
  
  土壌による汚水処理

  誌名 水利科学
ISSN 00394858
著者名 新見,正

三谷,憲二
発行元 水利科学研究所
巻/号 16巻3号
掲載ページ p. 59-76
発行年月 1972年8月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



はじめに

土壌による汚水処理

新見正

三 谷 憲 二

京都市の東南部に醍醐寺という寺がある。 西国三十三番の札所の一つで境

内に醍醐水という 清測な井水が湧いている。開祖理源大師がこの水を掬して

「醍醐なるかなJと称えたのが寺号の起源と伝えられている。京都市民の水

道の源は琵琶湖である。筆者は十数年前，東京から移って久しぶりにカノレキ

臭くないほんとの水を味わったのを覚えている。しかしこの水も最近は琵琶

湖の汚染のためにまずくなって1昨年9月にはカビ臭いというので大騒ぎと

なったことがあった。

汚物を土を堀ってJ:liiめてお くと何時の間にか分解して跡形もなく なってい

ることは誰でも知っている。蝿もたからない し臭気も発散しない。古来から

の人間の知恵で、あるc

欧米の尿尿浄化槽は個人用のものは土中に投入する処理法が一般である と

いう。わが国は如何。古く貴族社会では寝殴造りの川屋 （阿）とい う構造で

河川の向浄作用に依存していたが，庶民の尿尿は田畑の肥料として大地に施

されそこで自然に消化分解されていた。尿尿を肥料として浪取ることなく水
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洗便所化するようになったのは大正に入ってからのことと思われるc

水洗便所の必要なところが都市中心部であったため当初はロンドン市内の

土壊のないところで実用化されていた散水炉床型を採用しさらにこれを簡

易化したいわゆる平面酸化型が最も普遍的となったが，最近で・は下水処理場

にヒントを得た活性汚泥法が時代の寵児である。

欧米で大いに用いられる土嬢処理法がどうしてわが国で用いられなかった

かの理由は，上記の理由の他にわが国と欧米との地質構造の差異を検討する

ことなく直訳的に輸入して失敗したからではなかったか。去る昭和44年建築

基準法施行令の一部が改正され浄化槽の放流水の水質が地域的に定められ，

これに伴ってそれぞれの水質に適合する浄化槽の構造基準が建設省告示で、指

示されるに際し，長い間日陰者扱いであった土壌処理法が使用地域その他て、

相当の制限を受けながらも公認されたことは浄化槽行政上画期的なことであ

る。しかし土壌学について若干の知識を有する者としては告示で示された構

造基準に問題点があるのを指摘せざるを得ない。

私達はこの土壌処理法が散水炉床法や活性汚泥法ではなし得ない浄化能を

持っていることが正しく理解され，今後単に尿尿処理のみならず広く有機汚

水の処理にも大いに活用されることを期待している。以下水質汚濁の現状，

汚水処理の問題点，その解決策としての土壌による汚水処理等について述べ，

最後に水質汚濁防止に対する若干の提言をして識者のご一考を煩わしtc.＼，、と

思う。

筆者等は元来農学に志した者，新見はその後地理学を研究し三谷は農業土

木関係の技術者であって所謂その道の専門家ではない。よって多数の学識者

の著書を参考にさせていただいた。以下書名を掲げてご指導に深く感謝の意

を表するものである。

半谷高久氏公害の克服 引用略号克

石橋多聞氏飲み水の危機 " 危

ri~J詳~雷作氏公害への挑戦（改訂版） " 拶も

字 井 純 氏 日本経済と水 " 経

なお下記政府関係文献からも引用させていただいたので注記してその出所

を明らかにしておく。

建設省住宅局，厚生省環境衛生局監修
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第 1表 多摩川における水質汚濁の経年変化（ ）は30年を 1とした比率

年 次 ｜ 30 35 40 42 

2. 5 ( 1) 2.0 (0.8) 4.8 (1.9) 17.66 (3.05) 

NH.-N ppm 0. 04 ( 1) 0. 47 (12) 4.97 (124) 6.372 ( 159) 

