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（社）におい協会

講 演 内 容

１．畜産における悪臭問題の現状

２．においの評価法について

３．臭気対策のポイントと事例紹介



（社）におい協会

においを表現する言葉

漢字で表すと色々あります

香り 薫り 匂い 臭い 臭気 悪臭

におい
Odor(Odour)

すべてを指すときは
ひらがなで書きます

Fragrance Smell               Bad smell



（社）におい協会

悪臭と香りの違い

＜嫌なにおい（悪臭）＞

○身の危険を感じるにおいの例

◆腐敗臭（→食べたら腹痛に）

◆ふん尿臭（→これ食べれない）

◆物が燃えるにおい（→火事だ）

◆有害物を連想するにおい

（硫黄のにおい→毒性あり）

（参考：「嗅覚とにおい物質」斉藤幸子ら）

＜好きなにおい（⾹り）＞
○⽯鹸のにおい
○コーヒーのにおい
○森林のにおい
○花や果実の⾹り
○新⾞のにおい
○過去の体験により好きに
なったにおい 等
（参考：ネットリサーチ調べ）

においの好き嫌いは個人差があり、体験によっても変化します。
しかし、誰かがイヤだと感じればそれは『悪臭』となります。

個⼈差少なく皆が敏感性別や年齢で個⼈差⼤

においで安全確認においで安全確認



（社）におい協会

1．畜産における悪臭問題の現状



（社）におい協会

悪臭苦情件数の変遷からみる農家と住民の変化

畜産業にかかる
苦情発⽣：

1,532⼾
（平成28年）

全業種にかかる悪臭苦情件数

畜産業にかかる苦情発生戸数

出典：環境省「平成27年度悪臭防止法施行状況調査報告書」平成29年1月

出典：農林水産省「畜産経営に起因する苦情発生状況」平成29年2月

畜産業にかかる悪臭苦情
（Ｈ27）1,262件/（Ｈ28）905戸

全業種にかかる
悪臭苦情発⽣：

12,959⼾
（平成27年）

製造業

サービス業

水質汚濁

害虫



（社）におい協会

畜産農家をとりまく環境の変化

• 農業の専業化による家畜臭への不慣れ

• 農村地域の都市化による住宅の近接化

• 畜産業の大規模化に伴う、ふん尿の増加

• 「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」への対応負荷

【住民側の意見】

• 呼吸するたびに感じる（大気汚染
と臭気との相違点）

• 洗濯物や布団にもにおいが付く。

• くさい→不衛生→何かの菌なども
吸入している気分になる。

• 一旦気にし始めると、すごく気に
なる（認知閾値の低下）。

• 場合によっては、吐き気や頭痛、
食欲不振の健康影響にも及ぶ。

【農家側の意見】

• 住民が居住するより昔から、こ
の地で操業している。

• 作業内容などは変えていないの
に、急に苦情がくるようになっ
た。

• 対策方法が分からない。

• すべての周辺住民が苦情を言っ
ているわけではない（個人差が
ある）



（社）におい協会

悪臭苦情が感情的になることがある要因

苦情件数は氷山の一角？！ 苦情の表面化

においを感じ、
不満に思ってい
るひと

においを感じて
いるが、不満に
思っていない⼈

不満に思うかどうかは、その
においを嗅ぐ頻度や強さ、時
間等によって決まる。

苦情申し⽴て者
（＝苦情件数）

無臭 中 強
においの強さ

不
満
の
割
合

今まで我慢していたが、我
慢の限界に達したときに
『悪臭苦情』が発⽣



（社）におい協会

悪臭苦情の発生時の主な流れ

悪臭

苦情

発生

悪臭の
測定

苦 情 解 決

市区町村

罰
則

改善
命令

改善
勧告

行政
指導

周辺住民等

悪臭防⽌法の⽬的は、⽣活環境の保全であることから、
苦情の解決を⽬指している

基準超過の場合 改善されない場合

住民等からの苦情があり、かつ基準値を超過していた場合
苦情が解決するまで、段階的に行政措置がとられる。

改善された場合



（社）におい協会

臭 気 強 度

０ １ ２ ３ ４ ５

無臭 やっと感知で
きるにおい

何のにおいであ
るか分かる弱い
におい

楽に感知でき
るにおい

強い

におい

強烈な

におい

敷地境界線上（１号規制）の規制範囲（国）

特定悪臭物質規制

機器による濃度測定

（22物質ごとの濃度）

臭気指数規制

嗅覚測定法で測定

（臭気指数10～21）

臭気強度2.5～3.5を規制範囲とし、その範囲に対応する

物質濃度又は臭気指数を評価尺度としている



（社）におい協会

２．においの評価法について
～ 臭気指数とは ～



（社）におい協会

東京都の臭気指数の規制基準（平成14年7月1日施行)

