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ネットを利用した開放型畜産施設向け脱臭技術の開発（第 2報）

瀬山祥平＊・鹿沼由香理＊＊・柿沼博之・鈴木睦美

Development of Deodorizing Technology for Livestock Production Facilities using Net (Part 2) 

Shohei SEYAMA, Yukari KANUMA, Hiroyuki KAKINUMA and Mutsumi SUZUKI 

＊現農政部ぐんまブランド推進課
＊＊現浅間家畜育成牧場

要 旨
I

開放型畜産施設において臭気の拡散を防止する脱臭技術を確立するため、クエン

酸水溶液により温潤させたネットを施設開放面に展張する方法によるアンモニア除

去効果を検証した。

1 第 1報で開発した『ネット式脱臭装置』（特願 2015-149562) について、屋外で

の使用や、多様な形状・規模の施設に対応可能なものとするため、装置の設置方

法等の見直しを行った。

2 屋外の試験用堆肥舎を用いた試験において、『ネット式脱臭装置』により、施設

内で発生したアンモニアを除去できることを確認した。

3 酪農家の成牛舎及び繁殖和牛農家の堆肥舎で行った現地実証試験において、循

環利用したクエン酸水溶液にアンモニアが溶解していたことから、臭気中アンモ

ニアが中和・除去されたことを確認できた。

4 『ネット式脱臭装置』を実規模の乳牛舎に設置する場合の設置方法及び設置・

運転に係るコストを試算した。

緒 言

全国の畜産経営に起因する苦情発生状

況調査 (2017年）において、苦情発生戸

数は 1,559戸であり、そのうち悪臭に関連

するものの占める割合は 53.4%となって

いるり。本県でも、その割合は 74件中 41

件と約 55.4%を占めており 2)、臭気対策は

畜産経営においてもっとも大きな課題で

あるといえる。また、畜産農家の大規模

化や一般住宅との混住化、環境問題への

関心の高まりなどから、悪臭問題は畜産

経営の存続を脅かす間題となっており、

畜産臭気への対策は重要性を増している。

一方で、畜産経営の大部分を占める開

放型施設では、発生した臭気の拡散を防

止することは困難であり、現在、根本的

な対策技術は確立されていない。

そこで、既存の開放型畜産施設に簡易

に導入可能な臭気対策技術として、施設

開放面に設置したネットによりアンモニ

ア等の臭気成分を吸着・除去し、脱臭を

行う技術の開発を目指した。

第 1報では、室内試験において、クエ

ン酸水溶液で湿潤させたポリエステル製

のネットによるアンモニア除去効果を確
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認し”、さらに、既存の開放型畜産施設へ

