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養豚し尿処理における膜ろ過技術養豚し尿処理における膜ろ過技術養豚し尿処理における膜ろ過技術養豚し尿処理における膜ろ過技術    

◎背景◎◎背景◎◎背景◎◎背景◎    

養豚に起因するし尿処理の問題が増加している。近年の傾向として、多くの中小の養豚農業が大手

のいわゆる“メガ農場”に吸収され、養豚業の合併が始まっている。これにより養豚業界の経済規模が

増加し、一方生産コストが減少する、それと共に、何らかの新しい挑戦が起こっています。家畜の集約と

そこから生まれる排水、廃棄物がその地方の環境に問題を起こしうる。これはまさしく新しい事態なので、

養豚業者、政府、そして取引業者もこのし尿管理の適切な解決方法を見出すことに直面している。これ

らの新しい操業は、定期的な検査のもとで行われることが増えている。主たる懸案事項はし尿のための

保管池を維持しなければならないことである。 

 

VSEP採用の利点 

〇 既存の保管池をきれいな野鳥のための池に変換できる。 

〇 必要な用水をろ過循環により得ることによりクローズドシステムとなる。 

〇 肥料となる栄養成分は最大２０％の固形成分まで濃縮できる。 

〇 ろ過機の占有面積は約 9.3㎡と場所をとらない。 

〇 メタン、アンモニア、硫化物による悪臭を大幅に減らせる。 

〇 養豚場としてはし尿の埋立、散布のための土地を必要としない 

〇 雨、悪天候、し尿の負荷に影響されない。 

 

保管池、生物分解池の欠点 

〇 激しいメタン、アンモニア,硫化物による悪臭が発生する。 

〇 広い土地をし尿の散布、埋立のために必要とする。 

〇 常に池の漏洩破損の危険が付きまとう。 

〇 肥料となる養分が消化、分解のために失われる。 

〇 肥液となる成分の輸送に経費がかかる。 

〇 畑の利用がその最良の利用状況とならないことがある。 

〇 人間の健康に影響を及ぼす病原菌、ウィルス放出の恐れがある。 

 

保管池堤の破壊 

大きな土の堤構造物の管理補修は大変で更に集中豪雨など悪天候の場合には決壊の危険がある。 

           

〒141-0031 東京都品川区西五反田 2-27-4

明治生命五反田ビル

TEL：03-3492-7421 FAX:03-3492-2580

http://www.technoalpha.co.jp

TECHNOTECHNOTECHNOTECHNOαααα 
TECHNO ALPHA CO., LTD. 

テクノアルファ株式会社テクノアルファ株式会社テクノアルファ株式会社テクノアルファ株式会社



 2

法律がその構造物に対する規制を決定しようとしている。極端なケ－スでは、ノ－スカロライナ州がラ

グ－ン池の使用を全面敵的に禁止していることである。他のケ－スでは、これらの保管池からのし尿の

流出はその地域の水路を汚染するのできびしい罰をあたえている。保管池は、それが好気性、嫌気気

性バクテリアと結びついているとき、効果的である一方、それに関連する欠点や危険が数多くある。判

断の間違いや管理のまずさから近隣の水路に多量の未処理排水が流出する可能性がある。会社の操

業コストは予期せぬ罰金により、あるいは予期せぬ事故による清掃コストにより大混乱となる。リスクの

軽減は価値のあることであるし、リスクの総計は投資家や株主にとってしばしば評価される点である。 

 

 

★★★★    新新新新    技技技技    術術術術    ★★★★    

 

New Logic は家畜のし尿処理に従来のものよりずっと効果のあるまた信頼できる処理装置を供給す

るよう探求してきた。そして 1987 年以来廃水の膜ろ過装置を提供してきました。VSEP の振動膜ろ過技

術の使用により畜産農家が処理水の使用あるいは再利用をより良く管理することが出来るようになった

し、既存の設備でラグ－ンの水準を管理できるようになった。企業の競争原理の性格から、排水処理を

もっと効率的であることに付け加えて、新技術は効率的なものでなくてはなりません。何かの投資機器

の購入に関して同様に、コストと利益分析も成されなければなりません。 

 

             

し尿管理は養豚生産の基本の一部です。（ブ－！わかった！）いかなる処理システムも次の点を注

意して考慮しなければなりません。 

 

新技術採用の条件 

〇 養分の回収と使用効率が最大なこと 

〇 必要とされる土地、労力 投資額が最小であること 

〇 臭いと液の漏洩がないこと 

〇 人間、家畜の健康に害の無いこと 

〇 気象の状況が悪くても影響を受けないこと 

〇 運転経費、薬剤費等が少ないこと 
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◎◎◎◎VSEPVSEPVSEPVSEPの問題解決法の問題解決法の問題解決法の問題解決法    

