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小特集 リンのリサイクル

下水汚泥焼却灰からのリン回収

一肥料販売の現状と課題一

太田 淳一*

〔キーワード):下水汚泥焼却灰， リン回収， リン

酸カルシウム，資源循環，圏内流
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1 はじめに

本市の下水道は，昭和 9年 7月に，当時では画期

的な分流式下水道を日本で最初に採用し，昭和 12

年 7月には下水処理場(現中部プラント)が処理を

開始した.当時の東京市・名古屋市・京都市・豊橋

市に次ぐ国内 5番目の下水処理場を有する都市と

なった.その後，北部プラント(北部処理区)が昭

和 41年 7月に処理を開始し，南部プラント(南部

処理区)が昭和 48年 6月に処理を開始するなど，

市域の拡大とともに処理区域も拡大してきた.平成

16年 2月には，本市4番目の北西部プラント(北西

部処理区)が処理を開始している.

こうした単独公共下水道と共に，平成 3年 4月に

岐阜県が木曽川右岸流域下水道の供用を開始し，そ

れに合わせて本市も流域関連公共下水道の供用を

開始している.

現在の処理面積は，単独公共で 5，741ha，流域関

連で 1，998ha，合わせて 7，740haとなっている.ま

た，平成 24年度末での処理人口は 378，860人，普

及率が 90.9%，水洗化率が 87.1%といった状況で

ある.

現在の下水道計画区域を図 lに示す.

2. リン回収事業の概要

(1)焼成レンガ事業の終了

「下水汚泥焼却灰の処分と再利用」は，環境面も

含め大きな課題であり，事業を経営する上で大きな

費用負担を強いられてきた.

その解決策として考え出されたのが，焼却灰を

100%使用する「れんが」を焼成する事業である.

平成 6年度から事業を開始し，主に市内の歩道や公

事岐阜市上下水道事業部 (JunichiOhta) 

園の舗装に使用されてきた.しかし，社会経済情勢

が変動する中，大口の利用先である公共事業が減少

してきたことや，焼成れんが施設の老朽化により更

新時期を迎えることになったことから， Iゼロ・エ

ミッションJを継続していくための新たな施策とし

て「リン回収事業」に転換することで， 15年間続け

てきた「焼成れんが事業Jを平成 20年度末に終了

している.

(2) リン回収技術開発の背景

地球上にある資源としてのリンは，経済的採掘に

おいて，今後 50 年~100 年で枯渇するとも言われて

いる.現在， リン鉱石を採掘している国は 30ヶ国

以上あるが，そのうち上位 15ヶ国だけで全世界の

リン鉱石採掘量の約 95%を占め，中でも上位3カ国

のリン鉱石採掘量は全体の約 6割を占める(国土交

通省都市地域整備局下水道部 2010).そのような状

況の中，産出国ではリンを戦略物質として位置付け，

資源保全のために輸出規制及び関税の引上げなど

を行う動きもある.非産出国である我が国は，リン

鉱石を 100%輸入に頼っており，その輸入価格は図

2に示すとおり，それまで t当り約 1万円で推移し

てきたが，一時期に約 7万円まで高騰した.現在は

約 2万円前後で高止まりしている状況である.

リンは窒素及びカリウムと共に肥料の3大要素で

あり，植物の生育には必要不可欠であることから，

食糧生産量に大きな影響を与えるものである.しか

し，リンは元素であり，人工的に作り出すことはで

きない.

また，世界人口の増加及び発展途上国の経済成長

により，将来食糧需要が増加すると予想され，リン

鉱石の価格高騰や資源枯渇は，食糧危機に直結する

と考えられる.

一方，本市では，平成 10年から全プラントでの

高度処理を位置付け，段階的に高度処理への転換を

図ってきた.現在は全プラントでリンが水処理にお
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岐阜市下水道区域図図 l
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いて除去できるようになったため，下水汚泥に含ま

れるリンの含有量が高まり ，焼却灰においてリン酸

換算で 20%~35%の，低品質リン鉱石に近い含有率

となっている

こうしたさまざまな背景の中で Iレンガ事業J

から「リン回収事業j への技術開発を進めてきた.

(3) リン回収事業開始の経緯

リン回収事業を開始するまでの経緯を以下に示

す.

平成 15年度 基礎研究を実施する中で，本市の

提案により民間企業との共同研究を開始 写真 l リン回収施設全景

平成 16年度 下水汚泥資源化 ・先端技術誘導プ

ロジェク ト (LOTUSP町ect)への参加 部プラントからは焼却灰として，焼却施設の無い中

平成 17年度 実証実験装置の設置(北部プラン 部プラントと北西部プラン トからは脱水汚泥 ・引抜

ト内:旧焼成れんが施設) 汚泥として，リン回収施設のある北部プラントに集

平成 18年度 SPI則 T21の LOTUS技術評価終了 約している.

