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(一般論文)

UASB法メタン発酵フラントによる豚舎汚水処理性能の長期安定性の検証

田中康男1・山下恭広1.荻野暁史1

1農研機構・畜産草地研究所茨城県つくば市 305-0901

(2013. 4. 15受付， 2013. 7. 4受理)

要 約 畜舎汚水を，上向流嫌気性汚泥床 (UASB)法メタツ発酵りアクタ による前処理と好気性リア

クターによる後処理の2段処理方式で処理することを想定して， UASBリアクターの長期的な性能持続性を

2002年か52012年にわたり約 10年間検証した.容積 6.6m3のUASBリアクターに，固液分離後の豚舎

汚水を投入し，易分解性有機物の指標である生物化学的酸素要求量 (BOO)の除去性能とバイオガス発生能

を把握した水理学的滞留時間は 1.2~1.7 日，リアクター内上昇流速は 1 .4 m/h，循環比は 14~19倍とした

リアクター内水温は，外気温に影響され 8~310Cの闘で変化した. BOOは，原水が 1895:t 1117 mg/L (平

均±標準偏差) (n = 376)，処理水が886:t 634 mg/L (n = 390)で，平均除去率は 53%であった各

年の夏季 (6，7， 8 月)の BOO 除去率は 50~80% であった.これに対し，最終年 (2012 年)夏季の

BOO除去率は 64土 13%で，稼働から 10年後も有機物除去性能は安定して維持されていた.除去 BOO量

(企BOO)あたりバイオガス発生量は，各年の夏季でみると， 0.1 ~0.8 m3/kg-.il BOOであった. 2012年夏

季では 0.2~0.7 m3/kg-.ilBOOであったことから， 10年目もそれ以前と同程度のガス発生能の維持されてい

たことが確認された.リアクター内の汚泥は，大部分が微生物集塊(ク、ラ二ユ-)レ)で占められ， 2012年の

ク、ラ二ユールの外観は， 2002年と同様，表面が平滑な球状または紡錘状であった.また，運転終了時のグラ

ニュール径は大部分が 1~2mm であり，良好なク‘ラ二ユールが維持されたことが示唆された.以上より，

UASB Ijアクターによる豚舎汚水のメタン発酵は 10年間安定して継続できたと結論された.

UASB (上向流嫌気性汚泥床)法メタン発酵リアクター

は，有機性廃水の省エネルギー的な処理プロセスとして，

多くの廃水処理分野に導入が進んでいる畜舎汚水処理分

野でも，約 10年前に畜産草地研究所に実証試験プラント

が設置され，またほぼ同時期に UASB5去を中核と古る総

合的な養豚排j世物処理実プラントが，ある自治体の主導に

より建設された.しかし，その後畜産分野では普及が進ん

でいなしi.普及が進まなかった要因としては，第一に，上

記実プラン卜は UASB5去の長所が生かされたとは言えな

い状況であったため， UASB法そのものが畜産には不向

きという印象が広まったためと考えられる.さらに，水質

汚濁防止法の窒素関係の規制強化の動きを考慮すると，浄

化放流を最終目的とする処理の一環としてメタン発酵を組

み込むと BOO/N比が低下して脱窒が進み難くなり，窒

素規制への対応面で不利になるということも，普及を阻ん

だ大きな要因と考えられる.

一方，近年でl武バイオガス発電による売電単価が，固

定価格買取り制度の導入によって格段に上昇したことを契

機に，メタン発酵に対する関心が再燃しつつある.UASB 
法が畜舎汚水でも長期間利用可能であることが実証されれ
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ば，畜産分野でのメタン発酵技術の選択肢を増やす可能性

もある.

本研究では，豚舎汚水処理試験用に設置し，以後連続運

転を行ってきた UASB法メタン発酵実証試験プラントに

ついて，稼働開始か510年間の有機物除去性能およびバ

イオガス発生量の変化を把握し，性能の長期的な持続性を

検討した.なお，稼働当初3年間の運転状況の詳細はす

でに報告しているが(田中52006)，本報告はその後の

データも含めて総合的に取りまとめたものである.

材料および方法

1. UASBリアクターの概要および運転方法

試験を行ったブラシ卜の全体概要は，田中ら (2006)

に記載されている.本ブラシトの中心となる UASBりア

クタ一 (UASBreactor)，およびリアクターに付属する

循環槽 (circulationtank) の概要を図 1に示した.

