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日豚会誌 50 (1) 1-7 2013， 3月

原著

微細気泡オゾンを利用した斉産排水処理水の脱色効果

脇屋裕一郎・松尾俊徳*.高柳典弘*. 

卜部大輔・河原弘文・永測成樹

佐賀県畜産試験場，佐賀県武雄市， 849-2305 

卒中朱式会社戸上電機製作所，佐賀県佐賀市， 840-0802 

(2012年6月6日受付， 2012年9月 19日受理)

要約 畜産排水における汚水処理システムは，活性汚泥微生物利用による酸化処理が主体

であるため，難分解牲の色素成分の除去に関しては必ずしも期待通りの処理性能が得られてい

ない。色素成分の除去としてオゾン等を利用した高度処理技術が利用されているが，汚濁成分

濃度の高い畜産排水に適用した高度処理技術が求められている。

そこで，処理効率が高い微細気泡オゾンを利用した畜産排水処理水の脱色効果について検討

した。試験は，微細気泡と通常の気泡とのオゾン脱色能力の比較と併せて亜硝酸性窒素(以下

N02-N)による脱色に及ぼす影響をパッチ式の室内規模装置で、試験を行った後，豚舎及び乳牛

舎汚水を 1日当たり 12m3処理する連続式の実規模施設において 年間を通じた脱色効果の試

験を行った。

パッチ式の室内規模試験において 微細気泡オゾンは通常の気泡より脱色速度が早くなった

が，N02-N濃度が高い場合に開始時の色度に関係なく脱色速度が低下した。また，連続式の実

規模施設試験において，色度平均 80.9，BOD3.0mg/l， N02-N濃度平均 29.5mg/lで推移した活

性汚泥処理水を微細気泡オゾンにより処理した結果 オゾン脱色後の色度は平均 5.8まで低下

し年聞を通じて安定した脱色効果が確認された。

緒 百

「家畜排せっ物の管理の適正化及び利用の促進に

関する法律」の施行に伴い，畜産農家では，家畜排

せっ物の管理施設を整備し 尿汚水なと令の排水の処

理は，圃場還元等が可能な場合を除き，一般的に静

化処理を行った後，公共水域に放流するシステムを

取り入れている。ところが畜産排水における汚水

処理システムは，活性汚泥微生物利用による酸化処

理が主体であるため，生物化学的酸素要求量(以下

BOD)等の易分解性有機成分の除去には有効である

が，色素成分等の難分解性有機成分の除去には必ず

しも十分な処理性能が得られていないのが現状であ

り，さらに，処理水は黄褐色を呈しているため，汚

濁感をもたれやすく，効率的な脱色処理技術の早期

確立が求められている。

この着色原因物質は，微生物分解生成物のフミン

質およびタンパク質やアミノ酸が還元糖と反応して

生成されるメラノイジンが主体とされているが，こ

れらの物質は微生物分解を受けにくいことから(押
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田ら， 1998)，より効果的な脱色処理を行うために

