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畜産浄化槽から発生する余剰汚泥の処理方法の一つである天日乾燥床の改良法とし摘要：

て、金網を利用して、汚泥をろ床から早期に分離する方法の有効性及び実施条件について

検討した。

１ 底面にステンレス製金網を取り付けた容器をオガクズろ床に設置し、汚泥を投入した

ところ、１日後には汚泥を容器ごとろ床から分離可能であった。

２ 分離した状態で汚泥を乾燥させた処理区では、ろ床の上で乾燥を続けた対照区よりも

汚泥の乾燥は促進され、水分が80％まで低下するのに要した期間は、平均気温18.9℃で

、 、 、は対照区が17日 処理区は５日で12日間の短縮となり 平均気温6.1℃では対照区が18日

処理区は14日で４日間の短縮となった。

３ 使用する金網の空間率（30％～70％）と開き目（１～10mm）に関しては、汚泥の乾燥

速度に与える影響は小さかったが、ろ材の汚泥への侵入防止、強度、ろ床との密着性の

点から、線径が0.3mm～0.5mm、開き目が１mm～2.5mmの金網が適していると考えられた。

また、金網裏面に付着するオガクズの除去により乾燥速度は速くなった。
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Study of Effective Drying Method of Sludge from Livestock Digestion
Tank Using a Wire Mesh Screen
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Sun drying bed, one of a drying method for surplus sludge overproduced fromAbst ract :
livestock-waste-water treatment system, was developed with a wire mesh screen. We
examined the effectiveness and the condition of early sludge-separation from filter bed.
1. A container installed with stainless-steel wire mesh at the bottom was placed on the
sawdust filter bed, and sludge was spread on it. One day later , sludge cake with wire
mesh was easily removed from the filter bed.

2. Experimental sludge was dried after separation, and control sludge was dried by the
common method (left on the bed directly) . Drying rate of expe rimen tal slu dge was
faster than that of the control sludge, and days to decrease the mo isture conten t of
the sludge below 80% were shortened 12days at average temperature 18.9 de grees
(17days in control sludge and 5days in experimental sludge) and 4days at average
temperature 6.1 degrees (18days in control sludge and 14days in experimental sludge),
respectively.

3. Open areas (30-70%) or openings (1-10mm) little affected drying rate. Considering the
inf low prevention of the fi lter , th e stre ngth of wire mesh, and the e ase of set ting ,
appropriate specif ications of wire mesh fo r this meth od were 0.3-0.5mm for wire
diameter, and 1-2.5mm for ope ning . Drying rate was accelerated by removing the
sawdust on the underside of wire mesh.
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緒 言