第2表

人 口 ｜尿尿関係 ｜雑 排 水 i言十 1万人当

万 kg（日） kg（日） kg（日）
尿jぷ消化槽地区 110 2,002 12, 210 14,212 129 

公共下1.K道地区 2 105 50.2 

浄化他地区 29 870 3,190 140 

計 141 18,377 130 

尿尿浄化槽の構造基準，同解説 ヲ開略号解

厚生省環境衛生局監修環境整備特集（浄化槽） 引用略号特

農林省農地局監修，農業と公害引用略号農 公

昭和46年度 版公害白書引用略号白書

1. 水質汚濁の現状

多摩川

多摩川は江戸の昔から東京都民の飲料水源として都民の生命の水であ っ

た。それが昭和35年頃から急激に悪化し玉川浄水場は原水汚渇のため昭和45

年以来浄水を中止するという最悪の状態に陥ってしまった。厚生省の昭和42

年の発表によれば（農公 p.109）第 1表のとおりで， 35年以降NH4が急激

に増加していることがわかる。さらにその汚潟の原因は経済企画庁水資源局

（昭和39年）によれば（農公p.109）， 家庭下水 64%，工場廃水 36%であり，

この家庭下水は同調査によれば COD負荷が第2表のとおりとなっている。

以上を通じていえることは，（1）多摩川の水質汚濁の最大原因は道路側溝を

通じて河川に流れ込む家庭雑排水であり，また（2)NH4が30年に比し42年で

は 160倍近くになっているのは従来東京都民の尿尿は肥料として畑に散布さ

れていたのが，近年それを止め， 昭和37～8年頃から多摩川上流都市に尿尿

処理場が設置され，それからの排水によるものだとの指摘（経， p. 111）で

ある。またBODについては昭和43年には年平均値がlOppmを越えた（経，p.
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116）ということは注目に値する。

以上のように多摩川の汚染の原因は家庭からの雑排水の放流が大きいので

あるが，現在これに対し東京都はいかに対処しているか。聞くところによる

と尿尿浄化機の排水の多摩川への放流は認めていないとのことであるが，雑

排水の方は道路側溝を通じて多摩川へ流れ込んでいるのではなかろうか。 と

すると下水道が完備するまで手を扶いて多摩川の汚染を放置するのか。雑排

水を含めた合併処理として各戸が銘々に自宅敷地内で処理させる万法をとる

ことはできないものか。昭和46年版公害白書によれば（p.258）多摩川流域下

水道計画は対象人口 225万，総工費 992億円となっており， 1人当工費 4.5

万円， 1戸 5人として22万 5,000円となる。この他この流域下水道に連絡す

べき公共下水道の整備も必要と思われ， 1戸当公共投資 400万円〈らいは必

要となるのではなかろうか。も し各戸がその庭で土壌処理できるとするなら

ば， 1戸当りの経費はこれより安上りですむと思われる。東京都はすでに上

水道は完成し仮に若干の地下水汚染があったとしても衛生上支障はないはず

である。土壌処理は非常に土地を要するように思われているが，これは誤解

であ り，この点は後節で説明することにする。下水処理場が公害源として周

囲から嫌われ，用地取得難から進行が遅々とするに反し各向が自分の庭で

処理するのなら即日着工できる。東京都は各戸の水洗化を全額負担しでもよ

さそうに思えるのである。

湖沼の汚濁

昭和45年に琵琶湖を水源としている京阪神地区の水道水がカビ兵いという

問題が起こった。これは琵琶湖周辺から尿尿排水や下水，工場排水が流入し

湖水の窒素，燐の濃度が高く なってプランクトンや藻類が大量に発生したの

が原因（危， p.108）である。

富栄養化の問題はひとり琵琶湖だけでなく，関東では芦の湖や日光の湯の

湖がある。観光客や旅館業者が自らの手で観光資源を破壊するという皮肉な

現象である。また諏訪湖は湖面の割に沿岸住民や工場が多いので，多量の有

機物の分解で無酸素となり， 1歩 1歩死の湖に近づきつつある（経， p.154）。

河川の場合は，汚渇されても上流から新鮮な水が絶えず供給されるので，対

策さえ立てられればもとの清流にもどる。湖沼の場合は流域に比し水面が大
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きく，湖水が入替る ことが少ないので， 一旦汚荷すると容易にもとにもどら

ぬことを銘記すべきである。

農業公害

農業公害といえば湛瓶水の汚濁とか果実に対する亜硫酸ガス被害とかも つ

ばら被害者の立場からのみ唱えられたが，最近は養豚を中心とする畜産公害

や農薬撒布に基づく公害が発生し，農業もまた公害の発生源となりつつある。

ことに畜産公害は悪臭，蝿の発生とし、う住宅環境の破壊ばかりでなく，畜舎

耕一水は人間の尿尿よりはるかに濃い反面経済事情から到底人間並の処理がで

きず，まさにたれ流しの状況である。なお濯瓶水の汚濁原因は都市下水，畜

舎排水の他にカドミウムその他重金属もあるが， 首題の土壌による汚水処理

には直接関係がないので本論文からは省略する。

水産公害

水質汚濁による水産公害は有害物質の河川放流による被害と石油とか工場

廃水による海域の汚染であったが，近年水産公害のニューフ ェースとして内

湾における 「赤潮」というものが現われてきた。これは沿岸住民の生活排水

に加え尿尿の海洋投棄に基づく海水の富栄養化に基づくもので，瀬戸内海の

それは区域，被害額とも圧倒的に大きい。

その他農林水産業としては搬粉工場の廃液，各種食品工場の廃液など有機

質を中心とする水質汚濁があり，その多くが零細企業の故に大した防止対策

も行なわれず，公害をパラ撒いていることも指摘しなければならないであろ

う。

2. 汚水処理の問題点

尿尿浄化槽

尿尿浄化槽という水洗便所排水の処理装置は，従来は腐敗タンク方式がほ

とんどすべてであった。これはまず汚水を腐敗タンクに導いて，ここで固形

物を沈澱させる。沈澱した固形物は酸素の供給がないので消化という嫌気的

分解が行なわれるが，その際発生したカ、スは臭突という煙突を通じて外界へ
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臭気を発散することになる。また上澄液は好気性徴生物膜で覆われた砕石の

