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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】低濃度でも著しい悪臭を発生するガスの発生を
低減させる脱臭材を使用した畜産施設等並びにこの脱臭
材を含有した糞尿等の堆肥化施設など悪臭が低減された
畜産等の施設を提供する。
【解決手段】好気性発酵を促す植物由来の原材料、並び
に他の植物由来の原材料、及び食品産業などから排出さ
れる植物性廃棄物の混合物、さらには悪臭物質のイオン
性を中和させて脱臭する効能を有する弱アルカリ性の薬
剤の混合物からなる脱臭材であり、この脱臭材を動物の
糞尿等に散布、混合して、低濃度でも強い悪臭を感じる
硫黄化合物や低級脂肪酸類などの発生を効果的に低減す
る畜産施設等並びに堆肥化施設である。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　好気性発酵を促す植物由来の原材料、並びに他の植物由来の原材料、及び食品産業など
から排出される植物性廃棄物の混合物、さらには悪臭物質のイオン性を中和させて脱臭す
る効能を有する弱アルカリ性の薬剤の混合物からなる脱臭材であり、これらの原材料は動
物に対して極めて害の少ない原材料からなる。
【請求項２】
　請求項１記載の脱臭材を使用した畜産施設等並びに堆肥化施設にあっては、請求項１記
載の脱臭材を動物の糞尿等に散布、混合して、低濃度でも強い悪臭を感じる硫黄化合物や
低級脂肪酸類などの発生を低減する畜産施設等並びに堆肥化施設である。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、動物の糞尿等から発生する悪臭物質を低減する脱臭材であり、およびこれを
用いた脱臭効果の高い堆肥施設、さらには家畜の糞尿等の悪臭発生物が存在する施設の脱
臭に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　動物の糞尿等から発生する悪臭、中でも牛、豚、鳥などの畜産業において、それぞれの
施設等から発生する悪臭は、その施設の近隣住民が日常生活を営む上で、その耐え難いそ
の悪臭によって身体的並びに精神的苦痛を強いられており、ごく普通の日常生活を営むこ
とが出来ず、大きな社会問題となっている。また、食品産業や漁業などから排出される廃
棄物を利用して堆肥化する企業の堆肥施設等から発生する悪臭についても各地で苦情が発
生している。
【０００３】
　反面、畜産業から排出される糞尿から製造した堆肥は、高品質な有機性肥料として確固
たる地位を維持しており、野菜類、花き類、果物類等の栽培にはなくてはならない肥料で
ある。
【０００４】
　悪臭の規制に関しては、悪臭防止法が制定されており、これに基づいて各都道府県、市
町村において条例等が施行され、規制がなされている。悪臭の判定基準としては、悪臭物
質の複合臭に関する臭気指数による規制が各自治体で制定されている。
【０００５】
　例えば、動物の糞尿等から発生する悪臭物質の種類は次のように分類される。アンモニ
アやアミン類などの窒素化合物、そしてメチルメルカプタンや硫化水素などの硫黄化合物
、さらにはノルマル酪酸やイソ吉草酸などの低級脂肪酸類などである。これらの悪臭物質
のそれぞれの特性によって、アンモニアのように比較的高濃度で臭気を感じる物質、逆に
硫黄化合物や低級脂肪酸類などのようにかなりの低濃度でも非常に嫌悪な臭気を感じる物
質がある。これらの悪臭は動物の種類や飼料、糞尿の状態等によって生成する悪臭物質が
異なり、各々の条件で種々の悪臭物質が複合臭として発生する。
【０００６】
　これらの悪臭を除去するために様々な悪臭除去材料、手法、装置等が開発され、上市さ
れている。動物の糞尿等から発生する様々な悪臭物質を脱臭するとされる材料の種類は、
非常に多岐に渡っており、それらの材料を使用して脱臭機能を付与した装置も多岐に渡り
市販されている。
【０００７】
　これらの脱臭材並びに脱臭装置の脱臭メカニズムは大きく分けて、水洗法、燃焼法、吸
着法、薬液処理法、生物脱臭法、空気希釈法、マスキング法、オゾン酸化法、光触媒法等
に分類される。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００８】
　例えば、畜産業における糞尿の堆肥装置における脱臭に関しては、バイオマス技術を利
用して、堆肥装置から発生する悪臭、主にアンモニアガスを木質系バイオマスの燻炭の製
造過程に送風して中和及びマスキングして脱臭する装置及びその方法が提案されている。
【０００９】
【特許文献１】特開２００５－４１７５９
【００１０】
　しかしながら、この方法による装置を畜産業の堆肥設備等に付加して設置するというこ
とは、現業の畜産設備に加えてさらなる多額の設備投資を伴い、広い設置面積が必要にな
る。さらに、バイオマスという固有の工程を有する大型設備を設けねばならないというこ
と自体が、中小の畜産農家を含む多くの畜産農家において容易に設置できる方法とは言い
難い。また、設備の設置に関わるコストに加えて、この装置を継続的に運転していく際に
生ずる様々なランニングコストも経営に重くのしかかる重要な問題である。
【００１１】
　他の手法として、悪臭物質を物理的に吸着する材料である珪藻土を混合した塗料や建材
を畜舎等の建築物に使用して悪臭物質を物理的に吸着して脱臭する方法が提案されている
。
【００１２】
【特許文献２】特開２００２－２１２１４
【００１３】