○敷地境界線上における基準（1号基準）

○気体排出口における基準（2号基準）

排出口毎に計算

○排出水における基準

（3号基準）

1号基準に16足した値

 

 
敷地境界線上の規制基準 

気体排出口の規制基準 

排出水の規制基準 

第一種区域 住居地域など 臭気指数 10

第二種区域 商業地域など 臭気指数 12

第三種地域 工業地域など 臭気指数 13

臭気指数 １０ とは？

梅のほのかな香り等



（社）におい協会

臭気指数の測定手順

① ②

③ ④ ⑤

事業場敷地でガス採取 におい質が分かる程度に希釈する

３袋のうち１つは付臭で２つは無臭 ６名のパネルにより付臭袋を嗅ぎ当てる

（参考：「嗅覚測定法マニュアル」（公社）におい協会）



（社）におい協会

臭気指数の算出方法

中央４名
の平均

（対数値）
の10倍
▼

臭気指数
１６

パネル（に
おいの有
無を判定
する人）

希釈倍数/対数値 個人閾値
（○と×の中
間対数値）

10倍 30倍 100倍

1.00 1.48 2.00

Aさん ×不正解 最小値

Bさん ○正 解 ×不正解 1.24

Cさん ○正 解 ○正 解 ×不正解 1.74

Dさん ○正 解 ○正 解 ×不正解 1.74

Eさん ○正 解 ○正 解 ×不正解 1.74

Fさん ○正 解 ○正 解 ○正 解 最大値

高濃度 低濃度

付臭袋が嗅ぎ当てられたパネルには、さらに３倍に希釈した試料を判定して
もらい、パネルが不正解になるまで、においの判定操作を繰り返す。
６名のパネルのうち、 大値と 小値を除き、中央の４名の個人閾値を平均
し10倍にすることで、臭気指数（整数値）を算出することができる。
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特定悪臭物質による規制の限界

におう物質は４０万種類以上

特定悪臭物質 ２２物質

においの相加・相乗効果

個々の物質濃度が基準値以下
であっても、におう

物質濃度規制だけで
は限界

臭気指数規制の導⼊
（出典：平成27年度悪臭防止法施行状況調査）

24 52 29

142 103

56

124 111

91

0

100

200

300

養牛業 養豚業 養鶏業

悪
臭
苦
情
件
数

特定悪臭物質

規制地域

臭気指数の規

制地域

規制地域外

主な畜種別の悪臭苦情件数と規制地域



（社）におい協会

Ｑ：人が嗅いでも安全なのか？

⇒『安全管理マニュアル』をH12年に策定し、有害ガスの確認
方法や類似例を紹介して、安全体制を確保。

Ｑ：人が鼻で嗅ぐ試験方法の測定精度は大丈夫？

⇒機器分析法と同等の測定精度が確保されている。
試験の統括は国家資格の臭気判定士が担当する。
パネルは事前に嗅覚検査に合格した人だけ。
毎年全国100社で、クロスチェックを実施している。

嗅覚測定法に関するよくある質問

室内変動係数 室間変動係数

機器分析法 4.8％ 13.3％

三点比較式臭袋法 6.5％ 12.7％

⼈の⿐を使う嗅覚測定法を採⽤している国の⽅が多い
（アメリカ、ヨーロッパ、韓国、中国）



（社）におい協会

３．臭気対策のポイントと事例紹介



（社）におい協会

自治体への要望と課題

【住民からの自治体への要望】

 現場に来て、嗅いでもらいたい。

 濃度変動が大きいので、強いにお
いの時に来て欲しい。

 対策の進捗状況を知りたい。

周辺住民

行政指導

畜産農場自治体

悪臭苦情
の申立て

【農家からの自治体への要望】

 臭気を確実に減らせる対策方法を

教えてほしい（できれば、簡便・安

価な方法）。

【自治体が直面する臭気対策の難しさ】

 発生源が畜舎と堆肥舎、排水処理施設など多数ある。
 人手がかからず、安価な対策方法がない。
 畜種はもちろん、飼育方法、畜舎構造、労働力の差があり、指導が難しい。