UASBリアクターは，高さ 3.6m，容積 6.6m3で，下半

分はグラ二ユールの堆積している円筒形部分(直径 1.5

m)，上半分は気液固分離装置 (gassolid separator) 

の設置された角形部分 (1.5X1.5m)になっている.上

連絡者:田中康男 (fax:029-838-8606， e-mail: osuya@a背rC.go.jp)
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Figure 1 Oiagram of upflow sludge blanket reactor 

for treating swine wastewater 

部は大気開放であり，液面は空気と常時接触する構造と

なっている

原水は，循環槽からポンプにより UASBリアクター底

部に注入される リアクター上部の越流f~ (overflow 

weir)を越流した液は，循環槽の水面直下に取り付けら

れた分配器 (distributor)に流下し，水量増加分は分配

器上方に取り付けられた流出管から直接後段の好気性処理

槽に流下し，残余は分配器の下端開口部から循環槽に還流

するようにした.この循環ラインにより，循環比約 14~

19倍，上昇流速 1.4m/hで運転した

2002年4月の稼働開始時に オランダの実プラン卜か

ら移送したグラ二ユールを，層厚約 2mになるように槽

内に投入した. 10年閣の稼働中に，ク‘ラニュールの追加

投入はしなかった.一方. 1回だけ譲渡用に約 0.2m3の

ク.ラニュール汚泥をク、ラニュール層上部のノズルか5引き

抜いた

畜産草地研究所の豚舎で発生した尿汚水を，スクリユー

プレス型国液分離機(目聞き 0.5mm)で浮遊物を除去し，

さらに沈殿槽で処理したものを原水として循環槽に流下さ

せ. UASB リアクターに水理学的滞留時間 1 .2~1.7 日で

注入した(最終年は平均 0.91:t:標準偏差 0.35日)

発生したバイオガスは，出力 6kWのコージェネレー

ション発電機で利用した 発電機からの温水は，循環檀内

部に配置されたコイル状ステンレスパイプに循環させ加温

に利用した.

2009年までは，水質などのデータ採取を行いながら運

転を継続したが，それ以降はデータの採取を中断し，運転

のみ継続した その後. 201 2 年 6~8 月の 3 ヵ月間，再

度データ採取を行い. 2012年8月末に運転を終了した

なお，この3ヵ月間については，豚舎からの汚水送水設

備が老朽化で、使用不能となったため，プラン ト近傍にある

所内畜舎汚水浄化施設の流入水を原水に用いた この汚水

には豚舎汚水以外に牛舎および鶏舎に由来する汚水も混入

していた なお，この汚水はすでに固液分離が怠され，
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SS 濃度が低かったため，沈殿槽を通さす、に直接循環槽に

流入させた.

2 分析方法

生物化学的酸素要求量 (BOO)は. Hach Company 

(Loveland. CO. USA)製自動測定装置 (BOO丁目k)に

よって測定した.バイオガス発生量は，乾式ガスメーター

で計測した.グラ二ユールの粒径分布は.UASBリアク

ターの高さ 2mの位置か5引き抜いたグラ二ユール含有

汚泥に，水道水を混合させ約 30秒静置した後上澄水を捨

てる操作を 3回繰り返し非グラニュール汚泥を洗い流し

た後に. 1 mLのグラニュール汚泥を直径 9cmのシャー

レに移した シャーレに水を加えてク‘ラ二ユ ルをシャ

レ中に分散させた後，コ口 二一カウンター (ZEO

COLONY VIEWER SYSTEM ;重松貿易株式会社製，大

阪)で拡大画像を撮影した後 プリントアウトした画像で

ク、ラ二ユ ルの直径を計測したなお，紡錘形のク、ラニュー

ルについては，長径と短径を計測してその平均を直径とし

た

結果および考察

稼働開始から 2009年までの UASBリアクター水温の

測定結果を図 2に示した コージェネレーシヨン発電機

由来の温水による加温プロセスは備えていたものの，投入

汚水の有機物濃度が低かったため，ガス量は常時加温出来

るほと、は得られなかったそのため，リアクタ 内水温は，

気温とほぼ同様に変化し. 8~31 "Cの闘で変動した バイ

オガス発生は，低温期には発生量が低下したものの年聞を

通じて持続した なお，所内の実汚水処理施設の地下貯檀

では汚水の水温は冬期でも 20
0

C程度あったことから，

UASBリアクターを埋設方式にするか，または保温材を

より厚くすることで冬期の温度低下が抑制される可能性も

ある.

