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グリース阻集器の阻集効率に与える
エアレーション装置の影響
―増打ちコンクリート埋設形での検討―

1．はじめに
　グリース阻集器（以後、阻集器と呼ぶ）とは、レスト
ランの厨房などからの排水に含まれる油脂分を阻止・分
離・収集するための装置である。阻集器がこうした性能
を十分に発揮するためには、容量や構造の選定もさるこ
とながら、日常でのメンテナンス、特に阻集器内の清掃
が重要である。
　エアレーション（ばっ気）とは、グリースや堆積残さ
の分解を行う油脂分解菌に酸素を供給して活性化させる
ことで、本来は下水中の有機物を酸化分解するために使
用されている手法である。阻集器の清掃の負担軽減を目
的に、エアレーションを行う装置を阻集器内に設置し、
槽内で堆積残さ及びグリースの分解、処理を行い、排水
する方法が 2010 年頃から急増した。
　筆者らは槽内でエアレーションを行う方法が阻集器の
阻集性能に与える影響に着目し、2014 年度に普通形阻
集器を用いて、エアレーションを実施しながら残さ及び
グリースの阻集性能実験を行い、エアレーションが阻集
器の阻集性能にどのように影響するかを確認した。その
結果、エアレーションは残さ及びグリースの阻集性能を
低下させることを示した 1）～3）。
　一方で、阻集器には普通形阻集器と構造の異なる増打
ちコンクリート埋設形阻集器（以後、浅形阻集器と呼ぶ）
がある。浅形阻集器は、普通形阻集器と比べて、阻集性
能が高いことや設置が容易であることなどから、近年厨
房などで広く使用されるようになっている。また、水深
が非常に浅いことが構造上の特徴である。普通形阻集器
と浅形阻集器の構造の違いを図-1に示す。

　この構造の違いから、エアレーションが浅形阻集器の
阻集性能に与える影響は普通形阻集器とは異なる可能性
が考えられる。そこで、本稿では浅形阻集器について、
エアレーションが阻集性能に与える影響を実験で確認し
た。また、エアレーション条件を変更し、阻集器の阻集
性能に影響を与えにくいエアレーション方法を検討した
ので、その結果を報告する。

 

 

 

 

 

（1）普通形阻集器

図-1　阻集器の構造の違い（鉛直断面図）

 

 

 

 

 

（2）増打ちコンクリート埋設形阻集器（浅形阻集器）
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2．実験に用いた阻集器
実験に用いた阻集器はL1400mm×W710mm×H250mm

（水深100mm）のGFRP製のもので、実容量は78L、日
本阻集器工業会の認定品（SHASE-S 217:20164）適合品）
である。実験に用いた阻集器の構造・寸法を図-2に示す。
エアレーション装置は、13Aの塩化ビニル樹脂製パイ

プに直径2mmの空気孔を50mmピッチで設けたもので、
送風ポンプを接続してパイプ内に送風できるようにした。
また、送風量を調節するために送風経路に流量計を設置
した。

3．実験方法
3. 1　実験概要
実験方法はSHASE-S 217に準拠した。実施する実験
項目は残さ及びグリースの阻集性能の2項目とした。実
験装置の概要を図-3に示す。
実験は阻集器の流入側より湯水と残さまたはグリース

を投入し、阻集器から採集槽に流出した残さまたはグリ
ースを回収し、流出量を測定した。残さ及びグリースの
投入量と測定した流出量から阻集効率（（投入量－流出量）
／投入量×100）を算出した。なお、実験回数はSHASE
規格では70回であるが、本研究では初期性能の確認を目
的としているため、両実験とも10回とした。（ただし、
後述するグリースの阻集限界確認実験では70回とした。）

3. 2　エアレーション条件
エアレーション条件は表-1に示す9条件で、パイプの
本数、パイプの配置、送風量がそれぞれ異なる。また、
比較のためにエアレーション装置を設置しない条件も設
定した。パイプの本数及び配置の条件は、一般的に使用
される5本を均等に配置する条件を条件①として設定し、
そこからパイプの本数を減らす、配置を流入側または流
出側に寄せるなどして決定した。送風量の条件は、一般
的に使用される送風ポンプが100L/minであることが多
いため、これをパイプの本数で除することで最大送風量
を決定し、そこから送風量を減らすことで決定した。エ
アレーションは実験の間、常に作動した状態とし、送り
込む空気は外気とした。
エアレーション装置の設置状況を写真-1に示す。