は，吸着処理および化学処理等の高度処理が必要と

なってくる。

高度処理として，酸化能力の高いオゾンによる処

理技術が注目を集めており，食品排水等にオゾンを

利用した脱色，殺菌技術が利用されている。また，

畜産排水についても，落合 (1986)，稲葉 (1991)は

生物処理後の処理水における脱色効果を確認してい

るが，有機物や N02-Nが多い処理水で、は脱色効果

が劣る可能性を示唆している。さらに，脇屋ら

(2005)は，砂i慮床との組み合わせによりオゾン脱色

の妨げとなる浮遊物質等有機成分の除去を図った状

態で、脱色試験を行った結果，化学的酸素要求量(以

下 COD)やNOx-N等の無機成分濃度が高い処理水

では顕著に脱色効果が低下すると報告している。

オゾン処理を行う場合には，オゾナイザーで発生

させたオゾンをパブリングで対象汚水に溶解させる

必要があるが，オゾンは水中で、の溶解度が低く，不

安定であるため，オゾンの処理効率を向上させるに

は，いかに効率よくオゾンを溶解させるかがポイン

トとなる(出口. 1993)。

近年，マイクロバブル(微細気泡)による各産業

分野への浄化等応用技術が取り組まれている。微細

気泡は旋回流方式等の微細気泡発生装置で1O~50

μm の気泡になり，単孔ノズル等を利用した 1~10

mm程度のミリバブルと比べサイズが小さいため，

高い比表面積と自己加圧効果等の特徴を持ってお

り，気体の溶解効果が極めて優れている(柘植，

2007)。李 (2007)は，オゾンを通常のパブ?リングと

して供給した場合には，最初は約 70%程度の吸収

効率があるものの，その値は急激に低下して，開始

から 100分以降においては 30%以下の非常に低い

値となったが，マイクロバブルとして供給した場合

には最初はほぼ 100%が吸収されており，また時間

の経過とともにその値は減少するものの，最低でも

約 80%は有効に吸収効率が作用していることを報

告している。

そこで，本試験では，微細気泡オゾンを利用した

畜産排水処理水の脱色効果の確認を行うために，室

内規模装置におけるオゾン処理の影響要因と併せ

て，実規模施設における年聞を通じた脱色処理試験

を行った。

材料および方法

供試した微細気泡オゾン処理装置を図 1に示し

た。微細気泡オゾン処理装置は，オゾナイザー，気

液混合ポンプ，オゾン加圧溶解タンク，微細気泡発

生ノズルおよび、オゾン循環槽から構成され，活性汚

泥処理水をオゾン循環槽に投入後，気液混合ポンプ

でオゾナイザーから発生したオゾンと混合する。そ

の後，オゾン加圧溶解タンクで 3kgf/cm2の圧力で

オゾンを加圧溶解させた後，微細気泡発生ノズルで

旋回流を発生させながら圧力を開放して泡の直径

1O~50μm の微細気泡を発生し，オゾン循環槽でオ

ゾンを溶解させ脱色処理を行った。

試験は，パッチ式の室内規模装置において，微細
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図1. 微細気泡オゾン処理装置

Fig. 1. Micro bubble ozonation process 
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気泡と微細気泡ノズルを取り外してパプリングした