運転全期間の BOOの変化を図 3に示した原水の BOO

は，平均 1895:t:標準偏差 1117mg/L (η= 376). 処

理水は 886:t: 634昭 /し (n= 390)であった原水の

BOO値は，変動が大きかったが，冬期に高まる傾向があっ

た処理水の水質も大きく変動した特に，上昇流速を

1.4 m/hより低下させると 汚泥層に非ク‘ラニュール汚泥

が蓄積し，ガス泡の一時的な大量発生の際に舞い上がって

流出し，処理水の BOOが顕著に増大する現象が見られた

このような変動を抑制するためには，非ク‘ラ二ユール汚泥

のリアクタ 内への沈積を防ぐことが重要と考え， 上昇流

速を 1.4m/hまで高め，非グラニュール汚泥を常時流出

させるようにした この結果，突発的な BOO上昇は抑制

できるようになった.なお 一般的に UASBリアクター

においては，上昇流速が 5.5m/h以下であればバイオマ

ス流出の問題は生じない(松井と高島 1999)とされてい

ることから，上昇流速は今回の設定値より高める余地が

あったものと考えられる.豚舎汚水での最適上昇流速につ
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Figure 3 Changes in biochemical oxygen demand (800) of influent and 
effluent of UAS8 reactor 

20 1 2 年を見ると 0.2~0.7 m3/kg ('" 800であり(図 8). 

従来の変動範囲とほぼ‘同程度であった よって，バイオガ

ス発生能も最終年までほぼ 定に維持されたと考えられ

る

リアクターのク‘ラニュール層上部から引き抜いた汚泥の

外観を 10年前と運転終了時で比較したところ(図 9). 

クtラニュールの量および形状は特段の変化はなく，球状ま

たは紡錘状で表面の平滑なグラニュールが維持されてい

た約 170個のグラニュールを計測した結果，直径は 0.94

::t 0.47 mm (平均±標準偏差)であった頻度分布(図

1 0) をみると 1~2mm が大部分を占めていた 般的に

UAS85去のク、ラニュール径は. 0.5~2mm とされている

ことから(今井52002) グラニュールは良好な状態で

あったと推測される.

いては今後の検討課題である

800 除去率の変化は，図 4 に示したように約 1 0~90%

の範囲で大きく変動した 平均除去率は 53%であった.

2002年から 2012年までの各年の夏季 (6.7. 8月)の

800 除去率は，図 5 に示したように 50~80%の間で推

移した.最終年 (2012年)の夏季における.800容積負

荷と 800除去率の関係を見ると(図 6).負荷 0.5~2.7kg

800/m3
/日において除去率 64::t 13%と安定した除去

性能を示した.以上の結果より. UAS8リアクタ の有

機物除去性能は. 10年経過した後でも良好に保持されて

いたといえる

刀ス発生の活発な夏季 (6.7. 8月)における 800除

去量(('，，800)当りのバイオガス発生量は，図 7のよう

に0.1~0.8 m3/kg ('" 800と大きく変動した最終年の

469 467-473.2013 日畜会報 84(4) 
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sampled after ten years operation of UASB reactor 

なお，近年では，各地のピ ル土場，てん菜糖工場，コ

ンスターチ工場，異性化糖工場などを中心として UASB

j去の大型処理施設が稼動していることから(上木 1993)，

新施設の立ち上げ時にはこれら既存施設の余剰グラ二ユ

ルを入手して投入することで，速やかにメタン発酵性能を

所要レベルに高め，その後長期間維持するととが可能と推

定される.

