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工業廃水の処 理

柴 田 三郎

序語

地球上の生初が幸福なのか不幸なのかの絶対辺論：ま不明であるが，生きている以上

；ま幸福に暮したいと思うのが人の佐賀の様でゐる。生命ゐるものが無様物よりも幸題

なのか不幸なのか，勝れているのか，劣っているのかも解らないが，先ず平凡な人々

は人間が地上の主切でほ最主優れているし，無機物を利用する点から無様初よりiWる

と思いがちなのも然理がないかち知れない。乙のことの当否もまた考え方知向による

ので決定的で：まないが，るし古生きる ことを幸福だとし，人類が地上で最も優れた生

物であると考えるとすれば，空気・水 ・そして土が三大重要因子なはずでゐる。酸素

：ま，或：立｛也ミコガス（例えば炭酸ガス ・酸化窒素ガス）等から得られるので， 空気がな

くとる生き得る主71：まゐるべきであるが，水がなくては生物の細抱組成ばならなし、か

ら，生物にとってな水が最も大切なものだとなる。やがて人類が移転するかも知れな

いと言われだした宇宙界の星でも，そ うなれば，水蒸気のある星が勝れた星と言う こ

とになるであろう。従って，生きることに莫大な努力をばらっている人間：主，水を最

も大切：乙し，その純受む出来るだけ店主iく保つべきが道理たととなり，このことについて

異論：まあり得ないでゐろう。

× 

人類：ま，大trから水を大切にしなかったのではない。むしろ昔の方が涜水を大切に

し，川水色清浄：二保とうと努力した。それは浄水作業知識がなかったから，当然のこ

と，自然水を大切にしたからである。今日でば簡単に浄化が行われ，少し：£かりの汚

濁水は処理して無害になし得るので， その技術：工信頼し， （と言うよりは公共の水道

屋の技術を盲信し）公共水の汚濁をあまり気lことめない様になってしまったと言える。

そうでないと言う反託公，少くとも我が国では成り立たない様でゐる。 iヲI箆水：こ対す

る関心があるとしたら，それは主として魚やその他の水産物が，工鉱業からの廃水や

家窓下水によって減少したことによる生活権侵害からの，漁民によって持たれるのが

主である。漁民による攻勢がなければ，作今問題となっている水質汚濁防止法案など

が，取上げられなかったかも知れない。その織に， 我が国の一般人はこの日本国が山

紫水明の国で，今日でも，＊Iま清くあると考えていたのである。実際：立，今日ほんと
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うに清水fこ’とされる川水をもっ川がどの位あるかを，パーセントに出して見たら驚く