　この方法による悪臭物質の吸着は物理的な吸着方法を利用しており、吸着量が飽和した
後、吸着能が無くなった建材等を交換することに手間やコストがかかる。加えて、珪藻土
のような物理的な吸着は悪臭物質以外にも色々な物質を吸着するため、目的とする悪臭物
質だけを効率的に吸着することは困難であり、条件によっては吸着した物質が脱着するこ
ともある。
【００１４】
　珪藻土のほかに活性炭やもみ殻などの物理的吸着能を有する多孔性材料などを利用した
脱臭方法は同様な問題を抱えている。
【００１５】
　また、別の手法として、腐葉土或いは土壌等から成るベース床になど発生する悪臭ガス
を下方からベース床に供給して、その有機性悪臭ガスをベース床で分解させて脱臭すると
いう手法なども提案されている。
【００１６】
【特許文献３】特開２０００－１４０５７３
【００１７】
　この方法によるとベース床にガスが通過した時間で有機性悪臭ガスを十分に分解するこ
とは難しく、オゾンガスや散水するなどの付加手段を組み合わせて脱臭する方式を提唱し
ている。この手法も装置化も高コストであり、脱臭効果を実現するためにはオゾンガス供
給装置や散水装置等の設備費が上乗せされ、装置の維持コストも高くなる。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【００１８】
　動物から発生する悪臭、中でも種々の畜産業で飼われている家畜の糞尿から発生する悪
臭によって、その施設内の就業環境は劣悪となり、またその施設周辺の近隣住民からは多
くの切なる苦情が出ている。過去から現在に至るまで、行政を巻き込んで非常に神経質で
深刻な問題が全国の津々浦々で発生している。この問題は国内、国外に関わらず生じてい
る。畜産業者の近郊に住宅等が次々に建築されて都市化が進むと、その施設周辺の近隣住
民の苦情はさらに深刻な問題となっており、発生した苦情は悪臭防止法に則り、各自治体
の行政担当が対応しているが、近隣住民の苦情はなかなか解消出来ていないのが現状であ
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る。
【００１９】
　悪臭を除去する方法は前述したように多岐に渡っており、例えば畜産業においては飼料
に色々と手を加えた生化学的な手法から大掛かりな脱臭装置を設置する方法まで数多くの
手法がある。しかしながら、前述した特有の悪臭物質を畜産施設において効率的に脱臭し
、且つ、その装置の設置や使用が簡便に出来て、なお且つこれらの利用にかかる初期費用
やランニングコストなどの諸経費を出来るだけ安価に抑える方法の出現を畜産業者は求め
ている。安価で効果的な悪臭防止の手段は未だに出現していないのが現状である。また、
悪臭除去自体の設備は悪臭防止法を順守するための設備であり、経営本体とは離れた付随
的な設備であるから、大がかりで高価な設備投資は経営自体を不安定にさせる要因となる
ため、脱臭設備の導入や脱臭材の使用を躊躇している畜産業者が多いのも事実である。
【００２０】
　また、現在畜産業等で利用されている脱臭装置の多くは、固定された設備自体など悪臭
の排出場所に限定された利用法であり、対処療法的な手法が多く、糞尿の発生する川上か
ら川下まで全般に渡る効果的な脱臭方法は見出されていない。
【００２１】
　さらには、飼料などに消臭効果を有するとされる添加物などを混入させて、糞尿から発
生する悪臭成分を低減させる方法等も種々提案されているが、悪臭成分の生成状況は糞尿
の発酵状態によって千差万別であり、糞尿が排出されてから堆肥に至る過程や、尿を分離
して廃水処理する過程において、極めて低濃度でも著しい悪臭を発生する分解ガスが生成
するケースが多い。この手法も効果的な脱臭手段としての位置付けにはなっていない。ま
た、ただでさえ高価となっている飼料がさらに高価となって畜産経営を圧迫するという問
題もある。
【００２２】
　そこで本考案は、動物から発生する悪臭物質や食品産業や漁業などから排出される悪臭
物質、中でも畜産業で排出される家畜の糞尿から発生する悪臭物質を低減させる脱臭材で
あって、排出される糞尿と脱臭材を混合することで好気性発酵を促して、低濃度でも著し
い悪臭を発生するガスの発生を低減させることを目的としている脱臭材であり、この脱臭
材を使用した畜産施設等並びにこの脱臭材を含有した糞尿等の堆肥化施設に関する考案で
ある。
【００２３】
　本考案の脱臭材とは、好気性発酵を促す原材料に加えて、食品産業などから排出される
植物由来の廃棄物であって脱臭作用を有する植物性原材料、植物由来の脱臭作用を有する
原材料、悪臭物質のイオン性を中和させて脱臭する薬剤などを混合した脱臭材である。本
脱臭材は家畜に対して害の極めて少ない原材料から成り、安価で、且つ、どの畜産業にお
いても使いやすい脱臭材を提供することも目的としている。また、本脱臭材はこれらの悪
臭物質の中でも、かなり低濃度で悪臭を感じる硫黄化合物や低級脂肪酸類などの発生を低
減するものである。さらに言えば、脱臭材自体も堆肥化可能な原材料から成っており、糞
尿等と混合して共に堆肥化出来る脱臭材である。
【００２４】
　この脱臭材を使用した畜産施設等とは、例えば畜舎内で排出された動物の糞尿に直接こ
の脱臭材を散布、混合したり、或いは畜舎の糞尿の回収経路にこの脱臭材を散布したり、
さらには糞尿回収物にこの脱臭材を散布、混合させることによって、低濃度でも強い悪臭
を感じる硫黄化合物や低級脂肪酸類などの発生を低減する畜産施設等である。また、この
脱臭材を使用した堆肥化施設とは、この脱臭材を糞尿等に散布、混合したものを堆肥化す
