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技術論文

廃棄乳の酸凝固処理技術の開発

小島陽一郎＊l・室井浩一＊1.永瀧圭一＊1.岡本政続＊1・越井清美＊l.天羽弘一＊l・的場和弘＊l

*l国立研究開発法人農研機構・畜産草地研究所（現，畜産研究部門），〒 329-2793那須塩原市

要旨

本研究では，酪農経営で発生し，排水処理負荷が大きい廃棄乳の処理方法として，加温後 酸を添加することで起こる凝

固反応を利用した水処理負荷の低減と，分離された脂肪やたんぱくを含む凝固物の堆肥化について検討した。本研究では，

パイロットスケール処理装置の開発とその処理特性の検討（実験1），および，そこで分離した凝固物の牛ふん尿主体原料と

の混合堆肥化処理（実験2）について検討した。その結果，実験1では，原料乳の 16.8%が凝固物として分離され，目聞き

5mmのふるいで95%以上が回収可能で、あった。分離後の上清は，原料乳中の乳脂肪や乳たんぱくの 70%が分離され， COD

やBODも50%以上の除去率であった。実験2では，凝固物を添加することで，堆肥化初期の原料温度が高く推移し，有機

物などの分解率が高い傾向があった。凝固物の添加による堆肥化への悪影響はなく，良好に処理することができた。

キーワード：廃棄乳，酸凝固，排水処理負荷，堆肥化

緒言

酪農経営では，乳房炎などの疾病時に生産される牛乳

や，初乳と呼ばれる分娩後約 1週間の牛乳など，出荷で

きず廃棄しなくてはならない牛乳（以後，廃棄手υが発

生する。例えば，農林水産省（2015）によると，搾乳牛

は年間 1頭あたり 11日間乳房炎に擢患していることか

ら，平均的な搾乳牛の乳量を 8219kg ／（年頭），搾乳

期間を 306日／年とすると，乳房炎に起因する廃棄乳だ

けで 1日1頭あたり平均約 1kg発生していることにな

る。廃棄乳はパーラ排水処理施設に混入した場合，排水

のBODを著しく上昇させてしまうこと（佐藤， 2010)

や処理コストが見合わなくなってしまうこと（吉田，

2007）など，適正処理に対する負荷は大きい。これま

で，廃棄乳の処理について，いくつかの方法が提案され

た。例えば，メタン発酵においてたんぱく質や脂肪の投

入によりガス量が増加する性質（中久保ら， 2008）を利

用した乳牛ふんと廃棄乳をメタン共発酵する方法（Wu

ら， 2011）や，通電により物理的に分解する方法（吉田

ら， 2010）などがある。しかし，日本の酪農家において，

ふん尿など有機性廃棄物処理の大部分は堆肥化でなされ

ていることを踏まえると これらの方法で処理される量

は限定的である。ここで，鈴木ら（2005）は，牛乳に酸

を添加することでたんぱく質が凝固する現象を利用した

方法で廃棄乳を処理し，その後，小規模の試験で固形物

（カード）を牛ふんやモミガラと混合して堆肥化処理す

る方法を検討した。また，幅嶋ら（2012）は，液状の廃

棄乳に牛ふん戻し堆肥もしくは，排出直後の牛ふんと混

合して処理する方法を提案し，高水分な牛乳の影響で堆
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肥化中の原料温度は低かったものの，堆肥発酵は進展し

たことを報告した。ただし，これらの方法は，基本的に

廃棄乳主体で処理する方法であり，堆肥化処理できる可

能性は示したものの，実用規模での廃棄乳処理方法を提

案するまでには至っていない。

以上より，本研究では，酪農経営で発生する廃棄乳の

処理方法について，鈴木ら（2005）の提案した酸凝固処

理方法を発展して，液状物の処理負荷を低減する装置を

開発するとともに，発生した凝固物について，牛ふん尿

との混合堆肥化処理の実施可能性を調査することを目的

に，以下に示す2つの実験をおこなった。すなわち， 1)

