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籾殻炭添加飼料給与による豚糞からの臭気低減効果

佐々木浩一・鈴木人志・遠田幸生*・熊谷誠治**

(*秋田県産業技術総合研究センター工業技術センター・**秋田県立大学)

要約

養豚用配合飼料に籾殻炭 (4000Cで炭化処理されたもの)を重量比で 2%添加し肥育豚へ給与した。その結果、豚

糞から発生する悪臭物質のうち硫化水素、メルカプタン類及び低級脂肪酸は有意に低減された (P<0.05)。硫黄化合

物である硫化水素及び、メルカブタン類は85.9%及び81.3%と臭気の大幅な低減がはかられた。以上より、 4000Cで炭化

処理された籾殻炭を配合飼料に 2%添加し豚へ給与することは、豚糞からの臭気低減に効果があり、籾殻炭の畜産環

境改善資材としての有効性が示された。

緒 = F司

畜産経営に起因する苦情でもっとも多いものは依然と

して悪臭に関するものである。平成19年の悪臭に関する

苦情件数は全国で約1，600件あり、全苦情件数の約 6害Ij

を占めた(農林水産省， 2008)。全苦情件数に占める悪

臭の高い割合は例年変わっていないのが実情である。畜

産農家が行う臭気対策の基本は毎日の家畜排せっ物の適

正な処理及び管理にある。しかしながら、家畜を飼養す

る上では一定の臭気の発生はやむを得ず、畜舎の周辺環

境によっては、近隣住民への対処のため臭気対策資材等

の使用を求められる場合もある。臭気対策資材は数多く

一般に市販されているが、その効果が暖昧なものも多い

とされている(黒田和孝， 2006)。一方、近年、各地域

で得られる植物質を炭化し、畜産からの臭気低減に活用

するための技術が検討されている(西藤ら， 2003，2006、

粛藤ら， 2003，2006、大西ら， 2006)。秋田県においても、

地域資源を活かした畜産環境改善効果に優れる資材を開

発できれば、未利用資源の循環利用と畜産環境保全に大

きく貢献できる。

秋田県は、「あきたこまち」に代表されるように全国

でも有数の米どころであり、平成18年の米収穫量は540，

100tと全国で 3番目に多い(東北農政局秋田農政事務所

編集， 2007)。それにともなって、籾を脱穀した際に得

られる籾殻の発生量も多い。平成18年の秋田県における

籾殻発生量は131，989tであり、畜舎資材、堆肥生産時の

副資材及び暗渠資材等として約55%は再利用されている

(秋田県農政部， 2008)。しかしながら、残り約45%の籾

殻は焼却または放置されている現状にある。平成14年に

秋田県は未利用資源の循環利用を推進する目的で秋田県

未利用資源循環利用推進マスタープランを作成したが、

籾殻の利用率はその後大きな変化はなく改善されていな

い(平成12年の籾殻利用率:60.2%、発生量:133，059t、

秋田県農政部， 2002)。その理由のひとつとして、個人

農家から排出される籾殻利用率の伸び悩みが挙げられる。

籾殻の新規用途として、リン回収に優れた水質浄化材

(秋田県学術国際部， 2008)や水稲育百用成型マット

(農林水産省農林水産技術会議事務局， 2008)などさま

ざまな分野での活用技術が検討されている。しかしなが

ら、籾殻の利用をさらに拡大するには、まだまだ新たな

用途開発が望まれる。近年の世界的な穀物需要の変化及

び価格高騰の影響を受けて、日本では、飼料用米や米粉

用米などの新規需要米の生産が拡大している。それに伴

い、籾殻の発生量は今後増加することが見込まれる。秋

田県では、周辺の生活環境を損なうおそれがないよう、

稲わら、ゴム、合成樹脂その他燃焼の際著しいばい煙を

発生する物質を屋外において多量に燃焼させてはならな

いとしている(秋田県公害防止条例 第三十七条の二、

秋田県総務部， 2004)。籾殻の燃焼、野焼きも条例の禁

止対象となるが、依然として散発的に行われている状況

にある。米の増産を推進する一方で、籾殻の新規用途開

発による利用の促進を図らなければ、将来、籾殻の利用率

は低下し、籾殻の不適正処理が増えることも予想される。
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Kumagai et al (2006)は400
0