聞を通りながらB0 Dが分解されるのであるが，この砕石層には空気を送り

込む必要があるので送気孔が設けられ，維持管理が悪いとそこから蚊や蝿が

出入りするという問題がある。

曝気式浄化糟

活性汚泥法による曝気式浄化槽は下水処理場から着想されたものであろう

が，腐敗タンク方式に比し BODの除去率が良い，場所をとらない．悪臭を

発散しないなどで現在は尿尿浄化槽の花形である。しか しこれとて問題がな

いわけではない。活性汚泥は水温が15°C以下に下るとその活動が影響をうけ

る（解， p.27）といわれる。わが国の年平均気温は15℃前後であるが司水温

は気温に左右されるので， 冬季活性汚泥法によ る浄化効率は相当割ヲ＼1,、て考

えなければなるまし、。寒冷地では保温対策を考慮の要（解， p.27）がある，

この配慮がないと曝気式浄化槽は単に糞便を粉砕して放流することに止 ま

か政流水がどこかで停滞する ととんでもないところで悪臭を発生すること

になる。この点腐敗タン夕方式の場合は腐敗タンクの沈澱分離による BOD

除去率50%は期待できるので． 冬季は寧ろこの方がよいのではなかろうか。

わが国における独特の浄化槽として小型爆気式がある。活性汚泥法は維持

管理が行届かないと十分な浄化効率をヒげることができないが，小型のもの

は単独処理であり，浄化繕の水温は水道水温そのものであるから冬季活性汚

泥の活動は著しく低いものと思わなければなるまい。なおこれは未だ世間の

関心を呼んでいないことであるが，曝気に使った空気は微小水滴を伴って空

中に飛散することである。相当広大な面積を有する汚水処理場では場外へ出

るまでにその水滴は落下ない し霧消するであろうが， 密集した住宅街では小

型爆気槽の排気はどういうことになるか，紀憂にすぎなければ宰である。

浄化槽と消毒

浄化槽には原則として消毒機をつけることになっている。と ころが腐敗タ

ンク方式でも，活性汚泥方式でも放流水には相当の NHjを含んでいる。 ま

た下水処理場のNH4-Nの除去率は28%から84%であり（農公， p.111),}]lj 

の説ではNの除去率は 41～48%となっている（克，p.112）。扱取 り尿尿の
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NH4-Nの濃度は 2,000～4,000ppmであり，尿尿処理施設では処理工程で

の除去率は20～30%だといわれる（農公， p.112）。ところがこのNH，は塩素

と化合してクロラミンとなり，消毒が困難となるが（解， p.32)' 消毒効果

を発揮するためには NH,-Nの濃度の約 10倍量の塩素を必要とするので

（危，p.166），小型爆気槽の消毒効果には若干の疑問があり（解， p.31），維

持管理の行届く大規模のものになって初めて消毒効果が期待できる（解，

p. 131）のである。 なお窒素問題については別に項を改めて検討をしてみた

し、。

水質汚潟防止法と排水基準 BOD(COD) 120ppmについて

水質汚濁防止法第 3条第 1項の規定により，総理府令で定められた特定事

業場の排水基準BOD(COD) 120ppmはシビ、ルミニマムであって，都道府県

知事は実態に応じそれに上乗せしてよいことになっている。この決定に関し

ての環境事務次官から知事宛通知によると，「（要旨）120ppmは全特定事業

場から排出される水の汚染状態の最低の基準であり， BOD等の一般的水質

汚濁指標は一般家庭汚水の水質と同程度の水質を確保する見地から定められ

ている。これは水域ごとの掛水量の総量が著しく多量のものとならない限り

河川等の自然、浄化作用により公共用水域の水質の汚濁を防止で、きる， との考

えにもとづくものである。」と されている。果たしてこの程度の水質基準が守

られればあとは河川の自浄作用により昭和45年4月に閣議決定された河川｜の

環境基準 BODlppm以下（類型AA）ないし lOppm以下（類型E）または

湖沼の環境基準 CODlppm以下（類型 AA）ないし 8ppm以下（類型C)

が保持できるであろうか。

全河川の BOD,COD 

まず BODであるが， 半谷高久氏によれば（克， 90～ 91），人間 1人 1Iヰ当

りBOD30～50 gとし年間 1億人の BOD総量は，

(30～50）×365×108=110～180万トン／年

となる。日本全国の河川流量は年間約 4,000億トンと推定され， この BOD

を平均に分配すると平均濃度2.7～4.5ppmとなるということである。なお氏

は将来下水道が完成して海洋投棄，または土壌処理されたものを除き全部が
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下水処理場で処理されるものとし BOD除去率85%とすれば河川へ放流さ

