚れる部分（豚房１／３）にオガコを敷く。→敷料代の節約。夏の暑熱対策。

・可動式柵により、フロントローダーによるボロ回収。→敷料を選ばない。

・繁殖豚管理への対応

← 通 用 路 →

倉庫

管理室

← 通 用 路 →

倉庫

管理室

← 通 用 路 →

倉庫

管理室

１週間ごとに小型ｼｬ
ﾎﾞでオガコ取り替え

による清掃

可動式柵

自動給餌器



現在、行っている課題

戻し堆肥の利用→敷料を自ら生産すると言う考え方。

・オガコ：戻し堆肥＝１：１の割合
で混合した敷料で、実証試験中。

・経済性の確認。

・塩類濃度の問題。



後に

・セルフクリーニング式オガコ養豚は、
汚水浄化処理と比較して難しい技術
ではない。

・養豚から発生する畜産環境問題の悪
臭、水質汚濁、害虫の問題を一挙に
解決できる可能性がある。

・汚水溜めがなくなることや、豚体が汚
れにくいことから養豚のイメージアッ
プにつなかるのでは・・・。



木炭を利用した養豚堆肥舎内の脱臭システム  H18環境研修大分阿部1▲jtdc  

大分県農林水産研究センター 畜産試験場  

中小家畜・環境担当  阿部 正八郎   

脱臭システムの開発に至った背景等  

畜産を取り巻く環境問題については、悪臭防止法により規制がかけられ、今後畜産経営を行う場合  

は、環境問題をクー」アーしなければなちない状況になりつつある。特に、畜産地域周辺での都市化や混  

住化の進展及び飼養規模の拡大等により悪臭や水質汚染等の環境問題が深刻化しつつあり、畜産経営の  

健全な発展のためにこれらの解決が緊急の課題となっている。   

バイオマス資源である木炭の脱臭能力に着目し、畜産分野での悪臭対策に利用できないか革験を行な  
った。   

開発目的として①悪臭を目的つまり基準レベル以下まで脱臭できること。②吸着剤（脱臭剤）の効果  

が長期間持続できること。③脱臭装置が簡便で、農家でも取り扱いが容易なことの4点とした。試験場  

所は、中小家畜・環境担当の堆肥舎（母豚80頭現模一部一貫：エンドレスタげの撹拝装置を設置）とした。   

試験の実施手頑として、①現状の悪臭ガスの測定を行い②標準ガスによる各種吸着剤の吸着試験を実  

施（診試験プラントを作製し、吸着試験■を実施した。④実証機の設置及び性能調査を実施  

年次別苦情発生戸数  

iii    ii   

傷粁こ生董犀薔＃厳■べ  
注1：戸数は当■寧の7月1t］までの1年¶に匪巧から地方公共田体へ届けられたものである，  

注2：苦情発生中亡者情発生戸救／畜産■平戸鞍  

0畜産経営に起因する苦情の内容別発生状況（平成16年）  

（単位：戸、（％〉）  

区分  糊連  水井汚濁胃連  青虫発生   その他   計   

乳用牛  586（礼沿  285（35．3）   t8（10．6）  146（53．7）  別¢（糾∬）   

肉用牛  235（1a．め  1さ7（17．¢   17（10．¢   ：貯（11．0）  さ78（14ヱ）   

豚   脚（29．割  ヱ76（34．カ   柑（11ヱ）   37（13．¢）  710（27．1）   

夢l   三日5（18．6）   別（11．3）  ‖1（65．3〉   4ヰ（16ヱ）  5：吟（20．¢）   

その他   53（3．1）   18（乙幻   5（乙9）   15（5．劫   糾（3ヱ）   

計  1．7（ゆ（1∞．0）  朋7（l【旧．0）  170（100月）  訂2（1帆d）  乙622（1（刀．0）   

＃成（％）   57．8   27．3   5．7   さヱ   100．0   

資料：生産局畜産調べ  

注1：苦什内容が複軌こわたる場合があり、各苦情毎の件数の和と右列は「致しない。   

之：その他は、ふん尿の流出、騒音等である。   



比18環境研修大分何部1．jtdc   
大分れにおける年度別内容別苦情発生状況  

由その他  
■水∫汚濁．悪臭，書虫  

■悪臭．書◆虫  

■水質汚濁．書虫  

■水井汚領，悪臭  

口書虫発生  
■碁 兵  
■水井汚濁  

¢162 83 日12 8 4 5 8 7 8 8101112 相 川 柑1l  

堆肥舎内の慕臭ガスの実態調査  

悪臭鞠IIの■輝  測 定 饉■  基 準 書  

1  

0．005  

0．0之  

0．002  

0．03  

0．001  

0．0009  

0．001  

アンモニア   

トリメチルアミン   

硫化水素   

二硫化メチル   

プロビオン酸   

ノルマル酪酸   

ノルマル音辛酸   

イソ青草酸  

20■－70  

30■〉140  

0．03■－0．06  

1．9   

0．004・－0．0045  

0．004  

0．003一－ 0．025  

0．002  



炭化温度による木炭物性の変化と木炭の用途  HL8環境研修大分阿部1・jldc  

分  ♯  性  
■   

％   r■l   ％  ヽ   
水との   用 途  面積   I▲   pH                （化学吸暮）  親和性   

＜ll性書面＞  ・ミネラル分  
・一C（】OH．  が嵐の串に  
－OHが多い  固定、溶出し  

低 芸  4D【〉 l   〇D  6．700   100以下   5  l   

よ  5DC （■嵐）  
（マクロ孔大〉  ・塩基けンモ＝▼嶋）  ■水性     にくい   

と化学侍合  6－8   
・陽イオン交襖客土大  （合戸l重美木炭）   

7  

l  l  

9   90  ・ミネラル分  
が木毘租良  

250  から押し出さ  
中  60（ 」   

5  ＜塩基性表面＞   
25  8．000  850  れ溶出する  ・酸性土堰中和材   

よ  700 （■虎）  （≡ウロ札増加）  l  一PHホくなる   
（マウ8札収縮）   分解し－D＝＝〔  さ－9   

が多くなる。  鏡Jk錮：  担体りタン閣排出酸  
の中和）  

・九億酸、有機声l  ・床下■温材  
と化学結合  （水棒気取書大）  

・酸性臭気脱臭剤  
嘉 王  

m撲  20  7．6□0  5  94   300   11  
（書丁ルわり添書  

慶   木虎＝  

使 用L木 炭  

●  

大きさ：5．0－7．Onnrn  

標準ガスを用いた吸着試験  

吸着剤  表面処理  表面積  粒度  僻  

無処理  316（ポ／g） 2～5．5日m Aa剤   

木炭酸溶着（硫酸処理）  316（ポ／g）2～5．5日m Ab剤   

（素材：杉） アルカリ蒸着（苛政ソイ処理 316（ポ／g） 2～5．5日m Ac剤  

活性炭  酸蒸着  866（ポ／g） 2～5．OmM市販品（Bb剤）  

アルカリ添着  866（ポ／g）1－3．OmM市販品（Bc剤）   



H18環境研修大分阿部1．jtdc   

試験プラントによる吸着率の測定結果  

1アルカリ臭気ガス  （WT％）  

木 炭  酸漆着炭   酸森吉活性炭  

アンモニア 0．22  7．34  4．80  

トリメチルアミン  2．2  41．2  26．9  

2 その他臭気ガスの濃度（木炭吸着剤）  

測定値（ppm）  測定値（ppm）  

プロピオン酸  0．008  硫化水素  0．001  

ノルマル酪酸  0．0002※  硫化メチル  0．01※  

ルマル吉辛酸 0．0003  二硫化メチル  0．002※  

イソ言草酸 0．0002※  

注）3ケ月経過後の濃度 業印は1．5月経過時  

脱臭装置の概要（第1期）   

堆肥舎容量：945r伯  
1日ふん発生量：1200kg  

7．2×1．8×0．9m  



H18環境研修大分阿部1．jtdc  

瑚第1三恥  
R：lT  
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100  

ヨ〕  
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（抱匿断  

臭気度の推移（第1期）  

84  105 126 148 †68 18g  210  

（経過日数）  

脱臭装置のプロ「チャート（第2期）  

フィルター  

脱臭装置規模：7．ユ×1．＄xO．9m   



H18環境研修大分阿部1．jtdc  
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革新的農業技術習得研修「畜舎の悪臭関係」
講習会資料

大分県農林水産研究センタ－ 畜産試験場
中小家畜・環境担当 阿部正八郎



大分県農林水産の研究組織表

花き研究所

水田農業研究所 林業試験場

きのこ研究所

果樹研究所 水産試験場

研究普及課

畜産試験場（竹田市久住町）

７　中小家畜・環境担当（豊後大野市三重町）

農林水産部

農林水産研究センタ－

畜産振興課

安全農業研究所

１　管理担当
２　企画指導担当
３　肉用牛改良担当
４　肉用牛担当
５　酪農担当
６　草地飼料担当

野菜・茶業研究所

家畜衛生飼料室・・・・・



５　家畜ふんの炭化処理と有効利用（19年度より）

２　杉皮の敷料利用と堆肥化処理技術の研究
３　家畜汚水処理水の消臭効果の検討
４　焼酎製造後の凝縮液を利用した豚汚水の脱窒処理技術の開発

（競争的資金）

５　原種禽の系統維持
６　高付加価値卵の生産技術（19年度より）

環境関係
１　酪農における低コスト尿処理技術の研究

１　実用鶏の性能調査
２　豊のしゃもの作出
３　高産卵烏骨鶏の作出
４　新大分地鶏の作出

１　Ｌ・Ｗ・Ｄの育種改良
２　凍結精液の実用化に関する試験

養豚関係

養鶏関係

中小家畜・環境担当の取り組んでいる試験課題







大分県における年度別畜種別苦情発生状況
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大分県における年度別内容別苦情発生状況
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悪臭試験に取り組んだ経緯と目的

１ 行政に携わっていた時畜産公害（口害）で も多かったのが臭くて窓が開けられん・・・

２ 堆肥がそのまま畑に放置してありその臭いがひどい等

３ 畜舎の中は脱臭することは難しいけど堆肥舎なら何とかなるのではないか

４ ちょうど畜試の堆肥舎から苦情が出て何とかしなければならなくなった。

５ どこでも入手しやすく、取り扱いが容易で、出来れば使用したものは何かに利用したいが

・・・・・何か良いものはないか・・・・炭はどうか？

６ 問題点

・ある程度堆肥舎を密閉しなければならない・・・・大型に対応できるかな？

・堆肥化時には多くの水蒸気がでる・・・・水処理が 初にいるかな？

・炭はアルカリ性ではないか・・・アンモニアもアルカリ性・・・・取れるかな？

７ 実験を開始（目的）

１） 悪臭を目的とするレベルまで脱臭できること。

２） 吸着剤（脱臭剤）の効果が長期間持続できること。

３） 使用済み吸着剤が再利用できること。

４） 脱臭装置が簡便で取り扱いが容易なこと。
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官能基（化学吸着） 水との親和性 pH

＜酸性表面＞ ・ミネラル分が炭の中に ・土壌改良材(ﾏｸﾛ孔大、中性

・－COOH，-OHが多い 固定、溶出しにくい。 →微生物に良好、陽イオン

　→pH低い 　交換容量大→保肥生向上）

・塩基（ｱﾝﾓﾆｱ等）と化学結合 　　　６－８ ・塩基性臭気脱臭剤

・陽ｲｵﾝ交換容量大 　（含酸添着木炭）

・ミネラル分が木炭組織

から押し出され溶出する ・酸性土壌中和材

＜塩基性表面＞
→pH高くなる 　（ｐＨ高い）

・上記官能基が分解し 　　　８－９ ・排水処理微生物

　－０＝０が多くなる 　担体（ﾒﾀﾝ菌排出酸の中和）

親水性 ・床下調湿材

・無機酸、有機酸と化学結合 　（水蒸気吸着大）

・酸性臭気脱臭剤

１０以上 　（含ｱﾙｶﾘ添着木炭）
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炭化温度による木炭物性の変化と木炭の用途（２）



試験の手順

１ 堆肥舎の臭気の実態調査・・・アルカリ性ガス、中性ガス、酸性ガス

２ 標準ガスを用いた実験室内での調査（産業化学技術ｾﾝﾀ-：県機関）

３ 試験プラント（ミニ）での脱臭試験

・問題点を把握し実用化に向けた設計計算等を行う

・吸着量、機器の取り扱い方法等

４ 実用機での試験

・まずは設置し性能調査を行う（第１期）

・商品化に向けた機器の改修、能力効果を解明（第２期）



悪臭物質の種類 測定値（ｐｐｍ） 基準値（ｐｐｍ）

アンモニア ２０～７０ １

ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ ３０～１４０ ０．００５

硫化水素 ０．０３～０．０６ ０．０２

二硫化ﾒﾁﾙ １．９ ０．００２

ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸 ０．００４～０．００４５ ０．０３

ﾉﾙﾏﾙ酪酸 ０．００４ ０．００１

ﾉﾙﾏﾙ吉草酸 ０．００３～０．０２５ ０．０００９

イソ吉草酸 ０．００２ ０．００１

表ー１ 悪臭ガスの実態調査



測定装置の概略

Ｎ2
ガス

標準ガス
発生装置

充填塔
ﾃﾄﾗｰﾊﾞｯｸ

捕集
測定

充填剤の種類

吸 着 剤 表面処理 表 面 積 粒 度 備 考

無処理 316 (㎡/g)      2～5.5mm
木 炭 酸添着 316 (㎡/g) 2～5.5mm       硫酸10%浸積

(素材杉) ｱﾙｶﾘ添着 316 (㎡/g)      2～5.5mm    苛性ｿｰﾀﾞ10%浸積

活性炭 酸添着 866  (㎡/g)      2～5.0mm       市販品
ｱﾙｶﾘ添着 866  （㎡/g)      1～3.0ｍｍ 市販品

１ 標準ガスを用いた吸着試験



吸着率の算出方法

Ｍ(g)：標準悪臭ガスの分子量 Ｄ(ｐｐｍ)：濃度

Ｇ(ｇ)：充填管への充填量 Ｖ（Ｌ）：臭気ガス積算風量

吸着率(ＷＴ％）＝ Ｄ×Ｖ×Ｍ／22.4×１０－6

２×Ｇ

悪臭ガスの各充填剤別吸着率

無木炭 酸木炭 ｱﾙｶﾘ木炭 酸活性炭

アンモニア ０．２４ ４．６８ ＮＴ 1.92

ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ ０．２２ ２６．７ ＮＴ ＮＴ

ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ ０．１３ ＮＴ ０．１２ 0.54

硫化水素 ０．３２ ＮＴ ＮＴ ＮＴ

標準ガスを用いた吸着試験結果



２ 試験プラントによる吸着剤の吸着試験

堆 肥 舎 気液分離器

脱臭塔Ａ
(木炭)

脱臭塔Ｂ
(酸添着炭)

脱臭塔Ｃ
(酸添着活性炭)

排水

排気

測定場所

ﾌﾞﾛｱ-





使 用 木 炭

大きさ：５．０～７．０ｍｍ



試験プラントによる吸着率の測定結果

１ アルカリ臭気ガス (ＷＴ%)

木 炭 酸添着炭 酸添着活性炭

アンモニア ０．２２ ７．３４ ４．８０

ﾄﾘﾒﾁﾙｱﾐﾝ ２．２ ４１．２ ２６．９

２ その他臭気ガスの濃度（木炭吸着剤）

測定値(ｐｐｍ) 測定値(ｐｐｍ)

ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸 ０．００８ 硫化水素 ０．００１

ﾉﾙﾏﾙ酪酸 ０．０００２※ 硫化ﾒﾁﾙ ０．０１※

ﾉﾙﾏﾙ吉草酸 ０．０００３ 二硫化ﾒﾁﾙ ０．００２※

イソ吉草酸 ０．０００２※

注）３ヶ月経過後の濃度 ※印は１．５月経過時



試験プラントによる堆肥舎内臭気度の推移
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堆 肥 舎

酸添着炭木炭木炭 木炭
ﾌﾞﾛｱｰ

排 気

堆肥舎容量：９４５ｍ3

脱臭装置規模：7.2×1.8×0.9m

フィルター

３ 脱臭装置のフローチャート（第１期）

２．８m3×３槽 １．５m3

除湿装置



木炭 木炭

酸添着木炭

木炭



アンモニア濃度の推移（第一期）
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硫化水素濃度の推移（第一期）
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臭気度の推移（第一期）
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堆 肥 舎

木炭木炭木炭 酸添着炭ﾌﾞﾛｱｰ

排 気

堆肥舎容量：９４５ｍ3

脱臭装置規模：7.2×1.8×0.9m

フィルター

第２期脱臭装置組み替えのフローチャート

２．８m3×３槽 １．５m3

除湿装置



ｱﾝﾓﾆｱ濃度の推移(第２期）
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硫化水素濃度の推移（第二期）
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臭気度の推移（第２期）
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１　アンモニア（アルカリ性臭気）吸着試験：ｱﾝﾓﾆｱ125ppm
日田杉（基準） 九産杉 きもつき広 寺島カシ

ライフ試験（h/g） 2.3(1.00） 3.0(1.3) 2.7(1.07) 1.5(0.65)

２　アンモニア（アルカリ性臭気）吸着試験：ｱﾝﾓﾆｱ300ppm
日田杉 九産杉 きもつき広 寺島カシ

ライフ試験（h/g） 1.4(0.61) 1.3(0.56) 1.2(0.52) 0.7(0.3)

３　メチルメルカプタン（酸性臭気）吸着試験：3ppm
日田杉（基準） 九産杉 きもつき広 寺島カシ

ライフ試験（h/g） 183.6(1.00) 63.6(0.35) 27.3(0.15) 102.1(0.56)

４　硫化メチル（中性臭気）吸着試験：2ppm
日田杉（基準） 九産杉 きもつき広 寺島カシ

ライフ試験（h/g） 241.2(1.00) 69.2(0.29) 24.1(0.1) 32.5(0.13)

５　リン酸添加木炭のアンモニア吸着試験
日田杉（基準） 九産杉 きもつき広 寺島カシ

ライフ試験（h/g） 2.3(1.00) 3.0(1.3) 2.7(1.17) 1.5(0.65)

各種樹種のよる吸着試験



家畜ふん尿脱臭装置



写真２ 堆肥舎内部（堆肥攪拌中）



脱臭塔組立（カートリッジ）



循環型除湿装置



小松菜の栽培試験

発芽率（％）葉長（ｃｍ） 生体重（ｇ） 乾物重（ｇ)

酸添着炭 1.60% 95 9.9 14.9 1.12

酸添着炭 3.2 95 10.9 15.4 1.14

酸添着炭 6.4 95 10.2 16.2 1.20

無処理木炭 1.6 98 9.8 14.1 1.10

無処理木炭 3.2 90 10.8 16.2 1.18

無処理木炭 6.4 95 9.9 15.6 1.18

100 9.5 14.8 1.16

試験区（混合割合）

標　　準　　区



畜産分野での脱臭・防臭法の種類と原理

１ 水洗法 ：臭気ガスを水に溶解させる

２ 燃焼法

１）高温焼却法 ：臭気ガスを700～800℃の高温で酸化分解

２）低温焼却法 ：臭気ガスを触媒（白金、ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ等）で

250～350℃で酸化分解

３ 薬液処理法 ：酸液（希硫酸、木酢酸等）、ｱﾙｶﾘ液（ｶｾｲｿｰﾀﾞｰ等）と

００００００００００００００００臭気ガスを接触させ化学反応で除去

４ 生物脱臭法

１）堆肥脱臭法 ：発酵材料中に臭気ガスを通し微生物の働きで臭気

００００００００成分を無臭化する

２）活性汚泥脱臭法：活性汚泥と臭気ガスを接触させ汚泥中の微生物の
００００００００働きで無臭化する



５ 空気希釈法 ：臭気ガスを多量の無臭空気で希釈して人間の 嗅覚では

関知できないようにする

６ マスキング法 ：芳香成分を臭気ガスに混ぜ人間の嗅覚で芳香

００００００００００００００００を感じさせる様にする

７ オゾン酸化法 ：オゾンで臭気ガスを酸化分解させる

８ 吸着法 ：活性炭、シリカゲル、オガクズ等で臭気成分を吸着させる

９ その他

１）紫外線・光触媒による：紫外線を光触媒（酸化チタン、酸化 脱臭法亜鉛）
００００００００００００００００に 照射させ臭気ガスを酸化分解させる



堆肥脱臭による悪臭防止と高窒素濃度堆肥生産  
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ヽL．．A．．上ニコト  

はじめに  

畜産経営に起因する苦情発生件数七最も高い割合を占めるのが番兵関連で、平成14年度には  

全体の64％となっている。臭気問題の多くは糞尿に起因するもので、地域住民からの苦情や環境汚  

染を将くことから、悪臭防止による生活環境の保全に努めなければならない。堆肥化過程ではアン  

モニアを主成分とした高濃度臭気鱒発生するが、堆肥化が好気的に進めば硫黄化合物や低級脂  

肪酸等の発生はかなり抑制できる。しかし、堆肥化材料中の蛋白質や脂肪等の分解過程で  

アンモニアが生成されることから、堆肥化におけるアンモニアの発生自体を抑制すること  

は困難である。アンモニアは水溶性が高く、大気に揮散したアンモニアは・雨に溶けて地上  

に降り注ぐことになる。土壌に‘吸収されたテンモニア臥土壌微生物である亜硝酸菌及び  

硝酸常によ？て酸化され亜硝酸及び硝酸になり、環境汚染の原因となる。従って、堆肥化  

で発生した高濃度臭気を低コストに脱臭し、問題解決に努めることが重要である。しかし、既存の多  

くの脱臭設備は設備費やランニングコストが高額であるため、農家等での脱臭装置の導入の妨げに  

なっている（表1）。希硫酸洗浄などの化学脱臭では、設備費は比較的安価であるが、薬液代や廃  

液処理等のランニングコストが高くなってしまう。生物脱臭はランニングコストが安価であるが、設備費  

l が高額となる。そこで、設備費やランニングコストが安価で、管理作業が容易な脱臭システムを開発  
した。  

堆肥脱臭の概略   

出来上がり堆肥には臭気を吸着する能力があり、堆肥に臭気を通過させるという価単な方法で、  

低コストに脱臭を行うことがセきる。牛糞とオガクズの堆肥化で1週間‡引こ切り返しを行う方式では、   



原材料1tから約1kgのアンモニアが発生する。特に最初の2週間で1次発酵全体の9割のアンモニ  

アが発生することから、1，．2廼目発酵槽からの臭気を処理することで、低コストで効果的に臭気を低  

減できる。．堆肥に吸着したアンモニアを主体とした臭気は、堆肥中の微生物によって無臭化される。  

また、脱臭に用いた堆肥の窒素濃度が増加することから、堆肥の肥料的な価値を高めることが可能一  

である。このように開発システムは、脱臭の他に回収した窒素成分を有効に利用することが可能とな  

る。また、脱臭の副生産物である高窒素濃度の堆肥は、肥料的な付加価値がつくことから通常堆肥  

に比較して販売価格面においても有利となり、脱臭コストの回収による低コスト化が期待できる（図  

1）。  

高窒素堆肥  
吸着した窒素成分を肥料と  
して有効利用し、減化学肥  
料栽培が行えます。  

高濃度臭気を出来上がり堆肥に吸着させます。3ケ  
月程度使用した堆肥は、無臭化槽へ移動させます。  

結露水  

配管中に生じた結露水は、8、4週目材料や吸女材料に混合した  
り、液肥として有効利用できます。  

1次発酵1．2週目発酵槽からの臭気を、出来上がり堆肥に吸着させて低減化します。  

四1堆肥脱臭システムの概略  

脱臭方法   

堆肥脱臭は、①臭気成分の吸着（物理反応）、②アンモニアの微生物による硝化及び有機化等  

の微生物反応、③鱒酸とアンモニアの化学反応、が組み合わさったものである。これらの組み合わせ  

により4～6ケ月程度の長期的な連続脱臭が可能となる。図2に脱臭システムの写真を示した。  

①密閉構造とされた1、2週目発酵槽からの臭気を、発酵槽への入気量に対して4倍程度の流量   

のタ∵ボブロワで、1次発酵槽と同様の大きさの悪臭吸着槽にそれぞれ導入する。  

②悪臭吸着槽には、堆肥化原材料と同体横の出来上がり堆肥を入れ、臭気を床面から導入する。   

システム立ち上げ時には悟性汚泥を約2％混合し、その後、吸着堆肥の入れ替え時には、使用   

済み堆肥痘1割程度混合する。  

③臭気を送る蘭管内で！ま、発酵槽からの排気温度が高く水分を多く含んでいるため、アンモニア   

濃度800ppm程度の練磨水が発生する。結露水は、夏期には堆肥化3，4週目の材料、冬期に   

は吸着堆肥に混合し有効利用する。腰痛水量は材料の初期重量1t当たり冬期6L／t／週、夏期   



2L／t／過程度であるが、配管の断熱施工により1L／t／週、0．2L／t／過程度まで低減できる。  

④アンモニアを吸着した堆肥を無臭化槽で弱く通気し好免状態にすると、好気性の硝酸化成菌に   

より約1週間でアンモニウム態窒素甘硝酸態窒素に変換される。更に、数ヶ月間好気状態にす   

ることで有機態窒素に変わる。無臭化された堆肥は、窒素分を多く含んだ良質の堆肥として圃   

揚還元できる。また、再度脱臭に利用することも可能である。  

1，2過日発納  天井部吸引口  

▲◆■  

吸着用堆肥  堆肥吸着槽   

同2脱臭システムの写真  

吸引ターボブロワ  

脱臭能力   

堆肥脱臭は、アンモニア及び硫黄化合物に対して高い除去効率を得ることができる（函3）。アン  

モニの除去率は97％で、季節による除去率の変動も余りなく、年間を通じて安定した除去率が得ら  

れる。アンモニアの次に排出量の多いメチルメルカブタンに関しても、95％程度除去可能である。低  

級脂肪酸に関しては、プロピオン酸に増加僚向が見られたが、他の成分に関しては50～60％程度  

の除去率が得られる。こ  

のように、発酵槽1，2週  

目からの臭気を処理す  

るだけでも、多くの場面  

で悪臭閉居を解決でき  

る。・ただし、堆肥脱臭で  

は、臭気を堆肥によって  

処理することから、脱臭  

に用いる出来上がり堆  

肥の品質によって、その  

効果に影響が生じる。ま  

た、水分状態にも影響さ  

れ、含水率が高いほうが   

100  

90  

80  

≠珊  
瑚胡  
坐30  
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国3 各悪臭物質め堆肥脱臭による平均除去率   



有利である。しかし、高水分においては通気抵抗が増加することから、通常の2次発酵堆肥の含水  

率50～60％軽度の堆肥を用いることができる。  

脱臭済堆肥の2次揮散防止  

堆肥脱臭に用いた堆肥は、アンモニアを高濃度に吸着しているため、無臭化し2次的な拝散を防  

止する必要がある。無臭化槽において堆肥を好気状態にすることで、約1週間で90％のアンモニウ  

ム態窒素が硝酸態に微生物によって変換され無臭化される。また、硝酸魅窒素は更に、数ヶ月間  

好気状簡にすることで有機態窒素に変わる。堆肥を好気状態に保ち含水率が50％稜度と低いこと  

から、脱窒は起こらず回収窒素成分をほぼ100％利用可髄である。  

高窒素堆肥の無機化率   

吸着直後の窒素増加分町制合は、有機態20％，無機態80％と無機態の割合が高いが、弱く通  

気を行い好気状態にすることで、時間と共に有機化が進む。有機態窒素の無機化率（98日間）は、  

全室素濃度を乾物重当たり 4％程度まで高めた堆肥では34％、また5．6％まで高めた堆肥では  

55％となる。無機憩室素の部分と合わせると高空素堆肥の肥効率は、4％、5．6％濃度堆肥の順に、  

55％、70％となり、通常の牛ふん堆肥に比較して高くなる。また、高窒素堆肥は初期窒素放出率が  

高く化学肥料的な即効性が強いが、通常堆肥の遅効性の部分及び土壌改良効果の特徴も有して  

いる。施設栽培、マルチ栽培や追肥用の減化学肥料栽培に適した堆肥であると考えられるが、作物  

栽培への影響を更に明らかにする必要がある。  

表2 窒素肥効率の試算  

試料  
全窒素   有機態N   無機態ト  

（％測）   （％川）   （％DM）  （％）   （％）  

脱臭前堆肥  1．88   1．50   0．1  8   6．5   1（‡．4   

脱臭堆肥1  4．00   2．72   1．2  7   32．5   54．0  

＋：無機態窒素の肥効率＝100％で試算  

設備費等   

乳牛lOO頭用堆肥舎（1600万円）に  

おける堆肥脱臭システム設備費は、43  

2万円である。既存脱臭装置に比較し  

て設備費やランニングコストが安価であ  

り、減価償却費やランニングコストを含  

めた1kg 

用は319円であり、希硫酸洗浄600円、  

生物脱臭500円の1／2～2ノ3である。  

国4 山鹿市バイオマスセンターにおける堆肥脱臭システム   



施工上の留意点  

1）1次発酵槽の1過目と2週目の悪臭を出来上がった堆肥に吸着させるには、1次発酵槽と同様の   

大きさの吸着槽が2槽必要である。1′，2週目発酵槽は臭気を集められる皐うに密閉構造とするが、   

壁面が湿った状態となるため、軽カル板など水を通過しない丈夫な部材を用いて施工する。  

2）悪臭吸■着槽を設置する場合には、出来るだけ発酵槽から吸着槽までの通気配管が短くし、通気   

配管を断熱施工することで配管内部において生じる結露水を少なくする。  

3）悪臭吸着槽における床面の通気構部分においても結露水が生じるため、結露水を外部へ排出   

しタンクなどに集める構造とする。  

4 

大きなものを用い通気抵抗を小さくする。また、臭気を吸着槽へ送るターボブロワは、連続運転す  

るので抵抗計算を行い、適正な消費恵力の物を選定する。  

5）悪臭を吸着させた堆肥を無臭化するには、アンモニアを好気性微生物によって無臭の硝酸や菌   

体蛋白に変化させる必要があり強制通気式無臭化槽を設置する。  

運転上の留意点  

1）悪臭吸着に用いる堆肥には、最初の立ち上げ時に活性汚泥などを2，3％添加する。2回目から   

は、吸着済み堆肥を約10％程度混合したものを使用する。  

2）吸着に用いる堆肥は窒素成分が増加するので3～4ケ月毎に交換する。なお、悪臭吸着に用い   

た堆肥の含水率は、初期に比較して若干減少する。  

3）吸着システム配管等から出てくる結露水は、アンモニアを多く含んでおり、夏期には堆肥化3，4   

目材料、冬期には吸着済み堆肥などに混合して有効利用する。   



堆肥脱臭に。、′。 臭忙  ・喪・回収  

化寧反応で   除去  微生物の働きで女臭化      吸蠣（生物、化学）  

化学反応なので  
安定した形で掃  
漫、高温ガスに  

高濃度lこも   対応  2（伽pm以下      高濃度にも対応  

回収N成分の利用  液肥として一   書l可  

NHき回収費用（円／k伊1日ユ）  



実証堆肥化施設  

場 所：熊本県菊地市旭志  

堆肥化：ローダー切返し方式による強制通気式堆肥舎  

（1次発磨は1週間毎に切返しを行い、合計ヰ週間の発酵期間）  

飼養規模：乳牛1噸く成年70頭、育成牛洞）  

堆肥化材料：5ぴ8（3番び週）  

導入済堆肥舎：山鹿市、鹿央町、合志市（H相克戚予定）、馳  

悪臭吸着システム  山鹿バイオマスセンター   実証堆肥舎  



全NH。発生量＝787g′′t 大気揮散豊＝19g′ノ′t 除去率：97・6％（1週9g・5％、2週g5・3％）  
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硫 化 水 素 ＝腐った卵のようなにおい   
メチルメルカブタン：腐ったタマネギのようなにおい   

