
  
  硫黄酸化脱窒細菌による畜舎排水窒素除去への微粉末硫黄

の利用可能性

  誌名 日本畜産學會報 = The Japanese journal of zootechnical science
ISSN 1346907X
著者名 田中,康男

長谷川,輝明
杉本,清美
山下,恭広

発行元 Zootechnical Science Society of Japan
巻/号 84巻3号
掲載ページ p. 383-388
発行年月 2013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)



〈一般論文〉

硫黄酸化脱窒細菌による畜舎排水窒素除去への微粉末硫黄の利用可能性

田中康男1・長谷川輝明2.杉本清美2 山下恭広1

1畜産草地研究所，茨城県つくば市 305-0901

2千葉県畜産総合研究センター，千葉県八街市 289-1113

(2013. 3. 13受付， 2013. 5. 10受理)

要約 畜舎排水の窒素除去を目的として，土壌 pH調整用に流通している粉末硫黄を利用した硫黄脱窒

j去を 20
0

Cの室内実験で検討した.この粉末硫黄は表面が疎水性であるため そのまま水中に投入しても水面

に浮上してしまい水処理に利用することができない.この問題を克服するため，家庭用中性洗剤の希釈液に

浸漬させた後にリアクターへ投入し，洗剤がほぼ完全に洗い出されるまでポンプで水道水を連続通7Jくした

この前処理により，硫黄粉末はリアクター底部に沈降し，その後排水を継続的に流入させてもリアクター内

に保持することが可能となった.このりアクタ に，約 180mg/しの硝酸態窒素を含む活性汚泥法処理後の

養豚排水を， NOx-N負荷率約 0.1kgN/m3 .日で流入させたところ，脱室率が徐々に上昇し約 40日で 84%

にまで達した.また，硝酸態窒素除去量が 150mg/し程度以下であれば，脱窒後の中和は不要であった.

一般に畜舎汚水には，高濃度の窒素が含まれる.公共水

域に放流される排水中の窒素については，植物ブランクト

ンを異常増殖させ水質を悪化させることから，水域の状況

に応じて濃度規制，さらには総量規制も行われてきた ま

た，硝酸lま乳幼児に有害であることから，飲料水の安全性

確保の視点か5，硝酸性窒素等(水質汚濁防止法での項目

名は「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)を対象とした規制も行われている.乙の

規制は，地域や排水量に関係なく，水質汚濁防止法の特定

事業場に該当する場合はすべて規制対象となるため畜産へ

の影響は大きい. 2013年6月までは，畜産農業施設の規

制値(アンモニア態窒素xO.4+亜硝酸態窒素+硝酸態窒

素)は暫定値の 900mg/しであったが，同年7月以降は

700mg/Lに下げられたまた，一律基準は 100mg/し

であることから，将来さらに基準値が下がる可能生がある.

このことから畜産分野では，従来以上に窒素除去に配慮し

た汚水処理を行うことが重要になってきている

一般の産業排水処理では，活性汚泥法等の生物処理での

窒素除去が不十分な場合，後段でメタノール添加脱窒法を

適用することが広く行われている.しかし，メタノール添

加法の場合，硝酸性窒素濃度に応じてメタノ ル添加量を

制御する必要がある上に，引火性のあるメタノールの貯蔵

が必要なこともあり，畜産農家で実施するのは困難な面が

多い.このため，畜産分野に適した脱窒法の開発は依然と

して重要である.

畜産農家でも利用しやすい簡易な脱窒法として，河原塚
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5 (2001)によって開発された脱窒専用固形硫黄資材を

用いた硫黄脱窒法が有望な選択肢として多くの研究が行わ

れてきた(陳と田中 2001a，b:新日銭化学(株)技術開

発本部開発企画部 2004:和波52006，2007: Tanal侶

52007 :田中52009). しかし，現状で入手可能な硫黄

脱窒用資材は，特殊な製造工程が必要なため資材単価の低

減面で限界があり，また安定供給面の懸念もある 硫黄を

含有する汎用資材としてチオ硫酸ナトリウムを利用レた硫

黄脱窒法を畜産排水処理に適用した試みもあり，その可能

性が確認されている(長谷川と田中 2012).チオ硫酸ナ

卜りウムは安全性の高い工業薬剤であり，環境影響面でも

問題の少ないことから，有望な選択肢の一つであるが，実

用化のためには添加量制御法の確立が課題となる

低単価の固形硫黄資材の選択肢としては，農業分野で流

通している粉末硫黄もある.この資材は，土壌 pH調整用

として主にブルーペリー栽培などに利用されており入手は

容易である しかしながら，微粉末である上に疎水性のた

め，そのまま水中に投入しても水になじます¥水面に浮上

し流出してしまう.この問題が克服されれば，この資材は

硫黄脱窒用資材の選択肢になる可能性がある.