実際の酪農家における廃棄乳発生量を想定したパイロッ

トスケールの酸凝固処理装置を開発して，排水処理負荷

の低減効果などの処理特性を明らかにし，さらに， 2)

開発した装置により分離・回収した牛乳の酸凝固物を乳

牛ふん尿主体の堆肥原料に混合し，凝固物の混合が堆肥

化過程に与える影響を明らかにした。

2.実験方法

1)廃棄乳処理装置の処理特性（実験 1)

まず，予備実験として，牛乳の加温温度による酸凝固

処理の影響を検討した。牛乳約 100gを入れた 250mL

のポリプロピレン製容器を所定の温度に加温した後， 1

mLの 50%v/v酢酸溶液を投入し，凝固反応を起こした。

その後，ガーゼにより凝固物と上清を分離し，分析に

供した。加温後の生乳温度は， 2, 20, 30, 40, 45, 50, 

および60℃であった。供試材料は，畜産草地研究所那

須研究拠点で生産された飲用に適するホモジナイズ前の

牛乳であった。
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次に，試作した廃棄乳処理装置の概略図を図 1に示し

た。前述した農林水産省の統計によると，搾乳牛 1頭当

たり 1日平均約 1kgの廃棄乳が発生されると試算され

ることから，日本の平均乳牛飼養頭数（75.0頭／戸； 農

林水産省， 2014）を想定し，3日程度の廃棄乳貯留容量

を確保するために，塩化ビニル製の容量 200Lの廃棄乳

タンクを設置した。ここで 食品分野における牛乳の酸

凝固では，一般に牛乳を加温する必要がある。そのため，

本装置内には牛乳を加温するための 1.5kWのヒータ ー

(SWB1215，八光電機）を設置した。また，ヒータ ーを

直接牛乳に投入すると，牛乳中の固形物がヒーター表面

で焦げ付いてしまうため，本装置では，乳缶を利用し，

その中に入れた水をヒーターで加温することで，間接的

に牛乳を加温することとした。さらに，処理後の凝固物

は4種類のふるいにより上清と分離された。ふるいの目

聞きは 10, 5, 2, 1 mmであり，それぞれ図 1のように

設置した。

この実験装置に 1回あたり，牛乳（以後，原料乳）を

115～ 125 kgを投入して，酸溶液を添加することによ

る凝固処理および回液分離（以後，酸凝固分離処理）を

おこなった。供試材料は，畜産草地研究所那須研究拠点、

で生産された飲用に適するホモジナイズ前の牛乳であ

り，実験の前日に採取し，実験の直前まで3℃に設定し

た冷蔵庫内に保管した。装置に投入後は，上述のヒーター

により 45℃以上になるまで牛乳を加温した。酸溶液と

して， 95%以上の濃度の酢酸を蒸留水で 50%v/vに調整

したものを供試した。酢酸の投入は，目視により，牛乳

中に凝固物が発生し，酢酸の投入に伴う発生量の増加が

見られなくなるまで続けた。凝固後，ただちにふるいに

より固液分離をおこなった。まず，装置内部に設置した

目聞き lOmmのふるいを引き上げて，大塊の凝固物を

分離取得した。その後，装置下部のバルブを開放し，装

I 7 111・廃棄乳タンク， 2：ヒータ， 3 加温用水
「一τ一「｜タンク，4・ 廃棄乳， 5・排出口， 6: 1次節
l-...2.....ー」l(lOmm：，ノ号ンチングメタノレ）， 7 2次筒（5mm),
I 9 11s: 3次筋。即時， 9:4次節（lmm)

図1 廃棄乳処理装置概略

置内部の液を排出して，目聞き 5, 2, 1 mmの各ふるい

で分離した。各ふるいで分けられた画分および上清を採

取し，測定に供した。測定項目は，原料乳加温中の温度，

外気温，酢酸投入量，原料乳，酸凝固後の各ふるい画

分および上清の質量と固形物率（百），原料乳および上

清の乳成分（乳糖，乳脂肪，乳たんぱく質）濃度， pH,

化学的酸素要求量（COD），生物化学的酸素要求量（BOD)