Cで炭化処理された籾殻

炭の表面に酸性官能基が多量に形成され、塩基性を示す

アンモニアを非常に良く化学吸着することを報告した。

著者らは、その籾殻炭の臭気物質に対する優れた吸着能

力に着目し、畜産での臭気対策資材としての籾殻炭の有

効性を検討することとした。本試験では、まず基礎的知

見を得ることを目的として、豚への籾殻炭給与による豚

糞からの臭気低減効果の評価を行った。

畜産での籾殻炭利用に関する研究は、鶏において産卵

成績や臭気低減に効果のあることが報告されている(西

藤ら， 2003， 2006)。豚では、さまざまな臭気対策資材の

効果を比較検討した報告はあるものの、籾殻爆炭を含め

用いたいずれの素材においても効果はなかったとある

(毛利ら， 1998)。著者の知るかぎり、近年においては籾

殻炭給与による豚糞からの臭気低減効果の有効性を示す

報告はなし、。しかしながら、木炭粉末(大西ら， 2006) 

や脱脂米ぬか炭(粛藤ら， 2006)の給与では豚糞からの

臭気低減効果が確認されている。臭気対策素材としてそ

れら植物質を原料とする炭化物の有効性は示されており、

籾殻炭についても豚糞からの臭気低減の有無について検

討することは意義深いと考える。

炭は大小さまざまな大きさの孔を有する多孔性構造で

あり、特性として細孔を利用した物理吸着と表面に形成

された官能基が大きく関与する化学吸着がある(柳沼，

2003)。原料が同じでも温度や時間などの炭化条件が異

なる場合、木炭では細孔半径、比表面積、保水性及び

pH等、その理化学的特性は異なる(農文協編， 2008)。

籾殻炭においても、炭化温度の違いによって化学的特性

であるpH(農文協編， 2008)や、表面構造と臭気物質

に対する吸着能力が異なる (Kumagaiet al， 2006、熊

谷ら， 2007)。したがって、炭化温度や時間などの製造

条件の違いにより、籾殻炭による臭気低減効果は大きく

影響を受ける可能性がある。豚における籾殻炭の臭気低

減効果を評価するには、毛利ら(1998)の報告のみであ

り、その給与例は少ない。臭気対策素材としての籾殻炭

の有効性を評価には、炭化条件とその給与効果を合わせ

たデータの蓄積による評価が必要である。

本課題では、秋田県の畜産環境改善及び新規用途開発

による籾殻の利用率向上を図るため、畜産臭気対策資材

としての籾殻炭の有効性を明らかにすることとした。秋

田県工業技術センターの炭化炉にて400
0Cで炭化処理さ

れた籾殻炭を肥育豚へ給与することで、豚糞から発生す

る臭気への低減効果を検討した。

材料及び方法

肥育豚への籾殻炭の給与は、平成19年12月21日から27

日までの 6日間行った。

供試豚として、平成19年 9月3日に生まれた同腹産子

である三元交雑豚 (LWD)、去勢 8頭を用いた。試験用

飼料給与開始時の平均体重及び標準偏差は49.8:t5.53kg、

日齢は109日齢であった。

試験区は、市販の肥育前期用配合飼料(子豚育成用配

合飼料兼松配合飼料子豚用「スムーズ」、鹿島飼料

株式会社、茨城:T D N78.0%以上、粗たん白質16.0%

以上、組脂肪2.5%以上、粗繊維4.0%以下、粗灰分7.0%

以下、カルシウム0.5%以上、リン0.4%以上)を給与し

た対照区(籾殻炭無添加)及び対照区給与飼料に重量比

で2%籾殻炭を添加し給与した籾殻炭 2%区の 2区とし

た。各区の頭数は 4頭(去勢 2頭、雌 2頭)とし、両区

の試験開始時の平均体重が等しくなるよう配置した。

籾殻炭は、秋田県工業技術センターの炭化賦活炉 (T

2000L、(槻ゼロエミッション、東京)にて作製した。籾

殻は炭化炉内で窒素ガスを毎分 1L流した状態で4000C

まで 1時聞かけて加熱し、その後400
0

Cの温度を 1時間

保持することで炭化した。 5回に分けて作成した約 1kg 

