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はじめに

　畜舎排水を河川などの公共用水域に放流する場

合には，水質汚濁防止法が適用される。この水質

規制は，総面積 50m2以上の豚房，200m2以上の

牛房，500m2以上の馬房を有する畜産経営を特定

事業場と位置付け，排水量に応じて各項目の排水

基準が定められている。このうち，人の健康に影

響を及ぼすおそれがある項目として「アンモニ

ア，アンモニウム化合物，亜硝酸化合物および硝

酸化合物」（以後，硝酸性窒素等と称す）に関す

る規制がある。硝酸性窒素等は，飲用水として乳

幼児に供給された場合，被害リスクが大きいとさ

れることから，健康項目（有害物質）に該当する。

この項目は，水域や排水量に関係なく，すべての

特定事業場が対象となるため，畜産農家への影響

は大きい。硝酸性窒素等の排水基準（アンモニ

ア態窒素× 0.4＋亜硝酸態窒素＋硝酸態窒素）で

は，一律排水基準として 100mg/Lが設定されて

いる。しかし，畜産分野では一律排水基準の達成

が困難なことから，暫定排水基準として平成 13

年に 1500mg/Lが設けられ，その後平成 16年に

900mg/L，平成 25年には 700mg/Lへと規制強

化された。今後も排水基準はさらに厳しくなる可

能性があることから，畜産分野においても一律排

水基準を目標とした汚水処理に取り組む必要があ

る。そのための対応として，まずは既存施設の硝

化および脱窒能力を最大限発揮させる維持管理を

実施することが望ましい。それでも排水基準に対

応できない場合には，施設改造や新技術導入を検

討しなければならないが，その場合はイニシャル

およびランニングコストが安く，運転管理が容易

で省力的なことが重要な条件となる。

窒素除去技術の現状

　排水中の硝酸性窒素等を除去する方法では，有

機物を基質とする細菌群である従属栄養脱窒細菌

（以後，脱窒細菌と称す）を用いた生物学的脱窒

法が最も一般的であり，下水・工業排水処理分野

で広く適用されている［4］。この方法は，脱窒細

菌が有機物などを利用して，無酸素条件下で亜硝
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酸態窒素（NO2-N）および硝酸態窒素（NO3-N）

