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硝酸 性窒素等の基準引き下げに対応する

畜産廃水の浄化処理技術

長峰孝文*

公共用水域に放流する排水中の「アンモニア，アン

モニウム化合物，亜硝酸化合物及び硝酸化合物J(以

降，硝酸性窒素等と略す)が規制されてから 12年が

経過しようとしている。国が定める硝酸性窒素等の

排出許容値(一律排水基準値)は 100mg/Lであり，

区域によっては，都道府県の条例によって，より

厳しい上乗せ規制が行われているところもある。

畜産分野については，一律排水基準値への早急な

対応が国難とされ， 3年間の期限付きで、暫定排水

基準値が認められている。硝酸性窒素等の規制が

施行された平成 13年 7月の暫定排水基準値は

1，500mg/Lであり， 3年後の平成 16年 7月には

900mg/Lに引き下げられた。その後， 2回の据え置

き延長が認められて現在に至っている。このように，

畜産分野の一律排水基準値に向けた対応の進みが

遅いのは，他の分野に比べて規制対象となる事業場

数が約 30，000件(環境省調べ)と著しく多いことに

加え，長く続く畜産分野の収益の低迷によるところ

が大きい。しかし，他の分野で一律排水基準値への

対応が進む中，畜産分野だけが，いつまでも暫定排

水基準値を認められ続けることはないと考える。

現行の暫定排水基準値900mg/Lの期限は平成25年

6月末であり，これ以降は 700mg/Lに引き下げて延

長する方向で環境省からのパブリックコメントが

募集されているところである(平成25年5月時点)。

このように，今後も一律排水基準値 100mg/Lに

向けて順次引き下げられていく可能性が高いと考

えられる。これに畜産事業場は対応しなくてはなら

ないが，先に述べたように，畜産業の低迷が続き，

コスト的に改善が困難な状況が続いている。この

ような背景のもとに，近年，畜産環境技術研究所が

取り組んできたことを紹介する。

畜産廃水の浄化処理施設の

実態調査

畜産廃水を浄化処理する施設から出る処理水の

硝酸性窒素等濃度について，一部の自治体で調査さ

れている例はあるが，全国的な調査はなされていな

かった。また，畜産廃水の浄化処理施設には，畜種

や畜舎構造等の違いもあり，多様な構造が見られる

が，どのような処理が硝酸性窒素等濃度の低減に適

しているのかについて，実態をふまえた情報は少な

い。そこで，全国の自治体の協力のもとに，畜産事

業場の汚水浄化処理施設 100件(養豚 89件，酪農 11

件)について，施設の構造，管理の状況，処理水の

水質等を調査した。

処理水の採取位置は，放流水ではなく，活性汚泥

法等による浄化処理の後，かっ最終希釈処理の前と

した。これは，調査の主目的を放流水の実態把握

よりも浄化処理の効果の評価においたためである。

調査は 2009年に行い，同じ施設について冬期:1 

月 27 日 ~3 月 31 日，春期: 5 月 12 日 ~6 月 18 日，

夏期 :8 月 4 日 ~9 月 16 日の 3 回行った。 3 回調査

した処理水の硝酸性窒素等濃度の最大値，平均値，

最小値について，任意の硝酸性窒素等濃度を超えて

いない施設の割合(達成率)を図 lに示す。硝酸性窒素
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等の排水規制では，瞬間的であっても排水基準値を