畜産浄化槽から発生する余剰汚泥は水分が98％以上

と非常に高く、取扱性が悪いため、水分を下げること

が汚泥処理において重要である。その処理方法として

は、一般的に凝集剤を使用して脱水機により脱水する

方法が採用されている。しかし、高額な脱水機と凝集

剤等のランニングコストも必要であるため農家への負

担が大きい。また脱水された汚泥は固形状となるもの

の、水分が85％程度あるため、水分調整した上での堆

肥化や、肥料として利用するために乾燥等の処理をし

なければならない。

一方、脱水機を使用せず、生汚泥の状態から水分の

。 、除去が可能な方法に天日乾燥床がある 天日乾燥床は

ろ床にろ材の砂を敷き詰めて汚泥を流し込み、ろ過に

よる脱水と汚泥表面からの水分蒸発により乾燥させる

方法である。反面、乾燥までの時間を要することや、

乾燥汚泥を除去する際に手間がかかること、広い面積

が必要であること、汚泥にろ材が混じる等の問題があ

ったため現在ではあまり使われていない 。しかし、設
1）

備費やランニングコストが安価で構造もシンプルな天

日乾燥床は、これらの問題点を改善すれば、汚泥処理

の非常に有効な手段である。そこで本試験では、乾燥

時間の短縮及びろ過後の汚泥をろ床から容易に分離す

るためにろ床上に金網を設置すると共に、取り扱いの

容易なオガクズをろ材とすることで、天日乾燥床の従

来の問題点の改善が可能であるか検討した。

材料及び方法

１ 供試材料

試験には当場の豚汚水浄化槽から採取した余剰汚泥

（水分約99％）を用いた。ろ材としてオガクズ（粒径

１mm～10mm程度）を使用した。

２ 試験装置

試験に用いた装置を図１に示した。装置は、ポリプ

ロピレン製の容器の底部を切り取り、ステンレス製の

平織金網を取り付けた汚泥投入部と、プラスチック製

のざるにろ材を充填した高さ７cmのろ床から構成され

ている。汚泥投入部には、汚泥の漏れ防止及びろ床と

の固定のため、容器の下部にステンレス製の板を取り

付けた。汚泥投入時には金網とろ材を密着させて隙間

、 、に汚泥が溜まるのを防ぐために 金網の上から圧密し

図１ 試験装置の概略

図２ 金網の説明

全体が湿る程度乾燥床では汚泥投入時の垂直高は20cm程

、 、度であったため 本試験装置でも20cmとなるように５Ｌ

（ ）面積負荷 ろ床単位面積あたりにかかる汚泥の固形物量

は約2.38kg/㎡とした。試験は当場畜産研究部屋外実験

施設で行った。

３ 試験の構成

試験１ 金網によるろ床からの汚泥の分離性調査

試験区は汚泥投入部に金網を付けないものと、線径

2.0mm×２メッシュ、0.5mm×８メッシュ及び0.25mm×16

メッシュ（図２）の金網を汚泥投入部に取り付けたも

のを設けた。これに汚泥を投入し、時間経過に伴う汚

泥の変化と分離性を調べた。
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開き目 線径

25.4mm（この場合３メッシュ）

線径 ：網を構成している線の太さ。
ﾒｯｼｭ ：１インチ（25.4mm）の間にある網目の数。

開き目 ：線と線の空間の長さを表す。
空間率 ：（開き目）２÷（開き目＋線径）２×100
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試験２ 金網の種類による汚泥の乾燥への影響

(1) 空間率の影響

金網の空間率（図２）の違いが汚泥の乾燥速度に与

える影響を検討した。使用した金網は、空間率が31.1

％（以下30％区 、38.8％（同40％区 、51.3％（同50） ）

％区 、59. 6％（同60％区 、71.0％（同70％区）の５） ）

種類とした（表１ 。開き目は各区とも約１mmとした。）

試験１と同様に汚泥投入部に汚泥を投入し、１日後に

ろ床から分離した。分離時に金網裏面に付着したろ材

及び汚泥を除去した後、地面から約10cm離した状態で

乾燥させた。また、対照区はろ床から分離せずに、そ

のままろ床上で乾燥させた。試験は中間期（試験期間

） 、 （ ）平均気温18.9℃ と 低温期 試験期間平均気温6.1℃

の２回実施した。

(2) 開き目の影響

金網の開き目の違いが汚泥の乾燥速度に与える影響

を検討した。使用した金網は、開き目が10.7m m（以下

10mm区 、5.35mm（同５mm区 、2.68mm（同2.5mm区 、） ） ）

1.34mm（同1.3mm区 、1.07mm（同１mm区）の５種類と）

した（表２ 。空間率は各区とも約70％とした。その他）

は上記(1)と同様に実施した。

試験３ 金網裏面に付着したオガクズの影響

金網裏面に付着するろ材等の除去が汚泥の乾燥速度

に与える影響を調べるため、同一金網を取り付けた汚

泥投入部の一方のみ裏面のオガクズ及び汚泥を除去し

て調査を行った。線径0.5mm×８メッシュ、0.4mm×18

メッシュ、0.29mm×20メッシュの金網を取り付けた汚

泥投入部を各２個用意して、試験２と同様にオガクズ

ろ床に設置し、汚泥投入から１日後にろ床から分離し

て、一方の金網裏面のオガクズ及び汚泥の除去を行い

乾燥させた。

４ 調査項目

汚泥の水分、外観について調査した。水分は、投入

時及び試験終了時に試料を採取し、105℃24時間乾燥に

より測定した。また、試験途中での水分は試験装置の

汚泥投入部の重量を測定して、減少分を蒸散による水

分減少量として間接的に求めた。外観については、試

験期間中の表面の状態、硬さ、金網裏面へのろ材の付

着及び汚泥の漏出状況等について観察した。

試験結果

試験１ 金網によるろ床からの汚泥の分離性調査

汚泥投入の１日後には、各区とも外見は粘土状にな

図３ 金網裏面へのオガクズの付着

っていた。また一部には亀裂が入り、下部の金網が見え

ていた。また、どの金網でも１日後にはろ床から汚泥投

入部を分離しても汚泥は落ちることはなかった。しか

し、事前に金網の上から圧密しても金網とろ床の間に

隙間ができるため、汚泥が金網を通過して隙間に入り込

み、分離後の金網裏面には多量のオガクズと汚泥が付着

していた。汚泥投入部の下部から見たその様子を図３に

示した。

試験２ 金網の種類による汚泥の乾燥への影響

(1) 空間率の影響

各種金網を用いた空間率の差異による汚泥水分の推

移を図４及び図５に示した。

第１回試験（平均気温18.9℃）では、金網を用いたい

ずれの処理区でも80％まで水分が低下したのは５日目

であった。一方、対照区では80％まで低下するには17

日を要した。金網の比較では、60％区と70％区の乾燥

速度が速い傾向にあった。

線径 メッシュ 開き目 空間率
(mm) (mm) (%)