最終年 (2012年)には SSは測定しなかったが，運転

開始当初 3年間の測定では UASBリアクタ 流入水の

SS濃度は平均 1300mglしであった(田中52006) 一

般に UASB;去のグラニュールは，汚水中の SS濃度が高

い場合には維持困難とされているが，畜舎汚水の SSはグ

ラ二ユールの維持に悪影響を与えにくい性状であった可能

性がある.ただし， UASBリアクターの設定上昇流速で

ある 1.4m/hの条件で沈降するような粒子が多いとリア

クター底部に堆積し，リアクターの有効容積を減少させて

しまう可能性もある.このような粒子は，前段の沈殿槽で

確実に除去しておくことが UASB法適用に当たって重要

な点と考えられる

豚舎汚水には，一般的に高濃度のアンモニア，リン酸イ

オン，マグネシウムイオンが含まれるため，pHが8を超

える状況になるとこれら 3種類のイオンがリン酸アンモ

ニウムマグネシウムの結晶を形成し(田中ら 1999)，配

管やリアクター内にスケールが付着しトラブ、ルを起こす懸

念もある これを防止するためには，沈殿槽で曝気又はア

ルカり添加を行って pHを上昇させ，形成された結品を汚

泥とともに引抜くか，または酸添加により pHを8未満

に下げて結晶生成を防ぐかのどちらかの手j去をとることが

効果的と考えられる なお， 一般に pHが高いと遊離アン

モ二ア濃度が高まり，メタン発酵を阻害するりスクが有る

ことから，アンモニア濃度が高い場合には pH低下の方が

妥当な可能性がある 新汚水処理施設設計指針作成委員会

(2004)によれば， UASBリアクタ で豚舎汚水処理を

日畜会報 84(4) : 467-473， 2013 

行う場合(水温 20
0

Cを想定)， pH8の場合には全アンモ

二ア態窒素を 1000mg/L以下にする必要があるが，pH7 

では全アンモニア態窒素が4000mglしでも阻害は生じな

いと推定されている

養豚の場合，メタン発酵後の消化液の液肥利用は多くの

場合不可能であり，浄化放流が現実的である 浄化の面か

ら考えると，既述のようにメタン発酵は， BOO/N比を低

下させるため，生物脱窒には不利である.仮に，微生物に

よる除去ではなく，物理-化学的なアンモニア除去法を組

み合わせることができれば メタン発酵の長所が生かせる

可能性もある. Cintoliら (1995)は，豚舎汚水の UASB

リアクター処理の前段で，アンモニアをゼオライトで吸着

する手法を検討し，メタン発酵の阻害が防がれしかも吸着

したアンモニアは肥料として利用可能なことから，有利な

方法であると指摘している また， Tadaら (2006)も，

高濃度のアンモニア含有廃液のメタン発酵において，ゼオ

ライト添加を行うとガス発生量が顕著に増大することを報

告している.よって，ゼオライト吸着法の適用は，窒素規

制対応とメタン発酵促進の両面で同時に効果を発揮する可

能性がある.検討に値する手法と考えられるが，現状では

ゼオライトのコスト面で適用困難と思われる.ゼオライト

に代わる低コスト吸着資材の探索も一考の余地がある.

窒素規制の問題が回避可能な UASBリアクターの利用

法として，下水道放流用の処理への適用も選択肢になると

思われる 下水道放流であれば，多くの場合 SSおよび

BOOが一定値以下になれば放流可能である.押田 (2012)

は，神奈川県の下水接続農家の場合， SSとBOOを600

mglし以下に希釈して下水放流していることを紹介してい

る.このような地域で UASB処理を導入した場合，バイ

オガス発電による収益を得つつ，後段の好気性処理を省い

て，無希釈または低倍率の希釈で下水道に放流できる可能

性もある この場合，希釈だけの場合より放流量を減らす

ことができるので，下水道料金の観点からも有利と思われ

472 



廓舎汚水処理用 UASBリアクターの長期安定性

る このような，都市近郊畜産向け下水放流用処理として

の UASB~.去の用途も，今後具体的な検討を行う価値があ

る
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Long term verification test for treatment performance of animal 

wastewater by upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor 
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In order to verify long term stability of swine wastewater treatment performance of upflow 

anaerobic sludge blanket (UASB) reactor， biochemical oxygen demand (BOO) removal rate and biogas 

production rate were measured for about ten years. Values of BOO were 1895 :t 1117 mg/L (average 

:t SO) for the influent and 886 :t 634 mg/L for the effluent. The removal rate of BOO fluctuated from 

10 to 90%， and 53% in average. That in the summer of the final year was 64 :t 13%. Biogas production 

volume per the removed BOO (企BOO)in summer was 0.1-0.8 m3/kg Ll BOO. That of the final year was 

0.2-0.7 m3/kg Ll BOO. These results suggest that the performance of organic matter removal and biogas 

production was maintained almost at equal level throughout the ten years operation period. The 

diameter of granules in sludge drawn from the reactor at the end of operation was 1 ~2 mm. This value 

coincided with the representative value of granules in UASB reactor， which suggests that the 

methanogenic bacterial population was maintained in good condition throughout the operation period. 
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