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竹粉サイレージの給与が肉用鶏および採卵鶏の

排せつ物臭気に及ぼす影響

Effect of feeding bamboo silage on odor of feces in broiler chicks and hens. 

中村茂和、松井繁幸、杉山 典、黒田博通

要約微粉砕したモウソウチクに乳酸菌を添加してサイレージ化した竹粉サイレージ資材を肉用鶏およ

び採卵鶏の飼料中に所定割合添加し、それら排せっ物から揮散するアンモニア態窒素揮散量や硫黄系化

合物濃度について測定した。その結果、竹粉サイレージ資材を添加した試験毘の排せっ物における pH

や水分率等は対照毘とほとんど同じであり、資材添加による明らかな違いはみられなかった。更に、排

せっ物の主要な臭気成分であるアンモニア態窒素揮散量についても同様、対照区に対する明らかな低減

効果は認められなかった。一方、排せっ物の pHとアンモニア態窒素揮散量との関係では、肉用鶏およ

び採卵鶏のいずれの場合においても正の椙関関係が認められたことから、供試排せっ物の pHは、揮散

するアンモニア態窒素量の多少に影響することが推察された。また、硫黄系化合物の濃度は、いずれも

対照区に対する有意な違いは認められなかったが、肉用鶏の場合、竹粉サイレージを 2.5%および 5%添

加した時のメチルメルカプタン濃度や硫化メチル濃度は対照区に比べて低くなる傾向がみられ、採卵鶏

の場合、 10%添加において、測定した全ての硫黄系化合物濃度は対照区に比べて低くなる傾向がみられ

た。このことから、肉用鶏の場合、飼料中に竹粉サイレージ資材を約 5%添加することにより、また、

採卵鶏の場合は、約 10%添加することにより、排せっ物から揮散する硫黄化合物の濃度低減の可能性が

示唆された。

はじめに

畜産経営における苦槽の大部分を占める悪臭

問題について、これまで様々な脱臭方法につい

て検討されてきているが、抜本的な解決には至っ

ておらず、持続可能な畜産経営のためにも安定

した悪臭低減対策が求められている。

また、近年、放置竹林の増加に伴いモウソウ

チク林の拡大が問題となっており、未利用のま

ま放置されているモウソウチクの有効活用のー

っとして、当研究センターではこれまでに養鶏

の飼料へ添加する方法について検討してきた

(岩津ら 2005、大谷ら 2005a、岩津ら 2007)。

大谷ら (2005a)は、微粉砕したモウソウチク

に市販の乳酸菌を添加してサイレージ化した竹

粉サイレージを、肉用鶏仕上げ館料に添加し、

そのたい積ふんから発生するアンモニア濃度お

よび、臭気指数について検討した結果、それらの
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億は対照に比べて低くなり、メチルメルカプタ

ン濃度については約 1/4に低減していること

を認めている。一方、この時の竹粉サイレージ

の給与期間は 2週間のみであることから、竹粉

サイレージが添加された館料を飼育全期間に渡っ

て給与することにより、より一層の臭気低減効

果が期待される。更に、採卵鶏で同様の方法に

よる臭気低減効果について検討した報告はこれ

までにない。このようなことから、飼育全期間

において、異なる竹粉サイレージ添加都合によ

り飼育された肉用鶏および採卵鶏を対象に、排

せっ物の主要な臭気成分について検討した。な

お、本研究は、平成 18年度「先端技術を活用

した農林水産研究高度化事業」による「モウソ

ウチク由来の生理活性資材の開発とその応用に

関する研究」において行われた一部である。
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材料および方法

1.竹粉サイレージ資材の添加割合が肉用鶏ふ

ん便臭気に及ぼす影響

今回の調査で用いた竹粉サイレージ資材は、

2007年 5月下旬に 1年生のモウソウチク

(Phyllostαchys heterocyclα)を伐採し、速や

かに微粉末製造機(丸大鉄工株式会社、静岡)