30％区 0.8 14 1.01 31.1
40％区 0.6 16 0.99 38.8

50％区 0.4 18 1.01 51.3

60％区 0.29 20 0.98 59.6
70％区 0.2 20 1.07 71.0

表１　空間率の試験に用いた金網

線径 メッシュ 開き目 空間率
(mm) (mm) (%)

10mm区
※ 2.0 2 10.7 70.6

5mm区
※

1.0 4 5.35 71.1
2.5mm区 0.5 8 2.68 71.0

1.3mm区 0.25 16 1.34 71.0
1mm区 0.2 20 1.07 71.0

※低温期では10mm区及び5mm区は未実施

表２　開き目の試験に用いた金網
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図４ 空間率の差異による汚泥水分の推移

（第１回試験・開き目１mm）

図６ 開き目の差異による汚泥水分の推移

（第１回試験・空間率70％）

第２回試験（平均気温6.1℃）では、金網を用いたい

ずれの処理区でも80％まで水分が低下したのは15日目で

あった。一方、対照区では80％まで低下するには18日を

要した。試験区間に差は見られなかった。

第１回試験に比べて第２回試験は乾燥速度は遅く、

処理区と対照区との差も小さかった。

(2) 開き目の影響

各種金網を用いた開き目の差異による汚泥水分の推

移を図６及び図７に示した。

第１回試験（平均気温18.9℃）では、金網を用いた

いずれの処理区でも80％まで水分が低下したのは５日

目であった。一方、対照区では80％まで低下するには17

日を要した。試験区間に大きな差は見られなかった。

第２回試験（平均気温6.1℃）では、金網を用いたい

ずれの処理区でも80％まで水分が低下したのは13日目

であった。一方、対照区では80％まで低下するには18

日を要した。試験区間に差は見られなかった。

(1)と同様に第２回試験の方が乾燥速度は遅く、処理
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図５ 空間率の差異による汚泥水分の推移

（第２回試験・開き目１mm）

図７ 開き目の差異による汚泥水分の推移

（第２回試験・空間率70％）

図８ 金網裏面に付着するろ材の有無による

汚泥水分の推移

区と対照区との差も小さかった。

開き目が大きい10mm区や５㎜区ではオガクズが網と

網の隙間を通って金網の上部へ移動していたが、それ

以外の区では上部への移動はなかった。
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試験３ 金網裏面に付着したオガクズの影響