の導入を想定した『ネット式脱臭装置』

を開発、ビニールハウスを用いた風洞実

験において、ネットによるアンモニア除

去効果を確認した。

本報では、実規模を想定した試験用堆

肥舎及び酪農家の成牛舎及び繁殖和牛農

家の堆肥舎において『ネット式脱臭装置』

によるアンモニア除去効果の実証試験を

行ったため、その結果を報告する。

なお、本研究は平成 26年度農林水産省

「農林水産業・食品産業科学技術研究推

進事業」において、群馬県繊維工業試験

場、木戸株式会社及び群馬県農政部技術

支援課と共同で実施したものである。

材料及び方法

試験 1 試験用堆肥舎における脱臭効果

の検証

(1) 供試資材

第 1報で開発した SR(Soil Release) 加

工を施した 5mmマス目のポリエステルネ

ット（以下、ネット）を用いた。

(2) 試験装置及び調査方法

当場の試験用堆肥舎（間口 4.5mX奥行

6m X高さ 4m) (図 1) で、牛ふん堆肥の

切り返し時に発生するアンモニアに対する

除去効果を調査した。本施設は、北側一面

が開放されており、この開放面にネット式

脱臭装置 (3m幅 X 1台）を設置し、ネッ

トを展張しない場合（以下、①）、ネット

のみ展張した場合（以下、②）、ネットを

水道水で湿潤させた場合（以下、③）、 0.2

％クエン酸水溶液で湿潤させた場合（以下、

④)について、施設内外のアンモニア濃度

を北川式ガス検知管を用いて測定した。

また、ネット下部で回収した水道水及び

0.2 %クエン酸水溶液について、 pHはガ

ラス電極法、アンモニア態窒素濃度はイン

ドフェノール法で測定した。

なお、散水装置への給水については、定

格出力 lOOWの水中ポンプを用いて 10分

毎に約 5Lを供給、ネット下部で水溶液を

回収し、 lOOLを循環利用とした。

試験に用いたネット式脱臭装置の概要を

図 2、 3に示す。第 1報で開発したネット

式脱臭装置では、ネット下部での水溶液の

回収にあたり、散水装置と同様の繊維強化

プラスチック (FRP) 製の回収装置を使用

したが、本報では市販の雨樋を用いた。

市販の資材を用いることで、製作や補修

のコストを抑えるとともに、実規模の施設

への設置や、現場施工を容易にするためで

ある。また、各散水装置への給水量をボー

ルバルブで調節できるため、並列した各散

水装置への給液量を一定とし、水中ポンプ

のタイマー運転により複数のネットの湿潤

を維持できるようにした。

試験 2 酪農家成牛舎及び繁殖和牛農家

堆肥舎における現地実証

(1) 供試資材

試験 1と同様のネットを用いた。

(2) 試験装置及び調査方法

酪農家成牛舎（前橋市）には、施設西

側開放面に幅 23m(3m幅 X 7台、 2m幅 X l 

台）、繁殖和牛農家堆肥舎（みどり市）に

は、施設東側開放面に幅 9m(3m幅 X3台）

のネット式脱臭装置を設置した（図 4、

5)。

アンモニア濃度の測定は、次のとおり

とした。ネット内は、成牛舎ではネット

と牛舎の間、堆肥舎では施設内で測定し

た。ネット外は、ネット外側 Imの位置で

測定した。

また、ネット式脱臭装置へのクエン酸

水溶液の供給については、 0.4%クエン酸

水溶液 200Lを循環利用とし、成牛舎につ
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いては定格出力 200W、堆肥舎については

150Wの水中ポンプを使用 して 10分毎に

装置 l台あたり約 SLを供給した。成牛舎
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図 1 試験用堆肥舎に設置したネット式脱臭装置
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では運転開始 6時間後、堆肥舎では開始 5

時間後の循環液の pH及びアンモニア態窒

素濃度を測定した。

因 2 ネット式脱臭装置によるアンモニア除去の機構

図 3 ネット式脱臭装置の外観及び概要

因4 酪農家成牛舎に設置 したネット式脱臭装置 (A:設置前、 B:設置後） 2016年8月10日設置

誓-m―で

図 5 繁殖和牛展家堆肥舎に設置したネット式脱臭装置 (A:設置前、 B:設置後） 2016年9月26日設置
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結果

試験 1

牛ふん切り返し時のアンモニア濃度、 pH

及び回収液 NH4-N濃度を表 1に示した。

アンモニア濃度は①②の施設内で 25ppm、

ネット外で 8ppmと、処理間で差異は見ら

れなかった。

③の施設内のアンモニア濃度は 18ppm、

ネット外では IOppmであった。

④の施設内で 25ppm、ネット外で 4ppm

となり、他の処理に比べてネット外のアン

モニア濃度が低かった。

③の回収液の pHは水道水で 6.46から

8.50、④の 0.2%クエン酸水溶液で 2.67か

ら 3.31にそれぞれ上昇し、回収液のアン

モニア態窒素濃度は③で 30mg/L、④で

118mg/Lと、 0.2%クエン酸水溶液でアン

モニア除去効果が高かった。

試験 2

各試験施設のアンモニア濃度、 pH及 び

循環液 NH4-N濃度を表 2に示した。ネッ

ト内のアンモニア濃度は酪農家成牛舎で

1.5ppm、繁殖和牛農家堆肥舎では 0.8ppm

であり、ネット外では、ともに検出されな

かった。

一方、循環利用した 0.4%クエン酸水溶

液の pHは、成牛舎で 2.54から 2.91、堆肥

舎で 2.50から 2.69にそれぞれ上昇し、ア

ンモニア態窒素濃度はそれぞれ 104.2mg/L、

4.6mg/Lであった。

表 1 試験用堆肥舎におけるアンモニア除去効果

処理

アンモニア濃度(ppm) pH 回収液

施設内
ネット外 送液時回収時

NH4-N濃度

（間口付近） (m /L) 

25 8 
25 8 
18 10 6.46 8.50 

① ネットなし

②ネットのみ

③ 水を散水
④ 0.2%クエン酸水溶液

を散水
注）調査日時：平成28年10月19日15:00、気温20℃、風速0.2m/sec

水および0.2%クエン酸水溶液を散水し、回収液を測定
lOOWの水中ポンプを使用、 10分毎に約5Lを供給

25 4
 

2.67 3.31 

30 

118 

表 2 現地実証施設におけるアンモニア除去効果

アンモニア濃度(ppm)

ネット内 ネット外

pH 

施設
開始時終了時

酪農家成牛舎 1.5 0 2.54 2.91 

繁殖和牛農家堆肥舎 0.8 0 2.50 2.69 
注）酪農家成牛舎：平成28年11月30日10:00~16:00、気温11.8℃、風速0.2m/sec

ネット内は牛舎とネットとの間で測定
ネット外はネット外側lmの位置で測定
0.4%クエン酸水溶液200Lを循環利用し、 6時間運転後の循環液を測定
200Wの水中ポンプを使用、 10分毎に装置1台あたり約5Lを供給

