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緒 言

サイロに収容した穀物の検疫処理には、臭化メチルやリ
ン化水素などのくん蒸剤を用いるのが一般的であり、低薬
量で効率的なくん蒸を実施するためにはサイロ内に投薬さ
れたくん蒸ガスを短時間で均一化する必要がある。そのた
め、臭化メチル検疫くん蒸では、投薬後2時間以内にサイ
ロ内のガス濃度を均一化できる循環装置を有することが条
件となっている。
現在、循環装置の調査方法は、あらかじめサイロ内部に
ガス濃度測定管（穀層の上中下及び空間の4ヵ所）を配置
し、その後穀物を収容し、循環装置を稼働させて臭化メチ
ルを投薬し、投薬終了後10分ごとにガス濃度を測定して
ガスの均一化に要する時間を調査している。しかし、臭化
メチルはオゾン層破壊物質に指定され、検疫に限って認め
られているくん蒸剤であり、検疫くん蒸以外で使用するこ
とは制限されている。
相馬ら（2005）は、検疫くん蒸倉庫のガス保有力を測定
するため使用されている臭化メチルの代替剤として、二酸
化炭素を用いた方法を開発した。二酸化炭素は穀物に対し
て不活性であることから、同様な方法で穀物を収容したサ
イロ循環装置の調査にも応用が可能であると考える。
そこで、臭化メチルと二酸化炭素を用い、現在使用して
いる測定器具等を利用し、投薬後のサイロ内ガス濃度を調
査、比較するとともに、二酸化炭素によるサイロ循環装置
の調査基準を作成したので報告する。

材料及び方法

1．使用したサイロ及び機材
サイロ及び収容穀物：鉄鋼板製サイロ4本（内容積
839 m3が2本、216 m3が2本）を用い、アメリカ産大麦ま
たは小麦を0.61,0.72 t/m3収容して調査した。
ガス濃度測定パイプの設置：穀物の搬入前にワイヤーに
固定した硬質ナイロン製（Synflex®）のガス濃度測定管を
サイロ内中心部の上部から下部に設置し、サイロ下（ガス
吐出口から30 cm上の穀層）、サイロ中（サイロ内穀層の
中間）、サイロ上（穀層表面から1.5 m下）及びサイロ空間
部（穀層表面とサイロ上部マンホールの中間）の4ヵ所の
ガス濃度が測定できるように配置した（第1図参照）。設
置したガス濃度測定管はサイロ天井の専用ピーコックにそ
れぞれ接続、固定し、サイロ外部の測定管に接続して測定
場所に配置した。
気化器、使用薬剤及び薬量：臭化メチルは、サイロ敷設
の専用気化器（気化能力300 kg/h）を用い、検疫用臭化メ
チル（ボンベ詰め20 kg入り、サイホン付き）を耐圧ホー
スで接続し、16 g/m3（検疫くん蒸薬量）を気化させ、サ
イロ内に投薬した。二酸化炭素は、専用小型気化器（気化
能力60 kg/h：日本液炭（株）製S型気化器）を用い、市
販の液化二酸化炭素（ボンベ詰め30 kg入り、サイホン
付き）を専用耐圧ホースで接続し、20g/m3を気化させ、
サイロ内に投薬した。重量計は、いずれもアナログ式の
100 kg計（10 0g単位）を使用した。
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2．ガスの循環及びガス濃度の測定
ガスの投薬及び循環：ガス循環装置は、サイロ敷設のブ
ロワー（40 m3/min、ターボブロワー）を用いた。調査に
先立ち、ガス検定器及び水マノメータを用いてサイロ内上
中下及び空間部のガス濃度及び圧力を測定し、ガス（検定
器読取値）が無いこと、常圧であることを確認した。
臭化メチルは、検疫くん蒸におけるサイロ循環装置指定
審査の条件に基づき、ガス循環装置の稼働時（または稼働
後）に投薬を開始し、投薬終了後を基点としてガス濃度を
測定した。
二酸化炭素専用小型気化器は、敷設の臭化メチル用気化
器よりも気化能力が小さいため、臭化メチルに比較して投
薬に時間を要する。したがって、臭化メチルと同様に投薬
し、投薬終了後からガス濃度を測定した場合、投薬に時間
を要する方がガス濃度の均一化に有利になることが考えら
れる。そのため二酸化炭素では、投薬終了後にガス循環装
置を稼働し、稼働時を基点としてガス濃度を測定を開始し
た。
ガス循環装置の運転中は、水マノメータによりブロワー
吐出口、吸引口の圧力（常時）及びサイロ上中下空間部（ガ
ス濃度測定直前）の圧力を測定し、循環状況等に異常のな
いことを確認した。
ガス濃度及び均一時間の測定：ガス濃度測定器は、ガス
検定器（干渉計型理研式臭化メチル用ガス検定器、ただし、
二酸化炭素の測定ではソーダライム吸収管を接続しない）
を用いた。ガス循環中のガス濃度は、投薬終了時（臭化メ
チル）またはサイロ循環装置の稼働時（二酸化炭素）から
10分間隔でサイロ内の穀層上中下及び空間部の4ヵ所につ
いて、ガス濃度が均一化（濃度差が平均値の10% 以内）す
るまで測定した。