図８に金網裏面に付着するろ材の有無による汚泥水

。 、分の推移を示した いずれの金網を使用した場合でも

裏面に付着したオガクズを除去したものの方が乾燥速

度は速かった。裏面にオガクズが付着したものは各試

験区に差は見られなかった。一方、オガクズを除去し

たものは0.29mm×20メッシュの金網を用いた処理区の

乾燥速度が速い傾向にあった。

考 察

現在、畜産浄化槽から発生する余剰汚泥の処理にお

いて天日乾燥床は非常に少なくなっている。この原因

としては冒頭で述べたように、乾燥までに時間がかか

り天候にも左右されること、汚泥搬出に要する労力が

大きいこと、広い面積を必要とすること、汚泥へのろ

材の混入等が挙げられる。天日乾燥床の改良法として

は中村ら が不織布をろ床上に敷いて汚泥をろ床から
１）

１～２週間程度の早期に分離する方法を考案している

が、本試験ではより早期での分離と作業の機械化に耐

えられる強度を実現させるために金網を利用し、また

ろ材については維持管理に労力のかかる砂に替え、処

理の容易なオガクズを利用する方法を考案し、その実

現性を検討するために調査を行った。

試験１では、汚泥の投入から１日後にろ床から分離

しても漏出や落下することはなく、１日でろ過を完了

したと考えられた。汚泥の分離に関しては、従来はろ

床から剥離するにはスコップ等で搬出可能である水分

（70％ ～90％ 以下）まで待つ必要があったが、ろ
２） ３）

床でのろ過は汚泥が固化した時点で停止し、その後は

汚泥表面からの水分蒸発によるため、早期に汚泥を取

り出すことはろ床での機能分担を明確にし、１日ごと

のろ床の利用が可能となり、天日乾燥床の面積も小さ

くできると考えられた。但し、ろ床からの分離時に金

網裏面に多量のオガクズと汚泥が付着しており、検討

すべき問題点であった。

試験２では、金網の種類による影響について調査を

行った。試験中での乾燥時の水分の基準としては、図

中の水分の推移から分かるとおり、80％前後になると

水分が急激に低下し始めるため、80％を乾燥の最初の

目標とした。平均気温が18.9℃では水分が80％になっ

た時の試験区と対照区との差は約12日であり、平均気

温6.1℃では、３～５日の差があった。よって汚泥の乾

燥については、ろ床から分離する方が乾燥速度は速く

なり、早期に汚泥を分離する方法の有効性を確認でき

た。但し、低温時での差は小さく、乾燥速度は温度に

大きく影響されると考えられた。乾燥速度が速まった

理由としては、ろ床から分離して地面から浮かせて乾

燥させることで汚泥裏面の表面積が増加したことによ

る蒸散量の増加と、従来の方法ではろ材が吸水又は保

持した水分によって汚泥の裏面からの蒸発が阻害され

ていたと考えられた。また、汚泥を破砕することで乾

燥速度が上昇するという報告 もあり、ろ床から分離
１）

する以外にも汚泥に少し手を加えることで付加的に乾

燥速度を速めることができる。

次に、汚泥裏面に接する金網の隙間部分が占める面

積（空間率）とマス目の大きさ（開き目）が汚泥の乾

燥に与える影響についての比較では、60％と70％の空

間率では乾燥速度が速くなる傾向が見られたが、全体

的に空間率及び開き目の違いによる乾燥速度の差は小

さくなる結果となった。この理由としては、汚泥の乾

燥過程で生じる亀裂が試験区の条件の違いを生み、結

果に影響した可能性もある。また、試験の規模が小さ

いことで影響が現れにくかった可能性も考えられ、実

規模では何らかの影響が出ることも考えられる。その

ため、金網は表面積の増加の点から空間率の高い金網

を選択すれば良いと考えられた。一方、開き目の大き

な金網ではオガクズが汚泥側に侵入するため１mm～2.5

mm程度が適していると考えられた。また、ろ材と金網

。が密着するには金網にある程度のしなりが必要である

、 。 、線径が太いほど金網も堅く しなりが無くなる 一方

線径が細くても金網の強度不足となるため、線径は0.3

mm～0.5mm程度が良いと考えられた。但し、実規模まで

大型化した場合には重量に耐えられる強度も必要とさ

れるため、総合的に検討する必要がある。

試験３は、試験１で確認された金網裏面へのオガク

ズの付着が、分離後の汚泥の乾燥に与える影響につい

て調べた。その結果、オガクズが裏面に付着した状態

では乾燥速度が遅くなることが確認された。これはオ

ガクズの付着により、汚泥裏面からの蒸散が阻害され

たためと考えられた。しかし、ろ床上で汚泥を乾燥さ

せるよりも乾燥速度は速いと考えられた。

従来の天日乾燥床ではろ材として砂が主に使われて

きたが、砂ろ床は短期間で目詰まりを起こし、ろ過能

力が低下する等の問題点もある。この原因としては沈

殿汚泥によりろ材表面にフィルムが形成されるためと

言われている 。一方、オガクズは砂に比べて運搬等
３ ）

の作業が容易であり、目詰まりしてもそのまま汚泥と

、 、共に堆肥化できる等 維持管理の点で優れているため

本試験ではオガクズをろ材として用いた。汚泥投入直
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後には少量の汚泥がろ液と混じり流出していたが、ろ

、液に関しては浄化槽へ返送することで特に問題はなく

砂の代替としてオガクズは利用可能であると考えられ

た。

汚泥の乾燥の最終的な目標の水分は、その後の処理

方法によって異なる。水分80％ならば、脱水機により

生じた脱水ケーキ（水分80～85％程度 ）と同様に堆
４）

肥への混合が考えられる。それ以下の水分ならば適切

な処理を施した後、汚泥肥料として農地への散布等も

考えられる。その場合、病原菌等の衛生面を考えて石

灰を混合してもよい 。
５）

以上のことから、金網を用いた本試験の方法によっ

て天日乾燥床の問題点改善の基礎的知見を得ることが

できたと考えられる。一つには、汚泥の早期の分離に

より、ろ床の利用の効率化が図られるため、ろ床面積

を小さくできると考えられた。次に、ろ床から分離す

ることで乾燥時間を短縮することができた。ろ材の混

合については金網の上部の汚泥にはオガクズが混ざる

ことはなかった。一方、本試験の課題として金網裏面

にオガクズが付着することや、試験規模が小さいため

実用化に関してはまだ調査が必要であることが挙げら

れる。今後は現場規模での試験を行い、金網の設置や

分離方法、金網裏面に付着するろ材の除去方法等につ

いて検討する必要がある。金網についても、扱う汚泥

量や移動方法を考慮した強度が求められ、例えばパレ

、ット状のものに金網を取り付ける等の方法が想定され

ろ過後はリフトでの搬送等により労力の低減を含めた

効果の検討をする必要がある。
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