人の方が多いであろう。一般人ばかりではなく科学人であっても，他の資源減退のl(}

分のlだけの心配をも水質異変lとはしないでいたと言って，これもまた反証できない

であろう。立派な科学者でも，水の清濁の規準とか，酸化や還元の臨界点などを知ら

ない人の方が多いと言ってよいであろう。工業界が漁民の攻勢にあって，驚いて廃水

とか公共水の汚濁にやっと関心をもち始めたのが，昨今の実態なのである。そうして

関心をもち始めて見ると，我が国にはすでに死んだ川，死｛こっつゐる川，或は湾など

がなかなかに多いと言うことを知ったと言う実態の様である。いや，その実態をも，

まだ知らず，お伽話のこと位［ζ思っている工業人も，かなりゐるのである。従って，

公共水の水質汚濁を心配したり，廃水や下水の処理を説く人たらは，時として工業界荒

しの悪人の一種と思われることにもなり，多くの圧迫もあったはずであり，ますます

廃水処理科学の普及が遅れると言うことになったのであろう。現状において，まず文

明国と言われる国で，大学において水を汚濁する工業工程ばかり教えて，廃水を処理

することに就いての科学を教えないと言うのは，先ず我国位のことであろうか。

× 

廃水も海に流入すれば大海の一滴だとよく言うが，海lこ入るまでが問題なのである

し，治近くとか内湾fごと，むしろ汚濁の蓄積になりがちなものである。潟水を淡水に

することは，今のと ζろ経済的には成立しないのであるから，むしろ工場廃水を処理

して内水lこ放流し，淡水を現在ある以上の異質にしない方が，水の保護から見て近道

なはずである。

公共水の量的減少を心配し，それの保脊をはかる事は大切でゐるし，その方面のこ

とに意をはせる人は多いが，水の質をよくすることに思いをやる人は案外lこ少ない。

造林し，ダムを作って量的保存を図ることはもちろん大切なことにちがいないが，工

業廃水｛こ一寸手を加えて処理すれば，普jffiの川水l乙近くなって再使用もできる時代な

のであるから，場合によっては，この方が用水の量的保存になる。下水や廃水を処理

して工業工程lζ再使用したり，下水や廃水の処理水をさらに地面に還元し地下水とし

て，工業用水としてはもちろんその他の用途にも用いると言うことは，すでに実行に

入っていることなのである。

また，廃水や下水を無処理のままで放流することは，地下水の減少にもなる。なぜ

ならこれらの汚濁水は，沈澱可能物質やコロイドを多くもつので，川底 ・沼底をぬり

かためる役目をし，水の浸透を害するからである。従って，地下水不足から地盤のi克
下をも由来する一因となる。

工業廃水の処理

工業廃水の処理のやり方は，大別して3極になる。自己売水だけで単独に処理する
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こと， 2種以上の廃水を合同させて協同処理すること，更に公共の下水を合流させて処

