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易養豚界TETA,EG
国際化時代に挑戦する養豚経営の羅針盤
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オゾンの脱臭および殺菌効果につ

｣

いての判定試験は､住宅に密接した

.

ており'これが強力な酸化力を生み

酸素原子を放出しやすい性質を持っ

都市近郊経営で特に臭気対策に力を

.

出します.1般にオゾンは'その強

豚三〇〇頑の1貫経営)

入れている横浜市の㈲横山養豚(母

∴

じ､オゾン濃度を〇･謡以下に

轡を考慮して労働衛生許容濃度に準

場合､こうした脱臭能力や殺菌効果

なるように調節を行いました｡

そこで畜舎内にオゾンを放出した

が発揮されるかどうかの効果判定試
験を行いましたので報告いたします｡

いてオゾン発生機に導入し'高電圧

を通した乾いた空気をブロワーを用

ンの基礎知能
オゾンとはどんな物質なのでしょ

試験には'写真‑のような除湿機
う｡皆さんがよ‑耳にするオゾンと

素をオゾン化させる装置を用いまし

た｡この装置のオゾン生成能力は､

電極からの放電によって空気中の酸

一時間当たり八gで'ここで生成さ

は｢オゾン層｣とか｢オゾンホール｣

オゾンは地球の周りにオゾン層を形

れたオゾンを塩ビ配管を通して屋根

といった言葉ではないでしょうか｡

させないといった役割や殺菌効果が

成Lt紫外線などの有害光線を透過

い酸化力で硫黄化合物を酸化したり'

に発生量を調節しました｡

ン濃度が〇･1ー‑m以下になるよう

裏から豚舎内に放出し'室内でオゾ
に簡素原

知られています｡

オゾンは､敢素(02)

では､臭気対策は欠かすことができ

さらにオゾン特有の臭いによるマス

チ(o) が結合した0 3の形態で､

ません｡そのため'当研究所では臭

キング効果を発揮したりすることが

ウレス豚舎および開放豚舎において

のウインド

気対策に重点を置いて各種研究を進
めています｡

実施しました｡

四〇mg'1棟六室で1室四豚房から

は､室内面積二1六出､室内容積五

舎内にオゾンを放出する試験の実施

と定めています｡ですから'今回豚

できるようにコンピュータ‑制御さ

なり'室内温度と換気量を自動調節

実験に用いたウインドウレス豚舎

臭方法の一つにオゾン酸化法という

では労働衛生許容濃度を〇･1 脚

有害であるため､日本産業衛生学会

しかし､高濃度のオゾンは人体に

知られています｡

ものがあることをご存知でしょうか｡

ところで'皆さんはさまざまな脱

地域住民に配慮した環境対策を講じ

オゾン酸化法とは'オゾンの持つ酸

‑暮■tr=

化分解力を用いた脱臭方法ですが'

J

どもの神奈川県畜産研究所のある神

l

脱臭能力以外にも強い殺菌効果を持っ

一L!t]LE LJ lFL‑b1巨LJJLhA二｢二.こ1.一LJJLIJ■

奈川県内のように住宅と隣接した都

ふん尿処理はもちろんのこと､私

る必要があります｡

など畜産経常を継続していくには'

ウインドウレス豚舎内の様子

2

き上げ式のカーテンがついている豚

それと室内面積が同程度で側壁に巻

付いていますが'臭気採取時の室温

温度と換気量を自動調節する機能が

ドウレス豚舎では豚の発育に合わせ'

ゾン濃度を確認したところ､ウイン

を行うとともに'人間の嘆覚による

計九物質を機器分析により濃度測定

ニア'硫黄化合物'低級脂肪酸など

宮に起因する臭気成分であるアンモ

と換気量は安定しており'室内のオ

サンプ‑ングは'オゾン放出前の

ゾン濃度も〇･一堅剛後で安定し

官能検査も行いました｡

舎で実験を行いました｡

データとしてオゾン放出の三日前'

ウインドウレス豚舎内のアンモニ

ていました｡1万㌧

アおよび低級脂肪顧濃度は'オゾン

開放豚舎ではオ

二目前'一日前の室内の臭気および
落下大腸菌数を､次にオゾン放出後

'