結果及び考察

1．ガス循環中のガス濃度と均一時間
内容積216 m3のサイロ2本を用い、小麦または大麦を収

容し、二酸化炭素または臭化メチルを投薬してガス濃度が
均一になるまで循環したときのガス濃度経時変化は、第2
図のとおりである。
小麦を0.61 t/m3収容して循環した場合（調査A）では、
二酸化炭素及び臭化メチルとも測定20分後にガス濃度の
差が平均値の10% 以内となり、極めて早くガス濃度が均
一化した。大麦を0.70 t/m3収容して循環した場合（調査
B）は、二酸化炭素及び臭化メチルとも均一化まで50分を
要した。調査AとBの均一時間の差は、小麦に比較して大
麦の収容比が高かったこと、大麦の比重が小さいため、サ
イロ上部の空間容積が少なかったこと、大麦を収容したサ
イロは小麦を収容したサイロに比べ、循環装置からサイロ
までの配管距離が長いことが原因として考えられるが、二
酸化炭素と臭化メチルの違いによる均一時間への影響は認
められなかった。
内容積839 m3のサイロ2本を用い、いずれも大麦を収容
し、二酸化炭素または臭化メチルを投薬してガス濃度が均
一になるまで循環したときのガス濃度経時変化は、第3図
のとおりである。
サイロ2本とも大麦を0.69 t/m3収容して調査したが、ガ
ス濃度の経時変化はサイロにより異なるパターンを示し
た。調査Cでは二酸化炭素及び臭化メチルとも各測定点で
1回程度のガス濃度の上下はあるものの比較的緩やかに推
移して均一化に近づいた。均一時間は、臭化メチルは40
分後、二酸化炭素では45分後（測定遅延により40分後を
測定できず）であったが、その差は小さいものと考える。
調査Dでは、各測定点におけるガス濃度が二酸化炭素及び
臭化メチルとも3,4回程度大きく上下し、サイロ内で循
環、拡散を繰り返しながら均一になっていく様子が確認で
きた。均一時間は、両者とも60分で、これまでの調査で
最も時間を要したが、二酸化炭素と臭化メチルで違いは認
められなかった。
以上の結果から、二酸化炭素と臭化メチルを比較して循
環パターンにやや違いは認められるものの、均一時間に大

第1図 臭化メチル及び二酸化炭素を用いたサイロ循環調査フローシート
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きな差は認められなかった。また、臭化メチルと比較して
循環装置の調査に二酸化炭素を用いることが障害となるよ
うな問題は認められず、臭化メチルと同様に二酸化炭素を
利用できることが明らかとなった。

2．二酸化炭素の薬量とガス濃度の関係
大麦または小麦を収容したサイロにおいて、二酸化炭素
及び臭化メチルの薬量とガス濃度（検定器読取値）の関係
を調査した結果は、第1表のとおりである。
薬量20 g/m3で二酸化炭素を投薬し、サイロ内が均一化

したときの検定器読取値は、13.9,17.0（平均15.0）で、検
疫くん蒸薬量の16 g/m3で臭化メチルくん蒸したときの検
定器読取値13.2,16.0（平均14.6）と同程度の読取値が得
られた。
また、ガス濃度（補正値）で比較した場合は、二酸化炭
素濃度が32.3,39.5 mg/l（平均34.8 mg/l）であるのに対し、
臭化メチル濃度は15.4,18.6 mg/l（平均16.9 mg/l）でかな
り低く、それぞれの薬量に対して二酸化炭素濃度は1.74倍
高く、臭化メチル濃度は1.06倍であった。これは、サイロ
に穀物が収容されていることにより、ガス収着性の小さい
二酸化炭素は空間容積が少ないことで高い濃度になり、二

酸化炭素よりもガス収着性の大きい臭化メチルでは空間容
積が少ないものの穀物に収着されることで、薬量とあまり
変わらない濃度となったものである。
二酸化炭素は、ガス屈折率の関係から臭化メチルに比較
してガス検定器の読取値が2分の1の関係にある。すなわ
ち二酸化炭素と臭化メチルが同じ濃度の場合、臭化メチル
の検定器読取値が20.0であれば、二酸化炭素は10.0の値と
なるが、二酸化炭素は穀物への収着が少ないことで、二酸
化炭素の薬量20 g/m3と臭化メチルの薬量16 g/m3は同程
度の読取値を確保できることが判明した。

