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人工飼料用蚕飼育室の清浄環境整備

に関する研究

I.空気調和装置のエアフィルタの性能について

藤野昭・松 田 基 一

27 

人工飼料による稚蚕飼育はすでに実用技術の段階となり，各地域の稚蚕共同飼育所への

導入がすすめられている.これにともない，人工飼料育用の稚蚕共同飼育所の新設，ある

いは既設の共同飼育所の人工飼料育用への改造がはかられているが，この場合，近代的な

空気調和装置を設置し，しかも飼育室内環境を清浄に保つよう求められている.このため

装置内には清浄用エアフィルタかエアクリーナを設備するよう要望されている(農蚕園芸

局， 1978). 

筆者らはこの目的に用いるエアフィルタの効果について検討した結果，直径0.3μ の粒

子を 99.97%除去しうる高性能徴粒子フィルタを用いれば十分にその目的を達しうること

を明らかにし，この方法による飼育室内の徴生物的環境の整備を提言してきた(松田ら，

1973 :伊藤ら， 1973) .しかしその後，空気調和装置の構造あるいは換気の条件などを克

明に調査した結果，使用するエアフィルタの性能は低格のものでも十分実用に耐えうるで

あろうと L、う見通しを得た.そこで既設の人工飼料用蚕飼育実験室に設けられている空気

洗浄方式の空気調和設備を用いて，エアフィルタの除菌性能と清浄環境の維持について再

検討を行った.ぞの結果二，三の知見を得たのでその一部について報告する.

本文に先だち種々ご指導を賜わった元蚕糸試験場製糸機械研究室長余田喜重氏に，また

本文のご枝問を頂いた蚕糸試験場化学部長東野正三氏に厚くお礼を申し述べる.

材料および方法

1. 実験装置の概要

空気調和装置を含む実験装置を図-1に示す.屋外に設けた外気取入口から，ダクトを

介して空気調和装置内に外気が取入れられる.本装置内にはたて型1列に10個の噴霧ノズ

ルが配置され毎分50.eの水を噴霧させることにより外気を洗浄する洗浄機が設備されてい

る.また送風機は両吸込・片吸込の多翼型2基が設けられ，ダクトを通じ毎分32m'の空気

を飼育室に送り込めるように設定されている.片吸込多翼送風機の直後には排気用に分岐

したダクト，および風量調整用ダンパを設け，さらに試験用エアフィルタを装着するフィ

ルタ室が設置されている.エアフィルタを通過し F過された空気は容積52m'の実験室内
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図-1 実験装置

第1表実験に用いたエアフィルタの種類と特性

¥特性! エアフィルタ※

種類¥¥| 効 率 大きさ|圧力損失|定格処理風量

1 直径 0・3μ の粒子に対し ω×610×290mm| 22m・Aql m75d/h 
99θ7%|  

21  直径 O.3μ の粒子に対9しO~'6 1 61u.nUvAcUm.vvx2M90115M |1875  

| 直径 0 8 M粒子に対9し9% I 61Ox610x29o 1| 5 | | 24∞ 

※ 輿研製ミクロンクラウンフィノレタ

に導入され，毎時36回の換気回数で空気調和室に再循環させる.損失空気の補給は必要量

に応じてダンパの開閉調整により外気を取入れるよう設定されている.

2. 供試エアフィルタ

実験に用いたエアフィルタは，直径0.3μ の粒子を99.97%.同じく 90%除去しうる能力

のものおよび直径 0.8μ の粒子を 99%除去しうるものであって，いずれも施設設計に際し

容易に入手できるものであることを前提とした結果，市販品(輿研製ミクロンクラウンフ

ィルタ〉を用いた.これらエアフィルタの特性の一部を第 1表に示す.

3. 気中徴生物の測定方法

気中徴生物の測定には浮遊菌を捕集して行う次の 2法を並行実施した.