る施設であって、低濃度でも強い悪臭を感じる硫黄化合物や低級脂肪酸類などの発生を低
減する堆肥化施設である。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　本考案は、上記目的を達成するため、以下の手段を講じている。即ち、請求項１記載の
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脱臭材にあっては、好気性発酵を促す植物由来の原材料、並びに他の植物由来の原材料、
及び食品産業などから排出される植物性廃棄物の混合物、さらには悪臭物質のイオン性を
中和させて脱臭する効能を有する弱アルカリ性の薬剤の混合物からなる脱臭材であり、こ
れらの原材料は動物に対して極めて害の少ない原材料からなる。
【００２６】
　請求項２記載の請求項１記載の脱臭材を使用した畜産施設等並びに堆肥化施設にあって
は、請求項１記載の脱臭材を動物の糞尿等に散布、混合して、低濃度でも強い悪臭を感じ
る硫黄化合物や低級脂肪酸類などの発生を低減する畜産施設等並びに堆肥化施設である。
【００２７】
　請求項１記載の脱臭材である好気性発酵を促す植物由来の原材料としては、腐葉土など
の分解菌が存在する原材料であって、これと他の植物性原材料として干し草や枯れ草ある
いは稲藁の粉砕物、もみ殻、おが屑、竹粉等の植物性原材料を好適な範囲で混合する。
【００２８】
　さらには、食品産業などから排出される植物性廃棄物としては、煎茶やウーロン茶や紅
茶などの茶かす、コーヒーかすなどの飲料の搾りかすなどの植物性廃棄物であり、加えて
おが屑が主成分であるきのこ類の培養菌床の廃棄物も利用できる。これら植物性廃棄物を
上記の原材料と好適な範囲で混合して使用する。これらの廃棄物は臭気成分を吸着するな
どの脱臭効果があり、また培養菌床の廃棄物は糞尿と混合することで水分を調整して発酵
状態を良い方向に導く効果もある。これらの混合物は動物に対して極めて害の少ない原材
料を選定する。
【００２９】
　加えて、悪臭物質のイオン性を中和させて脱臭する効能を有する弱アルカリ性の薬剤を
適量混合した脱臭材である。動物の糞尿などから発生する悪臭の中で、極めて低濃度でも
非常に悪臭を発するガスとして、硫化水素ガスなどの硫黄化合物ガスやノルマル酪酸、イ
ソ吉草酸などの低級脂肪酸ガスなどの酸性ガスがあるが、これらの悪臭ガスはイオン的に
中和させることで悪臭を解消させることが出来る。
【００３０】
　これらの酸性悪臭ガスをイオン的に中和させる弱アルカリ性の薬剤とは、炭酸水素ナト
リウム、炭酸ナトリウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウムなどの炭酸塩または硼砂な
どの塩類、あるいは水酸化マグネシウムなどの弱アルカリ性を有する薬剤が好ましく、中
でも炭酸塩がより好ましい。この薬剤は、動物に対して害のない適切な濃度範囲で添加す
る必要がある。
【００３１】
　請求項１記載の脱臭材を構成する好気性発酵を促す原材料の混合比率は、湿潤重量にお
いて、好ましくは５～４０部であり、より好ましくは１５～３０部である。これと混合す
る他の植物性原材料として干し草、枯れ草、稲藁、もみ殻、おが屑、竹粉等の混合比率は
、湿潤重量において好ましくは３０～８０部であり、より好ましくは５０～７０部である
。
【００３２】
　加えて、食品産業などから排出される植物性廃棄物の混合比率は、湿潤重量において好
ましくは５～４０部であり、より好ましくは１０～３０部である。食品産業などから排出
される植物性廃棄物の含水率が高い場合、その混合量は他の原材料より減らす必要がある
。植物性廃棄物自体の保管状態によっては好ましくない嫌気性発酵を生じるケースがある
ため、このような状態の廃棄物は脱臭材としては使用できない。食品産業などから排出さ
れる植物性廃棄物は食品産業の製造装置から排出されて廃棄されてから出来るだけ短時間
に回収し、速やかに他の原材料と混合撹拌することが好ましい。
【００３３】
　さらには、酸性悪臭ガスをイオン的に中和させる弱アルカリ性の薬剤の添加量は、請求
項１記載の脱臭材混合物の乾燥重量に対して、純分として０．１重量％～２０重量％が好
ましい。この薬剤は粉体を使用することが好ましく、請求項１記載の脱臭材の原材料混合
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時に必要量を添加混合して脱臭材とする。ナトリウムを含有する薬剤は、最終的に堆肥と
して利用する際に問題になることもあるため、ナトリウムを含有する薬剤の添加量は、請
求項１記載の脱臭材混合物の乾燥重量に対して、純分として０．１重量％～５重量％が好
ましい。また、動物に対して害のない適切な濃度範囲で添加する必要があるため、請求項
１記載の脱臭材混合物使用量に対して適宜適切な添加量を算出して、均一に分散混合して
脱臭材混合物を作製する。
【００３４】
　請求項２記載の畜産施設等並びに堆肥化施設にあっては、請求項１記載の脱臭材を使用
した畜産施設等並びに堆肥化施設であって、請求項１記載の脱臭材を悪臭の発生源である
動物の糞尿等に散布、混合することによって低濃度で悪臭を感じる硫黄化合物や低級脂肪
酸類などの発生を低減する畜産施設等並びに堆肥化施設である。これらの施設とは、例え
ば、外気との通気が可能な開放型畜舎やウィンドウレス型畜舎などの畜産施設等であり、
或いは、堆肥化施設としては、堆積方式の堆肥舎、開放型撹拌方式の堆肥施設、密閉型撹
拌方式の堆肥施設などの堆肥化施設である。これらの施設では、請求項１記載の脱臭材を