理することである。地方に工場が依存し，附近に他工場がない場合や，その工場の廃

水が他工場の廃水または下水との協同処理にむかないとしたら，単独処理をする以外

に道はない。これに反し，工場地帯；二工場が設立されており，他の工場の廃水と合流

しでも旨く処理できたり，同一業訟の工場が多い場合等には，協同処理の方が経済に

そして良く処理されることが多い。例えば酸性廃水とアルカリ性廃水とが合流すれば，

中和剤の節約だけでも莫大な利になる。また，ある種の然機廃水の含有物が他積の有

機コロイド廃水と合流すると，後者ーの方を；疑集沈澱させる役目をもつから，薬剤代な

くして色相の除去と透明化が行われる。或は化学的に酸化させて，害の少ない処理水

を得ることになる。この様な例：ま欽多いのである。合鉄坑水を S.P. や K P. の

廃水と合流させれば，きわゆて経済：二そしてよく処理され，両者とも莫大な利になる

はずである。製鋼や鍍金廃水等ふ合流させ方によっては経済上および水質上，驚異

的な良成績を与える処理が行われる。 Eさ水色uilliを過小祝していたために，みすみす利

のあるものをそのまま放流して， トラフル囚としていた感が多い。

下水と廃水を合同処理する場合：こ：ま，まず多分：二利を得るのは廃水の方でゐって，

下水損をする例が多い。このことが，公共下水が工場廃水を収容して処理したがらな

い，道理ある一因である。しかし工場もまた，その地区の利になる仕事であって見れ

ば，その廃水を収容して処理すべきが正論なはずである。しかし下水の場合で、ゐつで

も，下水中のコロイドを凝集する住質をもっ工業安水と合流すれば極めて経済で，し

かも良く処理をすることが出来るから利になる。工業廃水の側から言えば，下水との

合同処理はまず、大部分は利になる。色：理が規則正しく技術的に行われるばかりでなく，

公共人は処理して放流する水の水質D規準を守ろうとするから， トラフ、Jレが少ない。

その上；二，廃水に不足しがちな窒素・カリ・燐等，廃水の生物佑学的処理にかくこと

のできない物質を下水が補給してくれるので，廃水処理法としては最も経済的な生物

処理法を採用できるからである。水質汚濁防止法でも発令されて，国から処理のため

の補助金が支出されるとしたら，下水処理の発達りきわめて遅い我直では下水処理iこ

支出し，条件として附近の工場廃水を収容処理することをつけ加えればよいであろう。

もちろん工場側は，自己のi莞水の質と量｛工準じて汚水処理費を支出すべきものである。

この場合の料金の算定等ば，むしろ込訟の実行：二先行して約 25年前に，東京市・内

務省・警視庁が合同で作製してある。従って，これら既存の汚水濃度算定方式を改善

して利司ずれゴ，事足りるであろうコ

工業l建水と下水とを合同させiS5''.0:込正するとすれば，多分：＝，工場廃水側が前処理

をして下水処理を害さない誌にしておく要シゐ00ゐる渓度以上にしないこと，生物

殺菌になる物質量を極限位以下；二；衣少しておくこと，等が必要である‘従って下水と

合同処思するとしても，あるfミ刀工業泥水！立予備込涯を欠くことができとよい。しかし
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自己だけで完全処理することは，合同処理よりも遥かに不経済な場合が多い。この様

な点は，海外でちまだまだ充分には研究されてないし実行もされてないから，我が国

の研究はこの方面lこも向う方がよいであろう。

廃水処E里の規準法

下水｛と処理放流水の水質基準がある如く，工業廃水：二主処理放流水の水質基準があ

るべきである。もちろん廃水の流入を受ける公共水の水質規準が先になるべきもので

あるが，あまりにも， ζの公共水の水質規準にこだわりすぎ， D1Zは厳にすぎるために，

むしろ工業廃水の処理の進歩や実行が淫れる乙とになっているのは皮肉でゐる。アメ

リカの某州の公共水の規準：こ M 工場J立公共オくを用いても よいが，用いたのちほその盆

と質とを元の通りにして放流せよ II という文句がらるが，皮肉なこ とにこの州が最古

汚濁された川をもっと言われているコどうにもすることができないし，一万工場ば設

立させざるを得ないので，うやむやになっているのでゐろう。ゐまうに厳しいことは，

規準がないに等しくなる場合になりかねない2

公共水を原始的清さに保つことは困難なこと之のであるが， 工場から放流される廃

Jjくを，工業経済のバランスを破らぬ程受；二処理させるこ と：ふ もはや困難ではないし，

また，実行でき ることでゐる。しかも工業主コ業陸別：二，その処理浄化水の標準を別；こ

してやれば，水を大切だと思う工業人で、ゐれば，大体実行する必怠｛主主っと兄？こい。

そう見られないような地上なら， それこそ星；）i主界；二移住した方が美しいであろう。

業種別；こ処理規準をちうけ，それに従ってる当の公共7Jくを汚濁し， その公共水。，よ

り重要な利用価値の失わせるような場合には，そのような業種の工場ばそのゐたりに

設立させず，汚濁されでもさしたるトラブルを生じない一地区lこ集めて建設すればよ

いであろう。工場設立には，資材とか運輸とかの他：こ，廃水処理と言う－5子を加え

て考えないと，無事で：ますまない時代Pこなったこ とを充分に認識すべきでゐる。

廃水の処思すべき規準が示されれば，その目標：こ近ずくべき努）Jを工業人：立するで

ゐろうから，廃水処辺の実行；ま急速に進歩するでゐろう。使用！〕iJ:J）水にして帰せとか，

魚類：こ，直ちに無害な様な処理7jくを放流せよとかを要求していては， 1だ水’3Illi：ま進歩

しないでゐろう。工業工程：こ袋する金額にて手しい様な廃水処理l~を妄す，.：；， !iLUIEを満足

させるなら ， 工場をやめて輸入をした方がよいからでゐる。水質i'i5'i笥 i~Jょとi去が発令さ

れるとしたら，以上の諸点を考慮すべきもCだと考えるc

廃水処理法の普通形

いまさら工業廃水の処理方法を説くのは忌かしいようでゐるが，それをあっ、て欲し

いと言われるこ とは，未だ我国一般科学界；こは工業涜水の処理知識が普及していない

例証えよのかも知れない。
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河川による生扮酸化が，最右偉大で最も合Jfil的な廃水処理方法なのでゐるジ，限り

