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摘要：豚のふん尿混合物を対象に開発されたアンモニア揮散量のin vitro 測定法の鶏ふんへ

の適用を試みた。測定装置に鶏ふんを充填し、培養温度と吸気量がアンモニア揮散量に及ぼす

影響を検討した。アンモニア揮散量は、培養温度を20、30、40℃と上昇させるにともない、また吸

気量を250、500、750、1000mL･min－１と増加させるにともなって直線的に増加した。

散布型脱臭資材を添加した鶏ふんおよび粗蛋白（以降、ＣＰ）含量の異なる飼料を給与して得

た鶏ふんを供試し（鶏ふん200g、培養温度30℃、吸気量500mL･min－１）、測定法の有効性を評価

した。両試験とも、アンモニア揮散量を経日的に測定すると、１日目までは低く２日目以降は直線

的に増加した。散布型資材を添加した区は無添加区よりアンモニア揮散量を22％低減できた。飼

料のＣＰ含量とアンモニア揮散量の間に一定の関係は見られなかったが、異なる飼料の給与によ

りアンモニア揮散量に2.4倍の差が生じた。さらに培養前後の試料の窒素収支は概ね等しかった。

以上の結果から、先の条件で２日以上培養を行うことにより、鶏ふんから発生するアンモニア揮

散量を精度よく測定することができ、測定法が有効であることが示された。
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An In Vitro Procedure for Offensive Odor from Poultry Manure （Ⅰ）
- Standardization of Ammonia Emission Procedure -

NAKATANI Hiroshi and ICHIKAWA Akira

Abstract ： An in vitro procedure which evaluated the effectiveness of additives and
feeding techniques for reducing ammonia emission from pig excrement was
experimented to apply it from poultly excrement. The effects of incubation temperature
(20, 30 and 40℃) and air flow rate(250, 500, 750 and 1000mL･min-1)on ammonia
emission were investigated. An ammonia emission was linearly increased with the
increase of incubation temperature and air flow rate. For the standard procedure,
incubation temperature and air flow rate were set at 30℃ and 500mL･min-1 . The effect
of addition of an odor control additive to poultry excrement different dietary CP level to
poultry on ammonia emission were investigated to evaluate this procedure. The
variations per day of ammonia emission in both tests were linearly increased with the
increase of day after 1st day. The average ammonia emission during 5days incubation
from the excrement with additive were reduced by 22%, in comparison to emission from
the untreated excrement. No interaction was observed between different dietary CP
level and ammonia emission, though ammonia emission on the highest CP level was 2.4
times as amount as it on the lowest one. The sum of nitrogen in sample before
incubation was approximately equivalent to it after incubation and trapped ammonia
emission. These results indicated that ammonia emission was determined with accuracy
by measurement condition discribed previously and incubation period for more than 2
days.

Key Words ： Poultry manure, Bad odor, Ammonia emission, In vitro procedure,
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緒 言