硫化メチル：腐ったキャベツのようなにおい   
二硫化メチル：腐ったキャベツのようなにおい  

低級脂 肪 酸   
プロ ビオン酸：刺激的な酸っぱいにおい   
ノルマル酪酸：汗くさいにおい   
ノルマル言草酸：むれた靴下のようなにおい   

イソ書革酸：むれた靴下のようなにおい  

アンモニア：97％、S化合物：8割、VFA：6割  

程度の除去効果   
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堆肥生産の基礎技術について

九州沖縄農業研究センター

九州バイオマス利用研究チーム

田中 章浩



わが国における家畜排泄物発生量

< 10 t・ha-1

10 – 20 t・ha-1

20 – 30 t・ha-1

30 – 40 t・ha-1

40 – 50 t・ha-1

> 50 t・ha-1

九州においては全体の約２割1,800万トン が１年間に発生
しています。

日本における家畜糞尿は、年間 6,500万トンの糞と2,900万トンの尿が発生していま
す。

１作当たりの農耕地への家畜糞尿の負荷量



背景
九州では畜産業が集中、糞尿（１８０万ｔ、全国の約２割）が農地へ過剰施用さ
れています。

•個々の畜産農家で自己圃場に糞
尿を適正に施用する。

家畜ふん尿(生）の負荷量収穫延べ面積 (t/ha/作)

60～300

45～60

30～45

15～30 

0～15

過剰施用を解消するには

•余剰糞尿を堆肥化等で取り扱い
やすい形に処理し、耕種農家に
利用してもらう。

耕種農家が欲しがる堆肥作り

良質堆肥生産が必要不可欠

堆肥利用促進には？

還元可能量：水稲20～30ｔ/ha/作、野菜30～45ｔ/ha/作
飼料作物60ｔ/ha/作

45ｔ/ha/作以上の場合160市町村以上



堆肥化
堆肥化の目的としては、主に次の３つがあります。

•家畜糞を取り扱い易いものにする。
•土壌・作物に対して安全な物にする。
•土壌・作物に対して有効である物にする。

堆肥化条件
堆肥化の主役は好気性微生物であり、堆肥化条件として好気

性微生物が活動しやすい条件を整えることが重要です。
堆肥化条件としては

①栄養分、②酸素、③水分、④微生物、
⑤温度、⑥期間が挙げられます。



堆肥化
栄養分

家畜糞尿には乾物重当り80％の有機物が含まれ、易分解
性有機物の割合が高く、十分な栄養分が含まれている 。

酸素
十分の酸素を供給して、好気的条件を作り出すことが重要

で、適正通気量は50～300L/(min･m3)程度です。堆積高さ
は、0.6～2ｍ、空隙率30％以上（平均750kg/m3）、現場で
は圧密を考慮して充填密度を500kg/m3程度にする事が
目安となる。

水分調節
発酵に適した水分は60%から70%と、水分調節を行う必要が

ある。



混合割合

床面の圧力

800kg/m2

床面の圧力

400kg/m2

高さ1.8ｍ

高さ0.9ｍ

床面の堆肥化材料は上
からの重さを支えている。

オガクズと牛ふんの場合、
床の圧力が1000kg/m2程

度で排汁が発生。

通気性の確保には空隙
率30％が必要

副資材の混合割合を調
節して、平均かさ密度
700kg/m3以下にする。



剪定残渣と乳牛糞混合物の物理特性
目的：沖縄街路樹剪定残渣と乳牛糞を用いた堆
肥化における、 適な原材料混合割合を求める。

圧縮試験機

ロードセ
ル

容器内部 試験終了時の材料

方法：混合材料を内径約31cmのステンレス容器に（約20ｃｍ）充填し、圧縮空気を用いて荷重を掛けて、
かさ密度を測定。

2次回帰式で圧力とかさ密度の関係を補完
乳牛糞：沖縄街路樹剪定残査：戻し残査堆肥＝７：１：１

荷重 堆積高さ 堆肥体積 圧力 かさ密度

(kg) (mm） (cm3) (kg/m2) (kg/m3)

4.5 133.5 10076.1 59.6 597.5

11.1 121.3 9151.5 147.1 657.8

23.2 111.0 8377.9 307.4 718.6

45.3 98.5 7434.5 600.2 809.7

61.3 93.3 7038.2 812.2 855.3

82.6 88.8 6698.6 1094.4 898.7

102.6 86.0 6491.0 1359.4 927.4

124.3 83.3 6283.4 1646.9 958.1

y = -0.0001x2 + 0.4354x + 588.07

R2 = 0.994
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混合割合毎の堆積高さと
かさ密度を計算



現場での混合作業
• 堆積させた堆肥化材料は上からの重さでつぶれます。

• 堆積物の全体でのかさ密度を700kg/m3以下（通気性確
保）にする必要があるが、現場での厳密な測定は困難。

• 圧密の影響を考慮し、バケツ10Lに材料を入れて、重さ5
ｋｇ（500kg/m3）に調整する。

• 混合材料を手で握って、指の隙間から液がにじむ程度に
調整する。



副資材含水率と使用量の関係
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乳牛ふん（86％）1000kgの堆肥化における副資材含水率と必要
量の関係

オガクズ含水率45％の場合

材料 含水率　（％） 重さ　（ｋｇ）

乳牛ふん 86 1000

オガクズ 45 640

堆肥化材料混合物 70 1640

オガクズ含水率25％の場合

材料 含水率　（％） 重さ　（ｋｇ）

乳牛ふん 86 1000

オガクズ 25 356

堆肥化材料混合物 70 1356

生のオガクズ（含水率45％）を25％まで乾燥して、副資材として利
用することで使用量を44％削減できる。



戻し堆肥方式での注意点

表　家畜ふん堆肥の肥効率のめやす（斎藤，2001）

窒素１ リン酸 カリ２

0～２ 20 80 90

２～４ 50 80 90

４以上 60 80 90

0～２ 10 80 90

２～４ 30 80 90

４以上 40 80 90

　１：家畜ふん堆肥の窒素代替率２５～７５％の結果

　２：乾物当たりの全カリ含有率が1.5％以上のものが対象、1.5％未満での推定値は50％

豚ぷん堆肥
牛ふん堆肥

鶏糞堆肥

堆肥種類
肥効率　（％）乾物当たりの全窒素含有量

（％）

堆肥化により窒素はアンモニアとして揮散し減少するが、カリウムは外部
へ出て行かないので濃縮される。

カリウムの肥効率90％は、窒素30％に比較して高い

戻し堆肥は菌添加や低コスト化の効果があるが多すぎるとカリウム
が高くなりすぎる。副資材の１/２まで戻し堆肥の利用が可能



所要通気量 強制通気方式
堆肥化開始時の堆肥化材料１m

３
当たりの所要通気量

１週目 ２週目 ３週目 ４週目

(L/min) (L/min) (L/min) (L/min)

牛ふんのみ 80 46 33 30

牛ふん＋オガクズ 56 33 29 28

牛ふん＋モミガラ 75 43 35 28

材料

通気量の制御

ツインタイマーを用いてON-OFFを繰り返
す。堆肥化材料内部の酸素は15分程度
で無くなる。

通気を停止する時間は１５分まで

夏：45分ON-15分OFF、冬15分ON－15分OFF



強制通気なしの堆肥化

マニアスプレッターで塊を崩して空気が通
りやすいようにする。

強制通気がない場合、空気は表面の30cm
程度しか届かないので、1.8ｍ堆積で２週間
毎に6～7回の切返し作業で全体に空気が
行渡る。温度に注意が必要。



堆肥化
微生物

堆肥化に必要な微生物数は100万個／g以上と言われ、家
畜糞には約１億～１０億個／gと十分存在することから、存
在する菌が、活動しやすい条件にする事が重要です。

温度
60℃以上を数日間維持することが重要で、切り返し後にも

確実に60℃程度に材料温度上昇させ、全体が60℃以上
の条件で 低２日間あるようにすることが必要である。

期間
切り返しをしても温度の上昇が見られなくなるまでには、家

畜糞だけ：2ヶ月間、家畜糞と籾殻等の作物残さ：3ヶ月間、
また、家畜糞とおがくず等：6ヶ月間が目安となる。



堆肥化温度の重要性
種類 温度(℃) 時間(分)

チ フ ス 菌 55～60 30

サ ル モ ネ ラ 菌 56 60

---- 60 15

赤 痢 菌 55 60

ブ ド ウ 状 球 菌 50 10

連 鎖 球 菌 54 10

結 核 菌 66 15～20

ジ フ テ リ ア 菌 55 45

ブ ル セ ラ 菌 61 3

ア メ ー バ 赤 痢 55 --

条 虫 55～60 5

旋 毛 虫 62～65 --

ア メ リ カ 鉤 虫 45 50

回 虫 60 15～20

表1 病原菌及び寄生虫の死滅温度(Golueke)

50℃未満 60℃2日間

メヒシパ 96 0 74

ノピエ 72 0 87

カヤツリグサ 56 0 30

シロザ 26 0 16

オ才イヌタデ 8 0 53

スベリヒユ 85 0 91

イヌビユ 68 0 70

エノキグサ 7 0 51

クワクサ 26 0 19

睦稲 75 0 98

大麦 16 0 96

表2 生ふん堆肥に埋設した雑草種子の発芽率(高林ら)

桓類
埋設条件

対照

病原菌等は60℃程度の温度で時間的に１ｈ位で死滅

雑草の種子は60℃以上の温度（湿った状態）で、２日で死滅

堆肥化では材料温度60℃、2日以上の条件が必要



堆肥化（微生物）

堆肥化の初期：好気性中温細菌が活発に増殖し，５０℃前後に達すると
好気性好熱細菌の増殖が活発となり，温度はさらに上昇し，７０－８
５℃にまで達する。

中温細菌の大きな役割：好熱菌の増殖のために必要な 低限の温度に
までコンポストの温度を上げること。

中温細菌，好熱網菌：主に易分解性物質－蛋白質，非セルロース性糖質，
脂質などを分解する。

堆肥化１次発酵の高温状態で、セルロースやリグニンは好気性細菌に
よっては，ほとんど分解ざれない。しかし、嫌気性細菌の中には強カ
なセルロース分解カを持つものがある。



堆肥化（微生物）
好気性細菌の発熱量：１細胞当たり１ｘ１０－１２cal/sec/count

堆肥温度を70～80℃まで上昇させ、かつその温度を保持するために必要な熱量：
堆肥１ｇ（湿潤）当たり１ｘ１０－４cal/sec/g

細菌数は以下の数式から計算される。

１ｘ１０－４[cal/sec/g] ÷ （１ｘ１０－１２ ）[cal/sec/count] = １０8[count/g]

糸状菌の生育上限温度＝６０℃、生菌数10６/ｇ程度
放線菌の生育上限温度＝７０℃、生育速度が一般細菌に比べて遅い

高温期のコンポストの発熱に主に寄与しているのは，６５℃以上で生育可能な好
気性好熱細菌群と考えられる。しかし，そのような細菌の生菌数は、２－３桁低い
値しか計測されない。ということは，コンポストの高温分解過程に寄与している主

要な好気性好熱細菌群の実態が，実際にはまだわかっていない。



堆積過程での分解
• 堆積初期：糖やアミノ酸などの易分解有機物の分解（糸状菌

や好気細菌が活動、菌の増殖によって発熱）

• 堆積中期：温度が高まるとセルロースやヘミセルロースが分
解される繊維分解期（高温菌）

• 堆積後期：リグニン分解期（主としてキノコ（担子菌）が活躍

セルロース ：樹木繊維の骨格を形成し、細胞壁として存在（親水性）

ヘミセルロース：セルロース以外の糖の総称、細胞壁を形成しセルロース
より分解が速い。

リ グ ニ ン ：細胞と細胞の間に存在し、セルロースを補強している。分
子構造が複雑なため分解されにくい。



堆肥化における分解過程
生分解性有機物:

炭水化物:
Cm(H2O)n + mO2 → mCO2 + nH2O

炭水化物

脂肪とたんぱく質:
CxHyNzOp + aO2 → CuHvNwOq + bCO2 + dH2O + eNH3

脂肪とたんぱく質 アンモニア

NH3 は脂肪とたんぱく質が分解すると発生

微生物は C5H7NO2  (C/N=4.3)と表せる。



微生物の同化及び異化作用

同化作用：微生物の増殖
8(CH2O) + C8H12N2O3 + 6O2 → 2C5H7NO2 + 6CO2 + 7H2O
炭水化物 脂肪とたんぱく質 微生物

異化作用：微生物の死滅

C5H7NO2 + 5O2 → 5CO2 + NH3 + 2H2O
微生物 アンモニア

アンモニア は微生物の死滅（異化）によっても発生します。

異化とは生物体内にある複雑な物質（有機化合物）が、簡単な物質（無機化合物）に分解
される作用。

同化とは、生物がその体内で無機化合物または簡単な有機化合物より，体を構成する有
機化合物を合成する働きをいう。



有機物分解率とC/N比

有機物分解率はC/N比に影響される。

C/N比：10～30の材料で比較的良好な分解率が得られる。

例えば、活性汚泥の 適な栄養条件はBOD： N：P ＝100：5：1であ
り、これはC：N：P＝37.5：5：1である。

微生物のリンの要求量は炭素や窒素に比較して少なく、また堆肥
化原材料にはリンの要求量に対して十分な量が含まれている。

従って、 適なC/N比は7.5と計算されC/N比が７～10にある時、分
解率は 大になる。



腐熟の必要性
C/N比の影響（窒素飢餓）

• C/N比が大きい有機性廃棄物を施肥すると、炭素Cが土
壌中の窒素Nと反応し消費してしまう。 （窒素飢餓）

窒素飢餓はC/N比が約20以上で発生

• 糞のC/N比：牛16、豚11、鶏6程度
• 副資材：稲わら50、麦わら70、

おがくずやバーク１３０～１４０程度

堆肥化を行いC/N比を小さくすることが必要

おがくずやバーク等の木質物は広葉樹の木質部等一部を
除いて難分解性であり、窒素飢餓の危険性は低い。



堆肥脱臭による悪臭防止と窒素回収



畜産経営に起因する苦情発生状況
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苦情の大部分は悪臭関連（64％）、
水質汚濁（34％）

畜種：牛＞豚＞鶏

九州では糞尿（1800万ｔ、全国
の約２割）が農地へ過剰施用
されている。

悪臭防止法公布当時（1971）は、
養鶏＞養豚＞養牛の順

近は堆肥や農地に対する苦
情が多い



堆肥化における臭気発生
生分解性有機物:

炭水化物: Cm(H2O)n + mO2 → mCO2 + nH2O
炭水化物

脂肪とたんぱく質: CxHyNzOp + aO2 → CuHvNwOq + bCO2 + dH2O + eNH3
脂肪とたんぱく質 アンモニア

NH3 は脂肪とたんぱく質が分解すると発生

１週間毎に切返しをする堆肥化処理を行うと、発酵開始後２週間程度は、極めて
高濃度のアンモニアを主成分とする悪臭が発生します。

オガクズと牛糞の堆肥におけるアンモニア発生量

0

200

400

600

800

１週目 ２週目 ３週目 ４週目

ア
ン

モ
ニ

ア
発

生
量

　
（
ｇ

/
ｔ)