添加混合した糞尿等を投入して堆肥化するが、悪臭の発生をできるだけ抑えるためにも、
定期的に撹拌して通気させることも一般的な堆肥化方法の一つとして必要である。
【考案の効果】
【００３５】
　本考案の請求項１記載の脱臭材、並びに請求項２記載の畜産施設等並びに堆肥化施設で
用いる請求項１記載の脱臭材は、例えば、畜産施設内で家畜から排出される糞尿に直接適
宜添加し、また畜舎の家畜が生育する区画から排出される糞尿を回収して最終的に堆肥に
なるまでの移動区間において、この移動経路の糞尿にこの脱臭材を継続的に適宜散布して
混合することで、より良好な発酵状態を維持して、低濃度でも悪臭を発するガスの生成を
減少させる。発生した悪臭ガスは請求項１記載の脱臭材で吸着し、また薬剤で悪臭ガスを
中和して悪臭の発生を抑制できる。
【００３６】
　また、これらの脱臭材は畜産施設等並びに堆肥化施設の好気性発酵が困難な状態を改善
できるため、糞尿の撹拌が不足して、嫌気性発酵となり易い畜産施設等並びに堆肥化装置
や堆肥化施設の悪臭発生を低減させる効果が大きい。発生した悪臭ガスは請求項１記載の
脱臭材で吸着し、また薬剤で悪臭ガスを中和して悪臭の発生を抑制できる。
【００３７】
　さらに、本考案の請求項１記載の脱臭材はそれ自体が良好な堆肥として利用出来るため
、糞尿との混合物から堆肥を製造する際の増量剤となり、脱臭材としての効能と堆肥とし
ての効能の両方を併せ持つ有用な脱臭材である。
【実施例１】
【００３８】
　竹粉が湿潤重量で３０部、緑茶かすが湿潤重量で１５部、廃菌床を湿潤重量で４０部、
腐葉土の粉砕物が湿潤重量で１５部と、これらの混合物の乾燥重量に対して炭酸水素ナト
リウム粉末（以下、重曹と略す）２重量％、さらに炭酸カルシウム、炭酸マグネシウムな
どを含有する苦土石灰粉末３重量％を添加して均一に混合撹拌して脱臭材を作製した。
【００３９】
　生の豚糞３００ｇとこれに対してこの脱臭材を１、３、１０、２０重量％を添加して、
混合撹拌し、容量１０００ｍＬのポリプロピレン製の密閉容器に入れて密封した。密閉容
器には開閉できる細孔が設けてあり、この細孔から注射器でガスを５０ｍＬ採取し、採取
したガスをテドラバックに注入して、１０倍に希釈して臭気強度を調査した。それぞれ添
加量を変化させた糞と脱臭材の混合物は、ガス採取後に１日１回蓋を開けて混合撹拌して
、室温（約１５～２０℃）で静置した。ガス採取間隔は、２日目、５日目、７日目、１２
日目、１５日目、３１日目とし、採取して希釈したガスの臭気強度を５人のモニターで測
定した。
【比較例１】
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【００４０】
　生の豚糞３００ｇのみで、実施例１と同様の条件にて放置してガスを採取し、ガス臭気
強度を測定した。
【比較例２】
【００４１】
　生の豚糞３００ｇと竹粉、緑茶かす、廃菌床、腐葉土の粉砕物のそれぞれを豚糞に対し
て、２０重量％を添加し、実施例１と同様に密封容器に入れて、混合撹拌し、実施例１と
同様の条件にて放置してガスを採取し、ガス臭気強度を測定した。
【比較例３】
【００４２】
　生の豚糞３００ｇと重曹を豚糞重量に対して５重量％、もう一方は、生の豚糞３００ｇ
と苦土石灰粉末を豚糞重量に対して５重量％それぞれを実施例１と同様に密封容器に入れ
て、混合撹拌し、実施例１と同様の条件にて放置してガスを採取し、ガス臭気強度を測定
した。
【００４３】
　実施例１及び比較例１～３の結果を下表に示した。それぞれの条件で採取したガスの臭
気強度測定結果は５人のモニターの測定値の範囲で示した。

【図面の簡単な説明】
【００４４】
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【図１】本考案の脱臭材を使用した撹拌方式開放型直線型堆肥施設の図面である。
【図２】本考案の脱臭材を使用した撹拌方式密閉型タテ型堆肥施設の図面である。

【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成25年7月4日(2013.7.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、動物の糞尿等から発生する悪臭物質、或いは食品産業や漁業などから排出さ
れる堆肥化が可能な廃棄物から発生する悪臭物質を低減する脱臭材を利用した堆肥化設備
及び畜産設備に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　動物の糞尿等から発生する悪臭、中でも牛、豚、鳥などの畜産業において、それぞれの
施設等から発生する悪臭が問題となっている。その施設の近隣住民が日常生活を営む上で
、その耐え難い悪臭により長年に渡って身体的並びに精神的苦痛を強いられており、ごく
普通の日常生活を営むことが出来ず、全国各地で社会問題となっている。また、食品産業
や漁業などから排出される廃棄物を利用して堆肥化する企業の堆肥化施設等から発生する
悪臭についても各地で苦情が発生している。
【０００３】
　反面、畜産業から排出される糞尿から製造した堆肥は、高品質な有機性肥料として確固
たる地位を維持しており、野菜類、花き類、果物類等の栽培にはなくてはならない肥料で
ある。
【０００４】
　悪臭の規制に関しては、悪臭防止法が制定されており、これに基づいて各都道府県、市
町村において条例等が施行され、規制がなされている。悪臭の判定基準としては、悪臭物
質の複合臭に関する臭気指数による規制が各自治体で制定されている。