とした。実験は3回おこない その平均値を用いて処理

特性を明らかにした。各項目の測定方法を表1に示した。

2）牛乳処理物を混合した乳牛ふん堆肥化（実験 2)

堆肥化処理に用いた装置の外観を図 2に示した。本装

置は， 431Lのステンレス製の発酵槽を擁し，設定した

量の空気を装置下部からブロワ（VB-002-E，日立産機シ

表1 測定項目および方法

浪ij定項目 測定方法 測定間隔 使用機器

質量 電子天秤 実験前後 寺岡精工製Dl-10

TS 105℃24時間法 実験前後

乳成分 近赤外分光光度法 実験前後 FOSS製MilkoscanIT120 

実験1
pH ガラス電極法 実験前後 東亜D阻仁製WM32EP

COD 重クロム酸法 実験前後 HACH製DR-2010

BOD 圧力センサ方式 実験前後 HACH製BODTrak

外気温度 サーミスタ 5分ごと T&D製RTR501

原料乳温度 サー ミスタ 5分ごと T&D製RTR501

堆肥原料温度 熱電対 30分ごと

外気温度 サーミスタ 30分ごと T&D製RTR501

原料質量 ロードセル 30分ごと 共和電業製LCN-A-5kN

実験2
原料容積 原料高さより算出 切り返しごと

TS 105℃24時間法 切り返しごと

vs 600℃4時間法 切り返しごと

pH ガラス電極法 切り返しごと 東亜DKK製WM32EP

EC 電気伝導率計 切り返しごと 東亜D阻E製WM32EP
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ステム）で吸引することで，発酵槽内の堆肥原料上部

表面から空気が供給され堆肥化できるものである（阿部

ら， 2003）。発酵に伴って発生する排気中の水蒸気が結

露した水や堆肥原料からしみだした排汁は装置下部にた

まり，パルブを開放することで排出できる。また，原料

温度は，底面から 6, 24, 42, 60 cmおよび表面下 5cm

の5点および排気の温度を測定できるとともに，ロード

セル（LCN-A-5kN，共和電業）を発酵槽台座に設置して，

原料質量も測定できる。
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供試材料は，畜産草地研究所那須研究拠点牛群管理実