0 20 40 60 80 100

悪臭防止法の規制上限値に対する倍率　（倍）

アンモニア

硫化水素

メチルメルカプタン

硫化メチル

二硫化メチル

プロピオン酸

ノルマル酪酸

イソ吉草酸

ノルマル吉草酸

オガクズ牛糞堆肥　（牛糞：オガクズ＝５：１）

1,2週で1次発酵の
90％



悪臭防止法
22 の物質が規制されています。その中で、家畜
糞尿に由来するものは次のようなものです。

アンモニア

硫黄化合物 :
硫化水素, メチルメルカプタン,
硫化メチル, 二硫化メチル

低級脂肪酸 :
プロピオン酸, n-酪酸
i-吉草酸, ｎ-吉草酸

トリメチルアミン

硫 黄 化 合 物
硫 化 水 素 ：腐った卵のようなにおい

メチルメルカプタン：腐ったタマネギのようなにおい
硫 化 メ チ ル ：腐ったキャベツのようなにおい
二 硫 化 メ チ ル ：腐ったキャベツのようなにおい

低 級 脂 肪 酸
プ ロ ピ オ ン 酸：刺激的な酸っぱいにおい
ノ ル マ ル 酪 酸 ：汗くさいにおい
ノルマル吉草酸 ：むれた靴下のようなにおい
イ ソ 吉 草 酸 ：むれた靴下のようなにおい



Regulation
Regulated Concentration of each substances

Odor Ammonia Hydrogen Methyl Dimethyl Dimethyl
Intensity Sulfide Mercaptan Sulfide Disulfide 

(ppm) (ppb) (ppb) (ppb) (ppb)
2.5 1 20 2 10 9
3.0 2 60 4 50 30
3.5 5 200 10 200 100

Odor Propionic n-Butyric i-Valeric n-Valeric
Intensity acid acid acid acid 

(ppb) (ppb) (ppb) (ppb)
2.5 30 1 1 0.9
3.0 70 2 4 2
3.5 200 6 10 4

Sulfur compounds

Volatile fatty acids

Regulation levels depend on situation such as location, and are decided by 
mayor, village headman 

Rural Area



目的

ねらい: 

• 出来上がり堆肥の臭気吸着能を用いて、低コストの脱臭シス
テムを構築する。

• 対象臭気は、堆肥化の特に臭気発生が顕著な堆肥化開始後
２週間とする。

現在、多くの脱臭設備があるが多くは初期投資額が多かったり、
ランニングコストが高かったりする。



堆 肥 脱 臭予備試験



NH3 Adsorption Rate Measurement
NH3 Gas

Pump

Fresh Air

Temp Control Chamber

Sampling

Adsorption Reactors

Sampling

NH3 Detector

Adsorption Reactors Volume = 38L (D=31, H=50 cm)

Flow meter



オガクズ牛糞堆肥のアンモニア吸着能

出来上り堆肥には悪臭を吸着する能力があり、臭気の低減化が可能。

おがくず牛糞堆肥
任意の濃度：C (ppm)
吸着平衡定数：K＝5.18×10-4

平衡吸着量 :q (g･kg-1)
飽和吸着量：q∽＝12.50 (g･kg-1)

∞+
= q

KC
KCq

1

吸着等温式（Langmuir式）

オガクズ牛糞堆肥のアンモニア平衡吸着量
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オガクズ牛糞堆肥について含水率50％に調整して、吸着能力を測定。

堆肥の吸着能力はどの位？



実験規模の吸着システム

汚染空気

発酵槽

出来上がり堆肥

処理空気

空気

1週目

空気

７日毎に切り返し

堆肥化原材料

ブロワー
B２週目

吸着槽

B

B

発酵槽１、２週目からの臭気を１個の吸着槽
へ通気



Trials
吸着用堆肥 : 乳牛糞：オガクズ (重量比 = 5 : 1) 

実験1: 1.8 m3 の堆肥化原材料から出来た堆肥.

実験２: 堆肥化原材料と同じ体積の出来上がり堆肥.

入気アンモニア濃度が高い方が吸着能が高いので 希釈なし

発酵槽からの排気は飽和水蒸気状態

発酵槽からの排気と外気を１：１で混合してから脱臭



Properties of Absorbent

1 2
Absorbent weight (kg) 389 657
Absorbent Volume (m3) 1.39 1.75

Bulk density (kg/m3) 280.5 374.7
Moisture percentage (%) 49.0 59.4

Absorbent weight (kg) 404 703
Absorbent Volume (m3) 1.29 1.62

Bulk density (kg/m3) 314.0 433.0
Moisture percentage (%) 48.8 60.1

Trial

Initial

End of trial

Finished compost : Originally consisted of dairy 
cattle manure & saw dust (weight ratio = 5 : 1) 

Absorbent for Trial 1 is made from 1.8 m3 raw material.

Absorbent for Trial 2 has same volume as raw material. 



NH3 concentrations vs.  time of experiment, trial 1.
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NH3 concentrations vs.  time of experiment, trial 2.
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硫黄化合物の低減率

72-h mean reduction rates for sulfur compounds.
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低級脂肪酸の低減率

72-h mean reduction rates for volatile fatty acids.
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規制値に対する倍率
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規制値に対する倍率
低級脂肪酸
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Nitrogen changes during secondly treatment 
50℃
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硝酸化成及びアンモニア資化

•方 法：吸着アンモニアを硝酸化成及びアンモニア資化し無臭化

•メリット：窒素濃度を高めることができ肥料価値が上がる。

無臭化した堆肥には、再度悪臭を吸着させることも可能です。
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堆肥中のアンモニウム態窒素濃度の経時変化

中熟堆肥　30℃

完熟堆肥 35℃

約１週間でアンモニウム態窒素を他形態へ変換可能

吸着後のアンモニア再揮散防止は？



実証施設における堆 肥 脱 臭



２週目

悪臭吸着システムの概要

１，２週目発酵槽からの悪臭を、それぞれ独立した悪臭吸着槽へ導入します。

１週目

堆肥化槽 吸着２週目槽

PP

吸着１週目槽

通気通気

悪臭悪臭



実証堆肥化施設

側壁等コンクリート壁の
上部は、合板で自作。

1600万円

簡単な原理で、管理が
容易になっています。

430万円

場 所 ：熊本県菊池市

堆 肥 化：ローダー切返し方式による強制通気式堆肥舎

（１次発酵は１週間毎に切返しを行い、合計４週間の発酵期間）

飼養規模：乳牛100頭（成牛70頭、育成牛30頭）

堆肥化材料 ：5 ｔ/日 （３５ｔ/週）

導入済堆肥舎：山鹿市、鹿央町、合志市（H19完成予定）、他

山鹿バイオマスセンター悪臭吸着システム実証堆肥舎

脱臭槽



実証堆肥化施設
ローダー切返し方式強制通気堆肥舎 悪臭吸着システム

台風の強風に対応するため屋
根が切れています。

側壁等コンクリート壁の上部は、
合板で自作。

堆肥化過程で発生する悪臭を
低減化します。

簡単な原理で、管理が容易になっ
ています。



実証堆肥化施設概略図
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床面コンクリート

悪臭吸着槽 一次発酵槽 二次発酵槽

堆肥貯蔵槽　床面コンクリート

通気溝
コンクリート

A A

ブロワ

実証施設概要図

吸着堆肥無臭化槽

1週目槽 ２週目槽 ３週目槽 ４週目槽

巻上げカーテン

5,700 5,700

一次発酵槽

ローダー切返し方式強制通気式堆肥舎
１次発酵：１週間毎に切返し、合計４週間
２次発酵槽：１ヶ月目部分に通気装置
簡易脱臭システム
建設コスト：１ｍ2当たり28,237円
（通路部分を除いた延べ面積656.64ｍ3）



実証堆肥舎通気システム

配管上部隙間の籾殻充填 堆肥化材料 ローダーによる切返し

リングブロワー & 通気配管 床面配管 床面コルゲート管



既存の脱臭装置
脱臭は環境保全や苦情の対策（悪臭防止法）であって、お金を払う一方（必要経費）

農家導入には？ 脱臭装置の設備費やランニングコストが安い。

維持管理が簡単で脱臭効率が高い。

脱臭方法 化学脱臭 生物脱臭 堆肥脱臭（開発技術）

原理 化学反応で除去 微生物の働きで無臭化 吸着（生物、化学）

特徴
化学反応なので臭気を
安定した形で捕捉、多
湿、高温ガスにも対応

ほとんどの臭気に対
応、適切は負荷条件で
高い脱臭効率

ほとんどの臭気に対
応、脱臭効率が高い

管理内容
薬液の調整・補充管
理、廃液の的確な管理

水分の補給、入気濃
度、温度の管理

維持管理は容易、定期
的に材料交換が必要

設備費 安価 高価 安価

ランニングコスト 高価 安価 安価

入気NH3濃度 高濃度にも対応 200ppm以下 高濃度にも対応

回収N成分の利用 液肥として一部可 利用不可能 利用可能

NH3回収費用（円/kgNH3） 600 500 319

問題点
硫酸等の取り扱い、廃
液処理対策、薬品代

設備費、負荷条件や温
度管理

管理は容易だが、定期
的な交換作業

脱臭方法の特徴と管理上の留意点

開発システム：減価償却費やランニングコストを含めたNH3１kg回収にかかる費用
319円（希硫酸洗浄600円、生物脱臭500円の1/2～2/3）



アンモニア回収型悪臭吸着システム

悪 臭

２次揮散防止

農地還元
減化学肥料栽培

1次発酵槽

1週目 4週目3週目2週目

外気（強制通気）

80% 12%

3%

1週目用 2週目用

5%

結露水

悪臭吸着槽

3～4ヶ月
で交換

無臭化槽

脱臭システム

処理空気

窒素付加堆肥

・悪臭を、出来上がり堆肥が入った、悪臭
吸着槽へ導入して低減化する。

・堆肥化１次発酵で90％のアンモニアが
発生する１，２週目槽を処理する。

・配管中に生じた結露水は、３週目材料又
は吸着材料に混合する。

・使用済み堆肥は高窒素な良質な肥料で
減化学肥料栽培が可能となる。



吸着システムにおける悪臭の流れ
堆肥化1次発酵槽 天井部悪臭吸引口 悪臭吸引配管

吸引ターボブロワ悪臭吸着槽悪臭吸着用堆肥

カーテンによる仕切り

結露水抜き

堆肥化１，２週目槽



実験条件
堆肥化及び吸着材料の物性値

堆肥化材料 吸着材料

温度 体積 含水率 入気温 温度 吸引量 体積 含水率

(℃) (℃) (m3) (%) (℃) (℃) (m3/min) (m3) (%)

1 19.0 72.3 51.3 69.8 32.3 33.5 13.8 51.3 45.0 

2 12.8 58.0 45.0 71.7 25.1 27.5 13.7 45.0 42.0 

1 10.3 66.4 45.0 70.5 23.0 23.9 10.7 45.0 38.8 

2 9.1 61.6 45.0 70.7 21.9 23.6 10.8 45.0 
2

1

外気温堆
肥
化
週

実
験

堆肥化材料（投入）と同体積の出来上がり堆肥を吸着に使用

発酵槽への通気量：1週目2.80m3/min、1.65m3/min 



１週目アンモニア除去効果

吸着１週目におけるアンモニア濃度経時変化
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吸着１週目におけるアンモニア除去効果

実験 項目 入気 (ppm) 排気 (ppm) 除去率 (%)
高値 684.1 44.6 ー

平均 208.8 18.4 91.2
高値 692.3 38.5 ー

平均 202.5 16.1 92.1
205.6 17.2 91.6

　１－１

　１－２

平均

入気209ppm、排気18ppm

入気203ppm、排気1６ppm

除去率91.2％

除去率92.1％

平均除去率91.6％

2nd trial

1st trial

28 ppm 23 ppm



２週目アンモニア除去効果

<７２ｈ、入気３１７ppm、排気９ppm

>７２ｈ、入気156ppm、排気7ppm

除去率97.1％

除去率95.6％

平均除去率96.4％

吸着２週目におけるアンモニア濃度経時変化
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吸着２週目におけるアンモニア除去効果

実験 項目 入気 (ppm) 排気 (ppm) 除去率 (%)
高値 593.7 52.4

平均 173.9 7.6 95.6
高値 543.2 22.2

平均 275.6 8.1 97.1
224.8 7.8 96.5

　２－２

平均

　２－１



１週間当りのNH3 除去量
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0.3

0

5

10

15

20

25

1週目槽 2週目槽

ア
ン

モ
ニ

ア
量

 (k
g/

週
)

入気中 (kg)
排気中 (kg)

20.6kg
(91.6％)

9.5kg
(96.5％)

32.1 kg 2.0 kg
IN OUT１，２週目槽合計

吸着処理



配管中結露水（断熱なし）
結露水量及びアンモニア量

結露水量

(m
3
) (ppm) (kg)

1週目 0.229 774 0.168

2週目 0.198 825 0.154

合計 0.427 800
＋ 0.322

＋：平均

吸着槽
結露水中NH3

堆肥と混合

配管を断熱施工することで結
露水量50L/槽/ｗｋ程度に減少



臭気指数及び臭気濃度

吸着１週目の堆肥化開始後２４時間の比較的強い濃度の臭気について、三
点比較式臭袋法によって官能試験を行った。

臭気濃度の除去率: 98.6%

臭気濃度：臭気が感じられなくなるまで希釈した場
合の希釈倍率

臭気指数＝１０ＸＬog（臭気濃度）

アンモニア 硫化水素 メチルメルカプタン 硫化メチル 二硫化メチル 臭気指数 臭気濃度

(ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

入気 796.3 0.84 N/D 3.41 0.04 38.2 6578

排気 5.5 0.86 N/D 0.19 N/D 19.8 95

吸着槽 サンプル

１週目



0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

7/3
0 1

2:0
0

7/3
1 1

2:0
0

8/1
 12

:00
8/2

 12
:00

8/3
 12

:00
8/4

 12
:00

8/5
 12

:00
8/6

 13
:00

8/7
 13

:00
8/8

 13
:00

8/9
 13

:00
8/1

0 1
3:0

0
8/1

1 1
3:0

0
8/1

2 1
3:0

0

N
H

3 
co

nc
en

tra
tio

n 　
（
pp

m
）

0

20

40

60

80

100

120

R
ed

uc
tio

n 
ra

te
　

( ％
）

Inlet Exhaust Reduction

吸着1週目槽におけるNH3 除去
2002年夏 2W with Same Absorbent

入気 =   242.3 ppm

排気 = 0.1 ppm

除去率 = 99.9%

臭気強度

入気 = 5 (6.4)

排気 = 0.7
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Inlet Exhaust Reduction

吸着２週目槽に於けるNH3 除去
2002年夏 3W with Same Absorbent

入気 =   115.4 ppm

排気 = 0.3 ppm

除去率 = 99.4%

臭気強度 : 入気 = 5 (5.8) 排気 = 1.6



硫黄化合物及び低級脂肪酸の除去効果

79.5

91.3

52.1
59.9 60.0

94.8
86.497.3

0

20

40

60

80

100

ア
ンモ

ニ
ア

硫
化

水
素

メチ
ル

メル
カプ

タン

硫
化

メチ
ル

二
硫

化
メチ

ル

プ
ロ

ピオ
ン酸

n-
酪

酸

n-
吉

草
酸

i-吉
草

酸

除
去

率
 (

%
)

-39.8

硫黄化合物 低級脂肪酸

アンモニアの次
に問題となる

硫 黄 化 合 物
硫化水素 ：腐った卵のようなにおい メチルメルカプタン：腐ったタマネギのようなにおい
硫化メチル：腐ったキャベツのようなにおい 二硫化メチル ：腐ったキャベツのようなにおい

低 級 脂 肪 酸
プロピオン酸 ：刺激的な酸っぱいにおい ノルマル酪酸：汗くさいにおい
ノルマル吉草酸 ：むれた靴下のようなにおい イソ吉草酸 ：むれた靴下のようなにおい
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） 長期間堆肥化を行ってる堆肥舎の堆肥
は硝化能力が高く、また菌添加によって
能力が高まる。

NH4-Nは７日間で90％減少（30℃区21％）

完熟堆肥の添加区では２１日後以降硝酸
態Nが有機化される。

好気条件、含水率の関係からだ脱窒
なしで、≒100％Nを利用できる

２次揮散防止
窒素動態変化：中温での菌添加効果



アンモニア吸着堆肥の窒素成分動態変化



Method and Material

300 cc ビカー

NH3 & 添加物を混合した堆肥

インキュベーター

温 度 ：35℃一定
内部空気：飽和水蒸気状態

• 試料含水率は、3 ～4日毎に初期値と同じになるように調整

• 各態窒素濃度は、経過日数 0, 3日及び7日毎に、７週間測定

• 無添加区、及び各添加区は繰り返し数３で、全試料数は189



Method and Material
全窒素 (T-N) = アンモニウム態 N (NH4

+-N) + 有機態 N

+ 亜硝酸 (NO2
+-N) & 硝酸態 N (NO3

+-N) 

Sum of NH4
+-N & Organic N, measured by Kjeldahl method .