【０００５】
　例えば、動物の糞尿等から発生する悪臭物質の種類は次のように分類される。アンモニ
アやアミン類などの窒素化合物やメチルメルカプタンや硫化水素などの硫黄化合物、さら
にはノルマル酪酸やイソ吉草酸などの低級脂肪酸類などである。これらの悪臭物質のそれ
ぞれの特性によって、アンモニアのように比較的高濃度で臭気を感じる物質、逆に硫黄化
合物や低級脂肪酸類などのようにかなりの低濃度でも非常に嫌悪な臭気を感じる物質があ
る。動物の種類や飼料、糞尿の状態等によって生成する悪臭物質が異なり、各々の条件で
種々の悪臭物質が複合臭として発生する。
【０００６】
　これらの悪臭を除去するために様々な悪臭除去材料、手法、装置等が開発され、上市さ
れている。動物の糞尿等から発生する様々な悪臭物質を脱臭するとされる材料の種類は、
非常に多岐に渡っており、それらの材料を使用して脱臭機能を付与した装置も多岐に渡り
市販されている。
【０００７】
　これらの脱臭材並びに脱臭装置の脱臭メカニズムは大きく分けて、水洗法、燃焼法、吸
着法、薬液処理法、生物脱臭法、空気希釈法、マスキング法、オゾン酸化法、光触媒法等
に分類される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
　例えば、畜産業における糞尿の堆肥装置における脱臭に関しては、バイオマス技術を利
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用して、堆肥装置から発生する悪臭、主にアンモニアガスを木質系バイオマスの燻炭の製
造過程に送風して中和及びマスキングして脱臭する装置及びその方法が提案されている。
【０００９】
【特許文献１】特開２００５－４１７５９
【００１０】
　しかしながら、この方法による装置を畜産業の堆肥設備等に付加して設置するというこ
とは、現業の畜産設備に加えてさらなる多額の設備投資を伴い、広い設置面積が必要にな
る。さらに、バイオマスという固有の工程を有する大型設備を設けねばならないというこ
と自体が、中小の畜産農家を含む多くの畜産農家において容易に設置できる方法とは言い
難い。また、設備の設置に関わるコストに加えて、この装置を継続的に運転していく際に
生ずる様々なランニングコストも経営に重くのしかかる重要な問題である。
【００１１】
　他の手法として、悪臭物質を物理的に吸着する材料である珪藻土を混合した塗料や建材
を畜舎等の建築物に使用して悪臭物質を物理的に吸着して脱臭する方法が提案されている
。
【００１２】
【特許文献２】特開２００２－２１２１４
【００１３】
　この方法による悪臭物質の吸着は物理的な吸着方法を利用しており、吸着量が飽和した
後、吸着能が無くなった建材等を交換することに手間やコストがかかる。加えて、珪藻土
のような物理的な吸着は悪臭物質以外にも色々な物質を吸着するため、目的とする悪臭物
質だけを効率的に吸着することは困難であり、条件によっては吸着した物質が脱着するこ
ともある。
【００１４】
　珪藻土のほかに活性炭やもみ殻などの物理的吸着能を有する多孔性材料などを利用した
脱臭方法は同様な問題を抱えている。
【００１５】
　また、別の手法として、腐葉土或いは土壌等から成るベース床を作り、発生する悪臭ガ
スを下方からベース床に供給して、その有機性悪臭ガスをベース床で分解させて脱臭する
という手法なども提案されている。
【００１６】
【特許文献３】特開２０００－１４０５７３
【００１７】
　この方法によるとベース床にガスが通過した時間だけでは有機性悪臭ガスを十分に分解
することは難しく、オゾンガスや散水するなどの付加手段を組み合わせて脱臭する方式を
提唱している。この手法の装置化も高コストであり、脱臭効果を実現するためにはオゾン
ガス供給装置や散水装置等の設備費が上乗せされ、装置の維持コストも高くなる。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【００１８】
　動物から発生する悪臭、中でも種々の畜産業で飼われている家畜の糞尿から発生する悪
臭によって、その施設内の就業環境は劣悪となり、またその施設周辺の近隣住民からは多
くの切なる苦情が出ている。過去から現在に至るまで、行政を巻き込んで非常に神経質で
深刻な問題が全国の津々浦々で発生している。この問題は国内、国外に関わらず生じてい
る。畜産業者の近郊に住宅等が次々に建築されて都市化が進むと、その施設周辺の近隣住
民の苦情はさらに深刻な問題となっており、発生した苦情は悪臭防止法に則り、各自治体
の行政担当が対応しているが、近隣住民の苦情はなかなか解消出来ていないのが現状であ
る。
【００１９】
　悪臭を除去する方法は前述したように多岐に渡っており、例えば畜産業においては飼料
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に色々と手を加えた生化学的な手法から大掛かりな脱臭装置を設置する方法まで数多くの
手法がある。しかしながら、前述した特有の悪臭物質を畜産施設において効率的に脱臭し
、且つ、その装置の設置や使用が簡便に出来て、なお且つこれらの利用にかかる初期費用
やランニングコストなどの諸経費を出来るだけ安価に抑える方法の出現を畜産業者は求め
ている。安価で効果的な悪臭防止の手段は未だに出現していないのが現状である。また、
脱臭設備は悪臭防止法を順守するための設備であり、経営本体とは離れた付随的な設備で
あるから、大がかりで高価な設備投資は経営自体を不安定にさせる要因となるため、脱臭