験棟から採取した牛ふんと敷料として使用したオガクズ

および戻し堆肥が，おおむね同容積ずつ混合されたもの

（以後，牛舎敷料）であった。そこに，畜産草地研究所那

須研究拠点で生産された飲用に適するホモジナイズ前の

牛乳を，実験1の方法で処理し， 5mmのふるいで固液分

離したもの（以後，凝固物）を，現物質量比で，牛舎敷料：

凝固物＝10: 1となるようにミキサー（A5型，大脇工業）

で均一に混合した。この混合した原料（以後，原料）を

堆肥発酵槽に投入して堆肥化実験をおこなった。実験は，

凝固物を混合した条件（以後， WM区）と，比較として，

凝固物を混合せず同様の含水率になるようにオガクズを

混合して調整した条件（以後，SD区）の2条件でおこなっ

た。各条件において，同通気条件で28日間の堆肥化をお

こなった。通気量は，薬師堂（2000）の報告を参考に， 1

週目： 43LI (min m3 m1), 2～ 4週目： 26LI (min m3 ＇＇＂料）

とした。表2に各条件における牛舎敷料，凝固物，オガ

クズおよび原料乳の性状と混合量を示した。

1週ごとに発酵槽内の原料を取り出してサンプリング

をした後に，取り出し前と原料の上下が入れ替わるよう

に再度詰め込む，切り返し作業をおこなった。測定項目

は，外気温度，原料温度，原料質量，原料容積，原料の

表2 実験2における供試材料の混合量と性状

条件 原料
混合量 日水率 vs 
kg %w.b %-rs 

牛舎数料 223.0 69.7 80.3 

W M区 凝固物 21.7 61.3 91.4 

（原料乳） 88.3 

SD区
牛舎敷料 225.6 71.8 81.7 

おがくず 10.5 25.8 99目4

固形物率（百），強熱減量（VS), pH, ECとした。原

料温度および質量は 30分ごとにコンピュータに記録し，

その他の項目は切り返し時に測定した。vsを有機物と

みなし，実験前後のvsの減少量から有機物分解率を算

出した。さらに，実験終了時の肥料成分（全窒素（T-N),

リン酸（P20s），カリウム（K20），カルシウム（CaO),

マグネシウム（MgO），全炭素（下C））を測定した。肥

料成分の分析は十勝農業協同組合連合会に委託した。そ

の他の各項目の測定方法を表 1に示した。

3.結果と考察

1 ）廃棄乳処理装置の処理特性（実験 1)

図3に予備実験における 酸凝固処理による上清中

の乳成分除去率および凝固物による乾物除去率を示し

た。生乳温度 20℃以下では十分な凝固反応が得られな

かったため，図中には示さなかった。30℃以上では凝

固反応がおこった。加温温度の増加に伴って，乾物及

び乳脂肪除去率は上昇し 反対に乳糖の除去率は低下し

た。また，乳たんぱく除去率は，温度依存性が小さかっ

た。牛乳加温温度 45℃以上では，乳指肪及び乳たんぱ

くが 70%以上除去され，乾物除去率も 45%以上であっ

た。以上より，開発した酸凝固処理装置における目標加

温温度を 45℃とし，以下の実験を行った。
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図3 加温温度が乳成分及び乾物除去率に与える影響
（予備実験）
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表3に開発した装置における酸凝固分離行程の温度お