（社）におい協会

臭気対策の流れ

発生源の確認

臭気指数の測定

基準値との比較

対策方法の検討

自主管理 悪臭苦情

弱
苦情発⽣後（対策費⾼い）

未然防⽌
（コスト安）

強



（社）におい協会

＜発生源の確認＞

○事業場の周辺を歩き、においの強さや到
達範囲を嗅いでみる。

○苦情発生時に農場ではどのような作業工
程をおこなっていたかなど、確認する。

住⺠の⽴場になって、においを
感じるかどうかを判定する。
（⼲している布団や洗濯物に、
このにおいが付いたら･･）



（社）におい協会

畜産業の３大臭気発生源

◆畜舎から発生する悪臭（牛舎、豚舎、鶏舎）

畜体や比較的新しいふん尿、飼料や粉じんなどから発生する臭気が畜
舎全体から換気されて拡散されるため、ふん尿処理時などに発生する悪
臭と比較すると、低濃度の悪臭である。しかし、その排出風量は多く、季節
や気象条件によって大きく変化するとともに、捕集することが困難な場合
が多い。

◆ふん尿処理時に発生する悪臭（堆肥舎、排水処理施設）

ふん尿に含まれる分解されやすい有機物が各微生物に分解され、高濃
度で発生する。しかし、発生源が限定されて、濃度変動も少なく、比較的少
風量で捕集することが可能である。

◆サイレージから発生する悪臭（牛の飼料）

牛舎においては、ふん尿由来以外にサイレージから発生するにおいにも
注意する必要がある。

良好なサイレージでは乳酸発酵による独特な香気がするが、調整を失敗
すると低級脂肪酸類の不快な酸敗臭を発するようになる。



（社）におい協会

臭気対策の進め方
高濃度大風量の臭気を脱臭装置だけで処理するには、高額な費用がかかる。

よって、においの発生をできるだけ抑え、大気拡散により希釈させる事が重要。

まだ不十分なら

まだ不十分なら

①臭気の発生抑制

②拡散による希釈

③脱臭装置の設置
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①においを発生させない工夫【畜舎】

 ふん尿の早期分離と搬出、清掃

 敷料の敷きこみ

 断熱・換気

 エサの腐敗を防ぐ

 床を乾いた状態に保つ

畜舎では家畜からふん由来の低級脂肪酸と尿由来のアンモ
ニアが常時広範囲に存在。よって、ふん尿の処理がにおいを
抑制するポイントになる。

【畜舎の臭気の特徴】

【畜舎の臭気発生の抑制】



（社）におい協会

畜舎内の臭気は舎内に堆積しているふん尿の量に左右される。そこで、
原因となっているふん尿の早期搬出と清掃の励行が も基本である。

このとき、尿の中に含まれる尿素がふん中の微生物の働きによってア
ンモニアの発生が高まり、臭気が強くなる。よってふんと尿はできるだけ
分離することが望ましい。また、舎外搬出後に堆肥化を行う際にも、水分
が多い排出物は取扱いに手間がかかるため、排泄後できるだけ早期に
乾かすことが重要である。

省力化できるように、畜舎内を清掃しやすい構造にすることが大切で
ある。

ふん尿の早期分離と搬出、清掃

• 豚舎を全面すのこ床にして、ふん尿は朝夕の１日２回
スクレーパーで掻き出す。

• 鶏舎の飼育ケージの床に送風機能付きのベルトコン
ベアがあり、鶏糞が乾燥しながら舎外へ搬出。

• フラッシング構造にする。

①においを発生させない工夫【畜舎】

事例）
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対策事例（フラッシング）

中水を再利用して、畜舎内の水路
に流し、ふん尿を処理している例。

①豚は排泄溝に排泄する。

②排泄溝の上流側では、浄化処理
した中水をタンクに溜める。

③タンク内の水が一定量に達すると、
定期的にふん尿を洗い流す。

排泄溝の下流では、流れてきたふ
ん尿を固液分離し、固分（ふん）は
堆肥化へ、液分（尿）は浄化設備に
て各々処理する。

①豚の習性を活かした排泄溝 ②中⽔が常時タンクに溜まる

③タンクがししおどしのように傾き、溜まった中⽔が排泄溝
のふん尿を洗い流す（数回/時）



（社）におい協会

清掃作業における『悪いスパイラル』 と 『良いスパイラル』

汚れた豚房  きれいな豚房  
▼  ▼  

豚房全体が排泄場所になる 悪 排泄場所で排泄する 良 

▼ い ▼ い 

清掃に時間も労力も要する 循 清掃に時間も労力も少ない 循 

▼ 環 ▼ 環 

清掃してもきりがないと思う  清掃することのメリットを認識  
清掃するのが億劫になる  清掃内容が維持・向上する  

▼  ▼  
豚房が汚れたままになる  きれいな豚房を維持できる  

 