通常の気泡(ミリバブル)におけるオゾン脱色効果

の比較を行った。次に オゾン処理の抑制要因とさ

れている NOz-Nが微細気泡オゾンでの脱色に及ぼ

す影響について試験した。

パッチ式の室内規模装置で、の要因調査を行った後

に，豚舎及び乳牛舎汚水を 1日当たり 12m3処理す

る連続式の実規模装置において，年間を通じた脱色

効果の試験を行った。

本試験においては，株式会社戸上電機製作所社製

「微細気泡発生装置イーバブル」を使用し，パッチ式

の室内装置の使用機種について，微細気泡の発生の

有無によるオゾン脱色試験では，型式 EOG-08A1

(最大オゾン発生量 35g/h，オゾンガス流量 8l/min，

ポンプ流速 160l/min，循環槽タンク 2501) を使用

し処理対象となる活性汚泥処理水へのオゾン添加

量は 120mg/lになるよう調整した。また， NOz-N 

が微細気泡オゾンでの脱色に及ぼす影響について

は，型式 EOG-OlA (最大オゾン発生量 8g/h，オゾ

ンガス流量 O，4l/min，ポンプ流速 5l/min，循環槽

タンク 30l)を使用し，オゾン添加量は 280mg/lに

なるよう調整した。

連続式の実規模施設は 型式 EOG-08A2(最大オ

ゾン発生量 50g/h，オゾンガス流量 8l/min，ポンプ

流速 1601/min，循環槽 4m3)を使用し循環槽は既

存の貯留槽を改造し循環槽内の活性汚泥処理水の

滞留時間は 40 分とした。オゾン添加量は 80~120

mg/lの範囲とし，廃オゾン臭が発生しない程度に

調整した。

活性汚泥処理水について，パッチ式の室内装置で

は，県内養豚農家に設置した豚舎排水処理施設にお

いて， 0.5~0.7mm スクリーンおよびベルトスク

リーンによるふん尿分離処理を行った後に，連続式

活性汚泥法による生物処理を行い，さらに沈殿槽に

おいて活性汚泥を分離した最終処理水を利用した。

実規模施設では，佐賀県畜産試験場汚水処理システ

ムにおいて，豚舎及び乳牛舎汚水を対象とし， 0.7 

mmスクリーンおよびベルトスクリーンによるふん

尿分離処理後に，素焼き担体を利用した生物膜法に

よる活性汚泥処理を行い，さらに，精密ろ過膜 (MF

膜:細孔 0.4μm)による膜分離処理を行った処理水

を利用した。なお，曝気槽においては， 90分サイク

ルの間欠曝気処理を行った。

測定項目は，水質項目として，色度， BOD，全窒

素(以下 T-N)，アンモニア性窒素(以下 NH4-N)， 

NOz-N，硝酸性窒素(以下 N03-N)，浮遊物質(以下

SS)およびオゾン添加量 120mg/lに対する混合時

と反応後のオゾン濃度を測定し，オゾン添加量に対

するオゾン消費率を算出した。測定方法は，下水道

試験法(建設省都市局下水道部・厚生省生活衛生局

水道環境部監修， 1997)に準じ，色度は色度標準液

を利用した比色法， BODは20
0

C，5日間培養による

酸素消費量， T-Nはケルダール蒸留法で Nを算出

後NOz-NとN03-Nとを加算， NH4-N， NOz-N， N03-

Nは還元蒸留法， ssはガラス繊維j慮紙法，オゾン濃

度はヨウ素法により測定した。試験期間について，

実規模試験では， 2011 年 4 月 11 日 ~2012 年 3 月 26

日の期間で測定を行った。

結果

図2に微細気泡と通常の気泡とのオゾン脱色の比

較を示す。

試験は，色度 98.8の処理水を用いて，色度が 10

以下になるまでオゾン処理を行った。試験の結果，

微細気泡ノズルを外した通常の気泡では 20分要し

たのに対し微細気泡にすることで 15分に短縮で

き，処理に必要なオゾン量を 75%に減らすことが

できた。

図 3にNOz-Nを添加した場合のオゾン脱色に及

ぼす影響を示す。

色度 73.6の処理水に NOz-Nを添加して，色度が

10以下になるまで処理を行った結果， NOz-N無添

加区では 12分で色度が 10以下に達したが， 25 

色度 Chromaticity 
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図 2. 微細気泡と通常の気泡とのオゾン脱色の比較

Fig. 2. Ozone decolorization effect of micro and milli 
bubbles 
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図 3， 亜硝酸性窒素 (NOz-N) を添加した場合のオ
ゾン脱色に及ぼす影響

Fig. 3. Ozone decolorization effect of wastewater 

added N02-N 

30 

mg/l 添加した場合には 21分，50mg/l 添加した場

合には 27分を要し， N02-N濃度が高くなることで

脱色処理が抑制されることが確認された。

図4に色度，N02-N 濃度が異なる活性汚泥処理水

を利用したオゾン脱色の推移を示した。採取した活

性汚泥処理水は，未調整の状態で試験を行ったo

N02-N濃度が 143mg/lおよび567mg/lの高濃度で

ある場合に，開始時の色度に関係なく，脱色速度が

低下することが確認された。また， N02-N 濃度が

47mg/lの試料の脱色は，図 3の50mg/lを添加し

た試料と同様な脱色傾向が確認された。

表 lに実規模施設におけるオゾン脱色による処理

水成分を示す。

MF膜処理後の汚水処理水中の色度は平均 80，9，

BOD濃度は平均 3，Omg/l， T-N濃度は平均 92，6

mg/l， N02-N 濃度は平均 29，5mg/lで推移した。オ

ゾン脱色後の色度は平均 5，8まで減少したが，他の

成分は開始時と終了時でほとんど変動はなく， BOD 

濃度は平均 5，6mg/lと終了時の方が増加した。

図5に実規模施設におけるオゾン脱色処理状況を

示す。

表 lにおける脱色前の活性汚泥処理水の性状であ

れば，年間を通じて安定した脱色が可能となること

が確認された。また，測定期間中における，オゾン

処理前の BOD，N02四N濃度に対する，色度および

色度除去には明確な傾向は確認されなかった。

表2に実規模施設におけるオゾン処理における処
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表1. 実規模施設におけるオゾン脱色処理による処

