
ゼンダマーゼＳＤブロック

畜産の浄化槽・汚水ピットの

水質改善と悪臭防止に



ゼンダマーゼＳＤブロックとは

固形タイプの汚水処理剤

畜産用汚水処理剤として
高活性なバクテリアの配
合によって速効性と持続
性を兼ね備えた悪臭防
止および水質浄化機能
促進剤です。



使い方は、簡単

• 容器から中身を取り出し、汚水に吊るすだけ



ゼンダマーゼＳＤブロックとは、

• 有機物分解処理に優れた微生物と酵素を固形
状に練り込んだ製品です。

■初期投資・維持管理などの費用がかかりません
抜き取り回数が減る。高価な設備がいらない

■取扱いが簡単です。
容器から取り出し、汚水に吊り下げるだけ

■粉末・液体のタイプと違い、定期的な投入不要
です。
約30＊日間ゆっくり溶けて24時間作用し、必要な分だけゆっ
くり溶けていきます。（＊使用状況により異なります）
規格は、2ポンド およそ９００ｇ。

吊り下げ用のひもが付いています



++++ =  非常に優れている
+++   =  優れている
++     =  良い
+       =  普通
* バチルスD は、実験下では１時間もかからず発芽しますが、最小限４時間が生じることがあります。
** 通性嫌気性 ： 酸素があってもなくても(嫌気）生きられる。
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繁殖温度 (℃) 10 - 50 10 - 50 10 - 50 10 - 50 10 - 50 10 - 50 10 – 50

繁殖pH域 6 - 10 5 - 10 4 - 10 4 - 10 5 – 10 4.25 - 10 4.25 – 10

プロテアーゼ
(タンパク質を分解) + +++ + ++++ +++ ++ ++

アミラーゼ
(デンプン・炭水化物 を分

解)
+ + ++ ++++ ++++ +++++ ++++

リパーゼ
(脂肪・油を分解) ++ +++ + ++++ +++ ++++ +

エストラーゼ
(脂肪を分解) +++ +++ + ++++ ++ + +

セルラーゼ
(植物繊維を分解) + +++ + ++++ +++ +++++ +++

キシラナーゼ
(植物資材ﾊﾟﾙﾌﾟなどを分

解)
+ +++ + ++++ +++ +++++ +++++



使用例①

平成10年12月1日
投入前の状態
スカム10cm
沈殿物50cm
２４ｔ×3槽の２槽目

に２ポンド１ケ吊り
下げる



２週間後 スカム・沈殿物が軟らかくなり、沈殿物の厚さが約２０cm。
表面に泡が発生



およそ４０日目 スカムはほとんどなくなり、底を棒でつついても、沈
殿物が確認できない。



事例② テスト前

平成１１年４月２６日
約９００tの素掘りの流入口付近にバイオ・ブ
ロックを吊り下げる

３０m×３０m×１ｍ深さとのことな

ので、抜き取り用のポンプで汚水
を循環させた。



事例② テスト後
平成１１年５月１８日 約２２日経過後
表面のスカムが軟らかくなり、表面に変
化

沈殿物の汚泥の減少と臭気が軽
減。
その後、埋め戻すことができた。



事例③ 養豚場の素掘

投入前 表面にアオコ



７０日後



１２０日後



事例③ 尿溜内の粘度 試験前



７０日後



１２０日後



事例④ 浄化槽の立ち上げ

浄化槽の規模 80ｔ/日処理 平成１１年７月より稼働して３ヵ月経っ
ても、放流水がなかなか改善しなかった。



原水槽 バイオ・ブロック吊り下げ前



約１ヶ月後



ばっ気槽 試験前の状態



１ヶ月後



消毒槽の流入口 試験前



１ヶ月後



事例⑤
平成１７年１１月２９日
黒豚一貫

豚舎⇒点検升（網ｶｺﾞ）こ
こにバイオ・ブロック

⇒尿溜（ばっき・エアリフ
ト⇒黄色タンク（ばっき）

黄色タンク内
透視度１１cm 臭気なし

BOD 31㎎/L
SS 33㎎/L
T‐N 610㎎/L
T‐P 43㎎/L

大腸菌検出
されず



事例⑥ 貯留槽

平成17年12月14日 平成20年9月11日 BOD 15㎎/L
SS 44㎎/L
T‐N 380㎎/L
T‐P 43㎎/L

大腸菌検出
されず

系統の集合浄化槽に持ち込むまでの農
場内の貯留槽

豚舎内の下部汚水升にだけバイオ・ブ
ロックをいれていたが、平成20年頃より第

一貯留槽に汚泥が溜まるようになり、そこ
にもバイオ・ブロックを設置した。



事例⑦

検査項目 単位
３月２９日
試験開始

４月２６日 ５月２７日 ８月２５日

pH 8.4 8.3 7.8 8.0

BOD ㎎/ℓ 5600 3200 600 86

SS ㎎/ℓ 900 410 200 160

大腸菌群
数

個/ml 1100 7400 28 1800

亜硝酸性
窒素

㎎/ℓ 0.1未満 0.1未満 0.1未満 24

浄化槽６t/日処理 毎日４ｔの流入 バイオ・ブロック５ポンドを貯留槽に吊り下げる



浄化槽と家畜の健康の関係

• 浄化槽は、健康のバロメーター
健康な排泄物と適正量であれば、浄化はスムーズ
に進みます。

しかし、健康状態が悪くなると腸内細菌のバランス
が崩れ、浄化槽の浄化力も低下します。

浄化槽の状態に変化がある時は、家畜の状態を
是非チェックしてください。

家畜の健康を維持させることは、浄化槽の維持管
理につながります。