10
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（社）におい協会

もともと畜体の保護や快適な居住環境をつくるために、敷料
を敷いてきたが、臭気対策の面からも敷料は有効である。

○敷料への吸着による臭気の低減

○水分吸収による乾燥の促進

＜敷料の条件＞
水分吸収力、堆肥化の際の分解性、無害、通気性など。
稲わらやおが屑が入手困難になり、安価で、安定的に、近場
で、大量に供給可能な敷料が求められている。

敷料の敷きこみ

①においを発生させない工夫【畜舎】

例）籾がら、コーヒー粕、カカオ殻、⻨わら、古紙



（社）におい協会

夏季は、飲水量の増加や水遊びによって、ふん尿が湿潤しやすくなる。一
方、冬季は体温の低下を防ぐために飼料の摂取量が増え、排泄されるふん
の量も増加する。このような外気温の変化による影響を極力抑えるために
は、屋根や側壁に断熱材等を施したり、開放型畜舎の場合は、側面のカーテ
ンを２重にしたり、ウィンドレス畜舎の給気側にクーリングパッドを設置するな
どの断熱対策が重要である。

また、適度な換気を行うことは、畜舎内の環境を良好に保つためにも、排せ
つ物の乾燥のためにも必要である。

断熱・換気

【夏】 気温が高い

水（尿）に濡れると涼しい
▼

畜体がふん尿まみれになる
▼

表面積が増えて、臭気も増加

【冬】 気温が低い

エサを食べる量が増える
▼

排泄物（ふん尿）が増える
▼

臭気発生量も増加

①においを発生させない工夫【畜舎】
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畜舎の床が湿潤していると臭気が発生しやすく
なることから、飲水がこぼれても床を濡らさない
よう工夫することが大切である。

一例として、飲み水口を豚房の外に設置するな
ど。

床を乾いた状態にする

①においを発生させない工夫【畜舎】

畜舎内にエサを常に置いた状況にすると端のほ
うが入れ替わらず、臭気が発生しやすくなる。

一例として、自動給餌システム（時間になったら
サイロの自動取出しクレーン及び粗飼料濃厚飼
料の自動計量を連動させ、牛の鼻先に自動給
餌する方法）などでは、飼料由来のにおいが少
ない。

エサの腐敗を防ぐ

自動給餌システム



（社）におい協会

排泄直後のふんは、独特のふん臭はあるものの、悪臭防止法に定
める特定悪臭物質はそれほど多くはない。また、尿もアンモニアや
トリメチルアミンの前駆体は含まれているものの、排泄直後であれ
ば、においは少ない。

このふん尿を混合すると、生物由来の作用を受けて、急激に尿中
の尿素がアンモニアになるが、好気性発酵を促進すると臭気成分も
分解される。逆に、嫌気性条件では多くの臭気が発生する。

• 好気性発酵を進みやすくする （今回解説は割愛）

• 吸引通気式で堆肥化を行う

• 密閉化による臭気の漏えい防止

①においを発生させない工夫【堆肥舎】

【堆肥舎の臭気の特徴】

【堆肥舎の臭気発生の抑制方法】
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切り返し作業など、どうしても臭気が出る工程では、建物を密
閉化し、屋外ににおいを漏らさないようにする。

⾃動で開閉する⾼速シートシャッター

密閉化による臭気の漏えい防止

①においを発生させない工夫【堆肥舎】
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できるだけエサ由来の臭気を発生させないことが大切である。

以下のような取り組み例がある。

飼料からの臭気の発散防止

①においを発生させない工夫【飼料】

• サイレージの良好な発酵のための管理。

• エコフィードは穀物が過多になると牛の胃
のｐHバランスが崩れてふん臭がきつくな
り、繊維質が多いとふん臭は弱くなる。

• 植物由来たんぱく質飼料で、ふん臭を減
らす。
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◎よく分かる２号パンフレット ◎においシミュレーター