以上のことから，本研究では上記の問題を克服して土壌

pH調整用粉末硫黄を脱窒に用いる手法について検討し

た

連絡者:田中康男 (tax: 029-838-8606， e-mail: osuya@affrc.go.jp) 
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材料および方法

1. 硫黄資材およびリアクター

土壌 pH調整用として流通している粉末硫黄資材 (硫黄

分 99%以上， 200メッシユパス:Berry's Life社製，香

J 11)を使用した.この粉末硫黄は疎水性のため，そのまま

では利用不能である.このため，粉末硫黄 1kgをビーカー

に投入し，水道水3しと家庭用中性洗剤 10mしを添加し，

よく撹詳した.この処理により粉末硫黄は親水性となり水

中で沈降するようになった.

この硫黄懸濁液全量を， 8cmφx70cmHのプラスチッ

クカラム(図 1)に投入した.力ラム内の水深は 60cm(硫

黄層と水層の合計見かけ容積 3L)，硫黄層厚は 28cm(見

かけ容積 1.4L)で、あった.なお，リアクター底部より 1cm

上には，直径 3mmの孔を 33個聞けた直径 7.8cmのプ

ラスチック円盤を硫黄層の支持板として設置した.硫黄を

投入後に，中性洗剤を除去するためダイアフラムポンプで

Reactor column 

(70 cm Hマ 8cm<p ) 

Sulfur powder 

E汗luent

60cm 

Figure 1 Schematics of the reactor column for the 
experげnent.

0.12 

水道水を底部から上向流で通水した 洗浄廃液中の中性洗

剤濃度は把握しなかったが，廃液の発泡性が消失するまで

通水した

上記のように調製した脱窒リアクターの底部か5，豚舎

汚水の活性汚泥法処理水を， 20日までは約 360mし/日，

それ以降は約700mL/日で通水した 20日以降の空培容

積当たりの水理学的滞留時間は 4.3日，硫黄層見かけ容積

当たり水理学的滞留時聞は 2日となる.υアクター最よ

部のノズルから流出する液を処理水として採取した.実験

は20
0Cの恒温室で行った

2. 分析方法

pHはガラス電極j去によって測定した亜硝酸態窒素

(N02--N)，硝酸態窒素(N03--N)，硫酸態硫黄 (SO/--S) 

は，陰イオンクロマトグラフィー(東ソ-IC-201 0 (Super 

IC-Anion HSカラム)，東京)により測定した.

結果および考察

リアクター中の粉末硫黄の親水性は洗浄後もそのまま保

たれ，再浮上は生じなかったまた，約 40日の処理試験

の聞も性状に特段の変化はなかった.よって，一旦親水性

に変化した後は界面活性剤の消失後も問題無く処理に利用

できることが確認された.

硫黄層見かけ容積あたりの硝酸態窒素負荷率は，実験開

始当初は約 0.05kg/m3 • 巴であったが， 20日以降はおよ

そ0.1kg/m3 .日であった(図 2). 

図3に亜硝酸態窒素および硝酸態窒素の濃度変化を示

した 流入水の硝酸態窒素は約 140~200mg/しで， 亜硝

酸は含まれなかった通水開始 15日目まで処理水の硝酸

態窒素濃度は徐々に低下したが，一方ではE硝酸態窒素濃

度が増加したため，15 日目までの NOx-N 除去率は 20~

30%程度にとどまった 15日以降は，硝酸イオン，亜硝

酸イオンともに低下傾向となり，脱窒率は継続的に上昇し，

43日目には 84%に達した(図 4). この結果より，粉末

硫黄は硫黄脱窒用資材として利用可能なことが確認され

た.

5 10 15 20 25 30 35 40 45 
Time (days) 

Figure 2 NOx-N loading rate for the reactor. 
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Figure 3 Changes in nitrate-and nitrite-nitrogen concentration in 
influent and effluent of the reactor during the experimental period. 
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Change in NOx-N removal rate during the experimental period. 

し，あらかじめ培養した大量の菌体を檀種すれば，活性の

立ち上がりを早める効果はあると考えられる

pH は， 原水で 7.5~8.5 を示した.処理水では， 25日

まで原水とほぼ等しかったが， 25日以降は徐々に低下し，

43日自には 5.9にまで低下した(図 5).水質汚濁防止法

のpH基準値の下限が 5.8(ただし海域に排出される場合

は5.0)であることから，今回の場合，硫黄脱窒後の中和

は不要といえる.

処理水の pH値と，除去 NOx-N量(L'lNOx-N)との関

係を見ると(図 6)，ムNOx-Nが 100mglしを超えると

pHが低下し始め，ムNOx-Nが 150mglしを越えると 6

以下にまで低下した よって脱窒による窒素低減量が

150 mg/L程度までは中和処理は不要と推定される.仮に

硝酸性窒素等の規制値が 100mglしになった場合，処理

前の濃度が 250mglしであれば中和は不要ということに

なるーただし，排水の緩衝能は場合によって異なることか

ら，この推定値が般的と言えるかどうかは今後の検討課

題である.

処理水の pHが5.8より下がる場合は中和処理が不可欠

となる.この場合，炭酸力ルシムを硫黄層に混合するのが

Figure 4 

なお，試験前後での硫黄層厚の変化については計測を行

わなかったが，目視では顕著な変化は確認されなかった.

