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肥培灌漑施設調整槽内部の泡発生状況の
モニタリングと泡溢流防止策の検討
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肥培灌漑施設では乳牛ふん尿を曝気して腐熟させる。調整槽内には厚い泡の層が生じること
があるため、消泡機が設置されているが、一部の施設では調整槽開口部から泡が溢れることが
ある。そこで調整槽内の泡の状況をインターバルカメラで撮影し、泡の発生状況を調査した。
その結果、消泡機の作動中には泡の上面の上昇が抑制されて溢流は生じないこと、曝気停止中
でも泡の上面が上昇することがあること、泡の溢流が生じるのは消泡機停止中であることがわ
かった。消泡機は、曝気に合わせて作動させることが多いが、泡溢流を防止するには曝気を行
っていない時間帯の消泡機の運転間隔を短くすべきである。
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1. はじめに
北海道東部の酪農地帯では、乳牛ふん尿処理施設の一
つである肥培灌漑施設（図-1）の整備が、国営環境保全
型かんがい排水事業で進められている。肥培灌漑施設で
は、乳牛ふん尿を灌漑用水で希釈して空気を送り込むこ
と（以下、曝気と表記）でふん尿スラリーの腐熟を促進
し、流動性の向上や臭気の低減を図っている。肥培灌漑
施設では、曝気と同時に消泡機が稼働するように設定さ
れている。これは、泡が曝気によって発生すると想定し
ているからである。消泡機の先端には下向きに複数の突
起のついた円盤が取り付けられており、その円盤が回転
することで泡を物理的に破壊している（図-2、写真-1）。
過年度に実施した肥培灌漑施設の稼働状況調査により、
一部の施設では施設完成時に設定された曝気時間を変更
し、曝気時間を短くしていることが明らかとなった１）。
曝気時間短縮理由の一つは、調整槽天端開口部から地上
部への泡の溢流を防止するためであった。しかし、曝気
時間を短くするとふん尿スラリーの腐熟が遅くなり、臭
気低減などの効果を十分に発揮できない。そのため、調

整槽開口部における泡の溢流原因を解明し、泡溢流防止
策を提案する必要がある。
そこで本稿では、肥培灌漑施設で実施した調整槽内部
の泡発生状況の調査結果と、泡溢流防止策の検討結果を
報告する。

図-1 肥培灌漑施設
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図-2 調整槽内での消泡のイメージ

写真-1 稼働中の消泡機
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2. 方法
(1) 調査対象施設の概要
写真-2は調査を行った肥培灌漑施設の外観である。こ
の施設は北海道別海町内に建設された。稼働開始時期は
2018年度末である。流入口槽内の底面積は10.2m2である。
調整槽の形状は八角形で、槽内の底面積は135.6m2、底
面から槽内天端までの高さは4mである。調整槽内へ空
気を送るブロアポンプは1台設置されている。調整槽内
にはふん尿スラリーを攪拌するための調整槽攪拌機、空
気を拡散するための散気管、調整槽から配水調整槽へふ
ん尿スラリーを移送するための調整槽ポンプがそれぞれ
1台設置されている。調整槽上部には、これらの機器を
調整槽へ出し入れするための天端開口部が2カ所ある。
点検時以外は、天端開口部は金属製の蓋で覆われている。
この蓋は複数に分割されており、そのうちの1枚には消
泡機が固定されている。また、蓋の一部にはポンプをつ
り下げるワイヤーを通すために切り込みが入っている。
天端開口部の面積は、散気管設置部分が5.72m2であり、
調整槽ポンプ設置部分が2.0m2である。なお、蓋から調
整槽内天端までの深さは0.4mである。
各機器の稼働時間は電源タイマーで制御している。た
だし、調整槽ポンプの起動には、水位計コントローラー
からの信号発信と調整槽ポンプの電源タイマーONの両
方の条件が必要である。なお、水位による調整槽ポンプ
制御条件は以下の通りである。調整槽水位が3.1m以上に
なると水位計コントローラーから調整槽ポンプを動かす
ための信号が発信され、水位が3.0m以下になるとその信
号が停止する。
流入口ポンプは流入口の水位によって三方弁が切り替
わり、流入口内部でふん尿スラリーを攪拌するか、流入
口から調整槽へ移送するかを制御している。なお、三方
弁が切り替わる流入口の水位条件は未確認である。
(2) 機器の稼働状況の判別
各種機器の稼働・停止の判別は、クランプロガー
（LR5051、日置電機(株)）を機器の電力ケーブルに設置
して電流値を1分ごとに計測し、その経時変化を基に行
った。