を窒素ガスにして除去する。

　畜産排水は，有機物を多く含むことから，その

有機物を利用した循環式硝化脱窒活性汚泥法や

間欠曝気式活性汚泥法などが利用されている。特

に，間欠曝気式活性汚泥法は，曝気を間欠運転

にすることで脱窒を促進するため，既存施設でも

適用可能な簡易な方法である。ただし，汚水中の

窒素と有機物の量的バランスが適当でない場合に

は，十分な脱窒効果を得ることは難しい。通常，

窒素量の約 3倍の BOD（流入汚水の易分解性有

機物量を示す指標）が必要とされる。

　有機物が不足する場合の脱窒技術として，一般

産業排水処理ではメタノール添加法が広く適用さ

れている。この技術を適用するには，脱窒に必要

な量のメタノールを適切に制御できるかが課題で

ある。また，メタノールには引火性や毒性がある

ことから畜産分野では利用しにくい。そのため，

メタノールに代わる有機物添加法として，缶詰製

造シロップ廃液や焼酎製造廃液などが検討されて

いる。これら資材の入手が容易な場合には，取り

扱い性やコスト面で有効と考えられる。ただし，

メタノール同様，過剰に添加した場合は水質が悪

化するため，脱窒槽の後段に有機物分解槽を設け

る必要があるなど，維持管理面で負担が生じる

［8］。

　畜産分野では近年，有機物の代わりに硫黄を用

いた脱窒技術が検討されている。この方法は，無

機物を基質とする独立栄養細菌の一種である硫黄

酸化細菌が，無酸素条件下で硫黄を酸化しながら

NO3-Nや NO2-Nを窒素ガスに還元する働きを利

用したものである。なお，硫黄脱窒法を用いた場

合，以下の反応式に従い窒素が除去されることが

報告されている［6］。

　　NO3
- + 1.1S + 0.4 CO2 + 0.76 H2O + 0.08 NH4

+ 

　　→ 0.08 C5H7O2N + 0.5 N2 + 1.1 SO4
2- + 1.28 H+

　この反応を利用した技術として，硫黄と炭酸カ

ルシウムが混合された固形資材を用いた方法が検

討されている［1，5，11，12］。この資材は，窒素

量に応じた分だけ硫黄が消耗するため，資材の無

駄がなく，消耗した際の充填も容易である。混在

する炭酸カルシウムは，硫黄酸化細菌の増殖に必

要な炭酸の供給と，脱窒に伴う処理水の pH低下

に対する中和効果を発揮する。ただし，特殊な製

造手法であることから一部のメーカーでしか製造

されていないため，価格が高く，安定供給面で懸

念がある。

　一方，汎用資材としてチオ硫酸ナトリウムを利

用した脱窒法もある［3］。チオ硫酸ナトリウムは

水道水中の塩素を除去するため，観賞魚飼育用

に，一般にハイポという名称でも広く利用されて

いる。そのため，入手が容易で安全性も高いが，

溶液として用いるため，必要以上に添加されやす

い。実用化にあたっては添加量制御法を確立させ

る必要がある。

　現状では，畜産分野で硫黄脱窒法を適用するに

は，汎用的で取り扱い性に優れた低単価の固形硫

黄資材を選択することが望ましい。そこで，我々

は畜産排水処理に適する固形硫黄資材を探索し，

それを用いた簡易硫黄脱窒手法を検討した。

汎用粉末硫黄の脱窒技術への利用可能性

（1）資材

　農業分野で土壌 pH調整用資材として流通して

いる粉末硫黄（硫黄分 99％以上，200メッシュパ
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ス；Berry’s Life社製）に着目した。この資材は，

主にブルーベリー栽培などに利用されており入手

は容易である。しかし，微粉末である上に撥水性

があるため，そのまま使用しても水面に浮上する

ことから，これまで利用されてこなかった。そこ

で，粉末硫黄に，家庭用中性洗剤溶液を適量添加

し撹拌することを試みた。この処理により粉末硫

黄は，水中で沈降するようになり，中性洗剤を洗

い流した後も親水性が維持されたことから，硫黄

脱窒への利用が可能となった［9］。

（2）試験装置

　試験装置には，8cmφ× 70cmHのプラスチッ

クカラムを用いた（図 1）。この中に親水化処理

した資材を投入して，カラム内の水深を 60cm

（硫黄層と水層の合計見かけ容積 3L），硫黄層厚

で 28cm（見かけ容積 1.4L）とした。

　試験では，豚舎汚水の活性汚泥法処理水を原

水に用いた。カラム底部から上向流で通水して，

上部より処理水として流出させた。通水量は試

験開始 20日までは約 360mL/日，それ以降は約

700mL/日とした。試験は 20℃の恒温室で実施

した。

（3）脱窒性能

　試験期間（43日間）における原水および処理

水の NO3-N ，NO2-Nの濃度変化を図 2に示した。

原水の NO3-Nは約 180mg/Lで，NO2-Nは含まれ

ていなかった。試験開始から 15日目までは，処

理水の NO3-Nは徐々に低下したが，NO2-Nが増

加したため，NOx-N（NO3-N＋ NO2-N）除去率

は 20～ 30％程度だった。このような NO2-Nの

一時的上昇は，硫黄脱窒の立ち上げ時によく見ら

れる現象である。15日目以降は NO3-N，NO2-N

ともに低下した。43日目には NOx-N除去率は

84％に達し，一律排水基準である 100mg/Lを下

回ることを確認した（図 3）。

　処理水の pHは，原水では 7.5～ 8.5であった

が，NO3-N除去量（△NO3-N）が 100mg/Lを超

えると酸性に傾き始め，△NO3-Nが 150mg/Lで

は 6程度まで低下した（図 4）。この pHの低下は，

脱窒反応により，硫黄が硫酸に酸化されたことで

生じる。実際，△NOx-Nと硫酸生成量（△SO4-S）

には明確な正の相関関係が見られた（図 5）。処

図 1　カラム装置の概要
図 2　 原水および処理水のNO3-N，NO2-N の濃度変化（カ

ラム試験）
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理水を河川等に排水する場合には，水質汚濁防止