理水成分

Table 1. A treated wastewater component in the 

ozone decolorization process in a fullscale 

test 

オゾン処理前 オゾン処理後

Before ozonation After ozonation 

色度 80.9::1::25.7 5.8::1::5.4 

(34.6~124 目 7) (0.9~25 ， 8) 

BOD 3.0::1::2.0 5.6::1::2.9 

(mgll) (0.6~7.9) (0 目 3~14.0)

ss 0.5土l.3 。目 3::1::0.9

(mgll) (0.0~6.0) (0. 0~3. 3) 

T-N 92.6::1::28.9 89.5土40.2

(mgll) (50. 9~ 181.7) (27.3~174. 1) 

NH4-N 20.4::1::34.5 22.2土36.6

(mgll) (0.0~14l. 3) (l .2~142 ， 4) 

NOz-N 29.5士17.9 28.7::1::20.3 

(mg/l) (0.1~72.3) (0 目 0~77.1)

N03-N 24.3::1::16.1 23目 9::1::17.1

(mglの (0.0~66.5) (3 目 4~62.9) 

1)平均値±標準偏差(最小値~最大値)

く〉

40 

1) Means土standarddeviation (Minimum~Maximum) 
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理水中のオゾン濃度およびオゾン消費率を示す。オ

ゾン混合時は気液混合ポンプで混合された活性汚泥

処理水を，オゾン反応後は循環槽からオーバーフ

ローにより排出されたオゾFン処理水を採取し測定し

た。また，オゾン消費率はオゾン添加量に対して反

応後の濃度の比率より算出した。

オゾン添加量 120mgllに対し混合時に平均 3.8

mgll，さらに反応後は平均 0.4mgllまで低下し，消

費率は 99.7%となった。

考 察

本試験において，微細気泡オゾンを利用した畜産

排水の脱色効果について試験を行った。

室内規模試験において，微細気泡発生ノズルを取

り付けて発生させた微細気泡は，ノズル無しで発生

させた通常の気泡と比較して，オゾンによる脱色能

力が高くなることが確認された。その原因として，

李 (2007) の報告にあるように微細気泡は通常の気

泡よりもオゾンの吸収効率が高いことで¥脱色効果

色度 Chromaticity 

140'1 0 オゾン処理前 Beforeozonation 

m九ぷ:>0 0 オゾン処理後蜘rozonation 
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図 5. 実規模施設におけるオゾン脱色処理の推移

Fig. 5. Decolorization effect of the ozone processing 

in a fullscale test 

が向上したことが考えられる。

また，処理水に N02-Nを添加することで脱色が

抑制されることが確認され，さらに，色度が低い場

合においても N02-N濃度が高いと脱色が抑制され

たことより，溶解効率を高めた微細気泡オゾンにお

いても N02-Nの残留が脱色の抑制の一要因になる

と考えられた。

室内規模試験において， N02-N濃度が50mgll以

下の範囲であれば遅延はするが，色度の低下が始ま

ると同程度の脱色速度となった。一方で， N02-N濃

度が 147mgll，567mgllの高濃度の場合には，脱色

速度は低下し測定期間中の顕著な脱色効果は確認

されなかった。脇屋ら (2005) は，色度が同程度の

活性汚泥処理水において， NOx-N濃度が高い場合

に，脱色速度が最大8倍程度遅延して色度は低下し

たことを報告している。本試験においても，高濃度

のN02羽が残留した場合でも，オゾン処理を継続

することで N02-Nも分解によりオゾン消費が低減

され，色度は低下することが推察された。

また，実規模施設において，年聞を通じて安定し

た脱色が確認された。その要因としては，オゾン脱

色の阻害要因となる BOD (有機物)や N02-N濃度

を曝気処理の段階で低下できたことと併せて， MF 

膜処理により ss(汚泥)のオゾ?ン脱色装置への流入

を防いだことで，色素成分を効率的に除去できたこ

とが推察される。実規模施設における脱色前後の成

分において， N02-N濃度はほとんど低下しなかった

ことより，試験期間中の N02-N濃度範囲 (0.1~72.3 

mgll)ではオゾン消費には影響しないことが推察さ

れた。

さらに，処理水性状において， BOD 濃度は，脱色

前と比較して脱色後での増加が確認された。稲葉

(1991)は， BOD濃度が低濃度の場合には，処理水

中に含まれる難分解性有機物がオゾンにより易分解

性有機物に転化されるため増加するとしており，本

表 2. 実規模施設における処理水中のオゾン濃度およびオゾン消費率

Table 2. Ozone density of treated wastewater and ozone consumption rate in a fullscale test 