設備の導入や脱臭材の使用を躊躇している畜産業者が多いのも事実である。
【００２０】
　また、現在畜産業等で利用されている脱臭装置の多くは、それぞれの悪臭排出場所に限
定された固定の脱臭設備を利用する方法が主体であり、対処療法的な手法が多く、糞尿の
発生する川上から堆肥製造に至る川下まで全般に渡る効果的な脱臭方法は見出されていな
い。
【００２１】
　さらには、飼料などに消臭効果を有するとされる添加物などを混入させて、糞尿から発
生する悪臭成分を低減させる方法等も種々提案されている。しかし、悪臭成分の生成状況
は糞尿の発酵状態によって千差万別である。糞尿が排出されてから堆肥に至る過程や、尿
を分離して廃水処理する過程において、嫌気性発酵が進行して、極めて低濃度でも著しい
悪臭を発生する分解ガスが生成するケースが多い。この手法も即効性のある効果的な脱臭
手段としての位置付けにはなっていないのが現状である。また、ただでさえ高額となって
いる飼料費用がさらに高額となって畜産経営を圧迫するという問題もある。
【００２２】
　そこで本考案は、動物の糞尿から発生する悪臭物質、或いは食品産業や漁業などから排
出される堆肥化が可能な廃棄物から発生する悪臭物質の発生を低減させる脱臭材を排出さ
れる糞尿或いは前述の廃棄物と混合することで好気性発酵を促して、嫌気性発酵環境下に
おける低濃度でも著しい悪臭を発する酸性ガスの生成を低減させ、発生した酸性悪臭ガス
を中和して無臭化し、さらには種々の悪臭ガスを吸着する効能を有する脱臭材を利用する
ことで悪臭発生を低減化した堆肥化設備及び畜産施設に関する考案である。
【００２３】
　本考案の脱臭材とは、好気性発酵を促し、且つ脱臭作用を有する植物由来の原材料に加
えて、食品産業などから排出される植物由来の廃棄物であって、その廃棄物が脱臭作用を
有する植物性原材料、さらには悪臭物質のイオン性を中和させて無臭化する薬剤であって
、好気性発酵を促す弱アルカリ性の水素イオン濃度（以下、ＰＨと略す）領域を維持する
薬剤からなる数種の原材料を混合した脱臭材である。本脱臭材を混合することでＰＨがや
や高い弱アルカリ性を維持して、好気性菌類の活動が活発となり、良好な発酵環境を形成
することから、悪臭物質の中でも、嫌気性発酵によって生ずる極低濃度でも強烈な悪臭を
発する硫黄化合物や低級脂肪酸類などの発生を低減するものである。逆に嫌気性発酵が進
行している環境ではＰＨが低く、酸性下で発酵が進行するため、好気性菌類の活動が停止
してしまうので、いつまでも極低濃度で強烈な悪臭を放つガスが発生し続ける。また、本
脱臭材は家畜に対して害の極めて少ない原材料から成り、安価で、且つ、使いやすい脱臭
材を提供することも目的としている。さらに、脱臭材自体も堆肥化可能な原材料から成っ
ており、糞尿等と混合して共に堆肥化出来る脱臭材である。
【００２４】
　この脱臭材を利用した堆肥化設備とは、この脱臭材を糞尿等に散布、混合したものを堆
肥化する施設であって、極低濃度でも強烈な悪臭を発する硫黄化合物や低級脂肪酸類など
の発生を低減する堆肥化設備である。また、この脱臭材を利用した畜産設備とは、例えば
畜舎内で排出された動物の糞尿に直接この脱臭材を散布、混合したり、或いは畜舎の糞尿
の回収経路にこの脱臭材を散布、混合したり、さらには糞尿回収物にこの脱臭材を散布、
混合させることによって、極低濃度でも強烈な悪臭を発する硫黄化合物や低級脂肪酸類な
どの発生を低減する畜産設備である。
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【課題を解決するための手段】
【００２５】
　本考案は、上記目的を達成するため、以下の手段を講じている。即ち、請求項１記載の
脱臭材にあっては、好気性発酵を促し、且つ脱臭作用を有する植物由来の原材料、及び食
品産業などから排出される植物性廃棄物であってその廃棄物が脱臭作用を有する植物性原
材料、さらには悪臭物質のイオン性を中和させて無臭化し、且つ好気性発酵を促す弱アル
カリ性環境を維持する効能を有する弱アルカリ性の薬剤の混合物からなる脱臭材であり、
これらの原材料は動物に対して極めて害の少ない原材料で構成される。
【００２６】
　この脱臭材を利用した請求項１記載の堆肥化設備及び畜産設備にあっては、この脱臭材
を動物の糞尿や堆肥化させる廃棄物に散布、混合して、極低濃度でも強烈な悪臭を発する
硫黄化合物や低級脂肪酸類などの発生を低減する堆肥化設備及び畜産設備である。
【００２７】
　請求項１記載の脱臭材である好気性発酵を促す植物由来の原材料としては、腐葉土など
の分解菌が存在する植物性原材料と他の植物性原材料として干し草や枯れ草あるいは稲藁
の粉砕物、もみ殻、おが屑、竹粉等の植物性原材料からなり、これらを好適な範囲で混合
する。また、これらの原材料自体が臭気成分を吸着する脱臭効果を有しており、さらには
糞尿等との混合によってその水分量を調整し、空気（酸素）を取り入れ易くして好気性発
酵を促進させる環境にする。
【００２８】
　さらには、食品産業などから排出される植物性廃棄物としては、煎茶やウーロン茶や紅
茶などの茶かす、コーヒーかすなどの飲料の搾りかすなどであり、加えておが屑が主成分
であるきのこ類の培養菌床の廃棄物も利用できる。これら植物性廃棄物を上記の原材料と
好適な範囲で混合して使用する。これらの廃棄物も臭気成分を吸着するなどの脱臭効果が
あり、糞尿と混合することで水分を調整し、空気を取り込み易くして発酵状態を良い方向
に導く効果もある。これらの混合物は動物に対して極めて害の少ない原材料を選定する。