超えてはならないことから，最大値をもとに評価す

ると，調査を行った時点の浄化処理状況は， 36%が

一律排水基準値 100mg/L以下を満たす結果となった。

また，最大値と最小値の達成率の聞に大きな聞きが

あることから，処理水の硝酸性窒素等濃度が年聞を

通じて大きく変動していると考えられた。

調査の結果，処理水の硝酸性窒素等の濃度に影響し

ていると考えられた項目を表 lに示す。まず，施設の

構造に関する項目について見ると，冬は，春よりも硝

酸性窒素等の濃度が有意(pくO.05， Mann-Whitney検定，

以降同じ)に高く，夏よりも高い傾向 (pく0.5，Mann-

Whitney検定，以降同じ)が見られた。冬期の水温の

低下や汚水成分の変化に対応できていない施設が

あるのではないかと考えられた。畜舎構造では，豚舎

汚水について，ふん尿分離の施設は，ふん尿混合の

施設よりも処理水の濃度が高い傾向が見られた。二次

処理(活性汚泥処理)に流入する一次処理(固液分離

処理)後の汚水の BOD/N比では， 2.5未満の施設は，

2. 5以上の施設よりも濃度が有意に高かった。 BOD/N

比は，汚水の BOD量を窒素量で割った値である。微

生物による脱窒処理では，窒素の 3倍程度の BODが

必要とされていることから，一次処理水の BOD/N比

が低いことは，処理水の硝酸性窒素等の濃度を高く

する大きな要因であると考えられる。豚舎汚水で，

ふん尿分離の処理水の濃度が高い傾向が見られた

ことから，過度のふん尿分離が BOD/N比の低下の

原因になっている可能性が考えられた。

表 l 実態調査において処理水の硝酸性窒素等の濃度に影響が見られた項目

項 目 良好な施設が多い 良好な施設が少ない

季節 春ぺ夏 兵ζ*

畜舎構造 ふん尿混合 ふん尿分離 (BOD/N比の低下?)

二次処理に流入する
2.5以上* 2.5未満*汚水のBOD/N比

施
スクリーン分離すらない*三R三λTu 一次処理

構 (固液分離処理) 最初沈殿分離(汚泥管理不十分ワ)

造 凝集分離(BOD/N比の低下?)

一次希釈 2倍以上の希釈あげ 2倍未満の希釈または無希釈ネ
関 循環式硝化脱窒法*
す

二次処理 神奈川式* 膜分離式本
る

(活性汚泥処理) 複合ラグーン式* 連続式本項

目 回分式*

連続的処理で、流入水計量機能がない*

二次処理の 沈殿槽に越流堰や汚泥返送配管がない*
不適切な構造 BOD容積負荷が0.5kg/m2・日以上*

N容積負荷が0.4kg/m2・日以上*

管理委託
管理専門の職員がいる

農家のみで管理
施

管理会社等に委託

13，又iu 
管理日誌 あげ なし*

戸国台 自動計測センサー あげ なしキ

理 消毒槽の殺菌剤 入ってしもことあり* 3回の調査とも入っていない*

デ、イフユーザー
関

の更新 あげ なし*
す

る 場内の整頓状況 整理整頓されている* 散らかっている*

項 BOD 120mg/L以下* 120mg/L超*
目 処理水質 ss 120mg/L以下* 120mg/L超*

透視度 3cm以上* 3cm未満*

平:Mann-Whitney検定にて，良好な施設が多いと少ないの聞に有意差あり(pく0.05)
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一次処理の内容では，スクリーン分離もなく二次

処理に畜舎汚水が直接流入している施設は，他の施

設よりも濃度が高い傾向が見られた。固形物の流入

が二次処理に悪影響を及しているか，施設の設計に

何らかの問題があるのではないかと考えられた。

また，一次処理に最初沈殿分離または凝集分離を

行っている施設でも，他の施設よりも濃度が高い

傾向が見られた。最初沈殿分離では，沈澱汚泥の

引き抜きが不十分等の管理的な問題の可能性，凝集

分離では，過度の固液分離による BOD/N比の低下

の可能性が考えられた。一次処理における希釈処理

では， 2倍未満の希釈および無希釈の施設は， 2倍

以上に希釈している施設よりも濃度が有意に高

かった。

二次処理のタイプでは，連続式や膜分離式といっ

た脱窒があまり期待できない施設は，循環式硝化脱

窒法，神奈川式，複合ラグーン式，四分式といった

脱窒が期待できる構造の施設よりも濃度が有意に

高かった。連続式や膜分離式でも，間欠曝気によっ

て脱窒機能を付加している施設があることから，そ

れぞれの型式の中で間欠曝気の有無を比較した結

果，連続式で、は間欠曝気を行っている施設の濃度が

低い傾向が見られたが，膜分離式では差が見られな

かった。二次処理が連続式や循環式硝化脱窒法等の

汚水を押出し流れ的に浄化処理しているタイプの

施設の中で，二次処理への流入水の流量を一定にす

る計量機能がなく，手動ノ〈ルブやタイマーによって

流量を調整している施設は，濃度が有意に高かった。

膜分離式を除く連続的に処理しているタイプの施

設では，沈殿槽に越流堰や返送汚泥配管がない施設

が存在しており，このような施設も濃度が有意に高

かった。 BOD容積負荷については， O. 5kg BOD/m3 
• 

日以上の施設は， O. 5kg BOD/m3・日未満の施設よ

りも有意に高かった。 N容積負荷については，総窒

素一MLSS負荷を O.05kg N/kg MLSS・日とし 1)