よび質量を示した。加温前 3.3℃であった平均 119.1kg 

の原料乳を 45℃以上まで加温するために， 2.14時間を

要した。加温後の原料乳に 661.9gの 50%v/v酢酸を投入

することで，凝固反応が起こった。つまり，酢酸投入量は，

原料乳質量の 0.56%であった。また，供試した原料乳は

98.2 kgの上清と 19.9kgの凝固物に分離され，凝固物の

割合は原料乳の 16.8%であった。このとき，自聞き 10,5, 

2, 1 mmの各ふるいの画分の比率は，それぞれ， 84.3,

13.2, 1.5, 1.1 %であり，すべての実験において目聞き 5

mm以上のふるいで 95%以上の凝固物が回収できた。

次に，図 4にこの分離過程における物質収支を示した。

供試した原料乳の含水率は平均 86.9%、ゅであり，酸凝固

分離後は上清の含水率が 92.3%、・＇・b.，凝固物が 63.0%、v.b.で

あった。原料乳に含まれていた固形物（TS）は，酸凝

固分離後，上清，凝固物にほぼ同量ずつ含まれ，凝固物

による乾物回収率は 48.1%であった。また，原料乳中の

水分の 88%は上清に移行した。

表 4に，原料乳と上清の性状を示した。すべての実験

で上清の pHは5.1まで低下した。酸凝固分離後は，乳

糖をのぞき大幅な除去効果がみられた。特に，乳脂肪

と乳たんぱくは 70%以上の除去率であり，その結果，

COD, BODともに 50%以上が除去された。

本実験で試作した装置によって，約 120kgの原料乳

を約 100kgの上清と約 20kgの凝固物に分けることが

できた。ここで，分離された上清は，原料乳に比べ，

COD, BODが大幅に低減した。鈴木ら（2005）は，小

規模試験において，原料乳に酢酸含量 19%の食酢を容

積比で 2.5%添加することで， BODの 67.5%の除去が可

能であったとしている。本実験では，鈴木らに比べて

100 
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図4 酸凝固分離過程の物質収支

BODの除去率はやや劣っていたものの，全体として同

程度の汚水処理負荷低減効果であったと考えられる。ま

た，予備実験と同様，原料乳中の乳成分のうち，乳脂肪

と乳たんぱくは 70%以上が上清から除去され，特に乳

脂肪は 4分の 3以上が凝固物に移行した。牛乳が排水処

理施設に流入した場合，乳脂肪や乳たんぱくの存在は水

処理の負荷を高めることから（藤倉， 2010），乳脂肪と

乳たんぱくを上清から除去する本方式により，水処理の

負荷を大幅に低減することが可能となる。

本実験では，固液分離に 4種類のふるいを使用したが，

目聞き 5mmのふるいを使用することで， 95%以上の凝

固物が回収できた。つまり，処理乳量に対して，十分な

容量の日聞き 5mmのふるいを用いることで，実用的な

固液分離が可能であるといえる。また，本実験において

は，約 2時間の加温で，処理乳量 1kgあたり 50%v/v酢

酸溶液量 5.6gが必要であった。これより，例えば，平

表 3 試験装置における酸凝固分離工程の温度と質量

加海時間 外気温
加温前 加温後

牛乳質量
添加

上清質量
凝固物 凝固物

反復
h ℃ 

牛乳温度 牛乳温度
kg 

酢酸量
kg 

質量 割合

℃ ℃ g kg % 

Runl 2.09 8.1 3.0 45.3 117.4 700.5 96.2 20.6 17.6 

Run2 2.16 11.8 3.5 45.8 125.2 673.7 103.8 19.5 15.6 

Run3 2.18 16.1 3.5 47.7 114.9 611.5 94.6 19.7 17.1 

平均 2.14 12.0 3.3 46.3 119.1 661.9 98.2 19.9 16.8 

表 4 牛乳と上清の性状

pH 乳糖 乳脂肪 乳たんぱく COD BOD 

反復 牛乳 上清 牛乳 上清 牛乳 上清 牛乳 上清 牛乳 上清 牛乳 上清

% % % g/L g/L 

Runl 6.7 5.1 4.4 4.8 4.4 1.2 3.4 1.1 330 128 164 86 

Run2 6.7 5.1 4.4 4.7 4.3 1.3 3.2 1.1 205 115 165 86 

Run3 6.7 5.1 4.5 4.8 3.9 0.8 3.2 1.1 198 102 138 56 

平均 6.7 5.1 4.4 4.8 4.2 1.1 3.3 1.1 244 115 156 76 

除去率＊（%） 10.9 78.8 72.8 59.6 56.4 

＊除去率は総量変化から求めた
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均的な飼養頭数 75頭規模の酪農家を想定すると， 1日

あたり 100～ 200円程度のランニングコストで処理が可

能であると試算される。鈴木ら（2005）の報告では，酢

酸の添加量は， 50%v/v酢酸に換算して，牛乳 1kgあた

り約 10gと推計されるのに対し，本実験では，牛乳を

45℃以上に加温したことで，酢酸の使用量は既報の半

分程度まで抑えられたと考えられる。さらに，予備実験

において，外気温度程度の牛乳温度では十分な凝固反応

がみられなかったことから，通年，特に寒冷期に，安定

的な処理をするためにも加温工程が必要であると考えら

れる。本実験において，原料乳は静置状態で加温され，

試薬用の酢酸を使用したが，実際の利用場面では，加温

方法を改良し，工業由来の安価な酸などを利用するなど

により，処理費をさらに抑えることが可能と考えられる。

以上より，本研究で開発した廃棄乳酸凝固処理装置は，

実用的な牛乳の処理が可能だといえる。

2）牛乳処理物を混合した乳牛ふん堆肥化特性（実験2)