ゐる河川水（否，年毎；こ少なくなる河川水） i二年毎（二増加する廃水が加えられるので，

この自然酸化法はそれだけで完全な廃k浄化法でゐり得る場合は，例少なくなって終

った。従って，工場内なり公共の施設なりで，先ずゐる線までに廃水を処理したのち

の仕上げの浄化法として，河JI！の浄leC溶存酸素と好気性生物の共同作用）を考慮す

べき時代：となった。

人為的な廃水処理方法Jま三大別されよう。物理的方法 ・化学薬剤的方法・生物法で

ある。主ちろん，この三方法が組み合わせられることが多いので，厳；むにこの三例：こ

分類はできないが，主i本系を立てないこすっきりした処理ができるものでばないから，

すっきりと計画すべきものでゐる。

物浬的方法 重力や浮カモ応用する方法であって，単純沈澱法や浮上法（ploatatoin

や skimming）がこれに肩ずる3 沈i~法で1ま溶吉子拘質やコロイドはほとんど除けない

から ， 粗大な無機拐を含んだり，自己：疑~性をもっ有綴位子を含む「廃7jくの沈殺のたお

に利用されるのが， 単純沈澱法や単純f.)t集沈澱法でるるつ この方法が合理的なため

に，各様式の機械設備が考案されているが，いずれもit澱時聞を短縮することが主効

果であって，組主立子とかコロイドJきょう多く除くという効果は目立つてはいない。そ

のような効果を望むなら：£薬剤契集注と湿み合わせるか，薬剤または生告による酸

化法と組み合わせなけれゴならなL、。従って，単純な沈澱なら，まずどのような機械

設備でも大同小異の成績をあげるむのだと認識しておくべきであり ， j容8'=~－·，質や コロ

イドの除去が僅少なのだJ》ら B.O.D.が大であったり，毒物をもったーする廃水の

完全処理では決してゐり浮ないことを，工場経当者｛ま知っておくべきでふる。物理的

方法むそのメカニス、ムが復維なものになると，なかなかの設備貨を喰うから，この方

法によって処理をしているから，白己工場の箆寸くは良く処理されていると誤信しない

ことでゐる。 自己工場の廃水：まどのような含有成分によって公共水を汚濁するのでゐ

るかを，充分に知っているべきものである。原理；二合致した処理方法でるれゴ，メカ

ニズムは別：こ複雑していない主のでb，よくその呂的を達するものでゐる。薬剤を使

用しない，そして自己抱互凝集もしない＠Jj＜でるれば，滞流時間というるのが主要素

になるから，むりに短時間：二iた澱完了させるわ：？に3ゆかない。 i完iliし去れる物質が，

流速と重力との合；bD万i可：二；喜つく点を見きわめての長さをもち，うずまきの超らぬ

程変の深さをもっ単純沈i節也が，最も効果がよい ことになる。槽底のしt澱した物質；ま，

護速で絶えず、ピットにちら；;gすことが大切である。槽去を緩かに動かすこと：ま，むし

ろ沈澱を早ゆることになるのでゐるから （つまり白己認集させる）， iiilli't;[fl念のごと

く，じっとさせすぎること：二不安でおるつ

浮上法どは，大別して三つのメカニスムがゐる。 j出J)ごとき水よりも軽いものを廃

水：こ加えて混援し， i出を吸着する物質が怪くなって浮くのを除去すること，廃水の水
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そのものの比重を霊くして，比較的軽い物質を浮上させること，さらに， j出状物質を