【００２９】
　これに加えて、悪臭物質のイオン性を中和させて無臭化し、且つ好気性発酵を促す弱ア
ルカリ性環境を維持する効能を有する弱アルカリ性の薬剤を適量混合し、これらの原材料
を均一に混合撹拌したものが本考案の脱臭材である。動物の糞尿などから発生する悪臭の
中で、嫌気性発酵環境で発生する極低濃度でも強烈な悪臭を放つガスとして、硫化水素ガ
スなどの硫黄化合物ガスやノルマル酪酸、イソ吉草酸などの低級脂肪酸ガスなどの酸性ガ
スがあるが、これらの悪臭ガスは脱臭材中に混合した弱アルカリ性の薬剤でイオン的に中
和させることで悪臭を無臭化して脱臭することが出来る。また、アルカリ性薬剤の添加に
よって、糞尿と脱臭材の混合物が弱アルカリ性環境を維持して好気性菌の活動を活発化さ
せ、嫌気性環境にさせないことで極低濃度でも強烈な悪臭を放つ硫黄化合物や低級脂肪酸
類の生成を抑制することが出来る。
【００３０】
　これらの酸性悪臭ガスをイオン的に中和させ、好気性発酵状態を維持する弱アルカリ性
の薬剤とは、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム
などの炭酸塩またはそれらの混合物、或いは硼砂や水酸化マグネシウムなどの弱アルカリ
性を有する薬剤が好ましく、中でも炭酸塩がより好ましい。薬剤はそれぞれ単品、或いは
混合物として用いることが出来る。これらの薬剤は、動物に対して害のない適切な濃度範
囲で添加する。
【００３１】
　請求項１記載の脱臭材を利用した堆肥化設備及び畜産設備にあっては、本脱臭材を悪臭
の発生源である動物の糞尿等に散布、混合することによって低濃度でも悪臭を感じる硫黄
化合物や低級脂肪酸類などの発生を低減する堆肥化設備及び畜産設備である。これらの設
備の中で、堆肥化施設とは、堆積方式の堆肥舎、開放型撹拌方式の堆肥設備、密閉型撹拌
方式の堆肥設備などの堆肥化設備である。また、畜産設備とは、外気との通気が可能な開
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放型畜舎や外気と遮断されたウィンドウレス型畜舎などの畜産設備であり、これらの設備
では、本脱臭材を糞尿等に散布、混合して使用するが、嫌気性環境下で発生する酸性悪臭
ガスの発生をできるだけ抑えるためにも、定期的に撹拌して空気と触れさせることも一般
的な堆肥化方法として必要である。
【００３２】
　本脱臭材の詳細な構成を請求項２に記載している。請求項２記載の脱臭材を構成する好
気性発酵を促す腐葉土などの分解菌が存在する植物性原材料の混合比率は、純分９５％以
上の乾燥重量で換算すると、好ましくは５～３０部であり、より好ましくは１０～２０部
である。これと混合する他の植物性原材料として干し草、枯れ草、稲藁、もみ殻、おが屑
、竹粉等の混合比率は、純分９５％以上の乾燥重量で好ましくは５～５０部であり、より
好ましくは３０～５０部である。これらの他の植物性原材料に含有する成分の内、リグニ
ンなどの発酵分解の遅い物質を多く含む原材料は、その添加量を適宜減量させることも堆
肥化の過程においては重要である。
【００３３】
　加えて請求項２記載の食品産業などから排出される植物性廃棄物の混合比率は、純分９
５％以上の乾燥重量で換算すると、好ましくは２～３０部であり、より好ましくは５～２
０部である。食品産業などから排出される植物性廃棄物の含水率が高い場合、その混合量
は減らす必要がある。植物性廃棄物自体の保管状態によっては好ましくない嫌気性発酵を
生じるケースがあるため、このような状態の廃棄物は脱臭材としては使用できない。食品
産業などから排出される植物性廃棄物は、食品産業の製造装置から排出され、廃棄されて
から出来るだけ短時間に回収し、速やかに他の原材料と混合撹拌することが好ましい。
【００３４】
　さらには、請求項２記載の弱アルカリ性の薬剤の添加量は、弱アルカリ性薬剤以外の脱
臭材混合物を純分９５％以上の乾燥重量で換算した乾燥重量に対して、０．１～１５．０
重量％が好ましく、０．５～１０．０重量％がより好ましい。この薬剤は粉体を使用する
ことが好ましく、脱臭材作製時の原材料混合時に弱アルカリ性薬剤の必要量を添加して均
一に混合して脱臭材とする。ナトリウムを含有する薬剤は、最終的に堆肥として利用する
際に問題になることもあるため、ナトリウムを含有する薬剤の添加量は、脱臭材混合物の
純分９５％以上の乾燥重量に対して、純分として０．１～５．０重量％が好ましい。また
、動物に対して害のない適切な濃度範囲で添加する必要があるため、脱臭材混合物使用量
に対して前述した添加量の範囲で均一に混合して脱臭材を作製する。
【考案の効果】
【００３５】
　本考案の堆肥化設備及び畜産設備で用いる脱臭材は、例えば、畜産施設内で家畜から排
出される糞尿に直接適宜添加したり、畜舎の家畜が生育する区画から排出する糞尿を回収
して最終的に堆肥になるまでの糞尿の移動区間において、この移動する糞尿にこの脱臭材
を継続的に適宜散布、混合することで、糞尿と脱臭材の混合物のＰＨを弱アルカリ性にし
て、水分を調整し、空気を取り込むことで好気性発酵を活発化させる環境を維持して、嫌
気性発酵環境で発生する極低濃度でも強烈な悪臭ガスを低減することができる。発生した
酸性悪臭ガスは本脱臭材でイオン中和して無臭化し、且つ本脱臭材で悪臭ガスを吸着する
ことで悪臭の発生を抑制することができる。
【００３６】
　これらの脱臭材は堆肥化設備及び畜産設備の糞尿に散布、混合することで好気性発酵環
境に改善できるため、嫌気性発酵環境となってしまい、極低濃度でも強烈な悪臭を発生し