3回繰り返し

蒸留

NH4
+-N

NO2
+-N

NO3
+-N

NH4
+-N

蒸留

抽出液に残留している亜硝
酸･硝酸態窒素

変換
アルカリ化

ディバルダ合金
&MgO

2M 塩化カリウム液 100g
1h振とう

Sample, 2 gDM

浸出

酸化マグネシウム

アルカリ化

浸出液

水溶性窒素

2M KCL



全窒素
•初期 濃度は、乾物重当たり1.8-2.1％（ P>0.05 、ＦＣＡ30％を除いて）

•７日目以降、各区間に有意差は認められない。（ P>0.05 ）

•無添加区及びFCA10%では、経時変化（７週間）に有意差なし (P>0.05). 

•FCA20 & 30%及び活性汚泥添加区では、７週間後有意に濃度が増加(P<0.05).

脱窒は起こっていない

Summary of total nitrogen contents
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アンモニウム態窒素
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Summary of relative proportions of NH4+-N contents to T-N contents

Almost constant

11.3–16.1%T-N

Reduction 81 - 88%
3-d, P<0.05

アンモニウム態窒素の減少に対する添加物の効果？

•全窒素中のNH4+-N濃度は、初期 11.3% (FCA30%) -16.1% (Ctrl.)

•減少率： 81 - 88%（3-d, 1.5 – 3.1%T-N) 、88 - 94% （7-d）

•7-d以降、無添加及び各添加区に有意差なし、0.5 – 1.1%T-N



亜硝酸及び硝酸態窒素
•全窒素中の初期濃度は、 8.6% (FCA30%) – 12.0% (FCA20%)

•増加率： 43% (Ctrl.) - 129% (ASA20%)    （3-d, 16.5 – 25.0%T-N) 、

•ASA & FCAは3-d、 Ctrl.は14-dで有意に、初期値より増加

•FCA では、2～3週間後から、濃度が有意に減少

•49日後, Ctrl.= ASA (P>0.05)  >  FCA  (P>0.05)
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アンモニア酸化細菌の初期３日間生成速度
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• 初の３日間の生成速度：0.14 - 0.42 day-1.

•ASA & FCA は、Ctrl.の2.0 ～ 3.0 倍

•ASA (10, 20%) は、 FCA (10, 20%)の 1.3 倍の速度.

活性汚泥 出来上がり堆肥= x 1.3

活性汚泥 出来上がり堆肥
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•アンモニア酸化速度： 3.9 – 12.1 g‐N･kgDM
-1･day-1 (0 - 3 d)

ASA 0.7 – 1.4、FCA 1.1- 2.1、Ctrl. 1.4 (3-7 d)、土壌 0.1g-N･kgDM
-1･day-1. 

•酸化速度はASA において一番大きく、添加率の増加に伴って速度も大きくなる傾向

•Ctrl.に比較して、ASAで平均3.0倍、FCAで2.2 倍の速度 (0 - 3 d)

10% seems sufficient

5% seems sufficient
Greater mixing rate comes high MC

アンモニア酸化速度 （初期３日間）



Summary of growth rate of nitrite and nitrate bacteria.

5% 10% 20% 10% 20% 30%

 0-3 3,857 10,441 12,099 11,775 8,064 9,486 8,283

 7-14 668 780 1,012 1,711 1,127 2,473 2,682

 + : mgN・kgDM
-1・day-1

Control+
Activate Sludge+ Finished Compost+

Experimental day

アンモニア酸化速度

活性汚泥：亜硝酸菌 2.6x108個/mL 硝 酸 菌 3.2x105個/mL

試 料 ：亜硝酸菌＜5.0x105個/mL 硝 酸 菌＜1.0x104個/mL 初期及び７週間後

土壌 ９月：亜硝酸菌 4.7x105個/g   硝 酸 菌 4.7x104個/g     (9Suzuki et. al., 1966)

土壌におけるアンモニア酸化速度は約100 mg-N･kgDM
-1･day-1 (Fukumori et al. 1984)

土壌のアンモニア酸化能力に対して、堆肥6倍、活性汚泥or堆肥添加で10倍～27倍
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72.2 – 79.9

88.9 – 94.7FCA

有機態窒素
•初期有機態窒素濃度： 72.4-80.1%T-N

•Ctrl. & ASA の濃度は、７週間で変化なし (P>0.05).

•FCA の濃度は、４週間後から有意に増加 (P<0.05).

P>0.05

FCA では、NH4
+-Nを約1ヶ月で有機化できる



まとめ

• 大部分の NH4
+-N (81.4～87.5%) は、３日で有意に減少する。

• 亜硝酸及び硝酸態窒素は、活性汚泥（ASA）や出来上がり堆肥（FCA

）を添加することで７日間で有意に増加する。

• アンモニア酸化菌の初めの３日間における生育速度は、無添加区に

対して活性汚泥添加区 3 倍、出来上がり堆肥添加区で２倍である。

• 活性汚泥添加区の生育速度は、堆肥添加区の1.3 倍であった。

• 活性汚泥を添加することで、亜硝酸及び硝酸態窒素は2～３週間後

に減少し、有機化される。

• 添加量は活性汚泥で5％、出来上がり堆肥10％で十分の効果が得ら

れた。



アンモニア吸着堆肥の窒素形態

６ヵ月後 有機態窒素4％に増加

有機態窒素の無機化率55％

（通常牛ふん堆肥の肥効率30％）

無機態窒素の肥効率：100％

全窒素は、９週間の吸着処理（１週目）によって 41.8 mg-N/gDM （4.18％）増加

全窒素 アンモニア態N 硝酸態N 有機体N 無機態N リン カリ MC
mg-N/gDM mg-N/gDM mg-N/gDM mg-N/gDM mg-N/gDM % % （%）

吸着前 19.2 0.1 0.6 18.6 0.7 2.1 4.6 55.1 8.6 6.8

吸着後
＋ 61.0 12.5 20.9 27.7 33.4 1.9 4.3 45.0 6.7 18.7

　+１週目吸着槽にて９週間連続吸着処理

処理 pH EC

有機体窒素の無機化率と積算地温
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積算温度 吸着前堆肥 吸着堆肥高窒素堆肥の窒素肥効率：70％
施設栽培、マルチ栽培や追肥用の減化学肥
料栽培に適した堆肥となる。



高窒素堆肥を使った人参栽培
8月29日：播種（作付本数28,600本/10a）

9月26日：１回目追肥、間引き
追肥量：高窒素堆肥区→高窒素堆肥122 gDM/㎡

化学肥料区 →4.8-1.2-4.8 g /㎡

11月9日：2回目追肥、土寄せ、中間調査

12月14日：収穫：（播種後107日）
＃人参の収穫適期は播種後110～120日に比べ早い

収穫時の人参１本当たりの重量は、高窒素
堆肥区は化学肥料区の23％増加

化学肥料削減率は、窒素100％、リン30%、カ
リウム 74％

窒素濃度5.5％の堆肥：27.5kgN/ｔ→ナタネ油
粕(1,100円/kgN)換算で3万円/ｔの価値

施用量
（g/㎡)

基肥
N-P2O5-K2O

高窒素堆肥
（乾物）

普通堆肥
（乾物）

化学肥料区 10/10/10 0 750

高窒素堆肥区 0-7-2.6 254 750

堆肥の肥効率をN=0.7, P2O5=0.6, K2O=1.0と仮定。

不足するリン酸、カリを化学肥料で補った。

試験区の構成と基肥の施肥量
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本システムの特に優れている点

①管理が容易であり、脱臭効率が高い

②回収アンモニア成分を、脱窒なしでほぼ100％肥料成分利用できる

③アンモニア１kg回収費用319円で、希硫酸洗浄600円、生物脱臭500円の1/2～2/3

④脱臭に用いた堆肥は高N堆肥となり、土壌改良効果と化学肥料の即効性を持つ

⑤窒素濃度5.5％の堆肥（27.5kgN/ｔ）は、ナタネ油粕(1,100円/kgN)換算で3万円/ｔの価値

山鹿バイオマスセンター山鹿バイオマスセンター



高窒素堆肥における有機態窒素の無機化率



目的

• 堆肥脱臭システムは、アンモ
ニアを堆肥に回収し、肥料とし
て有効利用できる。

• 窒素成分が高まった堆肥を用
い、減化学肥料栽培技術を確
立する。本年度は、有機態窒
素の無機化率を明らかにした。

山鹿バイオマスセンター 悪臭吸着による悪臭成分除去率
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脱臭堆肥の窒素増加量の推定

堆肥原材料 脱臭材料

重量　（ｔ） 30 18

体積　（ｍ3） 45 45

かさ密度　（ｔ/m3） 0.67 0.40

脱臭堆肥の窒素増加量

現物当たり0.09％～0.15％/週程度で、堆肥化

材料（副資材）などで変化する。

オガクズを用いた堆肥化における窒素発生量

N発生量 N吸着量 N増加量 N発生量 N吸着量 N増加量

kg kg kg/t kg kg kg/t

１週目 16.98 16.13 0.90 27.52 26.14 1.45

２週目 3.09 2.94 0.16 4.04 3.84 0.21

３週目 1.42 - - 1.88 - -

４週目 0.73 - - 0.89 - -

合計 22.21 19.07 - 34.34 29.98 -
　＋：原材料、牛糞：オガクズ＝５：１
　＋＋：原材料、牛糞：オガクズ：戻し堆肥＝１０：１：１

堆肥化

オガクズ堆肥+ オガクズ戻し堆肥++

脱臭堆肥中（１週目）の窒素形態別濃度

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

吸着前 T-N=3.67%DM 吸着後（１週間） T-
N=3.85%DM
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アンモニア態窒素 亜硝酸・硝酸態窒素 有機態窒素

アンモニア発生量の把握ができれば計算できる。

0.18％DM/週の増加（実測）処理量30ｔ/週



高窒素堆肥の幼植物への影響
悪臭吸着堆肥の小松菜の発芽率及び根長に及ぼす影響

EC

（ｍS/ｃｍ） １日後 ２日後 ３日後 長さ (cm) 指数

水 0 100.0 100.0 100.0 4.6 100.0

出来上がり堆肥　(希釈） 1.0 99.0 99.0 99.0 4.2 91.5

出来上がり堆肥　(希釈） 2.0 99.0 100.0 100.0 3.6 77.3

出来上がり堆肥 5.4 94.8 100.0 100.0 2.1 44.7

吸着堆肥　試験前
＋ 10.3 94.8 100.0 100.0 2.8 60.1

吸着堆肥　試験後 10.7 90.6 100.0 100.0 2.3 50.8

吸着堆肥　1週養生後 10.3 95.8 100.0 100.0 2.6 56.6

水区に対する発芽率 (％）
堆肥種類

根長 ３日後

脱臭（高窒素）堆肥：

•硝酸態窒素濃度が高い→ECが高い

•発芽率は通常堆肥とほぼ同じで、問題は余りない

•根長は通常堆肥（出来上がり）堆肥に比較して27％長い

脱臭により長期間通気が
行われているので熟成

肥料としても有効？

C/N=6.18



脱臭堆肥の養生期間（１週間）での変化

悪臭吸着堆肥の小松菜の発芽率及び根長に及ぼす影響

EC 発芽率 (％）

（ｍS/ｃｍ） １日後 長さ (cm) 指数

吸着堆肥　試験後 10.7 90.6 2.3 50.8

吸着堆肥　1週養生後 10.3 95.8 2.6 56.6

堆肥種類
根長 ３日後

脱臭処理後、弱く通気を行い
堆肥を好気状態に保つ

•１週間脱臭堆肥を養生させる
ことにより、発芽率、根長とも
に向上

•アンモニウム態窒素が１週間
程度で、硝酸態窒素に酸化さ
れる。

35℃における窒素動態変化
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実験方法（ガラス繊維濾紙法）

• 4mm篩いでふるった堆肥＝5ｇ

• 2mm篩いでふるった土壌＝15ｇ

混合しガラス繊維ろ紙、不織布で包

み、黒ボク土圃場に深さ10cmに埋設

定期的にサンプリングし105℃で24

時間乾燥後、ケルダール窒素濃度

を測定（有機態窒素を測定）

全窒素 有機態窒素 無機態窒素 NH4-N NO2,3-N

（％DM) （％DM) （％DM) （％DM) （％DM)

土 0.77 0.77 0.00 0.000 0.000

初期堆肥 1.68 1.50 0.18 0.030 0.148

堆肥１ 3.88 2.75 1.12 0.337 0.787

堆肥２ 4.00 2.72 1.27 0.461 0.813

堆肥3 5.64 4.00 1.65 0.696 0.950

埋設試料

埋設サンプル（n=4）



有機態窒素の無機化率

堆肥中の有機態窒素の無機化率と積算地温
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積算温度 初期堆肥 堆肥１

堆肥２ 堆肥３

有機態窒素の無機化率（％）

経過日数 初期堆肥 堆肥１ 堆肥２ 堆肥3

98 6.5 35.7 32.5 54.6

無機化率：

初期堆肥＝7％

堆肥１，２＝34％

堆肥３ ＝55％

脱臭堆肥の無機化パターン：

96％（２週間以内）

化学肥料に近い

NC=NA-NS

NC:堆肥N

NA-：埋設サンプルN

NS：土壌N



増加有機態窒素（菌体タンパク）の無機化率

脱臭によって増加した有機態窒素の無機化率
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堆肥１ 堆肥２ 堆肥３

NO=NC-NI

NO:増加有機態N

NC-：堆肥N

NI：初期堆肥N

増加有機態窒素の無機化率

経過日数 堆肥１ 堆肥２ 堆肥3

98 72.0 69.1 90.1

無機化：

１週間＝77％

２週間＝90％



肥効率の試算

肥効率の試算

全窒素 有機態N 無機態N 無機化率 肥効率
＋

（％DM) （％DM) （％DM) （％） （％）

初期堆肥 1.68 1.50 0.18 6.5 16.4

堆肥１ 3.88 2.75 1.12 35.7 54.4

堆肥２ 4.00 2.72 1.27 32.5 54.0

堆肥3 5.64 4.00 1.65 54.6 67.8
　＋：無機態窒素の肥効率＝100％で試算

試料

牛ふん堆肥の肥効率

乾物当たり 窒素 リン酸 カリウム

0-2％ 10 80 90

2-4％ 30 80 90

＞4％ 40 80 90

（斉藤，2001）

有機態窒素の肥効率：測定値

無機態窒素の肥効率：100％と仮定して計算

ナタネ油粕：肥効率60％程度

価格：819円/20kg（4.1万円/ｔ）

高N堆肥＝ナタネ油粕等と同

等の肥料効果

低コスト化



まとめ

堆肥脱臭によりN濃度が増加した堆肥の肥料効果を調べ、以下のようなことが
わかった。

• 有機態窒素の無機化率：初期堆肥(T-N=1.7%)＝7％、堆肥１，２(3.9%)＝34％、
堆肥３(5.6%)＝55％

• 脱臭で増加した有機態窒素の無機化率：堆肥１，２＝71％、堆肥３＝90％

• 肥効率は初期堆肥＝16％、堆肥１，２＝54％、堆肥３＝68％と推測され、脱
臭堆肥は油粕とほぼ同等の肥効率であり、低コスト有機資材である。

• 増加有機態Nは２週間以内に無機化され、化学肥料的な効果を示す。



加温通気による冬期堆肥化促進技術



冬期及び夏期有機物分解率

冬期及び夏期における堆肥有機物分解率
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堆肥化施設での分解率調査：夏期30.7％（100）、冬期17.6％（57）