含むエマJレジョン態の廃水｛三空気を吹きこむか，或は泊と引き合いつき合っている物

質を離すために，凝集剤を加えて混援するかして，油状物質を表面に浮ばせて除くこ

とかの三分類である。前二者は主として鉱山廃水に実行され，三者呂のものは油や脂

肪を多く含むところの廃水，つまり精油工場とか治脂工業工場或は居場とかの廃水に

利用される。もちろん浮上法だけが完全処理になることはまれでゐって，予備処理に

なることが多いのであるが，浮上法による予備処理を欠くと処理が旨くゆかない場合

があるから注意すべきである。

コロイドを多くもつ廃水でゐれば，単絞む士j鮫j去はもちろんのこと自己凝集だけでも

目的とする透視震は得られないと沼、わなければ之らないc コロイドの除去は，化学薬

剤的！こも生約的にも行われるが，薬剤的の方が速かな上［二五I率が大である。その代り

薬物料がかさ高につくと覚悟しなければならず，そうでなくても多い沈澱物が莫大に

なって， i：士澱した汚泥の仕末が厄介で，経費高になることをも覚悟しなければならな

い。上部液が透明近くlとなったり，色相除去が行われる反面に汚泥処理の厄介さがあ

り，この汚泥処理が旨くゆかないと，決して水質汚濁湾題は解消しない。コロイドの

凝集薬剤として普通に利用されるものは，石灰・炭酸カルシワム ・時として塩化カル

シウム ・第一及び第二鉄塩（第一鉄塩で、すひ場合は工業弔水の水質による。そうでな

いと塩素その他の併用を必要とする） ・アルミニワム塩類 ・マグネシヴム塩類その他

合成樹脂系のパテント物等でゐろう。塩素だけ，あるいは炭酸ガスfごけでも凝集の行

われる廃水がある乙とはもちろんである。色相の除去も，以上の薬剤で行われること

が屡々であるが，有機染料等による着色であると，凝集剤fごけでは除去されないこと

もゐり得るから万能ではない。もちろん，その様な場合は握素：二よって脱色し得るが，

塩素要求量が大で、あって経済上成立しないことの方が多い。その様なことで，濃く着

色されている廃水の色相を経済的に除くことは，最もむずかしいことの一つである。

コロイ ド除去は，生物的lこも実行される。活性汚泥法も鍛布i慮i益法も，あるいは時

として単純曝気法も コロイドを凝集除去する。たfごし，生物による処理の共通性とし

て，ある濃，吏以下でないと効力がない。従って，コロイドがゐまり多い廃水であると，

それを生物酸化的に透明に近くすることは難かしいと思うべきである。もちろん薬剤

凝集法を先行させてから行えばよいが，その様な二重処理はきわめて高額の費用を必

要とする。自己工場の廃水のもつコロイド、やi手1G:f物質を前もって知って，いずれの方

法によるかを決定すべきで，徒に他工場の例とか宣伝に迷わされないことが肝要であ

-＇；；＞。
嫌気性生物等にも，コロイド除去は行われるはずでゐる。イムホフ槽類の腐敗槽や，

近時の消化権式の原理の一宣告もまた，水のコロイドや粗大な浮酸物を出来るfごけj容存

物質（こ変えることにある。撒布i慮過床lこ，コロイドや浮治符寅の多い廃水ぞほどこす
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場合lとは，生物還元によって出来るだけ粒子を溶脊物質化しておくべきでゐる。従っ