1) 落下菌法，普通寒天培地を用い，直径9cmのシャーレ内に落下捕集された総菌を300C
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第2表性能を異にするエアフィルタを用いた場合の清浄度調査

調。 定 方 法 落下菌法 直接法課目 定 場 所一一一一一一

外気取入 口 20個 15個

直径0.3μの粒子を99.97%除去するフィ|
/レタ

。 O 

直径0.3μの粒子を附除去するフィルタ 1 。 O 
アネモスタット吹出口 | 

直径0.8μの粒子を的除去するフィルタ| 。 1 

フィルタを用いない 4 

注:1. 空調機械系は外気を 100克とり入れた

2. 洗浄機は運転しなかった

にて48時間培養したのち，生じたコロニーの数を計測した.なお外気取入口やダクト内な

どの送気中における捕集はシャーレの寒天培地面を気流に向け直角位置に配置して行っ

た.捕集は10分間行い， 3回の平均値をもって菌数値とした.

2) 宜接法，気相 100.eをモニター中に捕集し，総菌数計測用滅菌培養液を注入後上記

条件で培養し，生じたコロニー数を計測した(松田ら， 1973). 

3. 気中徴生物の測定個所

外気，空気調和装置内外気取入口，ダクト内部および飼育室内のアネモスタット吹出口

直下にそれぞれ捕集点を定め実施した.

4. 空気調和装置の運転条件

下記の条件で運転したが，温度ならびに湿度の制御は無視した.

1) 外気を 100%取り込み，循環空気を再利用しない方式を採用した.従って導入空気

は飼育室から外部へ放出させた，この場合洗浄機を作動させなかった.

2) 上記条件下で洗浄機を作動させた.なおフィルタを装着する場合，ダクト内面とフ

ィルタ外面との聞に隙聞を生じないよう布テープで十分目張りを行った.また実験前に室

内は 3%ホルマリン溶液6.eの噴霧を行い3日開放置後，空気調和装置を運転し，ダンパ

を調整して室内空気を放出しつつ新鮮F過空気とおきかえた.

結果および考察

まず性能の異なったエアフィルタを用いて得られる清浄環境の違いを調査した.この場

合極端な条件として，外気を 100%取り入れるとともに空気洗浄機の作動を停止した.こ

のことは浄化空気の循環が絶たれ，供試フィルタには常時洗浄されない生の外気を 100%

導入することとなる.このような条件のもとに得られた室内の清浄度を落下菌の総菌数表

示によって示すと第2表のとおりであった.

本実験時期に外気中から捕集された菌数は，落下菌法では10分間に平均20個，直接法で

は100.e中に平均15個が測定され，実験期間においては当該測定値のふれも少なく概して

安定していた.供試エアフィルタを用いた場合の実験室内の落下菌の測定結果をみると，

明らかに除菌効果のあることがわかる.ただし直径 0.8μ の粒子を99%除去し得るエアフ
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ィルタを用いた場合， 100/!'中に 1個の菌が発見されている.並行して実施した対照区即

ちエアフィルタを用いない場合の測定値が当初の予想に反して落下菌法で10分間に 1個，

直接法で 100/!'中に 4個であることから，導入外気はエアフィルタに到達するまでの聞に

著しい減菌作用を受けるのではなかろうかと思われる.そこで前記の実験条件のもとに，

空気調和装置内の空気の流れに従って外気取入口およびダクト内の 2点を選び，気相中の

菌量を追跡調査してみたところ，第3表に示すような結果が得られた.まず外気取入口の

菌量の測定値は落下菌法で直径9cmのシャーレ上10分間平均 186個であった.一方ダクト

途上のプレフィルタ前においては両者の数値が一段と減少し，供試エアフィルタ前面にお

いてはさらに減少する傾向がみられた.これまでエアフィルタ前面においては，菌などを

含む徴小粒子を大量に受けるものであろうとしづ概念を持っていた.しかし本結果にみら

れたように，ダクトを流れる空気中の菌数が空気の進行に従って漸減する現象は，これま

での常識を打ち破るものとして興味深い.その詳細については今後の調査に待ちたい.

つぎに実験条件をかえ，洗浄機を運転して上記と同様な測定を行った.その結果を第4

表に示す.