法により 5.8～ 8.6（海域に排水される場合は 5.0）

の規制値が定められている。そのため，pHが 5.8

を下回るときは中和が必要である。

　以上の結果より，粉末硫黄は脱窒資材として利

用可能なことが確認できた［9］。ただし，カラム状

の反応槽では大型化に不向きである。より実用的

な装置にするため，さらに以下の検討を行った。

実用型装置の実証試験

（1）実証試験場所

　養豚農家（母豚 150頭規模，畜舎構造はふん尿

分離式）において，連続式活性汚泥法浄化処理施

設の最終沈殿槽流出水を原水として，粉末硫黄を

利用した脱窒試験を実施した。

（2）試験装置

　大型化が容易である点を配慮し，上部開放式

の角型の水槽を用いた（図 6）。この水槽の有効

容積は 23Lで，粉末硫黄を 5kg（層厚 3.3cm）

充填した。原水は水槽の片側から通水量 560～

860mL/日で投入し，反対側から流出させた。

（3）脱窒性能

　試験期間（25日間）における原水の NO3-Nは

120.0 ± 39.7mg/L（平均± SD），NO2-N は 91.3

± 75.6mg/Lであった。試験開始 15日目以降に

NO3-N，NO2-N が徐々に低下し始め，21日目で
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図 5　 NOx-N除去量（△NOx-N）と硫酸生成量（△SO4-S）
の関係

図 6　実証試験に用いた水槽の概要
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NOx-N除去率は 52％まで上昇し，処理水の硝酸

性窒素等の濃度がほぼ 100mg/L以下となった（図

7）。このことから，脱窒に必要な菌量は 2～ 3

週間で増殖するといえる。なお，NOx-N負荷量

は 14日目までは 1.6～ 2.0kg/m3・dであったが，

それ以降は 0.6 kg/m3・d程度で推移した。この

NOx-N負荷量は，水槽内の硫黄層容積 1m3あた

りに 1日に流入する NOx-N量を示しており，一

般には負荷量が小さいほど除去率は向上する傾向

にある。文献値［3，10］から推察して，今回の試

験でも負荷量を下げれば除去率はさらに高まった

可能性がある。

　試験期間中の水槽内の水温は 10.4～ 17.6℃で

あった。硫黄脱窒への水温の影響に関しては，水

温 10℃未満では 15℃程度に比べて脱窒活性が下

がり，NOx-N低減量で 100mg/L以上処理能力が

低下するとした報告がある［11］。このため，脱窒

活性を維持するためには，水温低下を防ぐことも

重要である。今後はこの点についても検討を進め

たい。

　脱窒処理後の pHは 6.9～ 8.2であり，中和処

理は不要であった。しかし，脱窒量の増加に伴い

硫酸イオンも増加する傾向にあるため，脱窒量が

さらに増大した場合は中和が必要になることが予

想される。

まとめ

　畜産排水処理では，労力やコスト負担が少な

く，かつ安定して処理可能な技術が求められる。

今回利用した粉末硫黄は，汎用品で取り扱いやす

い上に，一定の脱窒能が確認できたことから，新

たな脱窒用資材として活用が期待できる。また，

粉末硫黄を利用する装置には，上部開放で横流式

の水槽の有効性が実証試験で確認できた［2］。こ

の水槽の長所は，上部開放式であるため製作が容

易である上に資材の投入も容易に行えること，横

流式のため必要に応じた増設が可能であることな

どがあげられる。ただし，今回の仕様では，硫黄

資材層の表面だけが脱窒に寄与し，十分に能力が

発揮されていなかった可能性がある。そのため，

仕切り板を設置し，液が確実に硫黄層全体に接触

しながら流れるようにすれば，さらに性能の向上

が期待できる。現在，この仕様の水槽を用いた試

験を養豚農家で実施中である。現状では，NO3-N

で 300～ 400mg/Lの排水が 100mg/L以下にま

で継続して低減できることが確認されている［7］。

この試験では，硫黄脱窒の活性が高まると炭酸イ

オンが不足する傾向が見られたことから，炭酸イ

オンの供給が重要であることも判明した。

　今後，早期の実用化を図るため，炭酸イオンの

供給と中和が可能な簡易手法を確立するととも

に，水温低下時も含めた長期的な性能評価を実施

する予定である。

図 7　NOx-N 除去率の変化（実証試験）
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