オゾン添加量① オゾン混合時 オゾン反応後② オゾン消費率③

(オゾナイザー) (気液混合ポンプ) (オゾン処理水)

Ozonizer Mixed ozone After ozonation Ozone consumption 

(mgll) (mgll) (mgll) rate (%) 

120.0 3.8:1:1.0 0.4土0.0 99.7 

1) オゾン消費率①=(①一②)1①XI00
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試験においても同様な傾向が確認された。オゾン処

理において，色度以外の BOD，T-N成分等は，処理

後も顕著は減少が確認されなかったため，曝気処理

の段階で除去を行う必要があることが推察された。

実規模施設におけるオゾン反応におけるオゾン消

費率は 99，7%となった。脇屋ら (2005) は，パッチ

式でのオゾン脱色試験において，開始時は 70%以

上の高い消費率が確認されたが，終了時には 60%

程度まで低下したことを報告している。本試験にお

ける実証試験装置は連続式であり，色素成分等処理

対象成分が連続的に流入したことに加えて，オゾン

を微細気泡で溶解させることで脱色効率が高まった

ことが消費率を高めた要因と考えられる。

以上の結果より，微細気泡オゾンは，通常の気泡

よりもオゾン脱色効果が高いが，処理水中の N02-N
濃度が高い場合，開始時の色度に関係なく，オゾン

による脱色速度は低下した。そのため，曝気処理の

段階でBODやN02-Nを低減することで，年間を通

じて安定した脱色効果が得られることが考えられ

た。

畜産排水処理は廃棄物処理であり，家畜管理とは

異なり収益を生じないために 処理経費が畜産経営

を圧迫している場合が多い。活性汚泥処理水にオゾ

ン処理を行うことで脱色効果と併せて塩素よりも高

い殺菌効果があり(落合， 1986)，畜舎の洗浄水や消

毒薬の代替利用が可能となることで，畜産経営内の

コスト低減化につながる。今後は，オゾン処理した

処理水の洗浄水利用等の畜舎内での循環利用システ

ムの確立を行う。

また，オゾン脱色処理装置を現場に導入する際に

は，廃オゾンを施設外へ排出しないように，対象と

なる活性汚泥処理水の性状を把握して，適正な機種

を選定する必要がある。
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Effects of Decolorization System Processed by Ozone 

Micro-Bubbles on Treated Livestock Wastewater 

Yuichiro WAKIYA， Toshinori MATSUO*， Norihiro TAKAYANAGI*， 
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In the field of livestock， wastewater is treated by oxidation processing with microbial activated 

sludge making it difficult to remove persistent biodegradable substances causing high chromaticity. 

Ozonation has been used to reduce chromaticity， but it is necessary to develop advanced processing 

technology which can be applied to high-concentration livestock wastewater 

In this study， we investigated the effects of ozone micro-bubbles on decolorization processing of 

treated wastewater from livestock. In batch-type laboratory tests， we compared the ozone decoloriza-

tion capabilities of ozone micro-bubbles with ordinary milli【bubblesand also examined the influence of 

nitrite nitrogen (N02-N) for decolorization on treated wastewater. In a continuous fullscale facility pro-

cessing 12 m3
/ day of treated wastewater from swine and dairy cattle， we examined decolorization capa-

bility for one year. 

In batch-type laboratory tests， the effects of decolorization of ozone micro-bubbles were higher than 

that of milli-bubbles and were reduced by N02-N in treated wastewater. In a continuous fullscale test. 

high decolorization effect was observed. Treated wastewater having chromaticity of 80.9， BOD of 3.0 

mg/l and N02-N of 29.5mg/l on average for one year was processed and chromaticity decreased on an 

average of 5.8 after ozone processing. 

JPη.]. SωiηιScieηce，50， 1 : 1-7 

Key words : ozone micro bubbles， decolorization， N02-N 
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