MLSSを8，OOOmg/Lとしたときの N容積負荷 O.4kg

N/m3 • 日で分けると， O. 4kg N/m3 .日以上になって

いる施設は， O. 4kg N/m3 .日未満の施設よりも有意

に高かった。

次に，施設の管理に関する項目について見ると，

施設管理を農家のみで、行っている施設は，管理専門

の職員がいたり，一部でも施設管理会社等に委託

したりしている施設よりも，処理水の硝酸性窒素等

の濃度が高い傾向が見られた。同じ分類でも，処理

水のBODやSSの濃度では有意な差が見られたこと

から，専門の管理者にとっても硝酸性窒素等濃度の

低減がBODやSSよりも難しいことを示しているも

のと考えられた。施設の管理に関する項目として，

日常的に施設の稼働状況を記録する管理日誌の有

無，曝気槽水の pHや DO(溶存酸素量)の常時測定

の有無，消毒槽の殺菌剤の有無でも有意な差が見ら

れた(表 1)。曝気の泡を作り出す部分にデ、イフユー

ザーを使用している施設では，目詰まり等によって

効率が低下するため，一定期間の使用で交換する必

要がある。この交換をしたことがある施設は，交換

したことがない施設よりも有意に低かった。事業場

内が整理整頓されている施設は，散らかっている印

象のある施設よりも有意に低かったことから，整理

整頓の程度が，施設の管理状況を反映しているもの

と考えられた。

処理水の水質との関係では， BODとSSのいずれ

でも，水質汚濁防止法で定める一律排水基準の日間

平均値である 120mg/L以下の施設は， 120mg/Lを

超える施設よりも硝酸性窒素等の濃度が有意に

低かった。また，処理水の透視度では， 3cmを超え

る施設は， 3cm未満の極端に濁りや着色の多い施設

よりも有意に低かった。汚水浄化処理における除去

は， BOD， SS，窒素で，それぞれ機作が違うため，

処理水の BODや SSの濃度は，硝酸性窒素等の濃度

とは必ずしも連動しない。処理水の硝酸性窒素等の

濃度は，濁り，着色，臭い等から推定することはで

きないが， BODや SSは透視度から推定しやすし、 2)。

処理水の濁り等に気を配り，施設が適切に管理され

ていることが，硝酸性窒素等の低減にもなっている

のではないかと考えられた。

以上のことから，施設構造に関しては，脱窒機能

の有無，二次処理に入る汚水の BOD/N比，一次処

理のスクリーン分離・二次処理への流入汚水の計量

機能・二次処理槽の保温・沈殿槽からの返送汚泥配

管・沈殿槽の越流堰等の本来あるべき設備の有無，

二次処理槽の容積等が，処理水の硝酸性窒素等の濃度

に影響する要因であると考えられた。また，施設を

適切に管理することも，硝酸性窒素等の濃度を低減

するための重要な要因であると考えられた。
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3. 簡易改修実証試験