図5に，各条件での堆肥化過程における原料中心部の

温度変化を示した。図中矢印は切り返しのタイミングを

示している。

各条件における平均外気温度は，羽市f区で 7.5℃，

SD区で 21.5°Cであった。WM区において， 8.3日～

11.9日の問コンビュータの不具合によりデータが欠損し

たが，目視により同期間 70℃以上であることを確認し

ており，図中に太点線で示した。WM区は， SD区に比

べて温度上昇がやや遅かったものの，実験開始 24時間

以内に 70℃以上まで昇温し，原料温度上昇は良好であっ

たといえる o WM区は，実験開始後および 1回目の切

り返し後において，原料温度が上昇した後 70℃以上を

保ち，3週目に 70。C,4週目でも 55℃以上の温度上昇

がみられた。SD区では 実験開始後すぐに温度ピーク

に達した後，速やかに温度が低下した。2週日以降も，

温度上昇後速やかに温度が低下する，という推移を繰り

90 
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返した。14日までに原料中心温度が 70℃以上を保った

時間は羽市在区で 11.7日 SD区で 1.2日であった。

表 5に，堆肥化前後の原料性状の変化を示した。実験

開始時の含水率は同様であったが，実験開始時の原料の

かさ密度は羽市4区が大きかった。また，羽市4区は， SD

区よりも質量減少が大きく ，固形物（τち），および有機

物（VS）の減少率も， SD区に比べて高かった。一方，

容積減少率は SD区が高かった。さらに，凝固物の作成

過程で，酢酸を添加したため， SD区よりも WM区の実

験開始時の pHは低く， ECは高かったものの，実験終

了時にはどちらも同程度に収束した。

表 5 堆肥化前後の原料性状の変化

WM区 SD区

堆肥化前 kg 244.7 236.1 

質量 雄日巴化後 kg 149.0 153.5 

DR % 39.1 35.0 

!f肥化前 m3 317 431 

容f1'l 堆肥化後 m3 270 338 

DR % 14.8 21.6 

かさ密度 堆日巴化前 kg/m3 773 548 

雄日巴化後 kg/m3 553 454 

堆肥化前 %叫b 31.1 30.4 

TS !iHI巴化後 買い・b 37.5 37.6 

DR % 26.5 19.8 

堆肥化前 %-1ち 82.6 84.2 

vs 対rn巴化後 。パノ'I'S 77.4 80.2 

DR % 31.1 23.6 

堆肥化前 7.0 8.0 
pH 

!it）］巴化後 9.2 8.9 

if）］巴化前 mS/cm 9.0 8.5 
EC 

i官J1巴化後 mS/cm 7.8 8.2 

TS 総図形物率， vs：強熱減量， EC：電気伝導度

*DR：総量変化より求めた減少率

・・ H ・H ・－SD区

14 21 28 

e：切り返し 処理日数（d)

図5 原料中心部の温度変化
＊図中背景が着色されている期間はデータロガーの不具合によりデータ欠損（WM区）
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表6 堆肥化後の原料の肥料成分

条件
水分 T-N P20s K20 Cao MgO 下C C/N比
% % % % % % % 

WM区 62.5 0.905 0.974 0.893 0.643 0.322 15.3 16.9 

SD区 62.4 0.858 0.767 0.806 0.696 0.275 15.6 18.2 

下N：全窒素， P20s・リン， K,O：カリウム， Cao：カルシウム， MgO：マグネシウム，下C：全炭素

本実験において，原料乳を酸凝固処理せず混合した

と仮定すると堆肥原料の含水率は 77o/Ow.b・ 程度になるが，

凝固物のみを混合したことにより原料の含水率は 69

札b程度にとどまり，混合後の堆肥原料の含水率やかさ

密度は適正に堆肥化が可能な範囲内（阿部ら， 2009）で

あった。これより，凝固物を添加した条件（WM区）では，

良好に堆肥化が進展し 凝固物を添加しなかった条件

(SD区）に比べて，乾物や有機物の分解が活発で，初

期の原料温度が高く推移し 質量も低下した。牛乳の酸

凝固処理過程で，凝固物中には，既報（鈴木ら， 2005)

と同様に，牛乳由来の乳脂肪や乳たんぱくが多く移行し，

凝固物の発熱量は乳牛ふんより高かったと考えられる。

それにより WM区は SD区よりも原料温度が高く維持

されたといえる。ここで，表6に実験終了時における各

条件の原料の肥料成分を示した。

WM 区は窒素（τ~N），リン（P20s），カリウム（K20)