実験期間 43日での硫黄の総消費量計算値は，おおよそ

3~4g であり，投入した 1 kgに対してわずかであったこ

とか5，硫黄層厚の変化はほとんどなかったものと考えら

れる

今回の実験では，硫黄脱室細菌の植種は行わなかった.

使用したカラムは先行する硫黄脱窒試験に使用したもの

で，今回の試験を始めるに際して洗浄は行ったものの滅菌

までは行わなかったことから 力ラム内壁に硫黄脱窒細菌

が付着していた可能性も否定はできない.しかし， Tanaka 
(2007)は，植種を行わない場合でも約一週間で脱窒活性

の発現を確認しているーまた 和波5 (2007)および手

島と水田 (2009)は， 15~20oCの水温条件で養豚排水を

用いた硫黄脱窒の試験を行い 運転開始後 1ヵ月以内か

5脱窒活性を確認した.橋本ら (1989)によると，硫黄

脱窒細菌は，汚濁河川の底泥，池底泥，下水処理場の余剰

汚泥，消化汚泥などから分離され，自然界に普遍的に存在

すると報告している.以上のような知見から，特別な植種

を行わなくとも脱窒活性の発現は可能と推測される.ただ

385 日畜会報 84(3) : 383-388， 2013 
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Figure 5 Changes in pH of the influent and effluent during the 
experimental period. 
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Figure 7 Changes in sulfate sulfur concentration in influent and 
effluent during the experimental period 
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達した(図 7) 上述の pH低下は，この硫酸イオン濃度

の上昇によるものと考えられる.

硫酸態硫黄の増加量([1，804-8)とムNOx-Nとの関係

をみると(図 8)，両者には良好な相関関係が見られた.

簡易である この方法により中和が安定して行えるかどう

かは今後の検討課題である.

硫酸態硫黄濃度は，原水で 40~110mg/しであったが，

処理水では徐々に上昇し， 43日目には 260mg/Lにまで

386 白畜会報 84(3) : 383-388， 2013 
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Figure 8 Relationship between the amount of NOx-N removed 

(ムNOx-N)and the amount of generated sulfate sulfur (ム804-8).

この関係から推定すると 1kgの窒素低減に対して硫黄

がおよそ 1.5kg 消費されたことになる.この硫黄消費量

は，硫黄脱窒の理論式 (8ierra-Alvarezら2007) から

推定される 2.5kgより少なしi. 理論式から考えると硫黄

脱窒反応では硫酸態以外の硫黄が流出することは無いこと

から，原水に含まれる BODおよび硫黄層に残留する洗剤

が脱窒に寄与した可能性もある この寄与量は不明である

が，通水開始初期の 5日目で N03--Nが約 40mg/L低下

しているので，硫黄以外による脱窒量は最大でも 40mgl

L程度と考えられる

畜産分野では，排水処理に要する費用と労力をできるだ

け抑えつつ，規制値を安定して遵守することが重要である.

この観点、から，すでに流通している資材を投入するだけで

脱窒が促進できる本技術は実用化が期待される.

ただし，スケールアップの観点からは，上向流または下

向流タイプのリアクタ の場合粉末硫黄を槽内に保持す

るため金属製メッシユまたはパンチングメタルのような支

持板の設置が不可欠となる しかし，微細な粉末が支持板

から抜け落ちないようにするには開口部の径をかなり小さ

くしなければならず，原水中の懸濁物による閉塞の可能性

が高くなる 従って，支持板を使用せすに粉末硫黄をりア

クタ一内に保持し，しかも処理対象液と粉末硫黄の十分な

接触が図られる構造の確立が今後の重要課題である

今回の報告は，広く販売されている粉末硫黄でも脱窒に

利用できるという可能性を示したものである.この資材を

使用する場合の最適リアクタ 構造，適正処理条件，長期

的な性能安定性，資材消耗速度，簡易中和法などは今後の

検討課題であり，現場での長期試験により明らかにしてい

く予定である
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Autotrophic denitrification of swine wastewater using fine SO powder medium was examined with 
laboratory scale column reactor at 20'C. This powder is commercially available as soil pH adjuster. The 
powder had been impossible to apply to autotrophic denitrification process because the powder floated 
on the liquid layer due to its hydrophobic property. To overcome this problem， we examined alteration 
of surface property with soaking in neutral detergent solution. Then the powder was fed in the reactor 
column and washed by flowing tap water through the powder layer. After the detergent was almost 
completely washed out， biologicaly treated swine wastewater containing nitrate nitrogen of about 
180 mg/L was fed to the column with upflow. The removal rate of NOx _ -N increased gradually to 84% 
after 40 days with a NOx --N loading rate of approximately 0.1 kgN/m3 

• day. Neutralization after 
denitrification was unnecessary when denitrified nitrogen was less than 150 mg/L. 

Nihon Chikusan Gakkaiho 84 (3)， 383-388， 2013 
Key words : autotrophic bacteria， denitrification， elemental sulfur powder， swine farming， wastewater. 
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