前項目の調査結果が示すように，硝酸性窒素等の

暫定排水基準値の引き下げにともない，汚水浄化

処理施設の改善を要する場合が少なからず出てく

ると考えられる。汚水浄化処理施設の改修や更新に

は多大な費用を要するのが一般的だが，施設によっ

ては，簡易な改修で対応できる場合もあると考えら

れる。そこで，簡易改修による対応方法について，

効果，費用，問題点等を明確にするための実証試験

を A養豚~D養豚の 4件の養豚事業場にて行った 3)O

A養豚， B養豚， D養豚の汚水浄化処理施設は，

BOD容積負荷が低いことから曝気槽に余裕がある

と判断し，それぞれ，脱窒機能を付加する改修を

行った。 C養豚は，飼養頭数に比べて曝気槽の容積

が小さく，過負荷な状態と判断されたことから，

ふん尿分離豚舎ではあるが曝気槽の前に凝集分離

処理を追加する改修を行った。

A養豚の汚水浄化処理施設は，連続式活性汚泥法

を回分式活性汚泥法に変更し，曝気槽にミキサーを

設置して汚水投入後に脱窒撹排するように改修し

た。また，この施設はふん尿分離豚舎汚水を凝集分

離処理しており，二次処理への流入汚水の BOD/N

比が低くかったことから，汚水を沈澱分離した上澄

み液をそのまま曝気槽に入れ，沈澱液のみを凝集

分離するように改修した。この結果，改修前に

500mg/L程度であった処理水の硝酸性窒素等濃度

が，年間通じて 25~376mg/L の範囲に低下した。

一律排水基準値 100mg/L以下になるように設計し

たが，そこまでの改善はされなかった。これは，

BOD/N比が施設改修によって1.9::l::0.3(平均±

標準偏差，以降同様)から 2.7::l::0.4に改善されたも

のの，図 2に示すように，改修後も低下する時期が

あったことが主な原因と考えられた。一律排水基準

値 100mg/L以下にするためには，施設の構造のみ

でなく，畜舎内のふん尿分離の程度等，ふん尿処理

全体を含めた改善が必要だと考えられた。

B養豚の汚水浄化処理施設は，連続式活性汚泥法

(間欠曝気あり)を循環式硝化脱法に変更し，沈澱分離

によって行っていた汚性汚泥と処理水の分離につ

いて約半分を膜分離にすることにより，脱窒槽や硝

化槽の活性汚泥濃度を高めるように改修した。また，

脱窒槽入口と硝化槽出口に ORP(酸化還元電位)計を

設置し，この測定値をもとに硝化槽の間欠曝気を時

間調節することにより，適切な曝気量に維持できる

ようにした。この結果，改修前に 3倍に希釈して

101mg/Lで、あった処理水の硝酸性窒素等濃度が，

希釈することなく 101mg/L以下を維持できるよう

になり ，概ね一律排水基準値 100mg/L以下を達成

できたと考えられた。

C養豚の汚水浄化処理施設は，連続式活性汚泥法

(間欠曝気なし)であったが，飼育頭数から推定した

曝気槽の BOD容積負荷が O.68kg BOD/m3 .日と余

裕がなかったため，曝気槽に入る前に凝集分離処理

で負荷を低減し，汚水を一定水量に希釈してから

曝気槽に投入できるように改修した。また，曝気の

空気ポンプにインバータ制御を追加し，過曝気を

防止できるように改修した。この結果，改修前に
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図3 B養豚の施設改修前後の処理水の
硝酸性窒素等濃度
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750mg/L程度であった処理水の硝酸性窒素等濃度