て，有機性廃水で濁度大な下水や廃水は，今日では古いとされている魔敗糟を前にも

たせることが理に合っているし，効果も大なのである。消化式，つまり嫌気性感酵・

分解法もまた，コロイド質を溶寄物質と沈澱可能物質lζ分ける方法である。ただ，こ

の方法が長時間を要するので，汚泥とか固形物を 5%以上含有する有機廃液のある種

のもの（醸造廃水 ・澱粉製造廃水等）に利用されるだけで一般化するまでに到ってい

ないが，研究によって，もっと利用範囲が広まるであろうし，また広めるべきものに

属する。

化学薬剤による酸化及還元 自然界に正常に穿在する有機物質や無機物質は，酸

化の状態にあるべきもので， 俗語で安定している と言う ことである。廃水の処理の大

部分は，工場工程で発生する還元された物質（生物的には腐敗という ζとにもなる）

を酸化して安定な物質（つまり公共水の酸素を奪取しないもの）にすることにあるの

でゐり，もちろん酸化薬剤によって，この酸化を行うことができる。しかし薬物によ

る酸化にはかなり多くの酸化剤を必要とする。工業廃水の酸化：こ塩素を用いるとする

と，少量でも lOOppm.を上廻ることが多い。が，シアン化物・石炭酸等D酸fじには

塩素や酸化塩素が特効を働くので，乙れらの被酸化物質がある量以下なら，経済的に

も行い得る。製薬工場の廃水などは，水量も少ないから薬物による酸化も可能でゐる。

自動車工場等などの含シアン廃水等は，弱アルカリ性lこしておいて塩素で酸化すれば，

完全にシアンを窒素と炭酸ガスに分解して終う。 ただし， 塩素要求量ばシアンの15～
20倍であるから，シアンの含量が lOOppm.以上であれば一寸経済的には難かしい。

石炭酸の塩素による酸化分解にも，塩素量を5～10倍必要とするので，ガス工業等か

ら発生するアンモニア廃液等に含まれる 2,500 ppm.前後の石炭酸処理：こ塩素を用い

ることは，経済的に困難である。しかし，他の廃水で稀釈して行えばよいから，小規

模の工場であれば実行が容易である。酸化剤はこの他色々あるが，塩素が最も低費で

有効で、ある。

薬物で廃水中の有毒物質を還元する場合もまたゐる。6価のクロームを還元して毒

性を減ぜさせる場合等には，亜硫酸ガス其他亜硫酸化物を利用する。硫酸塩（硫酸を

も）還元して硫化水素にしたのち気散させることも，近時はこころみられ始めたが，

未だ研究の域を脱し切ってはいない。

生物酸化 化学薬剤では，複雑な工程を経ないと容易に酸化されない物質でる，

生物の協力のもとでの酸素による酸化であると，きわめて容易に行われるので下水や

廃水の酸化と言えば生物による酸化を意味するようになっている。例えば，蛋白質'i'

硝~痘1こまで酸化することを化学的に行おうとしたら容易なことではないし， 設備も

工程も複雑になり，引合う ものではないのであるが， 汚水処理場に存在する適性嫌気

性留が先ず蛋白質をアンモニア｛とまで分解すれば，次いで亙E出産室生成菌がアンモニア
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を豆硝酸：：：変［じさせ，さらに次いで、硝酸生成菌が亜硝酸温を硝酸塩：こまで酸化する。