の籾殻炭は、一つのビニール袋にまとめて混合し袋の口

を結んだのち、使用するまで室内にて保管した。

供試豚は、当場養豚施設内検定豚舎の後代検定豚房へ

移動後、馴致のため市販配合飼料を不断給餌された。 7

日間の馴致期間後、両区への試験用飼料の給与を開始し、

試験用飼料の給与期間は 6日間とした。供試豚の体重測

定は、思rr致開始時、試験開始時及び終了時の 3回行った。

試験期間中は、試験開始時体重の 4%量の飼料を朝夕 2

回に分けて給与した。供試豚は、馴致及び試験期間中、

単飼、自由飲水とした。なお、試験期間中、対照区及び

籾殻炭 2%区のいずれの豚においても、発育や健康状態
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に特に異常はみられなかった。

豚糞からの臭気濃度測定のため、試験用飼料給与開始

後5及び 6日目の朝に各豚房の豚ごとに豚糞の採取を行っ

た。ポリエチレン性の袋 (0.05mm厚、 355X450mm)の中

へ24時間以内に排池され敷料などの異物が混ざっていな

い豚房内の新鮮糞を全量採取した。採取時に糞内部の温

度を温度計 (SK-250WP~ SATO KEIRYOUKI MFG. 

CO，. LTD.東京.)にて測定したところ、 50C前後ま

で低下しているものもみられた。 12月の豚舎内室温が 5

~100C程度と低かったためと思われる。採取した豚糞は、

袋の口を聞いた状態で室温を16~190C程度(湿度約50%)

に保たれた別豚舎の離乳豚房内に24時間加温のため保管

した。その後、実験室へ持ち帰り袋内の糞を十分に混合

後、容積0.8Lのガラス製容器 (CharmyClear L2 -800 

CC、SEISHOCO.， Ltd.、東京〉に200g秤量し蓋をし

て密閉した。混合時の糞中の温度は15
0

C程度あり、加温

により上昇していた。豚糞からの臭気濃度測定には、北

川式ガス検知管(アンモニア:Tube No.105SD、硫化水

素:Tube No.120U、メルカプタン類:Tube No.130U、

酢酸(以下、低級脂肪酸): Tube NO.216S、光明理化学

工業株式会社、神奈川)を用いた。密閉後90分に蓋の中

央部にあけた約 5mmの穴から容器内へガス検知管を 5cm 

程度挿入し、ガス検知管の先端が糞に触れないように注

意しながら、容器内上部の気層部分をガス採取器 (AP

20，光明理化学工業株式会社，神奈川)にて吸引し各臭

気物質濃度を測定した。 90分間の密閉中、容器内の臭気

が外部に漏れないよう、蓋中央部の穴を市販のセロハン

テープを貼ってふさぎ、室温20
0C程度を保持した実験室

内にて保管した。籾殻炭給与による臭気以外の豚糞の性

状変化を評価するため、豚ごとに採取混合された糞の水

分含量及び色調を測定した。水分含量は、約50gの新鮮

糞を40
0
Cで72時間以上、送風定温乾燥器 (FC-612、A

DV ANTEC. CO.， LTD.、東京)にて通風乾燥し求め

た。豚糞の色調は、色差計 (Z-1001DP、日本電色工業

株式会社、東京)にて明度 (Lヴ、赤色度白ヴ及び黄

色度ゆヴを測定した。

得られたデータの統計処理は、 t検定によって行い、

項目毎に試験区間の差を評価した。

結果

対照区及び籾殻炭 2%区の 1頭当たりの飼料摂取量は

約 2kg/日・頭と同等で差はなく、籾殻炭摂取量は平均

40.3g/日・頭であった(表1)。

籾殻炭 2%区において、豚糞から発生する臭気のうち、

硫化水素、メルカプタン類及び低級脂肪酸が有意に低減

された (P<0.05、表 2)。対照区の各臭気濃度を100と

したときの籾殻炭 2%区の硫化水素、メルカプタン類及

び低級脂肪酸の臭気低減割合は、 85.9%、81.3%及び26.