れるBODは年間10～20万 トンと推定されるといっている。河川全水量4,000

億トンでは， BOD濃度0.25～0.Sppmである。これは人聞の生活廃水だけ

の BODであり，かつ河川流量を単純に平均したものであるから， 大部分の

河状係数が 100以上のわが国において洪水時を除いた平水時の全 BOD負荷

を考えた場合何 ppmとなるか， 一桁上となる ことは間違いないのではない

台、。

また手塚泰彦氏によれば（経， p.164），昭和40年におけるわが車の総排水

量は BODVこして 325万トンであった由であり ，これをわが国で＼利用可能な

淡水量 2,000億 m3に均一に溶か したとすれば， BOD 濃度 16ppmとな り日

本の陸水は全部隅田JII並ということになる。

次に CODであるが‘これも半谷氏によると以下のようになる（克，p.95. 

～96）。氏によれば全国工場から生産される CODを試算して年間'750～1,200

万トンと推定された。この量は家庭排水の BOD量の4～ 7倍と v、う数字と

なり，全国河川均一にばら まいて隅田川並ということになる。そこでノ｜：産増

により工場廃水も増大するとすれば， 21世紀初頭の CODは8,000万 トンに

達するであろうし全国河川に平均 して（水量 4,000億トン） COD 200 ppm_ 

となる。 CODが99%近く除去されないと全同の河川が隅田川以tに汚くな

ると説いている。

自浄作用の限界と水道用水

手塚泰彦氏によれば，河川の自浄作用が十分に期待で‘きるのは町河水のB

0 Dが3ppm以下 ぐらいではないかと推定しておられるが（経， p.158），水

質汚渇防止法による排水基準 120ppmで河川に放流されるとすると，40倍に

稀釈されないと この3ppmには達しないこ とになる。また工業用 水 200億

m3とすると（克， p.94），全河川利用量 2,000憶m3として稀釈率10倍， 4,000

億m3としても稀釈率20倍であり，稀釈率 40倍にははるかに及ばない。いう

までもなく BODのppmは12または6である。閣議決定の環境基準による水

道 1級は河川では BOD1 ppm以下， 湖沼では COD1 ppm以下，最低の水

道 3級でも河，湖それぞれ 3ppm以下であることを考えると，排水基準 120‘

ppmでは将来河川に水道水源を求めることは不可能になるのではなL、かと思
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うのである。

なお総理府令の排水基準のもう一つの柱として，一日の排水量 50m3以下

のものは生活環境項目については適用しないこととなっている。これは一つ

の平均的集落を考えた場合， 1戸平均5人として50戸とすれば， 1人当排水

量200lとして日量50m3となるのでこれが一つの目安となった由である。ま

た他方各種工場等の99%くらいが 1日排水量 50m3以下のいわゆる中小企業

ということであり，その中には COD120ppm以上の水を排水しているもの

も相当あるのではないかと想像されるのであるが，これでよいのだとい うの

ではなく，ケース・パイ・ケースで都道府県の条令にまかせた方がよいとい

う政府の方針とも受け取れる。

以上勘案すると，水質汚褐防止のためには府県条令による上乗せ基準がど

うしても必要であると思うのである。

窒素問題

窒素問題の中心は NH4であるが，これを最も問題にしているのは上水道

と濯瓶用水である。濯i配用水中に NH4が多く含まれると，稲がいつまでた

っても青立ち して稔らなかったり，稔実期に倒伏して収量減を来たすという

ことである。用水中に含有されるNの許容限度は一応 lppm以下で、あれば被

害な し， 5へ，lOppmで、若干の被害があり， lOppm以上になると収量が激減す

るといわれる（農公， p.198）。都市近郊で住宅が進出している地域の排水が

稲作に被害を与えていることは想像に難くない。

ただNといっても，そのNが NH4であるか N03であるかで被害の状況

は違う。 N日は土壌中に吸着蓄積されるが， N03は土壌に吸着されずに水

と共に流去するからである。

次に上水道であるが，源水に NH4が多いとその処理に多量の塩素を投入

しなければならず，またこれの中和にアルカリ剤の投入が必要となり，ます

ます溶解物質が治加されることになる（経， p.124）。また緩速F過池で、は原

水中の NH4濃度が0.5ppm以下でないと処理が完全にできない（危，p.164)

といわれる。

Nの除去と活性汚泥法
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現行浄化槽あるいは汚水処理場でどれだけ NH4またはNの処理ができる