が，改修後は最終希釈前の値で夏期 46~641mg/L，

冬期 329~1 ， 738mg/Lで、あった。改修による効果が

得られなかった原因として，改修前の汚水の成分や

量および汚水配管の把握が不十分であった，口蹄疫

が発生した時期に重なってしまったために現地で

の運転管理指導が十分にできなかった，冬期に豚舎

汚水の BOD/N比が低下した，冬期に曝気槽水温が

低下したことが考えられた。

D養豚の汚水浄化処理施設は，連続式活性汚泥法

を 2回繰り返す(第一曝気槽→第一沈殿槽→第二曝

気槽→第二沈殿槽)構造であり，この第二曝気槽を

間欠曝気にし，汚水の一部を第二曝気槽の入口に投

入するように改修した。この施設もふん尿分離豚舎

の汚水を凝集分離しており，二次処理に流入する汚

水の BOD/N比が低かったため，第二曝気槽に投入

する汚水を BOD/N比が高い凝集分離する前の汚水

とした。この結果，改修前に 101~251mg/L であっ

た処理水の硝酸性窒素等濃度が，最終希釈前の値で

改修後 7ヶ月間は 201~568mg/L の高い値を推移し，

その後の 4 ヶ月間は 95~159mg/L に低下した。改

修後 7ヶ月間の値が高かった主な原因として，冬期

の配管凍結，余剰汚泥の排出設備の故障，一時的な

大量の消毒薬の流入といった，今回の改修と関係し

ないトラブ、ルが続いたことに加え，口蹄疫が発生し

た時期に重なってしまったために現地での運転管

理指導が十分にできなかったことが考えられた。

4件の改修に要した費用を肥育豚換算頭数あたり

にした金額は， A養豚~D養豚の順に 2， 083 円/頭，

3，067円/頭， 6，750円/頭， 1，061円/頭であった。

ただし，ここで示す費用には，施設改修方法の検討

と改修後の運転管理指導に要する費用は含まれて

いない。 C養豚が高額になった理由は，母豚 120頭

一貫経営規模に合う小形の凝集分離設備がなかっ

たことにある。ここに導入した設備は， 5倍程度の

規模まで対応可能なため，規模の大きな事業場なら

ば，安価な方法になる。ただし，実証試験の結果が

示すように BOD/N比の低下の原因になるため，基

本的には，ふん尿混合豚舎汚水に対して用いるべき

方法である。 B養豚場も，比較的高価な金額である

が，費用の 77%を膜分離設備の設置に要しており，

沈殿槽に余裕がある施設ならば，膜分離設備を除い

た 705円/頭となり，非常に安価な方法である。

A養豚と B養豚の事例からは，曝気槽に余裕のあ

る施設では比較的安価な方法にて硝酸性窒素等を

低減できることを示すことができた 4)。また， A養

豚の試験結果は，一律排水基準値 100mg/Lを達成

するには汚水浄化処理施設の改善のみで、は困難な

場合があることを示す事例でもある。 C養豚と D養

豚の事例では，明確な改善効果を出すことができな

かった。この結果は，汚水の量や質，配管や設備，

近年の稼働状況等，改修前に施設の状態を正確に把

握すること，並びに改修後の運転管理を十分に指導

することが，改修にあたって重要であることを示す

事例があると考えられた。

4. 施設管理マニュアルの
作成と普及

汚水浄化処理は，施設の適切な構造と適切な管理

がそろって，初めて適正な処理水を得ることができ

る。実態調査の結果から，不適切な管理よって処理

水の硝酸性窒素濃度が高い施設が少なからずあり，

施設の管理を改善することによって，処理水の硝酸

性窒素等濃度を低減できると考えられた。施設の改

善に比べて適切な管理の普及は，①大きな費用がか

からない，②農家がやる気になればすぐに取りかか

れる，③改善効果が短期間で得られる，といった長

所がある。そこで，畜産農家が読むことを前提に，

施設の管理についてポイントを絞って読みやすい

内容にした「畜産農家のための汚水処理施設管理

マニュアル」の冊子版とこれを補足する DVD版を

作成した 5)。これまでに，マニュアルを用いた研修

会を全国 8ヶ所で行い， 1，000部を超える配布を

行っている。

5. おわりに

今回紹介した簡易改修実証試験と施設管理マ

ニュアノレについては，パンフレットや動画を参考

文献 4)，5)に示すインターネットサイトにて閲覧と

視聴ができる。また，要望に応じて配布も行って

いるので，ご活用いただきたい。

硝酸性窒素等に対応するためには，汚水浄化処理

施設が適切な構造であることが大前提である。しか

し汚水として排出される窒素量の把握，これを処理

する施設の構造の算定等，明確にできていなし、点が

あり，施設の適・不適を判断することが困難である。
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この状況を改善するため，汚水の窒素量を推定し，

施設の処理能力を評価するソフトウエアの開発を

進めている。一方，施設の管理では，硝酸性窒素等の

一律排水基準値 100mg/L以下を実現するためには，

処理水質の日常的な測定が不可欠である。そこで，

簡易で安価な測定キットと，この測定結果をもとに

施設管理をする技術の開発を進めている。以上の

ツーノレ類は，適切な施設の改善と高度な施設の管理

技術の普及を促進するものと考えている。しかし

ながら，簡易改修実証試験の結果が示すように，

硝酸性窒素等 100mg/L以下を年開通して維持する

ことは並大抵のことではなく，ましてや畜産農家

自身が施設を管理するような中小規模の施設では

困難を極めるものと考えている。安価に安定した

処理水質を保証できる技術として，硫黄脱窒処理や

アナモックス処理等の新技術の実用化に期待して

いるところである。
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【農業畜産情報】

激辛臭でイノシシ撃退ハバネ口入り焼香剤 佐賀で販売

佐賀県太良町の社会福祉法人佐賀西部コロニーは，激辛トウガラシのハパネロを使ったイノシシの撃退装
置「猪(し、のしし)キラーマン」を開発した。ハパネロ粉末入りの焼香剤を燃やして，イノシシが嫌う刺激臭
の煙を放出する。獣害に悩む近隣の高齢農家を助けようと試作したところ効果が上がり，要望が相次いだため，
販売を始めた。

燃焼はプロパンガスで行う。タイマーで焼香剤を少しずつ金網に落とし， 10分おきに 10秒間の燃焼を自動
的に繰り返す也組みだ。被害が出やすい収穫期の夜間などに畑に設置することで，およそ 80メートル四方に
忌避効果が期待できるとし、う。

考案した同法人の村井公道理事長は「獣害で営農を諦める農家が出始め，何とかしたいと思った。イノシシ
は喚覚が敏感なのでハパネロの強烈な臭いに弱いと考えた」と開発のきっかけを話す。
昨秋，サツマイモ畑に猪キラーマンを設置した同町の大家和博さん(86)は「以前は，やっと芋ができたと思っ

たところを掘り返されてがっくりきていたが，キラーマンのおかげで芋が掘れた。イノシシの足跡すらなく
なった」と喜ぶ。

装置は，同法人が障害者を雇用して製造。焼香剤の原料になるハパネロも自前で栽培している。個別販売の
他，農家にリースする取扱代理庖を募集している。

本体とガスボンベ，バッテリー，収納庫などのセットで，価格は6万 5000円。本体だけの販売も可能だ。
焼香剤は1袋 600グラム入り(約 2週間分)で，被害の程度に応じて調合割合が異なる AとBの2種類を用
意。本体購入者には，それぞれ600円， 800円で販売している。

問い合わせは同法人猪キラーマン係， (電) 0954 (68) 3211。
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