硝酸塩が水中に存在すれば溶存酸素を補佐するから，公共水は酸化の状態を保ち易く

なるので，かくの如く処理された廃水は，汚濁国：こならないのみか酸化国にもなる。

含水炭素であれば，水中の酸化菌と溶存酸素；二よって，さらに容易に酸化されて炭酸

ガスと水とになるから，有害な有機酸等による汚濁うよj;fj止されることになる。酸化j'f,j

は粘着性のある酸素を発生し，これが廃水中のコロイドゃけんすい臼質を凝集させ，

説鋼状にして沈澱させるので，処理水の透明イじが酸（じと同時にfiわれるのでゐる。石

炭酸やシアン，さらに硫化物等法，酸化琶を溶ff鼓素：こよって庁解され炭駿ガス・水・

2霊素 ・硫酸塩等になるが，そのメ カニズム：ま来初酸化の場合と大差ない， －：.こだ生物に

よる働きなので，これら毒吻がある限度を超えれば，逆に生物が殺されることになる

ので，薬物酸化の場合経済上の制限の代りに，濃度上の制：設がゐるc 石央酸やシアン

化初であれば， 200ppm. 位までが処理可能である。流イじ物でゐ~l ：ご， 150 ppm.程度

までが上手に酸化可能である。ただし，努ぷ中の！自の~雑吻とか処込：可ノbWとによって

異るから，以上の？点字（ま概数で‘ゐる。

汚水の生約酸化法として最も有名なものがj散布i慮過J5Ki.去と活性汚泥法でゐり ，次い

で砕石楢曝気や単純暖気，さらに古風ではゐるが，場合によっては今なお庁効でゐる

接触泌尿法，さらに地区によっては可能な濯滋法等を言うことになるつ

この中で撒布i怠床iまの実行が最ち古く， 1900年：こは大規模のものが米抱されてい

るつ活性汚泥法ふ研究：±毅布溜過床注とほとんど同時代であったが，実施ば 1912

年＇;"1'.jでゐった。敷市i慮8f:と言うのは，小砂利や剖石を 3～8尺の！品二つみ上げた槽，こ，

汚；jくを撒市する方法である。つまり，空中lこ存在する小石｛乙水を施し， jjiの中の石：乙

微少な動植初（プランクトンやアルゲ）が寄生する如くに， i庖床の小石二これら生拐

を増殖させ， これらによって生吻酸化を行わせるものである。 10～30分で汚水は沼

通され，その間に蛋白質は硝酸塩Jこ変り，石炭酸は炭酸ガスと水と：こ分併するので，

きわめて迅速でこの点で；主化学法の及ぶところではない。 一万，浮遊牧買P立凝集され

て硯網状となって洛下し，次いで設けられる沈澱槽で除去される，!ittr目指床法も幾へ

んせんして，近時の初｛主汚水処理訟として万能法：こ近くなっている 3 一時下水処理法

こして：ま活性汚泥にその地位を奪われていたが，近時の工業廃水処理要求の波に乗っ

てそのみをるり返し，工業廃水処理用としてば活性汚泥法をしのいでいる3 活性汚泥

法：こ比し，適応 PH範1tlの広いこと，；毒薬物に抵抗強いこと，気散性初質の気I散作用

をも行う こと等において，活性汚泥法の出来ない仕事までするからである。 B塩水の撒

水率，小石の深さ，主昔、水方法，？散布する廃水の濃度等が，この方j去を左右する鍵なの

で，これらの点を，処理せんとする際水：乙適忘する如くに撰ぶべ与で，どの廃水：とb
カタログにのっている撒布減過床が役；こ立つと考えると間違うことがある。

活生汚泥法｛ま，撒布i虚過床とは逆lと，汚水中に空気を人為的に吹き込んで混撹しつ
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つ酸化する方法である。空気を吹き込む代りに水をi機械的に廻転させ，表面から大

気中の酸素を溶かし込む方法もある。活性汚泥法は，廃水中の粒子を硯網イじさせ，そ

の碗網に酸化生物を増殖させておき，この硯網が汚水を凝集沈澱して，上波を清澄に

させるのが主機構になっている。硯網（つまり活性汚泥）は汚水中の物質を酸化し，

再び凝集作用lこ用いられる。この様な作用のためにこの方法の要点は，活性汚泥を充

分に酸化し活性づける ことにある。活性づけてさえおけば，そこに加えられる汚水を

きわめて短時間（ 2～4時間）で酸化し，清澄化する。 この方法が発明されて数年の

聞は，汚水と活性汚泥を加え合わせたのち曝気を長くする程よいとあって，なかなか

不経済であったが，近時の理論，つまりここに述べた理論に従うと，！曝気時間を半減

し得るので経済上の利をもたらし，下水浄化用としてのみでなく工業環水用にも用い

られる様になって来た。ただし，毒物の多い廃水には不適で，乙の点、では撒布泌床法

！と劣るが，醸造廃水とか紙 ・パルパ廃水等には，用い方では適している方法である。

微かに着色しているだけであれば，色相も完全に除去する。ただし， S.P.や K.P .. 