3. 3　残さの実験条件
　流入流量は許容流入流量（その阻集器がSHASE規格
内で規定された阻集効率以上となる流入流量）である
100L/minの75％（75L/min）とし、投入残さの量は1回
当たり150gとした。流出した残さの質量の測定は、10
回の実験を実施した後、まとめて行った。

図-2　実験に用いた阻集器（寸法単位：mm）

（2）鉛直断面図

（1）平面図

図-3　実験装置の概要（鉛直模式図）

表-1　エアレーション条件

写真-1　エアレーション装置の設置状況

（1）条件① （2）条件⑥
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3. 4　グリースの実験条件
流入流量は許容流入流量と同じ100L/minとし、投入

グリースの量は1回当たり500g（5000ppm）とした。流
出したグリースの質量の測定は、残さと同様に10回まと
めて行った。

4．実験結果
4. 1　残さの阻集性能
残さの阻集性能実験の結果を表-2に、エアレーショ
ン無しの条件と各条件の阻集効率の差を図-4に、実験
中の阻集器内の状況を写真-2に示す。
エアレーションが行われている一般的な設置条件であ

る条件①では阻集効率が93.5%となり、エアレーション
を実施しない条件（阻集効率99.8%）に比べると、阻集
効率が約6%低下することから、エアレーションの実施
が残さの流出を助長する結果となった。ただし既稿で実
施した普通形阻集器での実験結果（エアレーション条件
によって18～62%まで低下）と比べるとその影響は小さ
い。また、エアレーション装置が作動中であっても、湯
水の流入が無い状態では、残さが阻集器内を常に浮遊し
ている様子も見られないことから、一度沈降した残さは
再浮上しにくいものと考えられる。この点も普通形阻集
器の結果とは大きく異なる。
送風パイプの本数及び配置の違いで結果を比較すると、
パイプの本数を減らす、または、パイプ配置位置を流入
側寄り、もしくは流出側寄りにすると阻集効率への影響
は小さく、阻集効率は96.7～99.9%となった。特に流入
側寄りに配置する条件⑧及び⑨では阻集効率が99.9%と
なり、阻集性能への影響は無いといえる。これは浅形阻
集器の構造上、流速が遅くなるため、流入側でエアレー
ションによって残さが浮上しても、流出側到達までに阻
集器の底に沈降して、留まるためと考えられる。実験終
了後の阻集状況の確認においても条件①（写真-3）に
比べると条件⑧（写真-4）では阻集器の流出側まで残
さが移流していないことが確認できた。
送風量の違いで比較すると、どの設置条件においても

送風量が少ないほうが阻集効率へ与える影響は小さい。
エアレーションの本来の目的からすると、送風量をでき
るだけ大きくすることが求められるが、送風量を減らす
ことでエアレーションが阻集性能へ与える影響を小さく
できる。

表-2　残さの阻集性能実験の結果

写真-2　残さの阻集性能実験中の阻集器内の状況
　（条件①、実験回数10回目終了時）

写真-3　残さの阻集状況（条件①）

写真-4　残さの阻集状況（条件⑧）

図-4　エアレーション無しの条件と各条件の
残さ阻集効率の差
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4. 2　グリースの阻集性能
4. 2. 1　阻集性能実験