か。このことについてはすでに 「浄化槽と消毒」の項で述べているとおりあ

まり期待できない。活性汚泥法ではNH4をN03に転換するよう過曝気条件

に置くと，汚泥の沈澱分離効果が悪くなるので，放流水中の BOD,SS値が

極度に高くなり ，NH4は処理で・きるが，他の基準値が悪化して，浄化装置と

しての実用性を失うのであるから，活性汚泥に NH4処理は期待できない。

なおこのことに関しては，厚生省環境衛生局編『浄化槽およびコミュ ニテ ィ

プラントの施設ならびに維持管理に関する基準』の60頁から64頁にかけて具

体的な説明がなされている。

要するに目下の技術の段階では， NH4処理は未だ満足すべき方策が見付

からず，その対策の必要を痛感しながら経済企画庁事務次官が昭和45年 7月

23日付で都道府県知事宛 「水質の環境基準が閣議決定されたが，窒素，油分

等については今後検討して追加する」と通知したまま今日に至っているので

ある。

湖沼の富栄養化

活性汚泥法によ っては， BODは除去しても放流水中にNや Pがあると湖

水の富栄養化を来たす。諏訪湖の如きはまず下水処理場を完備することが先

決であるが，下水処理場が完備されたからといって， Nや Pの問題が解決さ

れない限り活性汚泥法だけで、将来の水資源、の汚染を根本的に食い止めること

はできない（経， p.223）。

なお厚生省環境衛生局監修日本浄化そう教育センタ ー編『浄化そう』 (p. 

270）によれば，放流水に NH4-Nがlppm程度でもあれば湖水宏富栄養化

してプランクトン増殖の原因となる。窒素除去には酸化池とか塩素処理とか

の方法もあるが，最も確実で実施可能な NH4処理は地下浸透である，と記

されている ことを付記しておく。

3. 土援による汚水処理

前節で汚水処理（水質汚濁対策）の問題点を説明したが，本節では土壌に

よって汚水を処理することでどの程度この問題が解決できるかを論じてみた

し、e
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土壌と自浄作用

河川の自浄作用によ って汚水処理をすることの限界が見えて来たことは前

節で述べた。そこで， 土壌による汚水 ・汚物の処理が再検討されるようにな

ったのであるが，環境衛生問題の権威楠本正康氏が，ある座談会で 「土壌を

汚水浄化のために利用しないという国は日本だけなんですね。これは臭くも

ないし放流先もいらないし地下水さえ汚染しなければこれほど安全確実

なことはないわけなんです。 これをも う少し活用したらし、し、んじゃなし、かと

思いますね。」（特， p.26）といわれ，また同誌86頁には，「地下浸透処理 は

衛生 t支障はないか」との質問に対し 「基準に示されている構造とすれば

地下水汚染，その他衛生上の支障はない。むしろ河川の汚染，臭気の発散等

のおそれはなく，衛生上もっ とも安全確実な方法である。 なおわが国では，

これまで主として河川の自浄作用に頼って汚水の処分が考えられて いたた

め，河川の自浄作用の限界を越え，水質汚濁の問題が生じてきた。と ころが

土壌の l~I 沖作用にはまだまだ余裕がある。 この自浄作用を活用することが今

後の汚水処分の一つの謀題である。」と答えている （解， p.218参照）。

土壊の汚水処理能と浄化槽

土壊による汚水処理の特徴はmr戸過，（2）吸着（臭い，色）， (3) BOD除去，

(4）窒素の除去，（5）殺菌，が同時にできることである。このことはすでに上水

道の緩速炉過池で十分証明されている。ただ緩速炉過池の欠点は時々目づま

りを生ずるので， i戸層上部の砂を撞き取らなければならないことである。建

設大臣の告示による浄化槽構造で土嬢処理と認められるのは，告示第 1の中

の 「地下砂F過形J，第5の 「地下浸透方式」，第6にある「蒸発散方式」 と

「毛管tfi過方式」 の4種である。第6の2方式はいずれも筆者の 1人新見が

発明したものであるが，毛管t戸過方式については後段に若干の説明を加える

ことにする。

告示の地下砂F過形，地下浸透方式の問題点

そこで 「地下砂炉過形」と 「地下浸透方式」 であるが，いずれもトレンチ

と称する幅 50～70cm，深さ lm程度の溝を土中に掘り，上部にある散水管

から汚水を送り込み，下の砂層で浄化するという構造である。ただ前者はい
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ったん砂のi戸層で浄化した水を最下層にある集水管に集めて外界へ放流する

のに対し，後者は地下浸透であるから集水管はない。相当の浄化能があるこ

とは認められるが， (l)t戸層が地表からかなり深くなっているこ とと，（2）トレ

ンチ全長にわたり万遍なく配水すること，の 2点に問題がある。詳細は別著

『土壌処理方式による尿尿浄化槽』によられたいが， （1）についていえば， 土

壌処理とは土壊中の好気性微生物の活動により有機性汚水を分解するのであ

り，この微生物は地表近くと地下 lmとではその数が2桁以上違う。すなわ

ち地表の方が 100倍も多いのに肝腎のP層がかなり深くなっていること，（2)