都市化が進んだ愛知県では、畜産経営に起因する苦情

のうち悪臭に関するものが全体の約60％を占めている 。１）

畜産経営における悪臭対策は、ふん尿の速やかな除去お

よび処理を基本に事業場内の清掃の励行、脱臭装置の設

置、および脱臭資材の利用などにより行われている。し

かし、労力の問題や脱臭装置のコストが高いことから、

比較的安価で使用が簡単な脱臭資材が従来より使用され

ている。脱臭資材は鉱物系、生物系、化学系など多種多

様なものが市販されており使用形態により大きく散布型

と経口投与型に分かれるが、効果が曖昧なものも少なく

ない 。家畜ふんに対する脱臭資材の効果を評価する方２）

法はいくつか考案されており 、代表的なものには本３－５）

多ら の100Lビニール袋法、山本ら のアンモニア揮散６） ７）

量の 測定法がある。前者の方法は、豚舎を１日in vitro

１回清掃するとの前提で豚舎から排出された豚ふんの臭

気発生をシミュレートしたものである。元来豚ふんを対

象に開発された方法であるが、その後鶏ふんにも適用さ

れている 。100Lビニール法が豚ふんを供試すること８，９）

に対し、後者は豚ふん尿混合物に着目して組み立てられ

た方法である。また、試料に対する通気量や培養温度な

ど、アンモニア揮散に及ぼす要因を検討した上で試験装

置の開発を行っている。測定条件が明確な精度の高い方

法であるが、鶏ふんに応用した報告はない。

そこで著者らは、山本らが開発した方法を鶏ふんに適

用を試みた。培養条件の違いによる影響を調べ、その結

果をもとに測定法を標準化した。さらに測定法の有効性

を確かめるために、散布型、経口投与型の資材を想定し

てアンモニア揮散量の低減に対する評価を行った。

材料及び方法

１ 試料の採取および調整

採卵用成鶏の鶏ふんを試料として用いた。成鶏を飼育

するケージ下にふん採取板を設置し、24時間後に鶏ふん

を採取した。その際、大きな羽および卵内容物等は除去

した。

採取した鶏ふんは人力でよく撹拌混合し、均一化して

から培養容器に入れ、試験に供試した。

供試した鶏ふんの理化学的性状は表１のとおりである。

２ アンモニア発生装置

山本らが豚ふん尿混合物を対象に開発したアンモニア

揮散量の 測定装置 と同様のものを作成した。in vitro ７）

装置は鶏ふんを充填しアンモニアガスを発生、揮散させ

るための培養容器、一定温度で培養を行うための恒温水

槽（ウォーターバス）、揮散したアンモニアガスをトラ

ップする捕集びん、吸気ポンプおよび空気流量計からな

る（図１）。

培養容器はプラスチック製の円筒容器を用い、内寸は

直径8.4cm、高さ19.7cm、容積は約1.1Lであった。容器

上部のふたはねじ口であり、空気漏れを防止するために

フッ素樹脂製のテープによりシールした。また、ふたに

は吸気および排気用に２本のガラス管を固定した。ガラ

ス管の内径は吸気側7mm、排気側3mmとした。この培養容

器に200gの鶏ふんを入れ恒温水槽中で一定温度に保った。

試料の充填方法については山本ら の報告に詳細はな７）

い。しかし、試料の充填方法の違いによって表面積が異

なり揮散量に影響を及ぼすとの報告がされている 。本３）

装置を用いて試験した結果、試料の表面積が揮散量およ

び測定値のばらつきに影響することがわかった。そこで

試料の充填方法は、間隙を少なくし表面の凹凸をなくす

ため試料を容器に入れた後に容器ごと床面などに軽く打

ちつけ、さらに表面をへらで平らにならすことにした。

アンモニア捕集びんは、市販のろ過板付ガス洗浄びん

（84GP250、容量250mL、柴田科学、東京）を使用し、こ

れに4%ホウ酸溶液を150mL入れた。捕集びんは１連で用

いた。吸気にはダイヤフラム型ポンプ（APN-052L、イワ

キ、東京）を用いた。ポンプと培養容器の間に流量計

（RK1600R-15-S-6H-Air-1L･min 、コフロック、京都）-1

を置き、吸気流量を調整した。

３ アンモニア測定法の標準化にむけた諸要因の検討

(1)培養温度の影響（実験１）

アンモニア揮散量に及ぼす培養温度の影響について検

討した。鶏ふん200gを培養容器に充填した後、培養温度

が20、30、40℃の３水準になるように、恒温水槽の温度

を変えてアンモニア揮散量を測定した。吸気速度は500mL･

min で一定とし、48時間培養を行い、捕集ビン内の4％－１

ホウ酸溶液で捕集したアンモニア態窒素量を0.02N硫酸

を用いる直接滴定法により測定した。測定は同一試料で

４回反復実施し、測定の精度についても検討した。

(2)吸気量の影響（実験２）

アンモニア揮散量に及ぼす吸気量の影響について、吸

気量を250、500、750、1000mL･min の４水準に変えて－１

検討した。培養温度は30℃一定で24時間実施し、同一試

料で３反復実施した。

４ 標準化した測定法の有効性の検討

標準化した測定法によって資材の評価が可能かどうか

を、アンモニア揮散低減効果が明確である資材を用いて

検討した。

(1)散布型資材によるアンモニア揮散低減効果の評価