環境省ホームページのアドレスは以下のとおり
http://www.env.go.jp/air/akushu/kisei/index.html

②大気拡散による希釈効果
臭気の発生量を十分に減らしたあとは、周辺住民に届くまでにできるだけ薄
まるよう、大気拡散を意識した排出方法とする。

排出口から出た臭気が着地するまでにどの程度希釈されるかを表す尺度
を希釈度と言う。希釈度は、環境省のホームページに掲載されているパン
フレットまたは計算ソフト（無料ダウンロード）で簡単に求めることができる。
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排出口の高さの変更

2.5倍

1.5倍

周辺最大
建物影響

なし

弱い

強い

②大気拡散による希釈効果

周辺への
着地濃度

低濃度

やや低い

高濃度

排出口から出た臭気は、周辺 大建物（畜舎や堆肥舎、事務所等）の影響を
受けて、拡散していく。排出口高さが周辺 大建物高さの2.5倍以上の場合には
着地濃度が低く、1.5倍未満の場合は、建物に巻き込まれ着地濃度が高い。
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以下の排出口における基準値を求めるとき、希釈度を用いて簡単に算出できる。

希釈図③ （排出口口径60㎝以上90㎝未満）

２号基準＝ １号基準＋希釈度

＝ 15 ＋ 3

＝ 18

答え．臭気指数18

②大気拡散による希釈効果
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（参考：「よく分かる臭気指数規制２号基準パンフレット」環境省）

●排出口高さ：2.1ｍ, ●口径：80cm, ●１号基準：臭気指数15
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希釈度は基準値算出だけではなく、臭気対策にも応用できる。
換気扇（口径60㎝以上90㎝未満）の位置を高くする対策の計算例として

着地：臭気指数27

2.1m

いずれも 排出ガスの臭気指数は同じ30

希釈度12希釈度３

②大気拡散による希釈効果

６m

着地：臭気指数18

希釈度28

15m

着地：臭気指数10未満

畜舎や
堆肥舎
高さ９m

排出口が高いほど、希釈されて、着地する臭気は薄くなる
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②大気拡散による希釈効果
（参考：「においシミュレーター」環境省）

排出口を15ｍ以上に延長したときの希釈度は、「においシミュレーター」
で求めることができる。
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排出口の向き

臭気の希釈効果を高めるには、できるだけ高く遠くへ拡散するように
排出することが重要である。排出口が上向きのときは、排出時の勢い
にのり上昇するが、下向き・横向き・陣笠・H型などの場合には、高く上
昇できない。上向きにした場合、雨などの水抜きは下部に設ける。

上向き 下向き 横向き 陣笠 Ｈ型

よく見かける豚舎の換気口

②大気拡散による希釈効果
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排出口を高くした対策事例

１階の店舗の排気を
建物屋上まで延長し
た蕎麦屋

１階
店舗

屋上
排気
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②大気拡散による希釈効果

畜舎から出る臭気と一口に言っても、肥育舎と分娩舎とでは異なり、これ
までの経験では肥育舎の方が臭気が強い傾向にある。

そこで、ある養豚農家では、敷地内の年間を通じて風上になることが多い
場所に肥育豚舎を、風下側に分娩舎を配置していた。また豚舎間には植栽
をして、防疫面でも臭気対策の面でも有効な距離を確保していた。さらに、
豚舎からの臭気がそのまま敷地境界の外へ漂わないように、豚舎から敷地
境界線まで緩衝地帯を設けて大気拡散を利用していた。

畜舎の配置や植栽、緩衝地帯を設ける

多風向

分娩舎

敷地
境界

敷地
境界

拡散による臭気の希釈効果

緩衝地帯

肥育舎肥育舎



（社）におい協会

②大気拡散による希釈効果

川沿い、海、丘陵地に立地している畜産農家の留意点

河川は「風の通り道」となりやすく、川沿いに畜産農家がある場合、この風の通
り道に畜産農家から出た臭気がのってしまうと、あまり希釈されずに冷たい空気
とともに川を下っていく。そして、離れた場所から苦情を引き起こすことがある。

また、海が近い地域では、昼間は海から陸へと吹く海風が川にも流入してくる。
海風は、平坦な川面を上流に向かって流れるため、川下から川上へ臭気が逆流
する。なお、夜になると、陸地の冷えた空気が川に流れ込むため、川上から川下
へと臭気の流れる向きが変わる。