により微粉砕処理した竹粉を用いた。竹粉サイ

レージの調製は、大谷ら (2005b) のとおりに

行い、添加した乳酸薗は(独)農業・食品産業

技術総合研究機構畜産草地研究所の保有乳酸

菌株である R050を用いた。供試飼料は、市

販銅料に竹粉サイレージ資材を現物あたり 2.5、

5.0、10.0%含むよう調製した。そのため、試

験区は資材 2.5%、5.0、10.0%添加塁の 3試験

区と市販飼料のみで飼養した対照区を設け、平

飼い鶏舎にて肉用鶏(チャンキー)20羽を 1

群、各s3群とし、資材添加銅料の給与開始時

期は 2007年 7丹118であった。

排せっ物の採取は、資材添加飼料の給与開始

後、 40日目および 42日目に行った。また、排

せっ物はいずれの場合も 24時間堆積した排せ

っ物を採取し、大きな羽は除去した後に撹祥混

合し、均一化してから試験に供した。

採取したそれぞれの排せっ物において水分量

(%)、 pH、C/N比を測定した。 C/N比の

測定はNCアナライザー (SUMIGRAPHNC-

900、住化分析センター)を用いた。排せっ物

の臭気は、中谷ら (2004)の方法を参考に、ア

ンモニアおよび硫黄化合物を測定した。今回用

アンモニア捕集

ガス採取口

高温水槽

鶏ふん 4%ホウ酸溶液

いた装置は鶏ふんを充填、培養するためのプラ

スチック製容器(容積は約 1L)、ウォーター

パス、揮散したアンモニアガスをトラップする

ための捕集びん (84GP250、250ml、柴田科学、

東京)、カルシウム円筒にシリカゲルを充填し

た水分トラップ管、ポンプ (AP-240Z、イワ

キ、東京)、空気流量計 (RK1150、コフロッ

ク、京都)等からなり、その概要を図 1に示し

た。なお、臭気撰IJ定に用いた排せっ物はいずれ

も200gとし、培養温度は 30
0

C、吸気量は

500ml/minとした。また、アンモニア揮散量

は150mlの4%ホウ酸液で 48時間捕集した後、

O.lN硫酸による誼接滴定法で測定し、硫黄系

化合物は、培養 24時間後にガス採取訂より一

定量のガスを採取し、ガスクロマトグラフ(島

津 GC-14B(FPD))法により測定を行った。

2.竹粉サイレージ資材の添加割合が採卵鶏ふ

ん便臭気に及ぼす影響

今回の調査で用いた竹粉サイレージは、肉用

鶏の場合と同じ資材である。供試鋸料について

も同様に、市販飼料に資材を現物あたり 2.5、

5.0、10.0%含むよう調製した。そのため、試

験区は資材 2.5%、5.0、10.0%添加区の 3試験

区と市販飼料のみで飼養した対照区を設け、ケー

ジにて採卵鶏(白色レグホン系)10羽を 1群、

各区 3群とし、資材添加飼料の給与開始時期は

2007年 10丹1日であった。

排せっ物の採取は、資材添加飼料の給与開始

後、 58日百および 60日目に行った。また、排

せっ物はいずれも 24時間堆積した排せっ物を

採取し、大きな羽や卵内容物等は掠去した後に

流最計

ポンプ

水分トラップ管

図 1 臭気発生装置の概要
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表 1 排せつ物の性状

区分
肉用鶏

水分(%)諜1 pH C/N比

竹粉2.5%添加区 64.6ま1.5 6.18土0.15訪問 7.9土0.7

竹粉5.0%添加区 68.3土3.1 6.22土0.12ab 7.6:::t2.1 

竹粉 10%添加区 66.5:::t1.9 6.55:::t0.10 b 11.3土1.7
対照区 66.4土2.2 5.83:::tO.21 a 8.6:::t1.2 