（実験３）

市販の散布型脱臭資材を鶏ふんに添加し、本測定法に

よってアンモニア揮散量に及ぼす影響を評価した。鶏ふ

んを採取後、アンモニア揮散低減効果のある資材（腐植

酸、pH2.5）を鶏ふん重量の3％添加した区を設け、鶏ふ

んのみの無添加区と比較した。アンモニア揮散量を５日間

にわたり毎日測定した。培養温度は30℃、吸気量は500mL･

min とし、同一試料を使用して３反復実施した。－１

(2)CP含量の異なる飼料を用いたアンモニア揮散低減効

果の評価（実験４）

本測定法により経口型脱臭資材のアンモニア揮散低減

効果を評価するに際し、効果が明確である資材を検索で

きなかった。そのため、低レベルなCP含量の飼料を給与

して得られる鶏ふんはアンモニア揮散量が少ないとの報

中谷・市川：鶏ふんから発生する悪臭物質のin vitro測定法の開発（第１報）



113 愛知県農業総合試験場研究報告第36号

表１ 試料に用いた鶏ふんの理化学性

試験 区分け 水分 pH 全窒素 採取月日Ａ）

％ ％ 月/日

試験１ － 75.7 7.2 2.0 9/30

試験２ － 71.0 6.8 2.1 10/9

試験３ 無添加区 73.3 6.9 2.2 11/25

資材添加区 72.5 6.8 2.0 11/25Ｂ）

試験４ CP11区 59.5 6.4 1.5 5/12Ｃ）

CP14区 69.9 7.0 1.6 5/12

CP16区 71.8 6.6 1.9 5/12

Ａ）現物あたり測定値

Ｂ）散布型資材を鶏ふんに添加した後の性状

Ｃ）ＣＰ（粗蛋白）含量が11、14、16になるように飼料を調整し、

鶏に１週間給与した後に得られた鶏ふんを試料とした。

告から 、異なるCP含量の飼料を給与することで経口１０）

型脱臭資材を投与する代替とした。CP含量の異なる飼料

（CP11区=CP11.5％、CP14区=CP14.3％､CP16区=CP16.1

％）を作成し鶏に１週間給与した後、鶏ふんを採取した

（表１）。アンモニア揮散量の経日変化を４日間にわた

り調査した。培養温度は30℃、吸気量は500mL･min と－１

した。４日間の培養終了後、鶏ふん中に残存した全窒素

量をケルダール法により測定した。同一試料を使用して

３反復実施した。

試験結果

１ アンモニア測定法の標準化にむけた諸要因の検討

(1)培養温度の影響（実験１）

20、30、40℃の温度で48時間培養した結果、アンモニ

ア態窒素は140.1、266.9、399.8mg揮散し温度上昇に伴

い直線的に増加した（表２）。アンモニア揮散量に及ぼ

す培養温度の影響は大きく、４反復の変動係数は3～10

％で、本装置により比較的精度よくアンモニア揮散量が

測定できた。

(2)吸気量の影響（実験２）

250、500、750、1000mL･min で吸気した結果、アン－１

モニア態窒素は20.3、34.8、41.1、49.4mg揮散し吸気量

の増加に伴い直線的に増加し、アンモニア揮散量に及ぼ

す吸気量の影響は大きいと考えられた。測定の精度を示

す変動係数は、吸気量の増加に伴って大きくなり測定値

がばらつく傾向にあった（図２）。

２ 標準化した測定法の有効性の検討

(1)散布型資材によるアンモニア揮散低減効果の評価

（実験３）

アンモニア態窒素の累積量（図３）は１～５日目まで、

資材添加区が38.5､114.9、213.4、316.3、425.4mg、無

添加区が40.5、166.4、294.4、413.7、536.1mgであり、

両区とも培養開始後から１日目までは少ないが１～５日

図１ アンモニア揮散量の 測定装置in vitro

表２ 培養温度別にみた測定精度

培養温度 ｱﾝﾓﾆｱ態窒素揮散量 変動係数

℃ mg･48hrs ％－１

２０ 140.1± 5.2 3.7

３０ 266.9±11.0 4.1

４０ 399.8±37.7 9.4

４反復の平均±標準偏差

目までは直線的に増加した。また、両区の回帰式の傾き

は資材添加区が97.5、無添加区が123.8であることから、

資材添加によりアンモニア揮散量は22％低減された。

(2)CP含量の異なる試料によるアンモニア揮散低減効

果の評価（実験４）

鶏ふんから揮散するアンモニア量（図４）は、各区と

も培養開始後１日目の揮散量は少ないが、１～４日目ま

では直線的に増加した。４日後の累積量はCP16区が395mg、

CP14区が527mg、CP11区が215mgであり、この間には統計

的に有意な差（p<0.01）が認められた。CP14区およびCP

11区における回帰式の傾きは161.1および68.2であるこ

とから、揮散するアンモニア態窒素量は約2.4倍の差が

あった。表３には培養前の全窒素量および培養終了後の

試料中に残存した全窒素量、揮散したアンモニア態窒素

量を示した。各区とも残存した全窒素量に揮散したアン

モニア態窒素量を加えた値は培養前の全窒素量と比較し

て5％以内の誤差であり概ね等しかった。

考 察

培養温度が20、30、40℃と上昇するにつれアンモニア揮

散量が直線的に増加し、高い温度依存性が示された（実