　グリースの阻集性能実験の結果を表-3に、エアレー
ション無しの条件と各条件の阻集効率の差を図-5に、
実験中の阻集器内の状況を写真-5に示す。
　グリースの阻集性能への影響はパイプの本数や配置、
送風量で大きく異なり、阻集効率は82.7～99.1%となっ
た。特に条件①では82.7%となり、エアレーション無し
の条件（阻集効率99.6%）と比較して約17%の低下がみ
られた。既稿の普通形阻集器においても、同様の低下が
みられ、エアレーションによって、阻集効率が98%から
81%まで17%低下することが確認できている。このこと
から、条件①のような一般的に使用される条件では、エ
アレーションがグリースの阻集効率に与える影響度合い
は普通形と浅形で変わりないといえる。
　送風パイプの本数及び配置の違いで結果を比較すると、
パイプ本数は少ないほど影響が少ないことが判る。また、
パイプ配置位置による影響は、流出側寄り（条件⑥、⑦）
＞等分（条件④、⑤）＞流入側寄り（条件⑧、⑨）とな
った。これは、残さの場合とは異なり、湯水の流入が無
い状態でもグリースは阻集器水面でほぼ均一に拡がりを
見せるため、より流出側に近いほうでエアレーションを
行うとグリースの流出を助長してしまうためと考えられ
る。一方で、パイプを流入側寄りに配置することで、条
件⑧では1.3%の低下、さらに送風量を減らした条件⑨
では0.5%の低下に抑制できることが確認できた。
　送風量の違いで比較すると、残さの場合と同様に送風
量が少ないほど阻集効率に与える影響は小さくなる。ま
た、条件⑥と条件⑦のように、送風量の違いのみで流出
量が2.4倍になることから、現場においても送風量をで
きるだけ小さくすることが、阻集器の阻集性能を維持す
るために重要であるといえる。
4. 2. 2　阻集限界確認実験

　上記実験で、流入側寄りにパイプを配置すれば、阻集
性能の低下を抑制できることを示した。しかし、実験中
にエアレーションにより阻集器内に十分にグリースを貯
留できないエリア（写真-5の赤線で囲んだ範囲）が発
生していることが確認できた。この影響で阻集器内に貯
留できるグリースの量が減少していることが考えられる。
　そこでSHASE規格で規定されている70回の実験を行
い、阻集器の阻集限界を確認することとした。なお、エ
アレーション条件は比較的阻集効率の低下が小さく、か
つ、送風量の多い条件⑧とした。

表-3　グリースの阻集性能実験の結果

図-5　エアレーション無しの条件と各条件の
グリース阻集効率の差

写真-5　グリースの阻集性能実験中の阻集器内の状況
（条件⑧、実験回数10回目終了後）

※赤線枠内は十分にグリースを貯留できないエリアを示す

図-6　阻集限界確認実験結果（実験回数5回毎の値）
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阻集限界確認実験の結果を図-6に、実験中の阻集器
内の状況を写真-6に示す。実験回数60回までは98%前後
の高い阻集効率を維持していたが、60回を超えてから急
激に阻集効率が低下し、65回目の阻集効率は66.7%、70
回目の阻集効率は37.5%となった。これは60回目を超え
た辺りで阻集限界となり、貯留していたグリースが流出
してしまったと考えられる。実験後の阻集状況を確認し
ても、エアレーションを行っている範囲では十分にグリ
ースが貯留されることなく、水面が見える状態であった。
これよりエアレーションの実施が阻集器のグリース貯留
容積を減少させ、結果として、阻集限界への到達を早め
てしまう可能性があることを確認できた。

写真-6　阻集限界確認実験中の阻集器内の状況

5．おわりに
実大の増打ちコンクリート埋設形阻集器（浅形阻集器）

を使用し、エアレーションが阻集器の阻集性能に与える
影響を実験で確認した。その結果、下記の知見を得た。
（1） 残さの阻集効率への影響は認められたが、普通形阻
集器に比べると小さい。また、パイプを流入側寄りもし
くは流出側寄りに配置することによりエアレーションの
影響を無くすことができる。
（2） グリースの阻集効率への影響は普通形阻集器と同程
度であった。パイプの本数や配置、送風量によって阻集
効率は大きく異なり、特に送風量の影響が大きいことが
確認できた。また、パイプを流入側寄りに配置し、送風
量を小さくすることで阻集性能の低下を抑制することが
できる。ただし、エアレーションにより、阻集器のグリ
ース貯留容積が減少し、阻集限界への到達を早めてしま
う可能性がある。
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