問題点：１次発酵不良により、１次発酵終了時でも材料温度が低下しない。

温度が４５℃＞となり、２次発酵への移行が進まない。

夏期の約60％



はじめに

発酵温度60℃＞の確保冬期における外気温の低下

通気量を減少させ発酵温度を確保

•分解率の低下
•１次発酵期間の長期化

通気温度を高めることが出来れば、発酵促進が望める？

材料温度＜45℃程度にならないと、２次発酵が進まない。



加温通気システム

３週目 ４週目吸着２

脱臭槽

吸着１１週目 ２週目

PPPPP

P
外気

排気 排気

排気

１，２週目槽は閉鎖空間
150mm径の塩ビダクト

外気

入気温の低下に対応するために、１次発酵１週目槽からの暖まった排気を、１次発
酵１～４週目発酵槽に通気する加温通気システムに関する検討を行った。

バタフライダンパーによって発酵槽への通気は、排気，外気及び混合が出来るように
なっている。



１週目発酵槽からの分岐配管

発酵槽への導入部分

加温通気システムの写真

外気

排気

1,2週目発酵槽

3,4週目発酵槽

脱臭槽

3,4週目発酵槽



実験結果（温度）

項目 通気方法+ 1週目 2週目 3週目 4週目 平均

外気 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

加温 9.9 9.3 11.6 8.9 9.9

外気 46.4 46.0 41.2 40.0 43.4

加温 52.0 53.6 43.9 47.5 49.3

外気 1.9 1.7 0.2 0.0 0.9

加温 4.0 3.2 0.8 1.3 2.3

　+：外気通気（外気温8.6℃），加温通気（4.6℃）

入気温-外気温
(℃)

材料温-外気温
(℃)

60℃>の日数
（日）

•入気温度：9.9℃上昇
•温度差（材料－外気）：5.9℃上昇
•材料 高温度：4.2℃
•60℃以上の時間：5.5日増加

夏期通気量（加温通気時）を用いて堆肥化を行っても、温度に問題はない。

通気量
+

(m
3
/min)

１週目 2.60

２週目 1.30

３週目 1.20

４週目 1.10

吸着１ 11.20
＋：連続通気

発酵槽

夏期通気量



有機物分解率の比較
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有機物分解率：夏期30.7％（100）、冬期17.6％（57.3）、加温通気26.0％（84.6）

加温通気により冬期分解率は、1.5倍改善（２週目以降に有意差、P<0.05）

夏期分解率の85％まで分解が回復



冬期の外気導入時のアンモニア揮散

３週目 ４週目吸着２

脱臭槽

吸着１１週目 ２週目

NH3 NH3

616.8 162.1

616.8

7.63.2

162.1

0.86.9

アンモニア濃度：６ｈ毎に測定

1次発酵期間全アンモニア揮散量：786.8g/ｔ

堆肥脱臭後の揮散量：18.5g/ｔ

全体での除去率：97.6％

堆肥脱臭除去率：99.5％（１週目）、95.3％（２週目） 大気揮散：18.5g/t

外気
単位：g/t



冬期の加温通気時のアンモニア揮散

３週目 ４週目吸着２

脱臭槽

吸着１１週目 ２週目

NH3 NH3

482.9 169.4

745.9

5.33.5

169.4

1.09.0

アンモニア濃度：６ｈ毎に測定

1次発酵期間全アンモニア揮散量：925.3g/ｔ

堆肥脱臭後の揮散量：18.8g/ｔ

全体での除去率：98.0％

堆肥脱臭除去率：99.3％（１週目）、96.9％（２週目） 大気揮散：18.8g/t

35.541.536.271.0

単位：g/t



鶏糞からのアンモニア排出量
―アメリカにおける現地調査―

田中 章浩 ＆ Hongwei Xin

九州沖縄農業研究センター Iowa State University

A Presentation at the 2002 Agricultural Structures Convention, Matsue



背景

畜産施設からの空気汚染が危惧されてい

る。

畜産施設からの汚染物質の揮散量に関す

る基礎的データが欠如しており、ヨーロッ

パのデータに依存している。

低コストな汚染物質の揮散低減化技術の

生産現場における効果の確認及び開発



目的

1) アメリカにある鶏舎構造、糞尿処理方法、季節変動

及び地域性（気温、湿度等）の違いによる、NH3揮散

量資料の作成に資す。

2) 窒素排出低減化飼料（アミノ酸添加）及び糞尿管

理方法のアンモニア揮散に対する影響の定量化

3) 現実的（実現可能）な鶏舎からのアンモニア排出に

関するガイドラインや規制値の提供

4) 生産者や企業への、アンモニア排出量の低減化の

必要性に関する教育



取り組み

参画機関

大学(Land-grant universities)
連邦政府機関:農務省(USDA-ARS)＆環境保護局(EPA)
家禽協会(State poultry commodity groups/associations)
コンサルタント会社及び生産者(Private consultant & Poultry 
producers)

参画分野

農業工学者

家禽栄養学者

環境工学者

家禽協会及び生産者



Project Team (partial)



取り組み方

家禽種類分担:
ブロイラー (ケンタッキー,ペンシルベニア)
産卵鶏 (アイオワ,ペンシルベニア)

測定:
２週間に１度、１年間

２.５日間（６５ｈ）

要因:
鶏舎構造 & 糞尿管理方法

標準飼料 vs. アミノ酸添加飼料

地理的条件 & 気候



Funding

Funding for the project is provided by: 

Iowa Egg Council ($25,000)

Center for Advanced Technology 
Development ($22,000)

USDA-IFAFS Program ($874,000)



測定項目

アンモニア濃度、家禽レベル & 排気

二酸化炭素濃度、入気，家禽レベル & 排気

換気量(二酸化炭素濃度から推定）

舎内外気温及び相対湿度

風向・風速



換気量

全熱生産 (THP [W/kg]) 及び呼吸比率 (RQ)は以下の数
式で表すことが出来る。

THP = 16.18O2 + 5.02CO2 ……………(1)          
RQ = CO2 / O2 ……………(2)

１，２式からCO2生産量は３式によって示される。

02.5/18.16
2

+
=

RQ
THPCO lab

oi

lab
CO

COCO
COV

)()( 22

2
2

−
=

明 暗
RQ 0.87 0.89
THP 7.3 5.6

(m(m33/h/h--kg)kg)換気量：換気量：



NH3 & CO2 測定システム

2,000 ppm

50ppm50ppm

Polluted air, 7min

Fresh air, 23 min

Dust filter

3way solenoid valve NH3 detector, Pac 
III

Air filter

CO2 sensor

CO2NH3By-pass
Airflow meter

Air pump

Sampling air

By-pass air

Schematic of NH3 & CO2 measurement system

AC２４V

DC12V
AC２４V

Common

Twin timer

Data logger

-Valve on-off

-CO2 

CO2 Output, mA

2,000 ppm2,000 ppm

50ppm50ppm50ppm50ppm

Polluted air, 7min

Fresh air, 23 min

Dust filter

3way solenoid valve NH3 detector, Pac 
III

Air filter

CO2 sensor

CO2NH3By-pass
Airflow meter

Air pump

Sampling air

By-pass air

Sampling air

By-pass air

Schematic of NH3 & CO2 measurement system

AC２４VAC２４V

DC12V
AC２４V

Common

Twin timerTwin timer

Data logger

-Valve on-off

-CO2 

CO2 Output, mA



NH3 & CO2測定システム

DragerDrager社社 PacIIIPacIII



アンモニアセンサー評価試験（２-ｄ）
0-1 hr exposure
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Fig 5  Monitored ammonia concentration by Pac III during the beginning of experiment, 0-1 h
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Figure 6  Monitored ammonia concentration by Pac III during the middle of experiment, 24-25

アンモニアセンサー評価試験（２-ｄ）
24-25 hr exposure



-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

46.8 47.0 47.2 47.4 47.6 47.8

Time of experiment (h)

M
on

ito
re

d 
co

nc
en

tra
tio

n 
(p

pm
)

Figure 7  Monitored ammonia concentration by Pac III during the end of experiment, 47-48 h
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アンモニアセンサー評価試験（２-ｄ）
47-48 hr exposure

濃度濃度



産卵鶏舎（アイオワ）

高床式無窓鶏舎 (H-R) ：糞尿スクレパー

稼動４回/日
トンネル換気無窓鶏舎 (T-V) ：糞尿ベルト

稼動１回/日（舎外へ移動）

産卵鶏種類：ハイライン社、W-36



高床式無窓鶏舎の空気の流れ



高床式無窓鶏舎

入気孔：桁行き方向スリット入気孔：桁行き方向スリット

排気用換気扇排気用換気扇

スクレパースクレパー
約１４０，０００羽、１．６ｋｇ約１４０，０００羽、１．６ｋｇ



家禽レベル測定点 (６箇所)

NH3 & CO2
sampling port

Temp/RH



糞尿貯蔵庫 排気測定点 (６)



高床式無窓鶏舎のNH3濃度

高床式無窓鶏舎及び糞尿貯蔵室のNH３濃度及び気温の経時変化
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高床式無窓鶏舎からのNH3排出量

高床式無窓鶏舎及び糞尿貯蔵室からのNH３排出量及び気温の経時変化
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トンネル換気無窓鶏舎の空気の流れ



トンネル換気無窓鶏舎

入気孔：桁行き方向スリット入気孔：桁行き方向スリット

排気用換気扇排気用換気扇



トンネル換気鶏舎内と糞尿ベルト

１日１回糞尿を舎外へ移動

約１０５，０００羽、１．５ｋｇ約１０５，０００羽、１．５ｋｇ 糞尿ベルト糞尿ベルト



NH3, CO2 & T/RH 測定点

Outside T/RH



トンネル換気無窓鶏舎のNH3排出量及び濃度

トンネル換気無窓鶏舎からのNH3排出量、濃度及び気温の経時変化
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アンモニア濃度及び排出量のまとめ

室内 糞尿貯蔵 室内 糞尿貯蔵 室内 糞尿貯蔵

大 6.3 18.0 6.0

小 0.0 0.0 0.0

平均 2.7 2.6 0.9

S.D. 0.9 1.8 0.6

大 74.0 128.0 70.5 137.9 20.1 59.0

小 2.5 14.0 3.1 9.5 0.9 2.9

平均 16.0 54.5 11.9 42.6 3.5 14.8

S.D. 13.5 25.5 7.5 18.4 2.1 7.9

高床式

濃度 (ppm) 排出量 (mg/h-bird) 排出量 (g/h-500kg)

トンネル

無窓鶏舎 項目



アンモニア排出量
(g NH3/h 500 kg)

Literature value: Cage 0.6 – 9.3 g NHg NH33/(h/(h 500 kg)500 kg)
Litter 7.4 Litter 7.4 -- 10.910.9

室内 糞尿貯蔵

大 6.0

小 0.0

平均 0.9

S.D. 0.6

大 20.1 59.0

小 0.9 2.9

平均 3.5 14.8

S.D. 2.1 7.9

排出量 (g/h-500kg)
無窓鶏舎

トンネル

高床式

項目



NH3排出量（ヨーロッパ文献値）

Species
Season/
flooring

g NH3/(h·500 kg) Reference

Winter 8.0

Summer 12.5

Winter 9.0

Cage 0.6 - 9.3
Litter 7.4 - 10.9

Groot
Koerkamp et 

al. (1998) 

Layers

Broilers
Summer 9.0

Broilers Litter 2.2 - 8.3

Wathes et al. 
(1997)

Caged 
layers



まとめ

トンネル換気無窓鶏舎からのアンモニア排出量は平均

2.7mg/h-birdとヨーロッパ（2.9 mg/h-bird )とほぼ同レベ

ルであった。

高床式無窓鶏舎からの平均アンモニア排出量は、室内

11.9mg/h-bird、糞尿貯蔵室42.6mg/h-birdと、ヨーロッパ

（2.1～39.4 mg/h-bird）よりも若干大きいものとなった。

重量当たりでの糞尿貯蔵室からのアンモニア排出量

（１４．８g/h-500kg)はＥＵ値よりも５割増加となった。



豚ぷん堆肥発酵施設での堆肥脱臭の応用技術

佐賀県畜産試験場 中小家畜部

養豚・環境研究担当 坂井隆宏

１．はじめに

家畜ふんの堆肥化時には濃度の高い臭気が発生することから、堆肥化施設には脱臭施設

。 、 、を設置することが望ましい 畜産分野で利用される脱臭装置は各種の事例があるが 価格

性能などの点でどの技術にも一長一短があり、高性能の装置であるほど高コストになる傾

向があるため、中小規模の農家が脱臭装置を設置するのは非常に困難な場合が多い。堆肥

化時に発生する臭気はアンモニアと硫黄化合物が主体であることから、これらの成分を低

コストかつ簡易な方法で除去できる脱臭技術を検討する必要がある。

堆肥は臭気成分を吸着する性質を持つことが知られている。例えば出来上がりの堆肥を

生ふんにかけるとにおいがしなくなるなどの経験がある方もいるのではないだろうか。堆

肥を利用した臭気低減法についてはいくつかの研究事例があるが、近年では、九沖農研の

田中らがオガクズ牛ふん堆肥に牛ふん発酵時の臭気を吸着させることによって約95%のア

ンモニアを除去できたとしている。堆肥脱臭法は、農家が豊富に保有する資材を利用した

脱臭法であり、既存の施設を活用することによって低コスト化が可能な方法であると考え

られる。また、一般には牛ふんよりも豚ふん発酵時の臭気が強いとされているが、豚ふん

発酵時の臭気を豚ふん堆肥で脱臭した事例は少ない。

２．堆肥脱臭の原理

堆肥脱臭は吸着脱臭と生物脱臭の二つの性質を持ち、堆肥の臭気成分を吸着する性質と

堆肥中の微生物の活動の二つの働きによって脱臭を行う。

アンモニアを例に考えてみると、まず臭気ガスを堆肥に送入すると、臭気ガス中のアン

、 、 。モニアが堆肥の表面に吸着したり 堆肥中の水分に溶解したりして 堆肥中に補足される

補足されたアンモニアは堆肥中の微生物により亜硝酸イオンや硝酸イオンなどの不揮発性

の物質に変換される。仮に微生物の作用がないとすれば、アンモニアのまま堆肥中に増加

していき、どこかで飽和して脱臭能力を失う。従って、微生物の働きは脱臭能力を持続さ

せるためには不可欠の条件となる。堆肥中のアンモニアから変換された硝酸イオンは、一

般的には硝酸イオンのまま堆肥中に蓄積していくと考えてよい。

また、当たり前の前提条件であるが、堆肥脱臭に使用する堆肥は完熟もしくは完熟に近

い状態であることが望ましく、半熟状態の堆肥に臭気ガスを送入してもその半熟堆肥の臭

気ガスが発生するだけである。筆者の知見としては堆肥脱臭に使える堆肥は以下の条件を

満たしていることが望ましいと考える。

①定期的に切り返しを行い、最低2ヶ月以上経過した堆肥であること。

②1m以上の高さに堆積しても温度が最高でも40℃以上には上がらないこと。なお、カラカ

ラに乾燥した堆肥は、できれば一度加水を行って堆積して温度が上がらないことを確認

した方が望ましい。

③硝酸態窒素が検出されること。

３．佐賀畜試における豚ぷん堆肥脱臭の事例

佐賀畜試においては現在、豚ぷん堆肥脱臭の可能性について研究を重ねているところで

あるが、現在のところ室内実験において以下のような知見を得ている。

①豚ぷん堆肥のみでは硫化メチルや二硫化メチルの除去能力が弱い。しかし、オガクズを

一定量混合することによって硫化メチルや二硫化メチルの除去能力が向上する。

②アンモニアやメチルメルカプタンの除去率は堆肥水分と連動性がある。



③堆肥脱臭を行うと、微生物の作用により堆肥中に硝酸態窒素が蓄積していく。

以上の結果から、方法次第によっては豚ぷん堆肥脱臭は可能であると考え、今年の平成

年度に場内の豚ぷん堆肥舎での実証試験を行った。18
既存の母豚 頭規模の通気型堆肥舎（肥育豚は除く）にリングブロワーと配管を増設60

して、2槽ある発酵槽のうち一方を発酵槽としてそのまま使用し、もう一方を脱臭槽とし

た。この発酵槽からダクトを通じて発酵時の臭気を吸引し、既存の通気用配管に接続して

脱臭槽の底部から堆肥に臭気を送入できるように配管を接続した。発酵槽は開閉可能なカ

ーテンを設置して密閉し、臭気を効率的に吸引できるようにした。カーテンの骨組みおよ

び配管については当場の職員で自作した。堆肥化開始時から ヶ月以上経過した豚ぷん堆2
肥（戻し堆肥水分調整）にオガクズを混合し、水分を 程度に高めた状態で脱臭槽に堆60%
積させた。112日間試験を行った結果は下表の通りである。