6%であった(表 2)。低級脂肪酸に比べて硫化水素及び、

メルカプタン類に対する臭気の低減割合は 8割以上と大

きく、豚への籾殻炭給与による豚糞からの臭気低減は、

硫黄化合物である硫化水素及びメルカプタン類に対して

極めて有効であることが示された。籾殻炭給与により豚

糞からの臭気低減効果がみられなかった毛利ら (1998)

の報告とは異なる結果が得られた。その理由として、炭

化条件が異なったことによる籾殻炭特性の差、飼料への

籾殻炭添加率の違い、もしくは試験実施時の諸条件の違

いなどが考えられる。毛利ら (1998)が用いた籾殻爆炭

の炭化条件は示されておらず、本試験の炭化条件と比較

することはできなかった。また、本試験での籾殻炭添加

率は 2%であったが、毛利ら (1998)の籾殻爆炭の添加

率は 1%と本試験の半分であった。著者らは、籾殻炭 1

表1.試験用飼料及び籾殻炭の摂取量

市販配合飼料 籾殻炭
試験区

kg/日

対照区 1. 97土0.27

籾殻炭 2%区 2. 01:!::0. 20 

注)平均値±標準偏差、 n=4

g/日
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%での給与は実施しておらず、その効果は不明である。

今後、異なる添加率での籾殻炭給与による豚糞からの臭

気低減効果を検討する必要がある。

5日目及び 6日目に排池された豚糞の臭気測定により

得られた臭気物質濃度聞の相闘を表 3に示した。硫化水

素とメルカブタン類の臭気濃度聞に極めて高い相関が認

められた(相関係数0.99)。硫化水素、メチルメルカプ

タン及びエチルメルカプタンは、ともにHS基を持つア

ミノ酸から嫌気性細菌群によって生成される(押田ら，

1998)。そのことから、両者の聞に高い相闘が得られ、

臭気低減割合はともに80%以上の高値になったと推察さ

れる。

籾殻炭給与が豚糞の性状へ与える影響評価として、豚

糞の水分含量及び色調を測定した結果、豚糞の水分含量

は籾殻炭を給与しても差はなかった (P=0.76、表 4)。

しかしながら、籾殻炭 2%添加飼料の給与により、豚糞

の色調 (L*，a*， bうは有意に変化し (P<0.05、表 4)、

籾殻炭を給与した場合、豚糞の黒褐色度が増した。

籾殻炭給与により豚糞から発生する臭気に低減効果が

みられた理由として、籾殻炭への臭気物質の物理吸着、

化学吸着及び籾殻炭の細孔における腸内微生物叢の変化

が考えられる。

Kumagai et al (2006) は、アンモニアに対する400

oCで炭化処理された籾殻炭の優れた特性を示している。

しかしながら、本試験では両区とも豚糞からアンモニア

の発生はなく(検出限界以下)、籾殻炭のアンモニア低

減効果は評価できなかった。 22の特定悪臭物質で水溶性

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プタンは弱酸性を示す

(畜産環境整備機構， 1998)。今回 8割以上低減された硫

化水素及びメルカプタン類はともに酸性を示す悪臭物質

であった。 400
0Cで炭化処理された籾殻炭におけるそれ

ら酸性を示す悪臭物質への化学吸着特性は明らかとなっ

ていない。熊谷ら (2007)は、高温で炭化処理された籾

殻炭の優れたアルデヒド類に対する吸着機構は、籾殻炭

に含まれるKや Caから与えられる表面の塩基性による

可能性が高いと述べている。本試験で用いた籾殻炭は40

OoCで炭化されたもので、多量のSi02のほか、 Kや Ca

項目

表 2.豚糞から発生した臭気濃度及び臭気低減割合

臭気濃度 (ppm)
低減割合(%)