放出前後で変化しませんでしたがt

W

に残存するオゾンは検出されません

ゾン濃度が検出限界以下で､豚舎内

硫化メチル'二硫化メチルの濃度は

のデータとして'室内にオゾンを放

でした｡

官能検査においてもオゾン放出後

オゾン放出後に低下しました(図1)0

240w xO.8×24h‑ 4.61kwh/日

*スライダック:電圧訴節機o lOOVから7000Vに昇圧させる

室内の落下大

対するオゾン

られたことカ

数の減少が見

に落下大腸菌

ゾン放出直後

ス豚舎'開放

ウインドウレ

その結果'

計測しました｡

させる方法で

に五分間落下

ーレ上の培地

腸菌数をシャ

負荷率を0.8として計算

(図3)O

などの細菌に汚染されていますが､

豚舎内はふん便に由来する大腸菌
このことから､畜舎内にオゾン放

落下大腸菌数を減少させる殺菌効果

オゾンを畜舎内に放出することで､
には'室内のオゾン濃度を〇･l

が確認され'豚舎内空気の消毒への

p

程度確保しなければならず'オゾ

日で'電気代を1仙当たり二〇円

使用電力は蒜当たり約完‑wb/2

事)が必要になります｡

円/樵(写真2のような配管は別工

りですが'購入の際には約三四〇万

今回の試験に用いた機材は表の通

利用の可能性が認められました｡

一方'オゾンの殺菌効果の確認は'

ることが示されました｡

ス豚舎へのオゾン放出が効果的であ

ン濃度を確保しやすいウインドウレ

出をして脱臭効果を発揮させるため

た (図2)｡

の殺菌効果が期待できるこ.宵が示唆

スライダック■ 100w xO.8×24h‑ 1.92kwh/日

化合物の濃度低下や'臭気濃度の低

オゾン発生機

出してから一日(二四時間)後､二
日(四八時間)後'三日(七二時間)

ンドゥレスで
れた脱臭効果

認されています｡

に臭気濃度が低下し､脱臭効果が確
1万､開放豚舎では'ウインドウ

100w XO.8×24h‑ 1.92kwh/日

除湿機

されました

豚舎に設置した機材類と使用電力

下を確認することはできませんでし

レス豚舎で脱臭効果の見られた硫黄

0.55kwXO.8X24h‑10.56kwh/日

7日7‑

後の室内の臭気および落下大腸菌数
を採取し'オゾン放出前後での比較

調査内容は'悪臭防止法上畜産経

オゾン送風管と吹き出し口(通路)
写真2

を行いました｡

その際'オゾン放出時の豚舎内オ

写真1 オゾン発生装置と送風用ブロワー

たのですが'その結果として､脱臭

(l日に三回､二時間/回程度)

をする人が豚舎内に入らない時間帯
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オゾン発生機運転開始

全性の検討を行う必要があ

からも､今後はそれらの安

影響を確認していないこと

亡率といった家畜に与える

出した場合の発育状況'死

オゾンを豚舎内に長期間放

さらに､今回の実験では

も調査する必要があります｡

制限した使用方法について

放出時間をタイマ‑などで

揮される濃度値の確認や､

つ脱臭および殺菌効果が発

下げ'なおかつオゾンの持

がない程度にオゾン濃度を

そのため'作業者に影響

注意を払うことが必要です｡

し､オゾン放出には十分な

作業者に与える影響を考慮

であっても､軽い頭痛など､

許容濃度値〇･一p‑m以下

このようにオゾン濃度が労働衛生
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今回使用した機材で十分なオゾンを

タイマーで運転をしています.これ

に

と計算すると､約三八〇円/日の電

が'殺菌効果としては落下大腸菌数

l棟で一五〇頑収

豚舎内に長時間留まると軽い頭痛を

は'私も経験しましたが'作業時に

1万'試験を行った㈲横山養豚で

の低下が確認できました｡
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作業者の労働環境を考えて行ってい

‑‑◆一一一ウインドウレスA 一一r‑ウインドウレスB

は､オゾン発生装置を導入してから

′＼

今回の試験では室内のオゾン濃度

個/5分

また'今回使用したウインドウレ

オゾン発生機運転開始

一年が経過しようとしていますが'