写真-2 調査対象施設の外観

写真-3 インターバルカメラ設置状況
1分である。また、設置機材の状況を監視するため、開
口部近くの地上にインターバルカメラを1台設置した。
カメラ設置日は2019年8月1日である。
(4) 液温および水位測定
調整槽内ふん尿スラリーの液温は、防水型温度計
（TR-55i-Pt、(株)ティアンドデイ）を用いて5分間隔で測
定した。
調整槽および流入口水位は、施設に設置されている
圧力式水位計のアナログ出力値を小型ロガー（LR5031、
日置電機(株)）を用いて1分間隔で記録した。

3. 結果および考察

調査対象施設では、泡発生状況のモニタリングを開
始した2日後の8月3日夜に、調整槽天端開口部から地上
(3) 泡発生状況のモニタリング
部へ泡が溢流した。その後も泡の溢流が断続的に続いた
調整槽内の泡発生状況のモニタリングは、一定時間
ため、8月6日に消泡機を手動で稼働して溢流を停止させ
間隔で写真撮影が可能なインターバルカメラ（HCLT4G、 た。8月4日夜の泡溢流時には、調整槽内部を撮影してい
(株)ハイク）で行った。このカメラは赤外線フラッシュ
るインターバルカメラのレンズに泡が付着した。そのた
による暗部での撮影ができる。そこで写真-3のように調
め、ここでは8月3日と4日（泡の付着まで）の観測デー
整槽天端開口部の蓋を一部撤去して木製の覆いを被せ、
タを考察する。
インターバルカメラを斜め45度下方に向けて取り付け、
消泡機周辺の調整槽内部を撮影した。撮影した写真は携
(1) 調整槽液温
帯電話のLTE(4G)回線経由でメール送信して、泡の状態
図-3に調整槽の液温を示す。液温は大きく変化するこ
を遠隔地から監視できるようにした。写真撮影間隔は
とはなく、32℃前後で推移した。
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図-4 施設稼働状況と流入口水位（2019 年 8 月 3 日）
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写真-4 調整槽内部（8/3 17:17）
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図-3 調整槽液温の推移
(2) 泡溢流時の調整槽内での泡上昇と水位変化
図-4に8月3日の施設稼働状況と流入口水位を示す。図
下段の横線は、泡溢流時間または各機器の稼働時間を示
す。なお、調整槽水位は水位センサーの出力値が不安定
であったため、欠測として扱う。8月3日に観測された泡
の溢流は、19時59分から13分間と、20時30分から21分間
の2回である。写真-4～6は、17時16分の消泡機停止直後
から1回目の泡溢流前までの調整槽内の状況である。写
真中央に写っている機器が消泡機である。その右側は、
この調査のために設置した、0.1m刻みの木製目盛である。
消泡機停止直後の写真-4と、泡が上昇して槽内天端まで
達した写真-5を比較すると、2時間15分で泡が約0.35m上
昇している。また写真-5と、上昇する泡が天端開口部に
集中している写真-6を比較すると、20分で泡が約20cm上
昇している。泡が上昇する理由としては、①液面上昇に
よって泡が押し上げられる、②泡そのものが増加する、
③その両方が同時に起こる、の3つが考えられる。