3．二酸化炭素を利用したサイロ循環装置の調査方法
二酸化炭素薬量20 g/m3を用いたサイロ循環装置の調査
方法について、臭化メチルによる調査方法と比較したもの
を第2表に示した。
市販の二酸化炭素と専用小型気化器は、今回の調査で使
用したものを示したが、ボンベの大きさ、性能等について
は異なっても特に問題ないものと考える。今回の調査では
専用小型気化器を最大能力で使用したが、臭化メチル用気
化器よりも投薬に2倍程度時間を要した（第1表参照）こ
とから、循環装置の稼働は投薬終了後に実施する必要があ

第2図  内容積 216 m3のサイロに小麦または大麦を収容後、二酸化炭素または臭化メチルを投薬して循環したときのガス濃度経時変化（薬量:
二酸化炭素20 g/m3、臭化メチル16 g/m3）

第3図  内容積 839 m3のサイロに大麦を収容後、二酸化炭素または臭化メチルを投薬して循環したときのガス濃度経時変化（薬量:二酸化炭
素20 g/m3、臭化メチル16 g/m3）
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ると考える。
相馬ら（2005）は、倉庫のガス保有力に二酸化炭素が利
用できるとし、そのときの二酸化炭素薬量は20 g/m3（約
1% 相当）で臭化メチル（10 mg/l）と同程度の検定器読取
値になるとしている。今回の調査では、穀物がサイロに搬
入されているため二酸化炭素薬量20g/m3で検定器読取値
はやや高く、13,16 mg/l程度になるものと想定される。
二酸化炭素濃度に対する安全性は、日本産業衛生学会

による許容濃度の勧告値が0.5%、労働安全衛生規則によ
る二酸化炭素の立ち入り禁止濃度が1.5%、米国産業衛生
監督官会議（ACGIH）による許容濃度の短時間暴露濃度
（TLV-STEL）が3.0% である。今回の調査で二酸化炭素薬

量20 g/m3を使用した場合、サイロ内の濃度は検定器読取
値で高くとも16 mg/lであり%換算（16 mg/l×%補正値
0.127）で2% 程度あることから、サイロ内に直接立ち入ら
ない限り危惧される濃度ではないと考える。
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第1表 二酸化炭素及び臭化メチルを用いたサイロ循環調査の薬量とガス濃度の関係

薬剤名
薬量
（A）
g/m3

サイロ 
内容積 
m3

収容 
品目

調査数 
回

収容比
t/m3

投薬所要
時間 
分

ガス濃度1）

B/A検定器 
読取値

濃度（B）2）
mg/l

二酸化炭素
20 

839 大麦 2 0.70  11.0 14.0 32.6 1.63

216 
大麦 1 0.70   4.0 17.0 39.5 1.98
小麦 1 0.61   4.0 14.9 34.7 1.73

平均 （4） 0.68 15.0 34.8 1.74±0.16

臭化メチル
16 

839 大麦 2 0.70   5.5 14.8 17.2 1.07

216 
大麦 1 0.70   2.0 13.2 15.4 0.96
小麦 1 0.61   2.0 15.5 18.0 1.13

平均 （4） 0.68 14.6 16.9 1.06±0.10
1） サイロ内上中下及び空間のガス濃度を測定し、均一化したときの値。
2） 二酸化炭素ガス濃度：検定器読取値×2.326（補正係数：理研式干渉計型臭化メチル用ガス検定器）
  臭化メチルガス濃度：検定器読取値×1.163（補正係数：理研式干渉計型臭化メチル用ガス検定器）

第2表 二酸化炭素を利用したサイロ循環装置の調査方法（臭化メチルとの比較）

種類 二酸化炭素 臭化メチル

薬剤容器　　　 専用高圧ボンベ 
（市販の30 kg入り、サイホン付き）

専用ボンベ 
（検疫くん蒸限定薬剤）

使用薬量　　　 20 g/m3 検疫くん蒸薬量 
（10~59 g/m3）

気化器　　　　 専用小型気化器（高圧仕様） 専用気化器
重量測定器　　 体重計（0,100 kg計）

ガス濃度測定器 干渉計型ガス検定器臭化メチル用 
（ソーダライム無し）

干渉計型ガス検定器臭化メチル用 
（ソーダライム+塩化カルシウム）

検定器読取値　 13,16（推定値） 薬量の80,100%（推定値）
供試品目　　　 穀類等 穀類等（検疫くん蒸時に限る）
循環方法　　　 投薬終了後に循環 投薬と同時に循環
均一時間　　　 循環開始から2時間以内 投薬終了後から2時間以内