としては散水管に適当な勾配を与え，適宜間関からi戸層に散水させることに

なっているが，給水量と勾配，間隙の間隔がうまく調整されないと，集水管

の根元近くにばかり散水されたり，反対に末端にばかり散水することになり

かねないという ことである。この点毛管F過式では酸化層全長にわたり一律

に配水される構造になっている。なお相当規模の大きいものとなれば，均等

散水にはポンプ等による間断給水によらなければ満足な結果は得られない。

毛管i戸過式浄化槽

毛管i戸過式浄化槽は，土援のもっている浄化能をフ ルに活用した浄化槽

で，散水F床方式や活性汚泥方式，また他の土壌処理方式の有する欠点を是

正している。もちろん土壌処理方式と しての宿命的欠点はあり， 完全無欠の

ものではないが，現在ある浄化槽，ことに小型としては公害防止の観点から

は最高のものと自負している。

まず特徴を列挙すると，

(1) 臭気を発散しない

(2) 蚊や蝿が出ない

(3）放流水に色がない

(4）放流水の BOD,SSが低い

(5) アンモニアが処理できる

(6) 殺菌効果が大きい

以上の中には他の土壌処理方式でも同様のt争化効果を発揮する ものがある

が，浄化効率からいえば比較にならない。

まず本浄化槽の構造と浄化作用の大要を説明する。本浄化槽は腐敗タンク
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と酸化槽の二つに大別される。腐敗タンクは他の方式のものと同様で，その

