
１．砂などの堆積物によるプラントでのトラブル

　乳牛ふん尿を主原料とするバイオガスシステムの実
証研究である「積雪寒冷地における環境・資源循環プ
ロジェクト」（Ｈ12 ～ 16年度）の実証施設であった湧
別資源循環試験施設（概要は図－１参照、以下では湧
別施設と略記する。）では、ふん尿処理のプロセスの中の
いくつかの箇所において、砂や有機物で構成されるス
ラッジが堆積し、これに起因するトラブルが発生した１）。
　たとえば、図－２は発酵槽出口のフランジ部での砂・
ワラ片の堆積による生物脱硫装置への新鮮スラリーの
供給障害について示したものである。生物脱硫装置は
メタン発酵により生じるバイオガス中の硫化水素を除
去する機能を有しているが、その機能を保持するため
に、脱硫を進める微生物のエネルギー源として定期的
に新鮮な消化液を供給しなければならない。湧別施設
では、図－２のフランジ上部の空間にたまる30Ｌの消
化液を１日に１回生物脱硫装置に送ることにしてい
た。しかしながら、この部分に徐々に砂・ワラ片が堆
積し（図－３）、生物脱硫装置へつながる経路を閉塞さ
せていた。この部分への砂・ワラ片の堆積は、施設の
設計段階で想定できなかったため、生物脱硫の機能が
低下してから閉塞を発見するまでに長期間を要した。

　また、殺菌槽底部には、図－４のように砂・有機物
が堆積し、これにより①殺菌槽有効容量の減少、②殺
菌槽ポンプインペラーの摩耗、③殺菌槽温度センサー
の埋没による温度計測障害、が生じた。殺菌槽内は他
に比べて高温になるため、堆積した砂・有機物が固結
し、その除去には高圧の水の噴射による破砕が必要で
あった。さらに消化液受け槽でも砂・有機物が堆積し
た。これらの堆積物の除去は、維持管理上で作業労力
面・費用面の負担になっていた。

バイオガスシステム内部における砂の堆積
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図－１　湧別施設のメタン発酵の概要（Ｐはポンプ）
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図－２　砂・ワラ片による発酵槽出口フランジ部の閉塞
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まった後に発酵槽中の消化液を貯留槽に移送してから
も、発酵槽内部に多量に残っていると懸念された堆積
物からの有毒なガスの発生がないことを確認しなけれ
ば調査は行えなかった。そのため、発酵槽内での調査
は、消化液排除後数ヶ月をおいてから行った。

（2）発酵槽内の堆積状況

　発酵槽内に堆積していたのは、大部分が砂であった。
底部付近では撹拌パドルの先端（Ｔ字形、図－５）が表
面をならすため、図－６に示すように砂は発酵槽底部
に三日月状に堆積していた。図－６の ｢真下 ｣に当た
る部分での堆積厚さは５～ 10㎝程度であった ｡撹拌
パドルの回転軸を支えるための支柱付近では堆積物の
移動が滞るため、堆積量が多かった（図－７）。発酵槽
内の堆積厚さは、支柱付近では10㎝と厚く、パドルに
よってならされている部分は５㎝程度の厚さであっ
た。

　スラッジの堆積は発酵槽よりも下流側で生じること
が多かったので、発酵槽内での堆積がかなりの量に達
しているのではないかと懸念された。バイオガスプラ
ントで生じるこのような堆積物の対策を設計でいかに
取り扱うかを検討するために、①発酵槽内での堆積状
況調査と②牛舎から排出される牛ふん尿スラリーの砂
含有量調査を実施した ｡

２．発酵槽内の堆砂調査

（1）調査時期

　発酵槽内の堆積物調査は、発酵槽内部の液体を排出
して行う必要があり、ふん尿処理を継続しているプロ
ジェクト研究期間中には不可能であった。また、ふん
尿の受入れを停止したのち、バイオガスの発生がおさ

図－３　フランジ部（上下）での閉塞状況

図－４　殺菌槽でのスラッジの堆積

　　　（２枚の隔壁（図－１参照）の間の堆積状況。
　　　 消化液を排出して撮影。）

図－６　堆積状況の模式図

黒い部分が堆積物

図－５　パドル部の堆積状況

　　　　細い矢印はパドルの回転方向を示す。
　　　　また太い矢印は堆砂の移動方向を示す。

48 寒地土木研究所月報　№649　2007年6月



（3）撹拌パドルによる砂の移動

　撹拌パドルは図－５に示すように雁行状になってい
る。発酵槽の利用を始めてある程度の期間が経過した
後は ､砂や固形有機物の堆積厚さが定常状態になった
ものと考えられる ｡この状態で軸の回転に伴ってパド