４．終わりに

市販のいわゆる高性能・高コストの脱臭施設と比べてみれば、豚ぷん堆肥脱臭は特に管

理労力面で高性能を持つとは言いにくい。その点を考えれば本稿で紹介した堆肥脱臭は簡

易脱臭と呼ぶべき方法であろう。しかし、臭気対策の第一の目標は敷地境界線外で苦情が

出ないようにすることであり、その点を考えれば高性能・高コストの脱臭施設を導入しな

くとも堆肥脱臭で充分な場合も多いと思う。

また、前記に上げた堆肥脱臭に使える堆肥の条件は一見困難に見えても、耕種農家に堆

肥を使ってもらうために必要な条件と考えてもよく、耕種農家が喜んで利用できる堆肥は

。 。そのまま堆肥脱臭にも使えると考える 本稿の内容が皆さまのお役に立てれば幸いである

５．参考文献

・農林漁業における環境保全的技術に関する総合研究試験成績書、6、603-606、農林水産

技術会議事務局、(1979)

・日本畜産学会報、63(1)、54-59、(1992)

・九州農業研究成果情報、15(上)、191-192、農林水産省九州農業試験場、(2000)

・九州農業研究、64号、113、九州農業試験研究機関協議会、(2002)

・第97回日本畜産学会大会講演要旨、91、(2000)

・鳥取県中小家畜試験場研究報告、第55号、55-56、鳥取県中小家畜試験場、(2005)

・鳥取県中小家畜試験場研究報告、第55号、49-54、鳥取県中小家畜試験場、(2005)

・家畜ふん尿処理・利用の手引き（畜産環境整備機構）

・堆肥化施設設計マニュアル(中央畜産会)

・普及版防脱臭技術集成(NTS)

・生物脱臭の基礎と応用((社)臭気対策研究協会)

試験期間中の平均臭気物質濃度と除去率(n=15：単位ppm)

アンモニア メチルメルカプタン 硫化メチル 二硫化メチル

脱臭前 300.0 0.159 0.161 0.286

脱臭後 11.9 0.007 0.021 0.048

除去率 96.0 95.6 87.0 83.2



豚ぷん堆肥発酵施設での

堆肥脱臭の応用技術

佐 賀 県 畜 産 試 験 場

中小家畜部 坂井隆宏



①既存の市販製品の脱臭施設の特徴
・能力・価格・管理労力などで一長一短
・高能力ほど高コストの傾向
・中小規模農家には設置困難

１．背景・・・・・豚ぷん堆肥脱臭を検討した理由



②堆肥から発生する悪臭問題
・大家畜よりも中小家畜の問題
・佐賀県の場合養豚業で多い

③ 近の既往の技術
・九沖農研センターで牛ふんにおける堆肥脱臭の技術
・既存の技術よりも低コスト

＞

④防疫対策
・牛ふん堆肥での堆肥脱臭→技術として確立
・ただし他の農場の堆肥を持ち込むのは防疫対策上よくない

養豚農家には自家製の豚ぷん堆肥で堆肥脱臭を！



２． 初の豚ぷん堆肥脱臭試験(H13～H14)
（感触はつかんだが成功とは言いにくい結果に・・・・・・・）

・悪臭の苦情が顕在化・・・・・・場内対策を急ぐことに
・豚ふん堆肥舎の悪臭が300～400mの距離まで流れる時があった。

（切り返し日の夜～朝ににおう）
・直線距離で400～500mのところに集落



集落

集
落

400m



発酵豚ふん 豚ぷん堆肥

・堆肥の臭気吸着能を利用して脱臭
・発酵中堆肥の上部から臭気を吸引、単純に堆肥の下から吹き込んだ。

臭気の吸引

〇試験施設（１）

園芸用ビニール

発酵槽 脱臭槽

臭気の吸引

臭気の吸引

臭気の排出



脱臭用
ブロワー

通気用
ブロワー

発酵槽
高さ1m

約7.8m3

脱臭槽
高さ1.3m
約10.1m3

臭
気
の
拡
散

〇実験施設（２）

臭気を底部から送入

臭気の吸引

通気

吸引

・廃材鉄骨や廃材パイプなどを使用して設置（溶接機があれば自作可能）。
・発酵槽を1週間に1回入れ替えて、3週間に渡って４ヶ所でアンモニア、

硫化水素、メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチルを測定
（硫化水素の連続的な検出は見られず）。

カーテン



アンモニア濃度の推移
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メチルメルカプタン濃度の推移
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硫化メチル濃度の推移
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二硫化メチル濃度の推移

0.00

0 .01

0 .02

0 .03

0 .04

0 .05

1日

2日
朝

2日
夕

3日
朝

3日
夕 4日 5日 6日 7日 8日

9日
朝

9日
夕

10
日

15
日

16
日

朝

17
日

夕

18
日

経過日数

二
硫

化
メ

チ
ル

濃
度

(p
p
m

)

発酵槽

脱臭槽
切り返し 切り返し切り返し

・平均除去率67.9%



○まとめ

・ある程度の臭気を抑えることが可能（特に濃度の高い時）。

・既存堆肥舎を活用することによって比較的低コストで設置可能

・より高い除去率を得ることが課題。

・園芸用ビニールの手作りカーテン→やはり壊れやすい
・堆肥舎まで近づくとやはりにおう
・担当者の経験、知識の不足

（単純な吸着脱臭になってしまっていた）



３．活性汚泥曝気脱臭試験(H14～H16)

〇設計関連数値
・発酵槽:縦3.15m×横2.465m×高さ2m(2槽)
･カーテン内容積:縦3.15m×横5.05m×高さ3.7m

=58.9m3

･カーテン材質:ターポリン製(厚さ0.35mm)
･脱臭用ブロワー:200V、出力7.5kW

風量6.6m3/分(静圧2000mmAq) 

〇脱臭試験成績(測定データ例)

アンモニア メチルメルカプタン 硫化メチル 二硫化メチル

脱臭前 550ppm 0.014ppm 0.020ppm 0.010ppm

脱臭後 n.d n.d 0.010ppm 0.001ppm

除去率 100% 100% 50% 90%

※n.dは非検出の意味

豚ふん堆肥

臭気の吸引

堆肥用
ブロワー

脱臭用
ブロワー

活性汚泥液槽

カ
ー
テ
ン

水
深

2m
高さ1m

高
さ

3
.7

m



〇施設写真①



〇施設写真②

※設置コストは200万円程度(母豚70頭規模通気型堆肥舎、脱臭槽は既存施設を利用)

〇設置に使用した材料や機械、設計関連数値

配管材料 鋼管、塩化ビニール製:VU125、VP65、VP50、その他

カーテン材料 生地:ターポリン製(0.35mm)、枠組みは廃鉄管

脱臭用リングブロワー 200V、出力7.5kW、風量6.6m3/分(静圧2000mmAq)

換気容積 41.9m3

活性汚泥液槽 有効容積31.5m3



４．豚ぷん堆肥脱臭の改良（H16～H17）

・豚ぷん堆肥脱臭の能力をどうやって向上させるか？

悪臭を下から
吹き込む

・悪臭が堆肥に吸着
・堆肥中の水分に悪臭が溶ける

堆肥中の微生物が悪臭を吸収、資化、分解

悪臭のないガス
豚ぷん堆肥だけでは

悪臭を吸着させる力が弱い

(吸着しないと微生物が作用できない)

悪臭を吸着させただけではダメ

（最終的に飽和、また濃度変化による脱着）



①室内実験１：オガクズ混合による脱臭能力の向上

・豚ぷん堆肥だけでは悪臭を吸着させる力が弱い

(吸着しないと微生物が作用できない)

・牛ふん堆肥でなぜうまくいったか？

オガクズの混合

ＰＰ

流量計
(6±0.1L/min）

排気
（臭気測定）

鶏ふん1kg

排気
（臭気測定）

脱臭資材

：臭気(空気)の流れ

直径約25cm(塩ビパイプ製)

3L三角フラスコ

室内で悪臭を
発生させるため
鶏ふんを使用



○試験区分・・・・乾物重量・原物重量が等しくなるようにした。

○乾物混合比

豚ふん堆肥 オガクズ 加水量 開始時水分 容積重 予測接触時間

対照区 5.00kg 0kg 0.5L 39.4% 0.56kg/L 98.1秒

25%区 3.75kg 1.25kg 1.0L 36.9% 0.39kg/L 154.5秒

50%区 2.50kg 2.5kg 1.5L 39.3% 0.32kg/L 206.1秒

豚ふん堆肥 オガクズ

25%区 2.3 1.1

50%区 1.5 2.1

・豚ふん堆肥は戻し堆肥調整で２ヶ月以上経過したもの

・採卵鶏ふん臭気を21日間に渡って通気(鶏ふんは7日ごとに交換)
・7日ごとに臭気測定(アンモニアと硫黄化合物)
・開始時と終了時で成分測定

○試験方法

水分 粗灰分 T-N NH4-N NO2-N+NO3-N

33.8 44.2 3.22 0.01 0.49
※水分以外は乾物%
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○室内実験１のまとめ

・オガクズの混合により硫化メチルと二硫化メチルの除去率が
向上する

・アンモニアとメチルメルカプタンは豚ふん堆肥のみでも除去
可能(除去率80%以上)

・全試験区で硝酸+亜硝酸態窒素増加→微生物の活動

※水分が増加したのは鶏ふんの水分の移行



②室内実験２：水分条件が豚ぷん堆肥脱臭に与える影響

・アンモニアは水によく溶ける

（メチルメルカプタンは微量に溶ける）

・微生物の活動→ある程度の水分必要

・実験１では水分は増えたが通気によって乾燥

する場合もあり得る

水分の変化によって

脱臭能力はどのように

変化するか？

ＰＰ

流量計
(6±0.1L/min） 排気

（臭気測定）

鶏ふん2kg

排気
（臭気測定）

脱臭資材

：臭気(空気)の流れ

直径約25cm
(塩ビパイプ製)

冷却容器
(凝縮水の回収)

3L三角フラスコ

悪臭ガス中の
水分を除去した

状態で通気
アンモニアの発生
を増やすため
アンモニア水を添加



・豚ぷん堆肥は戻し堆肥調整(若干オガクズ混合)で２ヶ月以上経過したもの

・豚ぷん堆肥に加水して水分を50%程度まで高めたものを6kg脱臭資材として使用
（データは豚ふん堆肥のみの場合）

・濃アンモニア水を添加した採卵鶏ふん臭気を70日間に渡って通気
(鶏ふんは7日ごとに交換)

・凝縮水をほぼ毎日回収
・7日ごとに臭気測定(アンモニアと硫黄化合物)
・7日ごとに成分測定成分測定
・豚ぷん堆肥が乾燥したため35日目で水分が50%程度になるように加水。

○試験方法

水分 粗灰分 T-N NH4-N NO2-N+NO3-N

27.0 36.4 2.64 0.01 0.24
※水分以外は乾物%
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○室内実験２のまとめ

・堆肥水分とアンモニア、メチルメルカプタンの除去率は
相関がある(高水分→高除去率)。

・堆肥水分が低下すると堆肥の硝酸化性能が低下する

・堆肥水分に硫化メチルと二硫化メチルの除去率は余り影響
しない（→オガクズを使って除去率向上）



③場内実証試験

・母豚60頭規模の2槽の豚ぷん堆肥舎を改造して（肥育豚ぷんはなし）で実施。
・既存の通気型堆肥舎にカーテンを設置、送風機とダクト、配管を

増設して豚ぷん堆肥脱臭施設に改良。
・カーテンの骨組み(7万円程度)と配管増設(8万円程度)は職員で実施。

カ
ー
テ
ン

3.33m

ブロック

堆肥

3.22ｍ1.37m

3.
33

m

2.55m

0.12m

2.55m

0.12m

5.34m

堆肥舎上面図 堆肥舎断面図

〇実験施設（１）



脱臭用
ブロワー

通気用
ブロワー

発酵槽
高さ1m

約7.5m3

脱臭槽
高さ1m
約7.5m3

〇実験施設（２）

臭気を底部から送入

臭気の吸引

通気

吸引

カーテン

〇設置に使用した材料や機械、設計関連数値

※本来は脱臭用送風機にターボブロワーを使うべきだがリングブロワーを使っている

配管材料 塩化ビニール製:VU125、VP65、VP50、VP40、HT50、その他

ダクト配管 塩化ビニール製:VU125

カーテン材料 ターポリン製:厚さ0.35mm(カーテン生地およびレール取り付け工事費約36万円)

カーテン内換気容積 約18.9m3

脱臭用ブロワー VFC706A、200V、 大出力5.0kW、 大風量7.2m3/分(タイマー付きで約25万円程度)

堆肥用ブロワー VFC408A　200V、 大出力0.85kW、 大風量2.5m3/分(タイマー付き約5万円程度)



〇施設写真



〇脱臭槽の調整

1)豚ぷん堆肥は戻し堆肥調整（オガクズが若干混合）で3ヶ月以上経過したもの
（途中で1回水分を添加した）

2).オガクズ5m3に池の水を約2t混合して1日おく
3)ショベルローダーを使用して、水分を含ませたオガクズを約5m3、豚ぷん堆肥を

約3m3混合した
4)乾物比で豚ぷん堆肥：オガクズ=1:0.7(概算)
4)脱臭槽に約1mの高さで堆積



〇試験方法

・豚ぷんを戻し堆肥で水分55～65%に調整、約1mの高さで発酵槽に堆積。発酵
槽は1週間に1回入れ替え。

・通気は発酵槽は4日間連続通気、その後はタイマーで1時間おきの間欠通気。
脱臭槽もほぼ同じ。

・臭気成分としてアンモニアと硫黄化合物を測定。

・脱臭槽は2週間に1回切り返してサンプルを採取、成分分析。

・112日間(3ヶ月以上)に渡って試験を実施。

発酵槽 脱臭槽
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○臭気除去率と水分の比較

脱臭槽水分→除去率に余り影響を与えなかった
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・局所的に水分の高いところと低い
部分が生じて、水分の高い部分で
脱臭や微生物の活動が盛んに
行われた(?)。

・小規模実験にはないスケール
メリット(?)
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○場内実証試験のまとめ

・豚ぷん発酵時の臭気を、完熟豚ぷん堆肥とオガクズを混合
し、水分を60%前後まで高めた同体積の資材に通気すること
によって、アンモニアや硫黄化合物を大幅に除去することが
可能である。