繁殖和牛農家堆肥舎：平成28年12月8日10:00~15:00、気温16.5℃、風速l.2m/sec
ネット内は施設内で測定
ネット外はネット外側lmの位置で測定
0.4%クエン酸水溶液200Lを循環利用し、 5時間運転後の循環液を測定
150Wの水中ポンプを使用、 15分毎に装置1台あたり約5Lを供給

循環液

NH4―N濃度

血
104.2 

4.6 
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考察

開放型畜産施設に対応した脱臭技術の確

立のため、クエン酸水溶液で湿襴させたネ

ットについて、アンモニア除去効果の検証

するため、実用規模を想定した試験用堆肥

舎、酪農家成牛舎及び繁殖和牛農家堆肥舎

の 2つの農家施設において実証試験を行っ

た。

試験用堆肥舎では、ネットを展張し散水

しない場合に比べ、 0.2%クエン酸水溶液

を散水した場合にネット外のアンモニア濃

度が低くなった。クエン酸水溶液によるア

ンモニアの中和・溶解も確認されたことか

ら、ネットによる物理的な臭気拡散の緩和

と併せて、クエン酸水溶液による臭気成分

の中和という化学脱臭の効果も作用したも

のと考えられた。

また、農家施設では施設内のアンモニア

濃度がともに 2ppm未満と低いため、ネッ

ト外でアンモニアが検出されなかったが、

クエン酸水溶液へのアンモニア溶解が確認

されたことから、施設からのアンモニアの

拡散が防止されたことが示唆された。

また、今回、農家試験にあたり施設設置

に協力をいただいた生産者からは、ネット

を設置することによる目隠し効果や、臭気

(1)施設の外に装置設置用の枠を建設し装置を設置する。

対策を周辺住民にアヒ°ールすることで苦情

発生の減少が期待できそうだとの声が聞か

れた。

一方、臭気対策技術としての装置の有効

性を検証するためには、養豚施設や養鶏施

設など、臭気濃度が高く、畜産臭気が問題

となりやすい施設での実証や、農家敷地外

での調査や官能試験等による評価が必要で

ある。また、現地への普及を図るうえでは、

装置の継続的な運転に係る維持管理方法の

確立、使用マニュアルの作成も必要である。

最後に、ネット式脱臭装置の開放型畜産

施設への設置イメージを図 6に示した。開

放型畜産施設の開放面に、 30mにわたりネ

ット式脱臭装置を設置する場合、ネットや

散水装置や設置用部材の制作費、取付け用

枠の建設、給水配管の施工費等、導入コス

トは、原価計算で 300万円程度となった（表

3上）。また、薬剤代（クエン酸）、水道

代、水中ポンプ運転の電気代等、ランニン

グコストは 3万円／月程度と試算された

（表 3下） 。

ただし、本試算は、酪農家成牛舎への試

験に基づくものであり、装置の普及にあた

っては、豚舎や鶏舎、各堆肥化処理施設等

に対応した設置モデルの確立が必要であ

る。

(1)施設の外に装置設置用の枠を建設し装置を設置する。

(2)施設の構造が強固な場合は施設に支持をとる。 (2)施設に支持をとれない場合は筋交いをとる。

図6 ネット式脱臭装置の設置イメージ（左は施設支持、右は筋交い）
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表 3 導入コスト及びランニングコスト

5mmマス目ネット脱臭装置導入コスト

区分 内容 積算価格（円） 消費税込（円）

取付け用枠建設工事費 30m幅用

給液配管施工費 工事用部材含む
散水装置・部材設置費

FRP製散水装置制作費 3m幅X10台
ネット縫製費 3m幅X10枚

※耐用年数は別途検討

設置用部材制作費

計

ランニングコスト

区分 内容

400,000 

800,000 

470,000 

230,000 

740,000 

2,640,000 

月額（円）

薬剤代 無水クエン酸(25kg袋： 8,000円／袋、食品添加物用）2. 5kgX 30日 24,000 

水道代 一般家庭用、従量料金のみ（基本料・下水道使用料を除く）
15m3/月(500LX30日） X2か月 1, 798 

電気代 250Wポンプ使用

144分／日運転 (10分あたり 1分運転X24時間） 784 

計 26,582

注） 0. 5%クエン酸水溶液500Lを循環利用、毎日更新した場合。

水道代の従量料金（税別）は、 111円/m3(17~60m3)、147円/m3(61 ~ 100m3)とし、
2か月あたり 30m3の従量料金 (60m3未満）増加分とする。

引用文献

432,000 

864,000 

507,600 

248,400 

799,200 

2, 85_1, 200 

年額（円）

288,000 

21,576 

9,408 

318,984 

本試験により、実規模施設でのクエン酸

水溶液で湿潤したネットによるアンモニア

除去効果を確認し、開発したネット式脱臭

装置が農家施設での使用に耐えるものであ

ることが確認できた。
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