支援施策／中小企業総合事業団課題対応新技術研究調査事業での、愛知県産業技術研究所等との共同研究
※愛知県産業技術研究所 の概要については P26-27 に。各技術センターの問い合わせ先一覧は P39 に。
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汚水処理の濾過ユニットを開発
ガラス繊維強化プレートを使用
〜精密濾過プレートの汚水処理装置を開発〜
◇株式会社エステム （名古屋市）
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で生じるものに始まって、畜産、農
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いが始まるのです。それで減る汚泥の
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に帰そうという動きが広まった。その

中空の中に水が入るその行程がすなわ

務）
。面白いことに、時間の経過を無

そうだ。

処理にひと役買うのが汚水濾過のエス

ち濾過というわけだ。中に入った水を

視すれば「汚物を処理する微生物は自

テムである。
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然界では必ず出現する」
（小柳技術顧
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問）のだそうだ。

汚水処理に「濾過（ろか）膜」を利
用するのは一般的だそうだ。その膜材

ことができるという。

精密濾過の領域で活躍する
印刷、化学、食品工場など
「膜」に紙や布を使った比較的粗いも

FRP(Fiber Reinforced Plastics) を使って、

1 枚の板だ。だがそこには 0.1 〜 1 マ

のから、海水を真水にしたり、半導体

しかもその膜プレートをマッチ箱
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を洗浄する超純水をつくるためのナノ

的な側面からのアドバイスや、試験研究機関

のように中が空洞の直方体にしたのが

う顕微鏡サイズの微細なすき間（穴）

（10 億分の 1）の領域に入るものまで。

に所属する研究員とのコラボレーションの

特色である。

がある。これが濾過膜として機能する。

料にガラス繊維強化プラスチックの

ています。

きっかけづくりとなるよう心掛けています。

独自の直方体フィルター！
汚水の中で水だけ吸い込む

不飽和ポリエステル樹脂とガラス繊維で膜づくり。

FRP 濾過膜で対応するのは、このうち

株式会社エステム
住所：〒 457-0821
名古屋市南区弥次ヱ町 2-9-1
TEL：052-611-0611
設立年：1970 年（昭和 45 年）

「1 マイクロメートルがひとつの基準

水を泡立ててフィルターが目詰まりするのを防ぐ。

の紙、布より細かい 0.1 〜 1 マイクロ

代表取締役社長 東口 享

なのです。大腸菌を通さない。微生物

とはいえ、浄化を商売とする以上は

メートルの「精密ろ過」
（略称 MF）の

資本金：7,000 万円

を閉め出すのです」
（由利信太郎常務）
。

時間の経過を無視するわけにはいかな

汚水の沈殿槽（ちんでんそう）に濾

軽量な不飽和ポリエステル樹脂と強度

い。適時に現れて、適時に浄化してく

FRP はとくに油処理に強く、2002

をお持ちの中小企業の皆さまからのご相談を

過フィルターのユニットを入れたと想定

のあるガラス繊維がこの濾過膜を誕生

れる微生物が欲しい。汚物処理後の自

年 5 月スタートの食品工場を皮切りに、

お待ちしています。

して頂きたい。ユニットには 50 枚
（箱）

させた。

然界とのバランスもある。事後に生態

印刷、ダンボール各工場や、乳牛ふん

サイクルを乱す微生物であってはなら

尿の排水処理も扱った。

の直方体のプレートが整然と並んでい

ない利点がある。

水の濾過といってもいくつかある。

濾過膜プレートの平面は一見すると

大学などを連携させる橋渡し的な役割を担っ

未来を拓く、中小企業の応援読本

ベストチャンスだったと思っている。
のろ過膜に比べて熱に強く、さびない、腐ら

愛知県産業労働部地域産業課
技術振興・調整グループ

「自社の技術を生かしたい」という熱い思い

新しい事業の立ち上げを要請されていた時で、

浄化が進んで食べるものが少なくなっ

物により “ 適する ” 微生物も違ってくる

多くのプロジェクトが進められています。

研究開発事業に採択して頂いた。そのころは、

水を濁す物質を餌として取り込んでく

て水がきれいになるのです」
（由利常

も産学行政連携で新しい価値を創造するため、

汚水処理装置の技術開発」として愛知県の

類は無数にある。人間の「生」の営み

フィルターを通過した水が流れ込む。

は、さまざまな技術の蓄積があります。現在

濾過プレートである。
「FRP 精密濾過チューブ（膜）を利用した

何といっても、FRP 精密濾過プレートは従来

汚水はできる限り元に戻して「自然」

愛知県の産業集積を支えるモノづくり企業に

も濾過する。そこに活躍するのが FRP 精密

物そのものが減少する。
「だが、やがて

その “ 処理 ” 能力はばかにならない。汚

れまで共同研究を行った経験を生かし、技術

自然界でも水の濾過は微生物が担う。動物

い）なのか、油なのか、化学物質なのか。

「微生物が汚物を食べて、結果とし

企業の皆さまからの相談を受ける時には、こ

耐久性があり、取り扱い性に優れる点である。
の生活や産業の生産活動で汚れた水も、や

直方体プレートの内側には、濾過

術研究所などの公設試験研究機関、ならびに

在では一般的だが、当社の特徴はガラス繊

生物、あるいは動物の残骸（ざんが

である。
「共生」ということが叫ばれて、

紹介することを通して、企業と愛知県産業技
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生物？動物？油？なのか！
汚物によって対応が変わる

ないからだ。

企業と公設機関らと
連携させる橋渡し！

技術振興・調整グループは、研究開発施策を

汚水処理に濾過（ろか）膜を使う手法は現

魚のいる水槽は水が濁らない。魚が

まつわるもの…、種類も形もさまざま

主査

常務

「汚水」
。ひと口にそう呼んでも、種

業、漁業、工業、商業など生産活動に

加藤 久也

由利 信太郎

ト」を使って、しかも袋状の濾過膜とした。

ルターの
「目詰まり」
にも対応した。
「気

サイズもある）だ。

株式会社 エステム

維強化プラスチックの「FRP 精密濾過プレー

まっている。

汚水処理を濾過ユニットで…。

耐久性、使いやすさ
時期ベストチャンス

独自の “ 泡立ち ” という方法でフィ

世界である。

売上高：37 億円
従業員数：424 人
事業内容：水処理施設の維持管理ならびに
設計・施工・コンサルタント、建設設備、
環境関連各機器とその資材、薬品販売ほか。
http: //www.stem.co.jp/

未来を拓く、中小企業の応援読本
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