・送風機にリングブロワーを使用した場合は1～2ヶ月で
水分が低下する。水分が低下した場合は水を添加する
ことが望ましい。

・脱臭槽には無機態窒素(特に硝酸態窒素)が大幅に増加する。
有機態窒素は微増する。



・水の代わりに汚水処理施設の余剰汚泥は添加
できないか？
（水分添加＋脱水機の負担軽減）

・簡易で労力負担の少ない水分の添加方法の検討

・リングブロワーとターボブロワーの比較

５．今後の展開



悪臭吸着堆肥の利用技術  

～堆肥脱臭技術により生産される窒素付加堆肥の可能性～  

九州沖縄農業研究センター 荒川祐介   

やや古いデータ（平成11年）になるが、我が国の有機性資源の発生量の総計は年間2億7400   

万一ンであり、そのうち約1／3の約9051万トンを家畜排せつ物が占めている。（表1）。家畜排   

せつ物に含まれる窒素は推計で約66万トンとされてし、るが、そのうち42万トンが土づくり資  

し材として草地や農地還元へ、約6万トンが浄化処理や高度利用にしむけられ、約7万一ンが野   

積みや素掘りといった不適切な処理がなされていた。さらに、残りの約10万トンが堆肥化過   

短において挿散などにより失われていると見られている。野積みや素掘りといった不適切   

な処理については、「家畜排せつ物法」の施行により利用促進のための計画立案やその支援   

措置が講じられている。さらに堆肥化過程の揮散などにより失われる窒素の何割かでも回   

収し、農地還元できるならば、我が国の農耕地に施肥されている化学肥料4畠万窒素トンの一   

部を代替し、国内における窒素循環の適正化に資すると考えられる。  

表1我が国の主な有機物資源の発生量と窒素含有量（万トン）  

有機物資源の種類  発 生 量   窒素含有量．   

農業系   わら類等   1，404   臥3   

家畜排せつ物   9，051   66．0  

畜産物残さ   167   8．4   

林業系   樹皮▼木くず等   784   3．1   

340   1′3  食品製造業   

動植物性残さ       事業系生ゴミ   600   2．4   

建設業   建設発生木材   632   1．0   

家庭   生ゴミ   1，000   3．9   

汚泥類   下水・し尿汚泥   10，545   20．9  

浄化槽汚泥   1，359   1．4  

食品関連汚泥   1，504   5．3  

農業集落排水汚泥   32   0   

ノ合  計  27，418   122．0   

（注）1，「生物系廃棄物のリサイクルの現状と課題」（平成11年2月、  

生物系廃棄物リサイクル研究会）を一部改変。  

2．利用可能な最新データ（平成6年～12年）を使用   

一方、農業が本来持つ自然循環機能を生かして発展できるという特質を十分発揮できる  

ようにするため、たい肥等を活用した土づくりの励行や化学肥料や化学合成農薬の使用低  

減等による持続性の高い農業生産方式の普及浸透を図ることを目的に「持続農業法」が制  

定された。この法律に基づいて、持続性の高い農業生産方式を策定し都道府県知事に認   



定された農業者を「エコファーマ】」として各種支援の対象とすることとなった8干コフ  

ァーマ一に認定された農業者の数は年々増え続け、平成18年3月未時点では全国でのべ  

100，737人にのぼっている。さらに、平成19年度からは「農地「水・環境保全向上対策」  

が導入され、「品目横断的経営安定対策」と“車の両輪”となる政策と位置付けられて、日  

本で初めてイ環境農業直接支払い」の制度が実施されることとなった。農業用水路の泥上  

げや農道の点検などの資源保全の地域共同活動を非農業従事者もまじえた地域活動組織を  

つくって行うことに対して支援が行われるとともに、これに加えて化学肥料と化学合成農  

薬の5割削減などの環境保全型農業に地域で取り組む場合に営農活動への支援が行われる  

こととなった。さらに、消費者の食の安全・安心に対する関心の高まりとともに有機農産  

物や特別栽培農産物の需要は増加傾向にある。   

九州沖縄農業研究センターで開発された堆肥脱臭技術は、堆肥舎からの悪臭発生の軽減  

技術という側面とともに、家畜排せつ物の窒素の有効利用技術、新たな有機質肥料の生産  

技術という側面も持ち合わせている。本稿では、堆肥脱臭技術で生産された窒素濃度が高  

められた堆胞（窒素付加堆肥）の作物栽培への利用の研究の進展状況と今後の展開にちい  

て述べる。  

1．窒素付加堆肥の肥効特性  

表2に窒素付加堆肥の養分含量等を示した。堆肥脱臭システムによって全窒素濃度は、原  

料堆肥の1．9％に対して6．1％まで高めることが出来た。、これはなたね油粕や乾燥鶏ふんと  

同等程度の窒素濃度である。窒素増加分の多くは無機態であったが、一部はおそらく菌体  

タンパクとなって有機態の形で存在した。この堆肥中の有機億窒素は土壌中に埋設後2週  

間で55％が無機化した（図1）。無機態窒素の肥効率は100％なので窒素付加堆肥全体での  

窒素の肥効率は70％になると推定された。これは、原料の牛ふんおがくず堆肥の窒素肥効  

率の20～30％よりも高く、なたね油粕（窒素肥効率0．6）や乾燥鶏ふん（同0．6）と同等以  

上で、かつ、より速効的であると考えられた。   

耕種農家は堆鹿に施肥効果、土壌改良効果、有機資源の有効利周などを期待している。  

特に、窒素肥料的効果は施用の効果が実感できるため最も期待されている。窒素付加堆肥  

は速効的な窒素成分を豊富に含むことから耕種農家の期待に応えうる有機質肥料と考えら  

れる。   

蓑2 アシモニナ吸着前後の堆肥の養分含量等  

有機億Nリン酸 カリ   

％  ％  ％  

水分 全窒素 Ⅶ4－N 恥3－N  

％  ％  ％  ％  

EC  

〟S／cm  
pH  

原料堆肥 55．1 1．92 ■ 0．01   0．06  

吸着後＊ 45．0  6．10 1．25   2．09  

1．86   2．1   4．6   

2．77  1．9  4．3  

臥6  6．8   

6．7  18．7  

＊第1週槽から吸気し、9週間吸着を行った。   



○ 吸着後 ●原料堆肥  60  
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図1アンモニア吸着後の有機態窒素の無機化率  

さらにヾ窒素付加堆肥の窒素肥効率、カリ肥効率から推定される化学肥料換算成分の  

N／E20比は約1となっ考（表3）。多くの作物において施肥基準のN低0比は1に近いた  

め、窒素付加堆肥を窒素基準量で施用した場合、他に過燐酸石灰やようりんなどのリン酸  

資材を施用するだけで作物栽培が可能と考えられる。  

表3 窒素付加堆肥（現物）の化学肥料換算成分量とN／Ⅸ20比  

成分  成分量   肥効率（％）   化学肥料換算  N／Ⅸ20比  

也gノt）  成分量（kg／t）  

窒素  33．6  

リン酸  10．5  

カリ  23．7  

1．1  

2・窒素付加堆月巴の貯脚寺の成分安定性   

堆肥の需要期は通常作物作付け前の春、秋に集中するため、非需要期間は貯蔵される。  
その期間はおおむね最大6ケ月と考えられる。そこで、貯蔵時の成分安定性について窒素  

成分の動態をモニタリングした。すなわち」ロットの違う窒素付加堆肥2点を用いて、風  

乾ののち（水分含量は14％に低下）、ポリエチレン袋に入れ30℃恒温条件で長期貯蔵試験  

を行った。180 日経過後には、堆肥を二分し、一方は水分含量を50％（慣行の堆肥の水分  

量）に調整して引き続き貯蔵を行った。その結果、堆肥の水分を14％以下に維持した場合、  

堆肥ヰの窒素成分の揮散等の動態変化は6ケ月以上おこらなかった（図2）。一方水分調整  

を行った後は、森々にアンモニア憩室秦が減少し、減少分の一部は硝酸態窒素に変化した  

（図3）。以上から成分保持のた－めには、水分を低下させることが必要と考えられた。なお、   



堆肥は低水分では、圃場散布の際   

に粉塵の発生が起こるため、ペレ  5  

ット化などの成型処理を行うこ  4・5  

→●一全窒素－○・・硝酸態－○・・アンモニア態  

とが望ましい。  4  

ぎ  
） 3．5  

僻  
瑚1  

8．5  

0  

0  40  80 120 160 200 240  

貯蔵日数（300c、水分14％、ロット：第1癌）   

図2 堆肥貯蔵中（低水分条件）の窒素成分変化  
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図3堆肥貯蔵中の窒素成分変化（水分調整後）  

3．栽培試験結果   

基肥、追肥ともに窒素付加堆肥を用いて行った夏まきニンジンの栽培試験の結果を報告  

する。供試した窒素付加堆肥の成分含量を表4に示した。慣行の施肥基準は窒素、リン酸、  

カリ各々10g／dなので、窒素付加堆肥区では堆肥の窒素肥効率を0．7と想定し、254g乾物  

／dの堆肥を全面施用し、不足するリン酸、カリを化学肥料で補った。播種は2005年8月  

29日に行い、追肥を9月26日並びに11月9日に行った。追肥量は各回化学肥料区は燐硝  

安加里S646号（窒素16％リン酸4％カリ16％）を30g／ポ、窒素付加堆肥区は窒素付加堆  

肥を122g乾物／dづつ施用した。収穫は適期よりも1～2週早い12月14日（播種後107  

日）に行った。中間調査（11月9日）では、ニンジン1本重は処理区による差は認められ  

なかったが、収穫時におけるニンジン1本重は、窒素付加堆肥区では化学肥料区と同等以 

上であった（図4）。  

表4 夏まきニンジン栽培に供試した窒素付加堆肥の成分含量   



pH 水分％ 全窒素％ NH。一硝  NO。1硝  C／N リン酸％ カリ％  

6．7  19．5  5．63  1，29   2．36  6．18   1．98  3．53  

□無施肥■慣行目窒素付加堆肥  
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調査日（2005年）   

図4夏まきニンジンの⊥本重（平均±標準偏差）  

品種 向陽2号 播種日8／29 栽植密度28，600本／10a  

4．今後の研究方向   

窒素付加堆肥の利用については、すでに熊本県菊池地域振興局等との連携により農家圃  

場においても実証試験を開始している。品目はホウレンソウ、キュウリ、サラダゴボウ、  

ニンジン、長ネギ、アスパラガスなどの野菜類や茶について行われている。これら実証帯  

験により窒素付加堆肥の作物栽培への有効性が明らかとなるだろう。   
堆肥化脱臭技術は、脱臭効率を優先的に考えて開発され、すでに熊本県内に数箇所のプ  

ラントが稼動し、実用段階にな？ている。しかしながら窒素付加堆肥の製造技術としてみ  

た場合、未だ検討すべき点が多い。第一は製造期間の短縮である。現在のシステムでは吸  

着槽の堆肥の入れ替えは2ケ月毎となっているため、窒素付加堆肥として生産可能な堆肥  

の量は総量の5～10％程度となる。製造期間の短縮が図られるならば、生産量は増加する。  

次いで、任意の濃度に窒素を高めるためのノウハウの構築が必要である。葉菜類や果菜類  

に対する追肥として用いるならば、現行の窒素濃度約6％からさらなる高窒素濃度化が望ま  

しい。さらに硝化、有機化促進によるアンモニア吸着後の窒素成分の安定化技術の確立も  

課題である。堆肥の利用の面では、異なる作目、作型での窒素付加堆肥の有効性の確認、  

また、養分利用率を高めるためには、コーティング加工等による肥効制御や局所施用法の  

検討が必要である。窒素付加堆肥施用後の土壌中での物質動態は未知な部分が多い、窒素  

付加堆肥のような硝酸懐窒素と有機物が高濃度で混合して投与されることで土壌の脱窒活  

性や硝酸憶窒素の溶脱には大きな影響を与える可能性がある。また、連用した場合の影響  

についても検討が必要である。   
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大量生産  
大豊消費 の社垂  
：－‾廉潔  

■ 食料・農業・農村基本法の制定  
■ イJ’傑物リサイクルや環境傑金型農業U）推進  

■ 農二葉殿境こ書法  
一 拍純性レ）注射＼農業当∵産方式のや入促進に関する法律   

■ 豪商瀾せ－ノ物の管増び）遜■11て化及び利川U）促進に閲する法律   

一 肥料t脚法ゾ巨部を改正する法錐  

■ 畜鍾農家には、良質な堆肥の奥逓が求跡うかているや  

■ 耕椰農；衷には．環境保全聖職筆への移行が求め‘うれている  

i農業技閥サマドでは⊥づ＜り、たい肥糾川を奨励   
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畜産物残さ  
林業系  樹皮・木くず等  
食品製造業  動植物性残さ  

事業系生ゴミ  
建設業  建設発生木材  
家庭  生ゴミ   
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 汚泥類  下水・し尿汚泥  

浄化槽汚泥  
食品関連汚泥  
曲集集落排水汚泥  
合 計  27，418  

（江）1．「生物系廃棄物のリサイク／レの現状と課題」   

（平成11年2月、生物系廃棄物リサイクル研究会）を一都改変。   
2．利用可能な最新データ（平成6年～12年）を使用  

豪畜排廿つ物由の馨童の渡れ  

冨  ヒを占める。  

処理へ  

（  七  

2   



持続  業法の制定  
持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律）  

噂盈猥  

持続性の高い農業  
生産方式の導入指  
針を策定   

導入すべき持続性  
の高い農業生産方  
式を地域の特性に  
即して明確化  

用低頗球術、化！  
鹿盛徳崩低減痩   



4   



篭農産物や特別栽培農産物の帯軍拡；  
消費者の食の安全・安心に対する関心の高まu  

国内生産の有機農産物の格付数量（トン）  

50．080  

45．000  

40．000  

35．000  

30．000  

25．000  

ZO．…  

15．洞  

10．000  

5，000  

0  

画その他の農産物  
書換茶（兼茶）  

■大玉  
■麦  
■米  
■果樹  
■野菜  

犠種農家にとって良質なたい肥とけ  

化！ l止寛一  る  

卜安全性が担保   

⊂  



虎士拙⊥【唯岬（「巴効準肘  

アンモニア吸着前後の堆肥U）養分含兢等（・例）  

・－・読－」   

⊥素一＝姐御－一巴頚   

●堆肥   

＝＝ヒミ・＝＝・ 
．＝  

瀾窒素量－く；速度定数   瀾■■刑 盃…挺ニ．一   
0   20  4（】  60  80 1∝l   

経過日数   
堆肥中の有機態窒素の無機化率   
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窒素付加堆肥  の
 
 

時
 
 

蔵
 
 

貯
 
 

の
 
 

成分安声軒  
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堆肥を使った夏まきニンジン栽培  

「i  試許場所場内函壌  
土塙条件厚層多腐植質黒ボク」  
供試作物 ニンジン（向陽2号）  

試検規模1区7n†ラテン方格法3連  
作付本数28．600本／10a   

8／29播種 9／28．11／9追肥  
11／9中間調査 12／14 収量調査   

10   



市販の有機質肥料  

■ 市販の有機質肥料→高い   
tなたね油粕で窒素1kg相当で11（）り円  

■ 乾燥鶏ふん   

t安価だが、肥効・品質が不安定   

■およそ化学肥料の3割まで代替可能   

■臭い   

■（：；l含量が大きい  

窒素付加たい肥の今襟・研究万同  

鯵準期間の短縮  
巨の濃動こ垂素を責めるためのノウハウ。  

■アンモニア吸着後の成分の安定化促進く硝化、、蕎機北）  

罠なる作目、作型でのの有効性の確認  
■コーティング加工材こよるた効制御  

－ ■甲撫用技術   

■∃ 付加たい肥施用礁の土壌中での鞠贅動態   
痢艶穿葬．有劇断棚甜含ん石狩与きわることて榔鱈轡   
ズ摘か？   

蔓用した場合の影響  
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