I‑+11アンモニア

試験期間中は二四時間運転させてい

落下大腸菌数の推移
図3
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は五四〇3mですが'各部屋でオゾン

オゾン発生機運転開始

たオゾン発生装置も'現在では作業

/日かかる計算になります｡

容とすると'一頭当たり二･五三円

容すると仮定Lt

効果としては硫黄化合物の濃度低下

耳爾ﾙ)｢ﾘ

供給できることが確認されました｡

0

気代がかかります｡一室に二五頑収

0

び殺菌に関する効果判定試験を行っ
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図1ウインドウレス豚舎臭気の濃度推移

横浜市泉区㈲横山養豚

㈲横山養豚･横山諸氏
堀与志美氏

神奈川県横浜市泉区の㈲横山養豚

が最優先

で臭気軽減化のための研究が実施さ

｢平成一〇年度に入ってから'県内

月に離乳豚舎および育成子豚舎をウ

撃 賂 瀞 餓 死

(母豚三〇〇頭) は'この地で養豚

れているという情報を聞き､うちの

整備事業を利用して'平成九年一〇

業を始めてもう三〇年近‑になる｡

していたところ'企業より実施研究

養豚場に利用できないものかと模索

インドウレス豚舎に新築した｡

この辺りは､二〇年ほど前から宅地

にそれを引き継ぐためには臭気対策

｢この場所で養豚業を営み､次世代

の利用に関しては'部分的導入はな

なった｡従来､オゾンの畜産分野へ

でオゾンの研究が実施されるように

それを機に､県畜産研究所と共同

をすすめられたのです｣

が最優先と考えました｣と場長の横

こか装重力技術謁発が壱著して;,な

なか広がらないままになっていた｡

されていたが'現場への普及はなか
力等r<刀もと､票か都市型養家#設

上策からも､平成九年度に国庫事業

㈲横山養豚では'子豚生産性の向

山清さんは語る｡

がある｡

化が進み'この農場もすぐ隣は民家
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ウインドウレス豚舎(左)と開放豚舎(右)

表1甘乳豚舎(ウインドウレス)での環境設定とオゾン稼働時間
調査日8月17日外気温33.4℃

&ﾓ2
換気量

簽 ｣3
#C｣
ﾓ s｣3

理由である｡

どが危倶されていることなどがその

いことや'オゾンの人体への影響な

に)豚舎手前側で濃度が高‑なって

ンは(空気より重いその性質のため

たのですが'ダクト管に入れたオゾ

帯と豚が行動しない深夜時間帯の三

場では'一日の中で朝夕の作業時間

人体への配慮として'横山さんの農

る｡また'ウインドウレス豚

房への数などが考慮されてい

め､吹出口の高さ'角度'豚

て'換気システムが変わるた

開放豚舎では自然環境によっ

がある｡

微調整できるようにする必要

その状況下に応じて送風量が

各豚房ごとにバルブを設け'

い'送風時の抵抗を少な‑Lt

事においては､なるべ‑直線的に行

配管が施されている｡塩ビの配管工

が用いられ､各豚舎の構造に合った

装置からのオゾン送風には塩ビ管

している(義‑)0

回をオゾン装置の運転休止時間帯と

平成九年に新築された
ウインドウレス豚舎

しば頭痛がすることがあったため'

オゾン導入当初は'作業中にしば

用することが大切になって‑る｡

敷地面積にあった生成量の機械を使

オゾンを均一にするには､豚舎の

しまうのです｣

に合った生成量
オゾンを均一に
当初オゾン発生装置は､ウインド

ウレス豚舎(離乳豚舎)だけに試験
的に導入していたが､現在はすべて
の豚舎に取り付けてある｡㈲横山養
豚には､三アンペアで一時間当たり

八gのオゾンを生成する機械が全部
で八台あり'現在は七台が稼働して
いる｡一台は予備で'将来はオゾン

水の生成専用にしようと考えている
のだそうだ｡

最初は実験的に取り付けたという

経緯もあって'離乳豚舎は､部分的
にマンホールへの送風を行うはかは'