容積も同一計算に基づいている。ただ特徴とするところは，表面がコンクリ

ートのスラブなどでなく土壌で被覆されていることである。腐敗タンクで発

生した悪臭カ、スは，この土壌層を通過する聞に士壊に吸収される。したがっ

て臭突を必要としない。同様に酸化槽も土壌で被覆されている。酸化床への

通気は土壊面を通じて行なわれるので，完全密閉ではあるが送気口を必要と

せず，臭気もなく，蚊・蝿も出入しない。

酸化糟の構造と浄化作用

酸化槽は特殊の人工砂で充填され，中に隔壁があって2室に分かれている。

汚水は一方の室の底から毛管運動で上昇し，中の隔壁を越しでもう一つの室

に入札やがて下降して外部へ排出される。一種のサイ フォン運動であ る

が，この場合砂の空隙の大きいところには空気が残っている。普通のサイフ

ォン運動は中に空気があると起こらぬが，この点が一般サイフォンと異なっ

ている。この運動は毛管サイフォン運動と呼ばれている。もう少 し水の運動

を説明すると， 汚水は砂の 1粒 1粒を薄い水の膜で、包み（これを毛管膜とい

う），この水の膜は砂層の中を海綿状に入口から出口まで連続し 酸化槽の

底から汚水が供給される限り毛管サイフォン運動は続く。この運動中に浄化

が行なわれるのであるが， 酸化槽の中には空気が沢山あるし汚水の膜はき

わめて薄いので，その中の好気性微生物に対する空気中の酸素の供給を容易

にさせている。また毛管膜がきわめて薄いことがi戸過の役割を果たしてい

る。何故ならば，少しでも大きい固形物はこの水膜の中に入ることができな

いからであって，この点が重力F過をする一般の砂F過と異なる点である。

なおこの砂には無数の小孔があり， NH4を NOafこ変化させる硝化菌の生息、

に好都合であり，また吸着能をも っていて脱色作用をする。

もう一つ大事なこと，そしてこれこそ毛管i戸過式の特徴であるが，汚水の

浄化（好気性微生物の活動）がきわめて地表に近いところで行なわれるとい

うことである。それは，この特別の砂の毛管上昇能が一般の砂よりずっと大

きし、からである。好気性微生物は地表に近いほど多いことはすでに述べた。

このことがB0 D除去能を向上させる大きな原因である。殺菌力が大きい原

因もここにある。
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散水F床法との比較砕石と砂

散水炉床法の酸化作用は砕石の表面を覆っているi戸膜に生息、している好気

性微生物の活動によるのであるが，毛管tfi}fffl浄化槽では砕石の代わりに砂を

用いている。見方を変えれば，粒径のきわめて小さい砕石の集まりと思って

よいわけで，同一容積の酸化槽の場合，汚水の量，微生物の数なと， i水F

床と毛管i戸過とでは比較にならぬことがお分かりいただけたと忠う。

微生物活動で‘つけ加えなければならないのは，微生物には適当な温度と湿

気が必要なことである。土壌は元来断熱性があるので，酸化槽のi戸層に外気

温が直接触れることはない。この点散水i戸床では直接外気が触れるので，冬

季には微生物の活動は著しく低下する。また湿気の点であるが，別荘地のよ

うに季節的にしか使用しないところでは，散水i戸床は乾燥して微生物は死滅

する。 i戸床に微生物が十分生育してI争化能を発輝するようになるまでには 1

ヵ月以上かかるので，そろそろ引き揚げようとする頃になってはじめて効果

が出るようになる。土壌中には常に適当な湿気があるので微生物は生きてお

り，即日浄化能を発揮する。また被麗土壌からは，降雨ごとに腐敗タンクに

も酸化槽にも微生物が供給される。雨が降ったら腐敗タンクに逆流したり溢

水するのではないかと質問される方もあるが，この酸化槽のi戸速はきわめて

大きいので， 1時間30mmというような豪雨でも大丈夫である。

なお土壌処理は大面積を必要とするので， 実用性に乏しいとの説がある。

この点は次節で触れることにする。

以上きわめて簡単に毛管F過式浄化槽の説明をしたが，この浄化法の水の

運動，いわゆる毛管サイフォン運動という土壌中の水の運動を発見したの

は，私達の恩師故東大教授秋葉満寿次博士である。従来の砂i戸過は単なる重

力浸透であり，空隙はすべて汚水で満たされているが，毛管i戸過では負圧条

件下で水が運動するとい う新しい原理に基づいている。関心を持たれる方

に，私達は別著『毛管i戸過式浄化槽一土壌処理方式の再認識』の用意がある

ことを申上げる。

4. 水質汚濁防止の観点から

建築基準法施行令の改正と浄化槽の構造基準



新見 ・三谷士療による汚水処理 73 

建築基準法施行令第32条が改正されて， 地域別，処理対象人員別に尿尿

浄化槽の排水の BODとその除去率が定められたのは， 3年前の 1月のこと

であ り，これに基づいて浄化槽の構造基準が建設省から告示されたのは同年

5月1日であるから， 3年たったばかりである。ところがその後の生活環境

の急激な悪化により，翌昭幸IJ45年に環境基準の制定となり，水質をとって見

ると，河川では BODlppm以下から lOppmまでの 6段階，湖沼では COD

lppm以下から 8ppm以下の 4段階と定められた。これに対して浄化槽排水

の基準は最高で BOD30ppm以下であるから，環境基準が BOD1 ppm以下

のところでは30倍以上に稀釈されるが，河川で lppm以下に浄化される可能

性がないとその河川には放流できないことになる。それよりも湖沼では基準

が BOD ではなく CODとなっている点，かつて浄化槽の水質基準も COD

であったのを BODに改めたのに，またぞろ COD にしなければならぬとい

う事態である。そればかりではない，水質汚濁防止法が制定され， 500人槽

以上の浄化槽は特定事業場となったので，建築基準法とは別個の取締を受け

ることになり，もし各府県に上乗せ基準でもできたら，構造基準そのものも

再検討しなければならなくなる。また自然公園法の改正によって国立または

国定公園地域では今まで砂l中にたれ流しでよかった周辺旅館などの浄化槽排

水も地下浸透処理にしなければならなくなるだろう。

100人槽以下の小型浄化槽は，建築基準法では BOD90ppm以下で単独処

理ということになっているが，「多摩川」の項でも述べたように，これでよ

いのかどうか。 100人槽以下の合併処理について，楠本正康氏は放流水質が

BOD 60 ppm以下で除去率70%以上が守られれば合併処理もよいではなし、か

とのご意見であったが（特， p.84), 何故か建設省当局は 100人槽以下は合

併処理は認めないとの方針をと っている（解， p.215）。 100人槽以下では

BOD 60ppm以下などは技術的に無理だというのかどうなのか，または小型

の場合は一般住家用であるから負担を軽くしてやりたし、というのか。環境保

全の責任は単に工場事業場だけにあるのでなく一般市民にもあるはずだし

建築費の中に占める浄化槽の工費は しれたものである。水質汚濁防止上から

は 100人糟以下でも合併処理を希望する者があり，BODを 60ppm （または

30ppm）にできるのなら，むしろ積極的に承認すべきではなかろうか。
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地下浸透方式を再認識せよ