の各濃度が SD区よりも高く，各成分の濃度差も WM

区のほうが小さかったことから，成分がより高濃度で偏

りの小さい肥料として利用できる。

本実験においては，現物質量比で牛舎敷料：凝固物

10: 1 （原料牛ふん：凝固物＝約 6: 1）になるように混

合したが，前述したように， 1頭当たり 1日平均 1kg 

の廃棄乳が発生していると想定し，乳牛ふん尿の単位発

生量（65kg/ （頭・日）；原田， 1998）から試算すると，

実際の混合比は平均で午ふん：凝固物＝ 390: 1程度と

推計される。そのため，酪農家の現場においては凝固物

混合による堆肥化への影響は本研究より小さいと考えら

れる。ただし，一時的に大量に牛乳を廃棄しなくてはな

らない場合などは，本実験と同様に質量比で 10%程度

の混合量であれば処理が可能と考えられる。

4.摘要

本研究では，牛乳生産に伴って発生する廃棄乳の処理

方法として，加温後に酸を添加して凝固した後にふるい

分けをおこなうパイロットスケールの酸凝固処理方式を

開発した。これによる液状物の処理負荷低減効果を明ら

かにするとともに，分離された凝固物の堆肥化処理を検

討し，以下の知見を得た。

(1）実際の酪農場を想定した 200Lの塩化ビニル製廃

棄乳タンク，乳缶を利用した間接加温方式，目聞き 10,5, 

2, lmmのふるL功当らなる酸凝固分離装置を開発した。

(2) 45℃以上に加温した原料乳に， 0.56%の質量の

50 %前酢酸を添加して後ふるいにより固液分離をおこな

うことで，原料乳質量の 83.2%の上清と， 16.8%の凝固

物に分けられた。このとき，目聞き 5mm以上のふるい

で， 95%以上の凝固物が回収できた。

(3）分離後の上清は，原料乳中の乳脂肪と乳たんぱく

が 70%以上除去され， CODとBODもそれぞれ 50%以

上低減した。

(4) 430 Lの堆肥化装置を用いて，乳牛ふん尿主体の

牛舎敷料と凝固物を混合して堆肥化処理したところ，凝

固物を添加することで，堆肥化初期の原料温度が高く推

移し，乾物や有機物分解率が高く，凝固物の混合による

悪影響は確認されなかった。

以上より，実際の酪農家においても，本方式により効

率的な廃棄乳の処理が可能だといえる。
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Development of a System of Acid Coagulation Treatment of Waste Milk 

Yoichiro KOJIMA, Koichi MURO!, Keiichi NAGATAKI, Masatsugu OKAMOTO, Kiyo町並KOSHI!,

Koichi AMARA and Kazuhiro MATO BA 

Institute of Livestock and Grassland Science, NARO, 768 Senbonmatsu, Nasushiobara, Tochigi, Japan 329-2793 

Abstract 

τbis paper describes a treatment method for waste milk from dairy farming, using a coagulation reaction by acid 

addition to milk warmed to 45 ° C. In this study, a pilot-scale treatment unit was developed and used to investigate treat-

ment performance (experiment 1), and the composting characteristics of mixtures of cowshed litter and separated 

coagulum were verified (experiment 2). In experiment 1, 16.8 % of raw milk was separated as a coagulum. More than 

95 % of the coagulum was recovered by 5-mm sieve. More than 50 % of chemical or biochemical oxygen demand of raw 

milk were removed企omthe supernatant by the coagulation treatment, due to the removal of more than 70 % of the 

milk fat and protein. In experiment 2, the tβmperature of composting material remained high, and the organic matter 

decomposed more with addition of milk coagulum than without it. Mixing milk coagulum in composting material had 

no negative effect on the composting process, and composting satisfactorily degraded the milk coagulum. 

Keywords: waste milk, acid coagulation, the burden of wastewater treatment, composting 
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