膜ろ過システム及び膜その物の技術進歩により、大規模養豚農家の効率的かつ経済的廃水処理に

一つの機会を創ることになった。New Logic Int’lにより開発された VSEP（振動式膜ろ過装置）は従来の

膜ろ過システムにあった目詰まりの問題なしに排水を濾過することを可能にしました。 

VSEP 方式は RO 膜を使用します、それにより養豚農場のし尿排水から BOD,COD,TSS, 燐、窒素を

除去します。VSEP は高濃度スラリ－の処理を可能にし、原水から乾燥させることが出来る濃縮スラッジ

を作ることが出来る。このろ過された水は洗浄作業のために再利用されたり、家畜の飲み水として利用

されたり、下水に排水されたりできるＶＳＥＰはそれ単独で使用したり、全体の処理システムと関連して

使われることもある。また、生物ろ過装置と共に使うことも出来る。ＶＳＥＰは嫌気性消化の前後に使用

可能で、消化の規模やコストを大幅に低減せしめ、その効率を増加させる。1984年から生産に使用され

て、おり、New Logicはごく最近農業分野の排水にも進出するようになった。 

最近、数台の VSEP装置が New Logicの韓国の代理店環境ビジョンン 21により、韓国の養豚農家に

納入設置された。New Logic は最近、オランダの養豚農場を悩ませている燐の過剰と汚染の問題を治

すためにテストを行っている。また、アメリカ」やカナダの農場でもテストを実施中です。 

 

    

    

    

    

◎韓国の実績◎韓国の実績◎韓国の実績◎韓国の実績    

この応用の要約により VSEP が韓国の養豚農場

に据付けられ、使われていることがわかる。VSEPは

韓国の代理店、“環境ヴィジョン 21“により設置され

た。彼等は環境の専門家であり、新しい技術を韓国

の市場に紹介した。彼等は既に二つの濾過装置を

設置し、第三番目を計画中である。それらの装置は

韓国の浦項と金海で稼動している。韓国の金海では

モデル 84型が生物ろ過の後に設置され、120ｍ2の

RO膜を使って、豚のし尿を処理に活用されている。 
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プロセスの解説プロセスの解説プロセスの解説プロセスの解説    

VSEPは小さな簡単な前ろ過をしただけで、一系統で汚水を処理している。通常ちょうど100メッシュの

フィルタ－を付けるだけである。この実績では、VSEP への負荷を軽くするために生物処理が施され、一

台の VSEPで十分処理できる。処理システムのブロック・ダイヤグラムを下記に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理されていない原水（スラリ－）が少量のリサイクル洗浄水と共に図に左側にある粗ろ過タンクに入

る。ここから原水は受けタンクに行き、生物ろ過タンクに入る。その後、第三番目の処理、即ち VSEP に

よる処理が行われる。ろ過膜は定期的に洗浄され再利用される、透過水はリサイクルされ、部分的には

下水に流される。VSEP の膜により分離されたもの即ち凝縮水は地方の農家やゴルフ・コ－スに肥料と

して売られる。運搬コスト対肥料の価値の比較は非常に興味がある。 

 

 

処理プロセスの状況処理プロセスの状況処理プロセスの状況処理プロセスの状況    

韓国に設置された排水処理システムは約毎時 5.7㎥の流量で貯蔵池から引き出される。少量の水が

粗ろ過タンクで加えられ約 120Ｍ2のＲＯ膜を使った一台の VSEP により合計 6.6M3/時間のろ過がおこ

なわれる。ＶＳＥＰろ過機の占有面積は 1.5㎡である。一日の処理能力は 159 トンである。 

豚一頭当たりに使われる排水/洗浄水は１５０リットルで、このシステムで 900頭の豚を賄える。 

 

 

処理プロセスの結果処理プロセスの結果処理プロセスの結果処理プロセスの結果    

VSEP 装置は肥料として使用できる濃縮液（膜透過を拒否されたもの）を生産する。透過水は必要に

応じて部分的に再利用、または、下水に排水される。次の図は韓国金海での分析結果を示している。 

5.7M3／H 
原水 

0.9M3/H洗浄水 

粗ろ過 

生物ろ過

原水原水原水原水 
6.6M3/H 
TSS 5300 mg/L 
BOD 6000 mg/L 
COD 3700 mg/L 
Nitrogen 3200 mg/L 

透過水透過水透過水透過水 
5.8M3/H 
TSS 0 mg/L 
BOD 4 mg/L 
COD 10 mg/L 
Nitrogen 10 mg/L 

濃縮水濃縮水濃縮水濃縮水 
0.7M3/H 
TSS   46,575 mg/L 
BOD   56,696 mg/L 
COD   28,737 mg/L 
Nitrogen 28,043 mg/L 

ESPA メンブレンメンブレンメンブレンメンブレン 
84” VSEP 1300 SF  
(120.8 M2) 
@28GFD (1.14ｍ2/ｄay) 
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このシステムは塩分リジェクト率 99%の RO 膜を使用している。性能はコンディションにより変更される。

パイロット・テストは又雄豚と雌豚排水の重要な相違を示している。使用された原排水の結果に影響す

る。 

 