丘陵地や山沿いに畜産農家がある場合、山から降りてくる冷たい空気とともに
麓の町まで臭気が到達することがある。また谷間や盆地なども特有な気象現象
が起こる。

（参考：「気体排出口における臭気指数規制マニュアル」（公社）におい協会）

さらに、開放された畜舎全体から臭気が排出される場
合、晴天時の夕方～夜間、朝方にかけた時間帯や曇天
時などは注意が必要である。日射による熱対流がなくな
るときには、大気は強い安定状態となり、臭気が滞留す
る。臭気が上空（垂直方法）へ拡散されず、塊となって地
上（水平方向）へ漂うと苦情を引き起こすことがある。
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③脱臭装置等の設置事例の紹介

豚舎の排出口にハニカム状のフィルターを設置

豚舎の内部でオゾンを噴霧

牛舎、堆肥舎の出入口にチョコレート香の芳香剤を噴霧

Ｃ養豚農家では、25年前からオゾン脱臭（ドライ）を導入している。オゾンは豚舎内の
も高い位置から交互の向きで噴霧し、豚舎内のオゾン濃度を均一にしている。作業

者が立ち入る時間以外は連続噴霧している。

Ｄ養豚農家では、豚舎の排気口にハニカム状フィルターを２段階で設置し脱臭してい
る。２枚とも散水され、１段目のフィルターでは豚舎内のアンモニアと粉じんを除去し、２
段目では表面の生物膜により臭気成分を脱臭している。

Ｂ酪農家では、清掃時の牛ふんの移動や堆肥の切り返し作業など臭気が発生する
作業のときは、チョコレートの香りの芳香剤を噴霧している。

畜産農家向けの脱臭装置は多数あるが、今回は平成28年度環境省委託事業「悪臭
公害防止強化対策検討業務」にて調査した７農場から以下３つの事例を紹介する。
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④その他の対策事例の紹介

公共下水道への畜産排水の放流

耕畜連携で、堆肥の供給先の確保

周辺住民とのコミュニケーションをはかる

都市型の畜産農家を抱える地域では畜産排水の公共下水放流が増えてい
る。下水処理の費用はかかるものの、浄化槽由来の臭気がなくなり、浄化槽の
管理にかかる労働力を畜舎清掃などに回したり、臭気対策にもつながる。地元
の自治体との連携が必要である。

畜ふんから堆肥を製造しても、供給先が確保されていないと、保管場所の確保
も容易ではない。また、好気性発酵をした堆肥に対価が支払われることで、単な
る“ふん尿処理”という意識から“堆肥生産”へとモチベーションが上がる。

農場見学や実習などを積極的に受け入れる。見学に来たときに農場の印象が
悪くならないよう、ハエの予防や植栽など農場をきれいにする。周辺地域でのイ
ベントに参加する。臭気がどうしても出る作業は住宅の方が風下にならないとき
を選ぶ。など地域と共存するための配慮や工夫が重要である。
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• 実施しやすい構造にする
（労力を省いてもできる設備が必要）

• 家畜にとっても良い環境（防疫にもなる）
• も安い臭気対策

という意識で取り組む！

＜においを発生させない工夫＞

 ふん尿の早期分離と搬出、清掃
 敷料の敷きこみ
 断熱・換気
 エサの腐敗を防ぐ
 床を乾いた状態に保つ

【畜舎】

 好気性発酵を進みやすくする
 吸引通気式で堆肥化を行う
 密閉化による臭気の漏えい防止

【堆肥舎】
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それでも苦情が解決しない場合には・・・

【脱臭ナビ】

事業者が脱臭装置を選
定する際に、いろいろな
装置を比較したり、希望
条件で検索できる便利
なサイト。

http://www.dashdb.jp/

【臭気対策アドバイザー】

臭気対策全般について

相談できるスペシャリスト

を派遣し、現場調査など

を行う。
http://orea.or.jp/about/adv.html
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においの裁判判例 ～たかがニオイ、されどニオイ～

2011年2月17日

京都市の老舗製菓会社の工場周辺の住民１７人が、菓子
の甘いにおいと騒音などで苦痛を受けたとして、同社などに
約２１００万円の損害賠償を求めた訴訟は、同社側が解決
金１００万円を支払うことで、大阪高裁で和解が成立した。

美味しそうな匂いも、嗅ぐ強さや時間によって、悪臭
となる
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ご静聴ありがとうございました