験１）。この結果は、山本らの報告 と一致し、培養温７）

度は精密な管理が必要であると考えられた。測定法の標

準化としては、実際の鶏舎環境を考慮し苦情が多い６～

９月における昼間の鶏舎内温度の30℃を培養温度とした。

また、培養容器内に通気する空気温度の影響については

検討していないが、影響を及ぼす可能性が高いため測定

は空調可能な実験室で行うことが望ましい。本研究では、

空調可能な実験室にて室温を25℃に設定し操作を行なっ

たため、実験結果に大きな影響はなかったと思われる。

実験２から、アンモニア揮散量は吸気量によっても影

響を受け、吸気量を250mL･min から1000mL･min に高－１ －１

めると直線的に増加し、吸気量も一定に保つ必要がある

恒温水槽 アンモニア捕集びん

鶏ふん

流量計

ポンプ

４％ホウ酸溶液

ドリップポット
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３

反復の平均±標準偏差 ３反復の平均±標準偏差

図２ アンモニア揮散に及ぼす吸気量の影響 図３ 資材添加によるアンモニア低減効果

□ y=161.6x-107.1

R =0.99732

△ y=118.5x-71.0

R =0.99622

○ y=68.2x-61.4

R =0.99552

３反復の平均±標準偏差

図４ 飼料中のCP含量が鶏ふんから揮散するアンモニア量に及ぼす影響

表３ 培養前後の窒素収支

培養前 培養終了後 ｐH

前 後全窒素 残存した全窒素 ｱﾝﾓﾆｱ態窒素揮散量 合 計

mg mg mg mg

CP11％ 区 2965.7 2620.6 215.2 2835.8 6.4 8.3

CP14％ 区 3303.1 2726.2 527.2 3253.4 7.0 8.6

CP16％ 区 3809.5 3298.9 394.6 3693.5 6.6 8.4

ｍｇ
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が、山本らの測定法に合わせ500mL･min とした。－１

実験３および４から、アンモニア揮散量を経日的に測定

すると、１日目以降５日目まではほぼ直線的に増加した

が、１日目までの揮散量が低く資材添加区と無添加区の

測定値の差が小さかった。従って培養期間が２日以上で

あれば効果の判定が可能となることが示された。また、

培養終了後に容器内に残存した全窒素量に揮散したアン

モニア態窒素量を加えたものは、培養前の全窒素量に対

してどの区も95％以上に相当した。この5％未満のロス

は、毎日のホウ酸溶液の取り替え時に消失したもの、お

よび分析誤差と考えられる。

以上の実験１～４の結果から、図１の装置を用いて、
－１200gの鶏ふんを試料とし培養温度30℃、吸気量500mL･min

の条件で２日以上培養を行うことにより鶏ふんから揮散

するアンモニア量を精度よく測定することができた。

山本らの 測定法 は鶏ふんにも適用でき散布型in vitro ７）

および経口投与型資材の評価が可能であることが検証さ

れた。

飼料のCP含量が高いほど、多量のアンモニアが揮散す

ると考えられたが、実験４では培養４日間におけるアン

モニア揮散量はCP14区が最も多く、次いでCP16区、CP11

区の順であった。培養前の鶏ふんの全窒素はCP16区が

3809.5mg、CP14区は3303.1mg、CP11区は2965.7mgであり、

CP16区が最も多かった。しかし、pHはCP14区の7.0に対

して、CP16区は6.6、CP11区は6.4であり、pHが高いほど

アンモニア揮散量が多くなった。一般的に、溶液中のア

ンモニウムイオンはpHが高くなるとアンモニアに移行し

揮散しやすくなる。また、鶏ふん中の全窒素に多く含ま

れる尿酸は非常に分解されやすい有機物であるため、そ
１１）の含量はアンモニア揮散量に大きく影響する。小阪ら
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は排泄直後の尿酸態窒素に及ぼす飼料のCP含量の影響は

小さかったと報告しており、全窒素量とアンモニア揮散

量が比例しないことも考えられる。本研究では尿酸量の

測定は行っておらず、原因を考察するにはデータ不足で

ある。実験４の結果は次回の研究に活かし明確な結果を

得た後、アンモニア測定法の標準化に盛りこむべきか検

討する必要がある。

測定法の標準化のためには、アンモニア揮散に影響を

与えるさらに多くの要因の検討が必要である。本研究で

は培養温度と吸気量を検討したが、吸気温度、吸気湿度、

鶏ふんの水分、ｐHの影響等が未検討である 。さらに１２）

は、鶏ふん中の窒素分解が微生物活動によって行われる

以上、鶏ふん貯留時の24時間に季節的要因が影響を及ぼ

すことも考えられる。これらについては、硫黄化合物お

よび低級脂肪酸など他の悪臭物質についての測定法の標

準化と合わせて検討を進めている。
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