の廃水のリグニン色を除去することはできないし，染料廃水lとも適してはいない。

砕石曝気槽法とか単純曝気槽法などは，撒布話量床や活性汚泥法のどちらかに類して

いるから，それぞれの分野で利用価値がある。前者は経済とは言われないが，石炭工

業廃水や硫化物の多い廃水lと適している。後者は酸化法としては経済であり気散物質

の多い廃水l乙適している。

濯続法lま，野草とか亜麻とかモロコシとかの；胞に廃水を撒布し，肥料代用：こもする

方法であり，肥効分を合ti"有機廃水であれば行い得る。しかし，日本国の様：二荒野の

少ないところでは，他の耕作物に害を与えたり，井戸オくに警を与えナこり臭気を発散し

たりするから実行困難で、，未だ大規模にJま実施されていない。

以上述べ？こ生物酸化法はもちろんのこと，大抵の廃水処理からは法澱汚泥を発生しz

H寺としてこの量が廃水量の半量にも及ぶことがある。汚泥の処理は，その厄介さにお

いて廃水処理（こ劣るものではないから，いかに処理放流水が清澄イむされる処理様式で

も， 汚泥の発生霊が大でゐる方法の採用Jま熟考を要する。汚泥の処理：ま， 抜滅的減

床 ・火乾・風乾・消化後の火乾・風乾等を必要とし，さらに埋土にするか海中投棄かr

もしも肥効分をもてば肥効助材lこするかであって単純ではない。工業廃水の処理研究

を進めるとしたら，汚泥の処理研究が最も重要な題目であろう。

酸化法には，また， 好気消化法と言うものがあるc 図形4~3の多い廃水や汚泥、二，空

気と酸化菌とを与えて分解しようとする方法で，結局活性汚泥i1；並なLのであるが，

未fご研究室を出ない。堆肥法もζの方法の一極である。

嫌気消化法 図形物を5%以上含み， その固形物の 65% 以上が有最長牧質でみる

様な廃7.1＜，または他の処理方法から発生した汚泥を処理する方法であって，空気を断

った楢中で，嫌気性菌の作用で加水分解に近い還元作用を行わせる方法である。分解
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生成物はガス ・無機物 ・水と言うことになる。ガスは炭殻ガス ・メタン ・水素 ・硫化

水素 ・窒素と言うことになるが，管理によってメタンを主ガスとなし得る。有議初質

lg k対し 400～800ccの可燃ガスを発生（メタンの含量は 40～60%が普通）する

から利用することができ，下水処理現場の場合であると，これを動力l乙利用して処分

場の電力に代えている所ち少なくはない。しかし，今日のところこの消化方法は，消

化期間が 15～30日或はそれ以上となっているのが普通なので，そこに万能にならな

い因子がある。が，近待ばこの時間短縮と言うことの研究に重点が置かれているから，

やがて大いに利用される日が近いであろう。消化を完了した汚泥は，無機物を主俸と

し火乾 ・風乾が容易な上！こ，液；認の B O.Dが小となるので，公共水の汚濁因が軽

くなる。物lとよっては把効助材になり得るばかりか，他：乙有主主な物質を副産物となし

得る可能性をもっている。

× 

宇宙があっての地球だから，天上のことに思いをはせることは必要であるが，地上

をもっとすみよくする努力がさらになされるべきである。生物の最も必要とする水を，

今より以上汚濁せず，出来ればなお良くすることは，まだまだ研究と実施が必要なこ

とを再認識すべきであるa 水が清くなれば，生物もまた清くなるはずだと思うのは，

筆者の独断かも知れないが，色々な水利用の函で利となることだけはたしかで、あろう。

（工学博士）
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