ルのＴ字部が堆砂の表面をならすと、表面部の砂は横
方向（発酵槽の上下流方向）に徐々に移動し、排泥バル
ブにつながっている排泥マス（図－８）に落とし込まれ
るようになる。このとき、発酵槽の下流端部（消化液
の排出管側）では、パドルの回転に伴って排出管側に
も砂が押される（図－９）。そのため、堆積物がある程
度の厚さになった後は、恒常的に排出管からさらに下
流への砂や固形有機物の排出が生じ、消化液受け槽や
殺菌槽に達していたと考えられる。発酵槽内部の調査
では、発酵槽からの消化液流出管に砂とワラ片が混じ
り合って厚く堆積していた（図－10）。

３．プラント稼働時の状況と合わせた考察

（1）発酵槽からの排出後の砂・固形有機物の挙動

　発酵槽から下流側には、スラリー受け槽と殺菌槽が
あるが、これらの２箇所の槽での堆積物の量・状況に
は表－１に示すような大きな相違があった。このような
相違の原因として、温度条件があげられる。すなわち、

図－７　支柱付近の堆積状況
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図－９　消化液排出管付近の砂の動き

図－10　消化液流出管付近の堆積状況

図－９の消化液排出管の最下部を発酵槽内から
撮影した。写真奥方向に消化液が出ていく。　

図－８　発酵槽の概要
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殺菌槽で堆積物が固結する傾向が強いのは、砂と固形
有機物が混合して堆積するため、固形有機物の流動が
許されず、その状態で高温にさらされることで有機物
が徐々に固結し、砂・固形有機物の複合的な固結物が
形成されるためと考えられる。これに対し、スラリー
受け槽では、砂と固形有機物が混合して堆積していて
も高温条件にさらされないため堆積物の流動性が保た
れて、徐々に下流側の殺菌槽に送られると考えられる。

表－１　消化液受け槽と殺菌槽での堆積状況

場所 堆積状況

消化液 ①すり鉢状に堆積していた。堆積物は固結し

受け槽 ていなかった。

殺菌槽 ①隔壁によって３分割された槽のうちポンプ

のある部分には、底部に設置されたポンプに

向かってすり鉢状に堆積し、固結していた。

ポンプ本体表面にも有機物の固結した層が形

成され、ポンプの放熱を妨げた。

②３分割された槽のうちポンプのない部分

は、短期間（半年～１年程度）で相当量の堆

積になる（図－４）。固結したものであった。

　上記のことから考えると、湧別施設のようなシステ
ムでの砂・有機物の流動・堆積・固結は次のような現
象である。
　メタン発酵の原料であるスラリー状ふん尿は砂を含
んだ状態で①固液分離液分地下貯留槽～②原料受け槽
～③発酵槽～④スラリー受け槽～⑤殺菌槽～⑥消化液
貯留槽の順に移動していく。
　①②④では、高温条件におかれないので固結しない。
それゆえ、流入した砂と固形有機物はある程度以上堆
積せず下流に送られる。
　③では内部の滞留時間が長く、またよく撹拌される
ため、比重の大きい砂は底部に堆積し、比重の小さい
固形有機物は消化液に含まれて発酵槽から排出され
る。底部に堆積した砂がある程度の厚さになると、撹
拌機のパドルによって排泥マスに落とし込まれるが、
一部は④方向に排出される。
　⑤では固形有機物と砂の混合物が底部に堆積する。
ここでは堆積物に含まれる有機物が高温にさらされる
ため固結し、その固結が進むことで多量の強固な堆積
物が形成される。
　⑥では、流速が小さいことから、貯留槽内の底部に