写真-5 調整槽内部（8/3 19:32）

写真-6 調整槽内部（8/3 19:52）
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図-5 施設稼働状況と流入口水位（2019 年 8 月 4 日）
ここでは泡の密度が一定であると仮定した場合の、水
位上昇時の泡上昇量を試算してみる。調整槽内の底面積
は135.6m2なので、深さ0.01mあたりの体積は1.356m3であ
る。天端開口部2カ所の面積は合計7.72m2なので、泡が
槽内天端に達した後に水位が0.01m上昇して天端開口部
に泡が集中すると、泡の上昇量は約0.18mになる。この
ように、水位上昇量が小さくても、天端開口部内の泡は
急上昇する。
(3) 泡の溢流停止と機器の稼働状況
図-4に示すように、8月3日の1回目の泡溢流が停止し
た時刻は20時12分であった。その3分前には流入口ポン
プが稼働しており、それによって流入口槽内の水位が約
0.2m低下している。流入口と調整槽は槽底面から3.5mの
高さに位置する隔壁開口部（幅0.6m×高さ0.3m）でつな
がっているため、調整槽内の泡はすでに流入口槽内に流
れ込んでいる状態にあったと思われる。そのため、流入
口の水位低下に伴って調整槽の泡がさらに流入口槽内に
流れ込み、それによって天端開口部から地上への泡の溢
流が停止したと考えられる。8月3日の2回目の泡溢流の
停止時刻は、調査地点とは別の天端開口部に設置されて
いる消泡機No.1が稼働開始した20時50分であった。調査
地点で泡の溢流が停止した理由は、消泡機No.1が泡を破
壊することで空間が生じ、そこに向かって調整槽内の泡
が移動したためと考えられる。その後、20時52分には消
泡機No.2が稼働した。
図-5に8月4日の施設稼働状況と流入口水位を示す。8
月4日に観測された泡の溢流が生じたのは、15時38分か
ら31分間、16時43分から23分間、19時32分から37分間の
合計3回である。8月4日1回目の泡溢流が停止した時間帯
には、流入口ポンプの稼働に伴って流入口の水位が低下

しており、8月3日1回目と同様の理由で泡溢流が停止し
たと考えられる。8月4日2回目の泡溢流の停止は、同時
刻に消泡機No.2が稼働したためと考えられる。8月4日3
回目の泡溢流が停止した時刻には調整槽ポンプが稼働し
ており、調整槽ポンプの稼働に伴う調整槽水位の低下に
よって泡の溢流が停止したと考えられる。
(4) 泡溢流時以外の調整槽内部の様子
写真-7は曝気中の調整槽内部の様子である。ブロアポ
ンプの送気によって発生する泡を消泡機が破壊している。
写真-8はブロアポンプ停止3分後の様子である。このと
き、消泡機は稼働を続けているが、ブロアポンプの停止
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写真-7 曝気中の調整槽内部（8/3 23:33）

写真-8 曝気終了後の調整槽内部（8/3 23:37）

昇しても、消泡機が稼働することで、その上昇を抑制し
ていることがわかった。したがって、泡溢流を防止する
ためには、曝気を行っていない時間帯の消泡機の運転間
隔を短くすべきである。

4. おわりに
今回の調査対象施設では2019年8月6日に消泡機の稼働
時間を変更し、消泡機の停止時間が75分以下となるよう
に運転間隔を短くした。また、消泡機稼働時の運転時間
は、15分、30分、45分のいずれかに設定した。その後、
地上への泡の溢流は発生していない。ただし、この運転
間隔が他の施設での泡溢流防止に有効かどうかは明らか
ではない。今後、他の施設の泡発生状況を調査し、泡の
溢流を防止しながら経済的に運転できる方法を明らかに
する。また、調査対象施設の調整槽水位計の状態を確認
し、調整槽水位と泡上昇との関係を解明する。

写真-9 調整槽内部（8/3 17:05）

写真-10 調整槽内部（8/3 17:06）
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によって泡が発生しなくなったため、消泡機による泡の
破壊は見られなくなった。
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このように、泡が地上へ溢流していない時でも泡は上昇
しているが、消泡機が稼働すれば泡の上昇は抑制される。
(5) 泡溢流防止対策
今回の調査では、泡の溢流が続いている時間帯には
消泡機が稼働していなかった。また、調整槽内で泡が上
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