(平成 19年度 技術評価証明書授与) その汚泥から年間約 1千 tの焼却灰が発生してい

平成 19年度 下水道法における事業認可を取得 るが，その焼却灰から「リン酸カルシウムを主体と

平成 20・21年度肥料登録，リン回収施設建設 する混合物J(以下「リン酸カルシウムJ) として約

(事業費:約 7億円(建物は既設利用)) (写 500t， リンが低減された「処理灰」として約 800t

真 l参照) の回収を目標としている.

平成 22年度施設稼動開始 この回収方法は灰アノレカリ抽出法と呼ばれ，図 3

(4) リン回収方法の概要 に示すように，まず，焼却灰に水酸化ナトリウム溶

各プラントで発生する汚泥は，焼却施設のある南 液を加え， 1. 5 時間程度 500C~700Cに保ちながらリ

処理灰

図 3 リン回収原理
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ン酸イオンを抽出する.なお，水酸化ナトリウム溶

液の加温には焼却炉の余剰熱を利用 している.この

工程を複数回行い，溶液と残った灰とを固液分離す

る.分離した溶液に水酸化カルシウムを加え， 9時

間程度 200C~500Cで反応させることにより， リン酸

カルシウムを析出させ，固液分離により析出したリ

ン酸カルシウムを回収する.また，この反応で残る

アルカリ溶液は，水酸化カル、ンウム中の水酸化物イ

オンが溶液中に補充されるため，最初の工程に戻し

循環利用することで薬液の使用量を低減すること

ができる.回収したリン酸カルシウムは，水洗浄を

行った後，濃縮，乾燥といった工程を経て，粉状ま

たは粒状にして，フレコンバッグに相包している

また，残った灰については，水洗浄や酸洗浄を経て，

処理灰として回収している.

(5)リン酸カルシウムの特徴と利用

回収したリン酸カルシウムは，白色系で，無機質，

下水臭がなく，肥料利用の場合の有害成分も基準以

下で rく溶性(緩やかな肥料の効果がある)Jといっ

た特徴があることから，主に単体肥料や複合肥料の

原料としての利用のほか，その他工業用の原材料と

しても利用が可能である(写真 2参照).

(6)処理灰の特徴と利用

写真 3に示すリンを低減した処理灰は，褐色で，

無機質，下水臭はなく，土壌汚染に係る環境基準を

満たしていることから，舗装工事で使用する路盤材

やアスフアル トフィラー用石粉の代替といった利

用が可能である.現在，すでに資材メーカーに土壌

改良材として販売を行っている.処理灰の今後の課

題は，価値の向上及び利用用途の拡大である.

写真 2 リン酸カルシウム

(7)扇IJ産りん酸肥料 「岐阜の大地」

肥料登録に当たって，リン酸カル、ンウムに愛称を

つけようということで，職員から公募し r岐阜の

大地」に決定した.この名称には r肥料として地

産地消を目指し，将来，この岐阜の地における資源

循環型社会の構築を目指すJといった意味が込めら

れたものである.

その後，この「岐阜の大地Jは，栽培試験や植害

試験を行い，登録の基準である「主成分量の保証j

や「安全性」が認められ，平成 21年 3月，農林水

産省に肥料規格「高IJ産りん酸肥料」として登録する

ことができた.

3 肥料販売の現状と課題

現在 1日当たり約 1tの肥料と約 2tの処理灰を

回収している

処理灰については，稼動当初から販売先が決定し

ていたが r岐阜の大地Jについては，販売先を確

保すベく，さまざまな PR活動を行ってきた.活動

例として，サンプルの配布， JA主催の地元営農家

研修会での紹介，地元広報誌への広告掲載， PR用

チラシの作成及ひさ配布等を鋭意行ってきた.これら

の活動の成果として，現在 rJAぎふ」と rJAにし

みの」の各支居にて 20kg入り袋を販売し，ご好評

を頂いている(写真 4参照).また，平成 23年 7月

より t単位での大口販売を開始したところ，肥料

メーカーへの販売量が徐々に増加しており，効率的

で安定的な回収が求められるようになってきてい

る

今後も地元 JAへの販売を通じた地産地消を優先

写真 3 処理灰
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写真 4 岐阜の大地

図 4 圏内流通モデル

させながら，リン資源のリサイクルを推進していき

たい(図 4参照)

4 おわりに

将来，リン資源を戦略的確保物質と定め，国を挙

げて下水道からの リン回収を推進し，資源循環と圏

内流通モデルが確立されることを願う .また，本市

の事例が，各位の参考になれば幸いである
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