続けている設備の悪臭発生を低減させる効果が大きい。加えて、従来の堆肥化設備及び畜
産設備をそのまま利用することが出来るため、新たな脱臭設備を設置する必要がなく、低
コストで脱臭効果を発揮できる。
【００３７】
　さらに、本考案の脱臭材はそれ自体が良好な堆肥として利用出来るため、糞尿との混合
物から堆肥を製造する際の増量剤となり、脱臭材としての効能と堆肥としての効能の両方
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を併せ持つ有用な脱臭材である。
【実施例１】
【００３８】
　純分９５％以上の乾燥重量で換算した乾燥重量で、竹粉が３５部、緑茶かすが５部、廃
菌床が１５部、腐葉土の粉砕物が１５部と、これらの混合物の乾燥重量に対して炭酸水素
ナトリウム粉末（以下、重曹と略す）を２重量％、さらに炭酸カルシウム、炭酸マグネシ
ウムなどを含有する苦土石灰粉末を３重量％添加して均一に混合撹拌して脱臭材を作製し
た。
【００３９】
　生の豚糞３００ｇとこれに対してこの脱臭材を純分９５％以上の乾燥重量で換算した乾
燥重量で１、３、１０、２０重量％を添加して、混合撹拌し、容量１０００ｍＬのポリプ
ロピレン製の密閉容器に入れて密封した。
密閉容器には開閉できる細孔が設けてあり、この細孔から注射器でガスを５０ｍＬ採取し
、採取したガスをテドラバックに注入して、１０倍に希釈して臭気強度を調査した。それ
ぞれ添加量を変化させた糞と脱臭材の混合物は、ガス採取後に１日１回蓋を開けて混合撹
拌して、室温（約２５℃）で静置した。ガス採取間隔は、２日目、５日目、７日目、１２
日目、１５日目、３１日目とし、採取して希釈したガスの臭気強度を５人のモニターで測
定した。
【比較例１】
【００４０】
　生の豚糞３００ｇのみで、実施例１と同様の条件にて放置してガスを採取し、ガス臭気
強度を測定した。
【比較例２】
【００４１】
　生の豚糞３００ｇと竹粉、緑茶かす、廃菌床、腐葉土の粉砕物のそれぞれを豚糞に対し
て、２０重量％を添加し、実施例１と同様に密封容器に入れて、混合撹拌し、実施例１と
同様の条件にて放置してガスを採取し、ガス臭気強度を測定した。
【比較例３】
【００４２】
　生の豚糞３００ｇと豚糞重量に対して５重量％の重曹を、もう一方は、生の豚糞３００
ｇと豚糞重量に対して５重量％の苦土石灰粉末をそれぞれ実施例１と同様に密封容器に入
れて、混合撹拌し、実施例１と同様の条件にて放置してガスを採取し、ガス臭気強度を測
定した。
【００４３】
　実施例１及び比較例１～３の結果を下表に示した。それぞれの条件で採取したガスの臭
気強度測定結果は５人のモニターの測定値の範囲で示した。
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【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本考案の脱臭材を使用した撹拌方式開放型直線型堆肥設備の図面である。
【図２】本考案の脱臭材を使用した撹拌方式密閉型タテ型堆肥設備の図面である。
【手続補正２】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　植物由来の原材料、及び食品産業などから排出される植物性廃棄物、さらには弱アルカ
リ性の薬剤の混合物からなる脱臭材を利用することを特徴とする堆肥化設備及び畜産設備
。
【請求項２】
　請求項１記載の脱臭材の構成として、純分９５％以上の乾燥重量で換算した重量部で、
好気性発酵を促す分解菌を含有する植物由来の原材料が５～３０部、脱臭作用を有する他
の植物由来の原材料が５～５０部、及び食品産業などから排出される植物性廃棄物の中で
脱臭能力を有する廃棄物が２～３０部、さらには上記３種の原材料混合物の純分９５％以
上の乾燥重量に対して、弱アルカリ性の薬剤の添加量が０．１～１５重量％の混合物から



(16) JP 3187495 U 2013.12.5

なる脱臭材を利用することを特徴とする堆肥化設備及び畜産設備。
【手続補正書】
【提出日】平成25年9月12日(2013.9.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
好気性発酵を促す分解菌を含有する植物由来の原材料、及び脱臭作用を有する他の植物性
原材料、及び食品産業などから排出される植物性廃棄物の中で脱臭作用を有する廃棄物、
さらには弱アルカリ性の薬剤の混合物からなる脱臭材を動物の糞尿や堆肥化させる廃棄物
に散布、混合して、悪臭ガスの発生を低減することを特徴とする堆積方式の堆肥舎及び開
放型あるいは密閉型の撹拌方式を採用している堆肥化設備、並びに外気との通気が可能な
開放型畜舎及び外気との通気が遮断されたウィンドウレス型畜舎などの畜産設備。
【請求項２】
請求項１記載の脱臭材の構成として、純分９５％以上の乾燥重量で換算した重量部として
、好気性発酵を促す分解菌を含有する植物由来の原材料が５～３０部、及び脱臭作用を有
する他の植物性原材料が５～５０部、及び食品産業などから排出される植物性廃棄物の中
で脱臭作用を有する廃棄物が２～３０部、さらには上記３種の原材料混合物の純分９５％
以上の乾燥重量に対して、弱アルカリ性の薬剤の添加量が０．１～１５重量％の混合物か
らなる脱臭材を動物の糞尿や堆肥化させる廃棄物に散布、混合して、悪臭ガスの発生を低
減することを特徴とする請求項１記載の堆肥化設備並びに畜産設備。
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