単独で利用している｡
｢以前は風向きによっては'マンホ‑

ルのにおいが'農場入り口までした

‑

のですが'オゾン発生装置を導入し
1

てからは'バッタリとしな‑なりま

単純に生成量の大きなものをと思っ

｢最初は豚舎の数が増えるのだから'

行われている｡

則として二棟を一単位として設置が

この離乳豚舎以外の豚舎には､原

した｣

｣

2
d
舎内温度設定

c｣
ﾓ
オゾン稼働休止時間帯 塔｣

纔
舎内温度

間､送風量を観察し､その日の条件

タで制御'オゾンの舎内での滞在時

会では'舎内の環境条件をコンピュー

ソフトエアーパネルが

数の小さな穴があいた

がるよう'天井には多

部屋全体へ万遍な‑広

吹出母を設け'空気が

利用され'オゾンは屋

オゾンは酸素より垂いため'ウイ
ンドウレス豚舎および開放豚舎とも

に沿ってコントロールを行っている｡

舎内に均1に拡散できるように､吹
アーパネルを通じて'

根裏を通してソフトエ

になっている(図1㌧

豚房に送風されるよう

出ノズルの設置場所は'舎内の最上
部に取り付けるようにする｡

2)｡仕切枠や床面な

り'一豚房当たり子豚一四頭を収容

離乳豚舎は六室で一室八豚房とな

生量を段階的にコント

の導入時からオゾン発

だが｢うちでは'子豚

コントロールに関して

ゾン送風に有効
エアーパネル
素材が使用されている｡

どは耐久性を配慮した

できる｡原則としてオールイン･オー

また､室内のオゾン

ルアウト方式を採用し､豚の発育に

ロールしていますo導

千 ㊨ デル 千
ソフトエアーパネル 剪

a難乳豚舎

合わせて温度･換気量をコンピュー

gから開始し'二週間

入時は一時間当たり二

天井裏全体を換気に利用し､室内

汀ﾂ
/＼
⑳

タで自動制御している｡

なるようにコントロー

後には'それが三gに
ルして'その量を保っ

の空気を均一にするため､チムニー

通路上には'冷たい外気を暖める温

と0オールイン･オー

ているのです｣とのこ

(煙突)方式の換気扇を取り付け'

制御もコンピュータで行い'さらに'

ルアウト後'七日ごと

湯配管が取り付けてある｡これらの

には素早‑対応できるよう警報機ま

空調システムに異常が発生した場合

ことによって､子豚を

に徐々に濃度を上げる

離乳子豚舎(生後21‑80日齢)の平面図
2

で装備してある｡

1離乳子豚舎(生後21‑80日齢)の断面図

オゾン吹出口(塩ビ13m中)
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オゾン吹出口は､豚舎内に均一に

拡散できるように工夫し､しかも突
発的な故障時や通常の風量を微調整

付け､送風量を調整できるようにし
五頭を収容することが可能だ｡

で一室四豚房'一豚房当たり子豚二

と類似した造りになっており､六室

れている｡

肥化され'尿は公共下水道に放流さ

り集ふん後'コンポストにおいて堆

舎

で稼働｡室内へのオゾンの

オゾン装置は隣接する開放肉豚舎

てあった｡

b育成豚舎

ス子豚舎

豚

(図4)

との二棟で一単位とするシステム

肉

給餌器にはpVPパイプを利用し

放

レ

路

によ

ドゥ

開

たウエットフィーダーを使用し'ふ

通

イへン

｢900+‑ 4000‑｣

んは除ふん機(スクレイパー)