他の成分の分離減少他の成分の分離減少他の成分の分離減少他の成分の分離減少    

他のパイロット・テストは塩化物、硫黄分、その他の化合物の多量の減少を示している。前に述べた

オランダの養豚し尿におけるパイロット・テストでは、透過水の質は次のような数値を示している； 

SO4 ： 31ppm 

Cl-  ： 24.2ppm 

PO4  ： ＜0.2ppm 

NH4 ： 310ppm 

導電率 ： 1500μS 

 

アンモニアは様々な方法でさらに減らすことが出来る。排水を酸性化することによりアンモニア性状の

物を、膜を透過出来ない不溶解性のアンモニウムに変化させる。より高いｐH を示すアンモニアは溶解

性があり、この特性のために、RO膜をわずかながら透過する。更にオ－ストラリアのクイ－ンズランドで

のテストでは、KAD(陶土の無定形誘導体：カオリンアモルファス・デリヴァティブ)、或いは他の沈殿化合

物の使用によりアンモニアイオンを吸着し、アンモニアの透過を拒み、より高い透過質に導く。 
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装置の処理能力装置の処理能力装置の処理能力装置の処理能力    

VSEP の性能は温度、膜の回復性（％：新しい膜を

100%として）、原水スラリ－の TS（％）によります。より

高い濃度そしてより温度の低い原水スラリ－では、

VSEP の処理能力はずっと低いものになります。温度

は液の粘度の影響を与え、粘度は膜表面を通り抜け

る液のろ過性能に影響する。 

              

一般的に、モデル 84 インチの VSEPでは豚の全し

尿の 80%回収率で、透過水として 5.68－6.8M3/hr の

清水を作ることが出来る。この数字はリサイクル水の

約 151 トン/日に匹敵する。 

装置構成装置構成装置構成装置構成    

タンクの下部から液体を引くために、フロート付自

動注入ポンプか遠心ポンプを使って、液体肥料を既

存の沈殿槽から引き出す。液体は祖大粒子（100 メ

ッシュ）を除去するためにデグリッティング装置乃至

プリ・メッシュ・フィルタ－を通し、VSEP へと送られる。

メカニカル・スクリ－ンはいろいろな種類が使われて

いる。右の写真は韓国にて設置・稼動されているポ

ンプである。 

 

 

液体肥料はその後必要な場合、加熱することが出来る攪拌受

けタンクに送られる。このタンクは必要に応じて働き、タンク・レベ

ルにより制御されている。供給ポンプはタンク・レベル・センサ－か

らの信号によりタンクを満たすために運転される。液体肥料はタン

ク下部から引き出され保護バックフィルタ－を通って VSEP に送ら

れる。バッグフィルタ－とポンプは取り付けが容易なために VSEP

に取り付けられている。左の写真のような流量調整ポンプが膜の

定置洗浄のとき使われる化学洗浄剤のために取り付けられてい

る。 

 

              

 

VSEP 装置は洗浄タンクと配管さており、多く

のバルブや、他の機器と接続されている。供給

タンク、粗ろ過除去ユニット、熱交換器、ボイラ

－は通常含まれていなせんが、必要であれば、

装置の中に追加で、付けることもできます。

VSEPはPLC（プログラマブル・ロジック・コントロ

－ル）で自動制御されます。オペレ－タ－は装

置を監視し、パラメ－タ－・セットのために定期

的に調整をする事に限られます。 
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排水が、供給ポンプからＶＳＥＰに送られ、そこから二つ

の流れに分けられます。一つは凝縮された肥料のスラリ

－で、もう一つは浮遊物、金属、除去された硫酸塩が濾さ

れた清水です。膜の振動により排水の透過を促進し、また

膜の表面をきれいに保ちます。このケ－スのでは、ＲＯ膜

が単価、多価分子イオンを最大限除去のために使われて

います。 

 

 

 

 

透過水はリサイクルのために貯蔵池に

送られます。濃縮肥料は沈殿槽へと送り

返され、その濃度が規定値に達するまで、

何度も循環されます。ＶＳＥＰは肥料スラ

リ－を水として 80%回収可能です。最終

凝縮の程度は個々の農場の必要に応じ

て決定することが出来る。 

 

 

 

 

 

 

設備はポンプや噴霧装置の設置網により、畑の使用程

度により行われるであろう。あるいは、もし肥料の顧客を

見つけることが出来れば、その凝縮スラリ－を生産物とし

て運搬し販売することも出来る。肥料のスラリ－の販売の

ためにこの設備を完成した。（右の写真は肥料運送用トラ

ックです。） 

 

肥料のお得いさんはトマト農場やゴルフ場そしてオレンジ生産者です。どの肥料でも、使用率は計算

する必要がある。利点は、肥料が作物の要求にマッチしているか選択する事が出来るし、管理、計画が

容易かどうかということである。 

 

 

この製品並びに技術に関するお問い合わせは・・・・ 

テクノアルファ株式会社 

〒141－0031 東京都品川区西五反田 2－27－4 明治生命五反田ビル 

Tel:03－3492－7421、Fax:：03－3492－2580 

 

 