地下浸透方式は，先に建設大臣によって正式に浄化槽として認められた

が，それは地下水汚染の心配がないと ころに限るという制限がつけられてい

る。これは地下浸透は何でも地下水を汚染するのだとし、う偏見から発してい

ると思うのである。すで十こ述べたように地表近くで汚水処理をすれば，まず

地下水汚染の心配はない。それを汚いものであるから何でも地中深くへ入れ

ればよいという結果 （地中深くなればなるほど好気性微生物は少ない）が，

地下水汚染となったのである。欧米では地質的に綴密な層がきわめて厚いの

でその聞を通る聞に完全にif=i過浄化される， む しろL、かにして浸透させるか

を考えなければならないのだが，わが国ではこれとはちがし、浸透能が大きい

し地下水位の高い場合が多いので，地表近くで完全に浄化することが考えの

中心となる。なお地下浸透により地下水が汚染されるのならば，東京近郊の

畑作地帯’はとうの昔に畑に撒かれた東京都民の尿一尿で、汚染しているはずであ

るのに，汚染していないのは人糞尿がきわめて地表近くに撒布されていたか

らである。

土壌処理方式は広大な面積を必要とするとの説について

ある専門書によると，濯瓶法（土援に汚水を＆透させて処理する法）は 1

人について 100エーカーが必要である（聞けつ砂F過法では 1人当 り4エー

カーないし 2エーカー）とされ， また別の専門書には汚水量 1人 1日300I 

として 1人当り 400～100m2が必要であると害かれている。これでは濯瓶法

は実際問題と して成り立たない。

そこでわれわれの計算による酸化構 （土壌処理槽）の必要面積を説明した

いと思う。 l人 1日当り尿尿の BODは13.5 gであるが，腐敗タンクで7g 

除去されるとすると，酸化槽の負荷は 6.5gである。われわれは毛管i戸過式

浄化槽の酸化槽は 1人当り 0.2m2と定めているが，この酸化槽の BOD除去

能は lm2当り22gであるから，22×0.2=4. 4gが 1人当りの除去量である。

すなわち残存 BODは6.5-4. 4=2. lgとなり，1人 1日当り浄化槽排水501 

とすると放流水質は， 2.lg-o-50l=42ppmとなる。

次に汚水の浸透能であるが，本浄化槽の審査報告によ ると， 酸化槽内の隔

壁長 lOcm当 り1日261～69 1となっている。これは酸化槽内の砂の乾燥状
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態や水位の高下 （毛管上昇高）により左右されるのであるが， 1人当り隔壁

長 40cmと設計されているので， 1041～，276 1となり，単独処理（ 1人当り

50 1）はもと より水位調整の如何によっては合併処理（ 1人当り 2001 ）に

も十分耐えられる構造である。

なおわれわれが酸化槽の充填物としていろいろな資材を用いて研究した結

果によれば，われわれが開発した特殊の浄化砂を用いると，毛管上昇高20cm

でも 0.2m2当り 690lとい う数字を得ている。十分すぎる余裕である。

窒素処理について

NH，処理についての土壌の役割はいかなるものであるか。土壌と NH4に

関する研究は農学方面には沢山あるが，土壌の硝化能についての研究では農

業技術研究所報告（1958）に石沢修一氏の研究発表がある。氏は乾土 100g 

当り 1El平均硝酸生成量を各地の土壌から求めて最低0.2mg，最高4.9gを得

た。土嬢深 50cm，比重2として lm2の重量は l,000 kgであるから， lOOg

の1万倍となり，土壌 lm2当り硝化能は 2～49gである。人間 1人当り 1

日に排世する N畳は3.5gであるから 1人当り 2m2あればよく，わが国人口

1憶として 2万ヘクタールあればよいことになり，わが国の総面積は 3,700

万ヘクタールで、あるから問題にならない面積であり，また 1戸当り 5人とし

て 10m2 （約 3坪）はほんの庭の片隅である。なお毛管F過式浄化槽には特

殊の浄化砂を使っているので1人当り 0.2m2でも十分すぎるくらいであり，

放流水の分析結果が硝化能を十分立証している。

湖沼の富栄養化

NH4-Nが土壌中でNOa-Nになることはすで、に述べた。しかし硝酸で放

流したのでは湖沼の富栄養化防止にはならない。そのためには硝酸を窒素ガ

スにして空中へ飛散させねばならない。この点についても農学はヒントを与

えてくれている。戦時中塩入農学博士の研究として名高い全層施肥論という

ものがあった。 NOa肥料が土中深く 浸透して還元状態となると窒素ガスとな

って空中に放散する，いわゆる脱窒現象対策としての施肥論である。またJ]Jl

窒現象は，最近農業技術研究所土壌微生物研究室で静岡県のメロン栽矯地で

実地に研究が行なわれ，脱窒現象が必ずしも土中深くなくても現われること
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が発見されている。この研究はある程度数量的にも把握されているので，土

壌100g当りまたは lm2当りの日脱窒量が確定されるのもそんなに速いこと

ではないように思われる。なお土地についていえば湖辺では埋立によ ってい

くらでも得られる。地表はグラウンドにでも公園にでも活用すればよいであ

ろう。

土壌処理法の研究

土壌による汚水処理はようやくその緒についたばかりで，たとえば土壌微

生物の研究などもこれからであるという。し、かなる徴生物がいかなる環境下

において最もよく汚水処理能を発揮するかはこれからの研究である。

小島貞男氏によ ると （経，p.126），下水処理場に用いられる浄化法では

BODを200ppmから20ppmまでに落とすことができる。そして上水道に用い

られる浄水方法では BOD5ppmくらいのものをO近 くまでも ってゆくこと

ができるとのことである。わが国では水道水源としてすでに BOD15ppmを

越えたところは沢山あり，将来下水処理場から BOD20ppmで放流されたの

では河川の汚濁は進むばかりであるといわれている。土壌処理法がこの BOD

20ppmから 5ppmの穴を埋める ことはできないであろうか。

終りに下水道協会誌Vol.3, No. 31に掲載された稲場紀久雄氏の論文を紹

介する。氏は各種の下水処理方式の浄化効率を研究され下記のように指摘し

ておられる。

処理方式

散布ろ床法

活性汚泥法

聞けつ砂i戸過法

処理下水の塩素化

BOD 

80～95 

80～95 

90～95 

SS 

70～92 

85～95 

85～95 

細菌

90《~95

90《 － 98

95~－98 
98〔－99

上表は最も浄化効率のよいベスト 3を抜き出したものである。なお毛管浄

化法は聞けつ砂t戸過法の中で最も効率よい工法であることを付記させていた

だき本稿を終る。

（毛管浄化研究会）
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