空気調和装置内の外気取入口での測定は，ノズルからの水の噴霧のために不可能であっ

たので、やむを得ず第3表の数値を採用した.機内で洗浄された調和空気中から捕集した菌

第3表 性能を異にしたエアフィルタを用いた場合の空調経路内清浄度調査ιよフィノレタ 粒子99直.9径7906.3μ 粒子9直o径z0.3μ 99径% な し粒子直 0.8μ 

¥¥¥  A B A B A B 

外 気 A: 20個 B : 15伺

空気気取調入和口装置内新鮮外 A : 186個 B : 13個

ム日ダUクト内プレフィルタ 8 

ダクト内メインフィル
4 タ前

A:落下菌法 B:直接法

第4表空気調和装置の通常運転時における空調経路内清浄度調査

¥¥測¥定¥場所 ¥フィ¥Jレ¥タ¥ 
粒子99直.9径7906.3μ 粒子9直0径%0.3μ 粒子9直9径960.8μ な し

A B A B A B 

外 気 A : 20個 B : 15個

妻気取調入和口装置内新鮮外 A : 186個 B : 13個

ダクト内プレフィルタ
2 前

ダクト内メインフィル
2 タ前

アネモスタット吹出口 2 

A:落下菌法 B:直接法
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数を第3表のダクト内プレエアフィルタ前面のそれと比較すると，後者の方が著しく低い

値となっていることが判る.このことから導入空気の洗浄処理は空気の清浄化に一役を担

っていることが窺われ(武藤1955，井上1956，今野1965)，その除菌効果も両者の数値の

聞きからみてかなり高いことが示唆された.勿論供試エアフィルタへの到達菌もさらに減

少した.一方実験室内での調査結果をみると，直径0.3μ の粒子を 99.97%除去する高性

能微粒子エアフィルタと，同じく 90%除去するエアフィルタとのそれぞれの通過空気中の

測定値の聞には数値上の差が認められていなかった.表 1にもみられるように，供試エア

フィルタの能力は低格のものほど圧力損失が小さい.しかし効率的には大差がないという

事実はエアフィルタそのものの交換周期や送風機の大きさにもかかわり，施設運用時の経

済性にも関係する問題となろう.

さて人工飼料用蚕飼育室の空気調和装置の運転条件は上記の実験のように苛酷な条件で

はなく，浄化空気を可能な限り再循環させることになっていて，外気は通常1O~15%程度

導入されるにすぎない.実験室内で汚染された空気も保菌状態のまま空気調和室内に再循

環されるが，上述の結果から明らかなように再び洗浄されることによって減菌され，さら

にエアフィルタによって除菌されるであろう.実験室内で醸成された汚染空気が，空気調

和装置の運転によって清浄化される様子についてはすでに明らかにされている(松田ら，

1973). 

飼育室の清浄化は単なる導入空気のi戸過だけで果せるものではない.作業員が入室時に

持込む汚染菌量も無視できない.むしろ後者による汚染の方が導入空気による汚染を上廻

るように思われる(松田ら， 1973) .このような問題は出入口の設備の充実と同時に，入

室する個々の作業員の衛生観念、に待つ以外解決できないであろう.しかし清浄環境の作成

と保持とは人工飼料用蚕飼育室に不可欠の条件であるから，空気調和装置において可能な

限り性能の高いエアフィルタの設置がのぞましい.

今回検討したエアフィルタのなかで直径0.8，uの粒子を99%除去しうる性能のものを使

用した場合， 10分間に数個の割合で外気の菌を室内に持ち込んでいる.この数値は完全な

清浄環境の保持を目的とする立場からみると不適当であろうが，この程度の汚染度がもっ

実用的な意味については改めて考えてみたい.

なお本文でエアフィルタのF材，寿命および計画送風量など空気調和装置を設備する上

で極めて重要な要素に十分言及できなかった.改めて検討し報告したい.

摘 要

人工飼料用稚蚕共同飼育所飼育室の清浄環境保持のため，導入空気の除菌に使用されて

いるエアフィルタの性能について検討を行った.実験は標準的な空気調和装置を用い，特

性の異なる数種類のエアフィルタを装填し，導入空気中各経路上にて捕集される総菌数を

測定して実施した.その結果，従来用いられてきた高性能微粒子エアフィルタ即ち直径

0.3μ の粒子を99.97%除去する性能のものは十分な清浄効果をもつものとして確認された

が，直径0.3，uの粒子を90%除去する性能のものでも十分使用できることを明らかにした.

これに加え空気調和装置の洗浄機が清浄化に威力を発揮していることを確認した.
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