沈澱物がたまる。
　すでに述べたように、これらの堆積物は定期的に除
去する必要があり、維持管理上で作業量・費用面の負
担になる。

４．ふん尿スラリー中の砂含有量

　前章で述べたようなトラブルを考えると、今後のバ
イオガスシステムの計画・設計・維持管理においては、
発酵の原料とともにプラントに搬入されてくる砂の量
を考慮する必要がある。しかしながら、既往の文献に
は、牛舎から出てくるふん尿中に含まれる砂の量を述
べているものは見あたらなかった。そこでフリースト
ール牛舎のふん尿搬出作業で発生してくる乳牛ふん尿
スラリーの砂含有量を調査した。
　試料の採取施設は、表－２に示す５箇所のフリース
トール牛舎である。試料採取は、平成18年12月上旬～
12月下旬にかけて行った。試験項目は、TS および
VS、砂分含有量である。

表－２　供試ふん尿スラリーの性状と砂含有量

施設記号 敷料 TS(%) VS(%) 砂含有量
（g/10L）

Ａ 古紙 10.4 81.2 40.0
Ｂ 麦稈 11.3 84.2 44.8
Ｃ オガクズ 13.0 77.5 114
Ｄ 麦稈* 10.0 81.9 29.3
Ｅ 古紙* 10.7 81.8 14.2

*スラリーの目視で確認。その他は聞取り。
飼養形態はすべてフリーストール。

　供試スラリーのTSおよびVS測定は、有機物分析
法２）にほぼ準拠した。
　また、スラリー中の砂分含有量試験方法は以下に示
すとおりである。
①供試スラリー 10Ｌに対し水道水を加え約3倍に
希釈した後、攪拌させ、静置する。
②試料中には敷料や残餌などの粗大有機物が多く
含まれており、砂分が多く付着していると考え
られたことから、希釈および撹拌時に粗大有機
物の入念な洗浄作業を行う。
③一昼夜静置後、サイホンを利用した吸引排出に
より上澄み部を除去する。
④沈殿部を回収し110℃で24時間乾燥、600℃で４
時間加熱し灰化させたものを秤量する。

⑤灰化した全試料を回収し「礫分」と「砂分（粗
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砂および細砂）」の合計量を「スラリー中の砂分」
として算出する。

　なお今回の試料はすでに積雪の始まった時期に採取
したものであるから、放牧の盛んな春から秋の状況を
反映したものではない。それゆえ、結果は年間の総量
を精度よく想定するためには不十分な精度であり、値
の取扱いには注意していただきたい。
　砂含有量の測定結果は表－２に示すとおりである ｡
この表をもとに概ねの砂含有量を50g ／ 10Ｌとして、
バイオガスシステムに持ち込まれる砂の量を考えてみ
る。
　乳牛成牛１頭１日あたりのふん尿排泄量を60㎏と
し、これを60Ｌとみなすと、その中に含まれる砂の量
は300g になる。今回のサンプルが放牧を終了した時
期のものであることに注意を要するが、これを１年分
に換算すれば、おおむね100㎏に相当する。
　たとえば、ある酪農家の飼養頭数を100頭とすると
年間にプラントに持ち込まれる砂の量は10t のオーダ
ーであり、1000頭規模の集中型バイオガスシステムを
想定すれば年間100t のオーダーとなる。
　このような砂をプラント内の特定の箇所で効率的に
排出し、プラント処理工程内でのトラブルの原因とな
らないように施設の設計をすることが必要である。ま
た、特定の箇所で効率的に排出しても、パイプの曲部
などでは堆積するおそれがあるから、日常の運転作業
のなかで容易に排出できるような構造にしておくこと
が必要である。バイオガスシステムの調査計画段階で

は、これらの施設設計を行うための基礎的データとし
て近隣農家におけるふん尿中の砂の含有量調査を行っ
ておくことが重要である。

５．おわりに

　乳牛ふん尿に含まれてバイオガスシステムや、その
他のふん尿処理施設に持ち込まれる砂の量は、決して
軽く扱ってよい量ではない ｡また、管路輸送の採用を
検討する際には、乳牛ふん尿スラリーは層流状態にな
りにくいことから、管内での砂の堆積による通水断面
の縮小を起こすことのないように、砂を集中的に堆積
･回収できる場所を設けるなどの工夫が必要である。
　最後に、砂の含有量調査にあたりふん尿試料の提供
をいただいた各位ならびにふるい分け等の分析作業を
担当していただいた（株）ズコーシャの寺山貢平氏はじ
め関係各位に厚く感謝申し上げます。
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