電気代: 1万円/月

育成豚舎は離乳豚舎と同時に建設

設置工事費:機械章300万円

したため'構造的にはほとんどこれ

重量: 95kg

けるようにしておくとよい｡

寸法: 410×610×770mm

できるように各吹出口にバルブを付

オゾン発生量: 8g/H

ン発生装置

定格出力: 100V､ 480W

㈲横山養豚では'舎内におけるオ

オゾン発生装置の仕様表

ゾンの送風は直径五〇mmの塩ビ管に

図4 育成子豚舎と開放肉豚舎とのオゾンシステム

吹出口は図3のように

タのコントロールパネル

より配管Lt

モデル:BN‑4型

オゾ

ウ

33

徐々に細‑Lt途中にバルブを取り

離乳子豚舎でのオゾン排出断面
図3

室内温度など環境を整えるコンピュー

:付帯工事費50万円

送風システムは離乳豚舎のそれとほ
とんど変わらない｡

L F F W

となり'肥育豚では発育が均1となっ

会においては子豚の下痢症状が軽度

気が出て'発育遅延はほとんど見ら

これと併行して進められた落下細

といっても､食品ですから'きれい

菌の除去についての試験でも､除去

た｡前年度に比べ事故率がおおむね

れなくなったという.司.釧掛倒3

これまで県畜産研究所ではウイン

率が九〇%以上という効果が確認さ

八%程度改善され､と畜場への出荷

に出荷しな‑ては‑｣

境は自動化されているため､当日の
ドウレス子豚舎でのオゾン利用によ
れた｡

豚についての調査でも流行性肺炎の

な豚の提供には
整備は必須

外部気象条件と豚の飼養密度を考慮

る臭気軽減効果についての現地調査

｢これからは'生産性の向上のため

ウインドウレス豚舎では'舎内環

し'コントロールパネルで換気量お

を進めてきた｡

一万㌧開放豚舎のオゾン発生装置

果'一..･一には什#音. I J:;旭綿･LL. I

アンモニアに対してのマスキング効

その結果､硫黄化合物の低減化'

病気も減ります｡そうなれば注射も

環境が良‑なれば'発育が良‑なり､

になって‑るのではないでしょうか｡

には､舎内環境を整えることは必須

横山さんはオゾン導入後の感想を

た｡

症状が軽度になっていることがわかっ

てはならない｡

よび温度などを設定することを忘れ

の吹出口には'離乳豚舎同様の材料

も大幅な臭気軽減が確認されている｡

の人に面倒を見てもらわなくてはな

が使用され'天井のモニターの上部

少な‑てすむから'より安全な食品

｢添加物を使った場合には'獣医師

豚舎周辺からの苦情も聞かれなくなっ

‑r

｢子供たちが鼻をつまむような環境

㈲横山養豚では'豚舎全部にオゾ

分でできるLt月一万円程度の電気

なんといっても'メンテナンスが自

らないけれども'オゾン発生装置は､

I..'一刀一つrP

きな効果を実感し'感じ入った次

大切さ､そしてオゾン脱臭の生む大

働の際に'細心の注意を払うことの

いただき'オゾン発生装置の運転稼

今回､横山さんに農場を案内して

の配慮もなされている｡

など'メンテナンスを楽にするため

舎内ではな‑独立した個室を設ける

に'なるべ‑塵境を避けるため'豚

豚では'オゾン発生装置を設置の際

しての掃除が大切である｡㈲横山養

オゾン発生装置は年一回位'分解

る｡

代で済むのも魅力だね｣と語ってい

ンを利用しているのだが'子豚に活

lt.き重る

▲オゾンは屋根裏を通して豚舎内に万遍なく

^㈲横山養豚の､オゾン発生装置は全部で八台

では豚を飼いたくありません｡なん

ー
一

に二mごとに左右互い違いの向きに

＼≠‑‑

を提供することができると思います｣

電Si

たという｡
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なるように設置されている(図5)｡

開放肉豚舎でのオゾン設置部分断面図
5

臭は
の救世主
都市近郊での養豚経営においては

が'オゾン脱臭は'硫黄化合物の低

臭気対策が大きな課題となっている

るマスキング効果と官能検査効果が

減化を図れ'かつアンモニアにおけ

見られるという点からも画期的な方
現在'設置するためのコストは高

法であろう｡

め (一台'二五〇万円前後) ではあ

も関心が高‑､100

るが'この分野については各企業と

試みられているところ

万円前後の機械開発が

である｡

これが実現すれば'
脱臭に関してはこれま

でも菌体飼料等で部分
たが'これといった決

的な対応がなされてき

ことを考えても'この

め手はなかった｡その

オゾン効果が今後の養
問題に悩む多くの農家

豚業界において'臭気
にとっての経営存続の
待している｡

救世主になるものと期
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◎

マンホールに送風することで､農場入り
口のにおいの心配もなくなった