※1)表中数字は 3反復の平均値±標準偏差を表す。
※2)異なるアルファベット閣には 1%水準で有意差あり CTukey)。

表2 排せつ物のアンモニア態窒素揮散量 単位:mg 

区分
竹粉2.5%添加区
竹粉5.0%添加区
竹粉 10%添加区

肉用鶏
307.3:::t 25.4来1

302.1土 98.1

333.7念 67.4

採卵鶏
291.5:::t 2.3 

246.7土77.8

266.4土46.2

対照区 240.1念 143.4 284.9:::t61.7 

有意性 NS畑 地

※1)表中の数字は 3反復の平均値土標準偏差を表す。
※2) NSは、分散分析 C5 %水準)で有意差なし。

撹祥混合し、均一化してから試験に供した。採

取したそれぞれの排せっ物の性状や臭気におけ

る測定は、肉用鶏の場合と同様の方法で行った。

結果

1.肉用鶏および、採卵鶏の排せっ物の性状

肉用鶏および、採卵鶏の排せっ物の性状につい

て表 lに示した。肉用鶏の場合、排せっ物の

pHは、対照区の値が約 5.8と最低値を示し、

最高値は、竹粉サイレージ資材 10%添加毘の

約 6.6であり、資材の添加量の増加に伴い、そ

の備は高くなる傾向がみられた。また、水分や

C/N比はいずれも処理による明らかな差は認

められなかった。

採卵鶏の場合、排せっ物の水分や pH、C/N

比は、いずれの場合もほとんど同じであり、対

照区に対する明らかな差は認められなかった。

採卵鶏
水分作自) pH C/N比

73.5:::tO.9 6.46土0.13 7.6土0.4

72.2:::tO.9 6.49土0.12 6.5土0.9

72.2ま0.6 6.46土0.08 6.5土0.1

74.1 :::t1.3 6.51土0.17 6.4土0.7

2.肉用鶏および、採卵鶏の排せっ物におけるア

ンモニア態窒素揮散量、硫黄化合物濃度

肉用鶏および採卵鶏における排せっ物のアン

モニア態窒素揮散量について表 2に示した。肉

用鶏のアンモニア態窒素揮散量はいずれの区も

ほとんど同じであり、対照区に対する明らかな

差は認められなかった。また、採卵鶏の場合も

悶様、いずれの区においてほとんど開じであり、

対照区に対する明らかな差は認められなかった。

肉用鶏および採卵鶏における排せっ物からの

アンモニア態窒素揮散量と供試排せっ物の pH

およびC/N比との関係について園 2に示した。

排せっ物の pHとアンモニア態窒素揮散量の関

係では、肉用鶏および採卵鶏のいずれの場合も

pHが高くなるのに伴い、アンモニア態窒素揮

散量は多くなり、両者間には正の相関関係が認

められた。しかし、 C/N比とアンモニア態窒

素揮散量の場合、両者聞には暁瞭な関係は認め

られなかった。

肉用鶏および採卵鶏における排せっ物の硫黄

化合物の場合、二硫化メチルはいずれもほとん

ど検出されなかったため、硫化水素、メチルメ

ノレカプタン、硫化メチルについて、対照、区に対

する割合を表 3に示した。肉用鶏および採卵鶏

のいずれの場合において、全ての硫黄化合物濃

度は、対照区に対する有意な差は認められず、

資材添加による硫黄化合物濃度の低減効果は認

表 3 排せつ物の硫黄化合物濃度割合議1 単位:%

採卵鶏
メチルメルカブタン 硫化メチル

区分
肉罵鶏

硫化水素 メチルメルカブタン 硫化メチル 硫化水素知
竹粉2.5%添加区 164.9土143.6l抱 46.2土49.0 62.8土28.6 74.6:::t12.3 120.3土36.4 106.9:::t31.1 

竹粉5.0%添加区 138.3:::t66.7 68.2土46.6 52.9:::t91.6 83.6土29.6 121.3土38.8 97.0:::t55.8 

竹粉10%添加区 169.0土98.4 73.9土11.7 138.6土129.7 32.2土28.9 31.8土35.0 62.3土40.9

対照区 100.0土99.1 1 OO.O:::t 1 04.3 100.0:::t29.4 100.0土42.6 100.0土68.4 100.0:::t88.2 

有意性 NS諜3 NS NS NS NS NS 

※1)肉用鶏および採卵鶏の対照区を 100とした。
※2)表中の数字は 3反復の平均値±標準偏差を表す。
※3) NSは、分散分析 (5%水準)で有意差なし。
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肉用鶏および採卵鶏の供試排せつ物における pH、C/N比とアンモニア態窒素揮散量との関係図 2