対照区 籾殻炭2%区

アンモニア nd 

硫化水素 3.39土1.94 a 

メlゆ7'タン類 6. 10:::!:::3. 34 a 

低級脂肪酸 6.81土1.10 a 

注1)平均値±標準偏差、 n=4

注 2)異符号聞で有意差あり (P<0.05)

nd 

0.48士0.45b 

1. 14:::!:::1. 03 b 
5.00土0.41b 

85.9 

81. 3 

26.6 

注 3)低減割合(%):対照区の各臭気濃度を100としたときの籾殻炭 2%区の臭気濃度の減少率

注4)nd:検出限界以下

表3.豚糞から発生した臭気物質濃度の相関 表4.豚糞の水分含量及び色調

硫化水素

メルカ7'タン類

酢酸

硫化水素 メルカ7'タン類 酢酸

0.99 

0.61 0.63 

項目 対照区 籾殻炭 2%区

水分含量(%) 72.9土1.24 73.6士3.74 

色か

8みe

48. O:t1. 42 a 

3. 27:t0. 38 a 

b求 23.3士0.64a 

注1)平均値±標準偏差、 n=4

注2)異符号聞で有意差あり (pく0.05)

40. 6:tO. 80 b 

O. 48:t0. 13 b 

15. 5:t0. 60 b 
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を含んでいたと考えられるが、豚糞の臭気低減効果との

関連は明らかとなっていない。籾殻炭給与による豚糞か

らの臭気低減メカニズムの解明には、籾殻炭の塩基性官

能基の形成度合と酸性を示す悪臭物質への化学吸着能力

の評価が不可欠である。

籾殻炭給与により豚糞からの臭気低減効果が認められ

た他の理由として、腸内細菌叢の改善が挙げられる。糞

尿からの臭気の発生には、栄養物に対する好気性及び嫌

気性細菌群による微生物反応が大きく関与している(押

田ら， 1998)。籾殻炭の細孔を利用することにより腸内

細菌叢が変化し、豚糞から発生する臭気が改善された可

能性も考えられる。しかしながら、本試験では籾殻炭給

与時の豚の腸内細菌叢へ及ぼす影響は調査しておらず、

その関連性は不明である。

炭における物理吸着と化学吸着は、どちらか一方が起

こる場合と、それらが同時に起こる場合があり、どちら

に起因する吸着であるかを見分けることは難しいとされ

ている(柳沼， 2003)。本試験での籾殻炭給与による豚

糞からの臭気低減効果は、物理吸着、化学吸着及び腸内

細菌叢改善のいずれに起因するかまでは特定できなかっ

た。それら複数の関与、もしくは相互作用による臭気低

減効果の発現である可能性も否定できない。

以上より、本試験において、籾殻炭給与により豚糞か

らの臭気低減効果が確認され、畜産環境改善資材として

の籾殻炭の有効性を見出すことができた。さらに籾殻炭

を用いた臭気低減に関するデータの蓄積を行い、そのメ

カニズムを明らかにする必要がある。本技術の実用化に

向け、畜産臭気対策への確かな効果を得ることはもちろ

ん、発育や産肉性、肉質など生産性へ直結する項目への

影響評価が今後必須となる。また、 400
0

Cで炭化された

籾殻炭は特にアンモニア吸着能力に優れていることから

(Kumagaiet al， 2006)、新鮮糞以外に畜舎内での臭気

低減にその特性効果が期待できる。畜舎環境での籾殻炭

を用いた臭気低減の検討は行っておらず、その効果は不

明であり、これからの検討課題である。また、畜産にお

けるアンモニア発生源のひとつに堆肥化時があり、それ

には微生物反応が大きく関与している(押田ら， 1998)。

炭は土壌中において微生物の活動に影響を及ぼすとされ

ている(農文協編， 2008)。籾殻炭は家畜糞の堆肥化や

その際に発生する臭気になんらかの作用を持つ可能性も

ある。今後は、それらさまざまな畜産生産段階を想定し

た環境改善効果の検討による籾殻炭の用途拡大が望まれ

る。

籾殻の現状以上の利用率向上を考えた場合、利用率改

善の余地がある個人農家からいかにして籾殻を効率的に

収集するかは課題である。あわせて、畜産農家が籾殻炭

を安価で利用できるような低コストでの製造が課題とな

る。本技術の実用化には、耕畜連携に加えて、工農連携

による籾殻炭の生産利用体系づくりが必要である。
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