ジ資材の添加量による pHの増加傾向は認めら

れておらず、更に採卵鶏の場合については対照

区とほとんど同じであったことから、一概に竹

粉サイレージ資材の添加による影響とは推定で

きず、今後の詳細な検討が必要と思われた。

排せっ物の主要な臭気成分で、あるアンモニア

態窒素揮散量については、肉用鶏および採卵鶏

において、それぞれの対照区に対する明らかな

低減効果は認められなかった(表 2)。アンモ

ニア揮散量は、副資材等で調整された排せっ物

のC/N比が高い場合ほど少なくなることが報

告されている(岸本ら 1999;前田ら 1998)。岸

本ら(1999)は、卵肉兼用種の鶏ふんのC/N
比を 29に調整することにより、堆肥化に伴っ

て揮散したアンモニナガス濃度が大幅に低減す

ることを認めている O 今回の試験で供試した肉

用鶏および採卵鶏における排せっ物の C/N比
はそれぞれ 6--13、 5--8であり、アンモニア

ガス濃度の低減を認めた岸本ら (1999)の値と

比較しでもかなり低く、試験区間における明ら

かな差はみられていない。このことから、今回

46 

5%水準で有意で、あることを示す (n=12)。

められなかった。しかし、肉用鶏の場合、資材

を添加した全てのメチルメルカプタン濃度は、

対照区の値に比べて低い憶を示す傾向がみられ、

その低減割合は約 50--80%であった。また、

肉用鶏における硫化メチルの場合、竹粉サイ

レージ資材 2.5%添加および 5%添加匿におけ

るその濃度割合は対類区に比べて低い傾向がみ

られ、その低減割合は約 50--60%であった。

採卵鶏の場合、竹粉サイレージ資材 10%添加

において、全ての硫黄成分濃度が対照藍に比べ

て低くなる傾向がみられ、それらの低減割合は

硫化水素で、約 60%、メチルメルカプタンでは

約 70%、硫化メチルでは 40%であった。

肉用鶏における排せっ物の pHは、対照区が

他の区に比べて低く、竹粉サイレージ資材の添

加量が増すのに伴い、それらの値は高くなる傾

向がみられた(表 1)。しかし、大谷ら (2005

a)の報告では、本試験でみられた竹粉サイレー

察考

※ 
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測定したアンモニア態窒素揮散量はいずれの場

合もほとんど同じであったと推察され、供試排

せっ物の C/N比とアンモニア態窒素揮散量の

調係においても、明らかな傾向がみられなかっ

たと考えられた。一方、排せっ物の pHとアン

モニア態窒素揮散量の関係では、肉用鶏および

採卵鶏のいずれの場合も正の相関関係が認めら

れた(図 2)。一般に、溶液中のアンモニウム

イオン (NHぃ)は pHが高くなるとアンモニ

ア (NH3) に移行し、その結果、アンモニア

として揮散しやすくなることが知られている。

また、畜種は異なるが、本試験で用いた臭気発

生装賓とほとんど同じ方法により豚糞尿を培養

し、その培養開始時の pHはアンモニア欝散量

に影響することが報告されており(山本ら 2003)、

乳牛ふんと破砕籾殻を用いた堆肥化過程におい

ても、堆肥化後の pHが高いほど、アンモニア

揮散量が多くなることも報告されている(前田

ら1998)。よってこれらのことから、排せっ物

およびその堆肥化後の pHは、アンモニア態窒

素揮散量の多少に影響することが示唆され、本

試験における排せっ物の pHとアンモニア態窒

素揮散量との聞にみられた正の相関関係を後押

しするものと思われた。また、今回測定したア

ンモニア態窒素揮散量は、 48時間後の植であ

り、その間およびそれ以降における排せっ物の

pHやアンモニア態窒素揮散量については不明

である。そのため、排せっ物から揮散するアン

モニアガスを低減するためにも、排せっ物の pH

やアンモニア態窒素揮散量の経時的変動につい

て今後、更なる調査検討が必要と思われた。

肉用鶏および採卵鶏において、排せっ物から

の硫黄系化合物の濃度は、いずれも対照藍とほ

とんど伺じであり有意差は認められなかった

(表 3)。しかし、肉用鶏の場合、竹粉サイレー

ジを 2.5%および 5%添加した場合、メチルメ

ノレカプタン濃度や硫化メチル濃度は、対照認に

比べて低い傾向がみられた。また、採卵鶏の場

合においても、竹粉サイレージを 10%添加し

た全ての硫黄系化合物濃度は、対照区に比べて

低くなる傾向がみられた。大谷ら (2005a)の

報告においても、竹粉サイレージを肉用鶏飼料

に添加することにより、排せっ物から揮散した

メチルメルカプタン濃度が低減する傾向を認め
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ており、本試験結果とほぼ同様の傾向がみられ

た。更に、チップ化された竹にはメチルメルカ

プタンや硫化メチルなどの硫黄系化合物に対し

て吸着、脱臭効果を有することが報告されてい

る(高原 2005;伊藤ら 2008)。そのため、今回

の試験でみられた硫黄系化合物濃度の低減傾向

は、竹粉による吸着効果が影響していると推測

されたが、本試験の場合、館料へ添加する竹粉

サイレージ資材の添加量に応じた傾向がみられ

ないことや、乳酸菌などの影響も指摘されてい

る(大谷ら 2005a) ことから、その因果関係に

関しては、今後の詳細な検討が必要であると恩

われた。以上のことから、竹粉サイレージ資材

を肉用鶏および採卵鶏の銅料に添加することに

より、排せっ物から発生する硫黄系化合物濃度

低減の可能性が示唆され、飼料中へ添加する資

材量は、肉用鶏の場合およそ約 5%、採卵鶏の

場合はおよそ 10%であると推定された。
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