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(57)【要約】
【課題】尿中に含まれる有価物を効果的に回収する方法
と装置を確立すること。
【解決手段】屎尿分離トイレ１を利用して屎と尿を分離
して回収することにより病原性微生物による汚染問題を
回避し、有価物の大部分を含む尿から、りんは遅効性肥
料であるＭＡＰ（りん酸マグネシウムアンモニウム）の
沈殿として、また窒素はアンモニア性窒素として効率良
く連続的に分離回収することができる。屎尿分離トイレ
１により分離された尿は、貯留槽２で貯留することによ
り尿素の分解とともに発生したアンモニアにより、ｐＨ
が９．２付近まで上昇し、アンモニアが散逸しないので
アルカリを添加することなく、これに反応槽５でマグネ
シウム塩を加えることで、ＭＡＰが回収できる。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
屎尿から分離して回収した尿又は男子小便器から回収した尿を所定期間放置した後、尿中
の有価物を連続的に回収する方法。
【請求項２】
屎尿から分離した尿又は男子小便器から回収した尿を放置して尿中のｐＨが９．０以上に
なると、マグネシウム含有化合物を尿に添加して尿中のりん成分をマグネシウム化合物と
して回収し、該りん成分を回収した後の尿を空気のバブリングによりアンモニア成分をア
ンモニアガスとして回収することを特徴とする請求項１記載の尿から有価物を連続的に回
収する方法。
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【請求項３】
屎尿から分離して回収した尿又は男子小便器から回収した尿に尿素分解酵素を添加して尿
中のｐＨが９．０以上になると、マグネシウム含有化合物を尿に添加して尿中のりん成分
をマグネシウム化合物として回収し、該りん成分を回収した後の尿を空気のバブリングに
よりアンモニア成分をアンモニアガスとして回収することを特徴とする請求項１記載の尿
から有価物を連続的に回収する方法。
【請求項４】
屎尿を分離して尿を回収する屎尿分離トイレ又は男子小便器と、屎尿分離トイレから分離
した尿又は男子小便器から回収した尿を一時的に貯留する尿貯留槽と、尿貯留槽からの尿
とマグネシウムイオン含有溶液を供給して固体のマグネシウム化合物を生成させる反応槽
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とを備えたことを特徴とする尿中の有価物を回収する装置。
【請求項５】
反応槽から分離された尿を空気によるバブリング処理によりアンモニアガスを回収するア
ンモニア回収槽を備えたことを特徴とする請求項４記載の尿中の有価物を回収する装置。
【請求項６】
反応槽は中央部に攪拌機を備えた反応部と、反応部の外周部に設けた沈降部と、反応部の
底部と沈降部の底部に、反応部と沈降部を連通させ、かつ固体反応生成物を溜めて外部に
取り出し可能にした漏斗状取出部を備えたことを特徴とする請求項４記載の尿中の有価物
を回収する装置。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、尿中の有価物を連続的に効率良く回収できる方法および装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
日本では古来より屎尿は農業肥料に利用されていたが、この場合は屎尿を分離することな
く、屎尿混合物の状態で農地に適用していた。しかし、現在では作物生育のための肥料と
して屎尿を用いられることはなく、化学肥料に置換されており、屎尿は下水処理施設にお
いて分解処理されている。下水処理により得られた汚泥は脱水された後、一部は埋め立て
処分され、残りは焼却されている。
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【０００３】
前記屎尿から得られた汚泥は有機物、りんおよびアンモニアなどの有価物を含むが、それ
らは有効利用されないまま、前述のように埋め立て材料として利用され又は焼却処分され
ているのが現状である。
【０００４】
一方、下水中のりん及び窒素等の有効成分を回収する研究開発が盛んに行われているが、
その中でりんをりん酸マグネシウムアンモニウム（ＭＡＰ）として回収する技術がある。
下記論文には、汚水のｐＨを９．０以上にすることでＭＡＰの沈殿物の生成が速いことな
どが開示されている。
【０００５】
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【非特許文献１】
「下水道協会誌論文集」第２８巻、第３２４号、（２００２年）、津野洋、宗宮功、吉野
正章、「消化槽脱離液からのストラバイトの回収に関する研究」、６８頁〜７７頁
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
屎尿を分離せずに回収し、これを肥料として利用すると、屎中に存在する病原性微生物に
よる農作物の汚染が問題となり、また容積を減少させずに屎尿を輸送する必要もあり、労
力やコストが多大となっていた。そのため、屎尿を分離して資源として回収するエコロジ
カルサニテーションに関する研究が進められている。
【０００７】
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尿中には窒素、りん、カリウムといった肥料成分が含まれているのに加え、屎に含まれて
いる病原性の微生物が存在しないため、尿は資源として利用しやすい。
【０００８】
尿中に含まれる有価物を回収しないでいると、資源の有効利用が図れず、さらには、尿が
下水処理場へ流入していることにより高負荷となっている問題や閉鎖性水域の富栄養化問
題が存在している。
【０００９】
前述の論文にあるりんをりん酸マグネシウムアンモニウム（ＭＡＰ）として回収する技術
などを利用することにより尿中のりんの回収ができれば、尿の資源の有効利用になる。
【００１０】

20

そこで、本発明の課題は、尿中に含まれる有価物を効果的に回収する方法と装置を確立す
ることである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明の上記課題は、次の解決手段により達成される。
請求項１記載の発明は、屎尿から分離して回収した尿又は男子小便器から回収した尿を所
定期間放置した後、尿中の有価物を連続的に回収する方法である。
【００１２】
請求項２の発明は、屎尿から分離した尿を放置して尿中のｐＨが９．０以上になると、マ
グネシウム含有化合物を尿に添加して尿中のりん成分をマグネシウム化合物として回収し
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、該りん成分を回収した後の尿を空気のバブリングによりアンモニア成分をアンモニアガ
スとして回収する請求項１記載の尿から有価物を連続的に回収する方法である。
【００１３】
請求項３の発明は、屎尿から分離して回収した尿又は男子小便器から回収した尿に尿素分
解酵素を添加して尿中のｐＨが９．０以上になると、マグネシウム含有化合物を尿に添加
して尿中のりん成分をマグネシウム化合物として回収し、該りん成分を回収した後の尿を
空気のバブリングによりアンモニア成分をアンモニアガスとして回収する請求項１記載の
尿から有価物を連続的に回収する方法である。
【００１４】
請求項４記載の発明は、屎尿を分離して尿を回収する屎尿分離トイレ又は男子小便器と、
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屎尿分離トイレから分離した尿又は男子小便器から回収した尿を一時的に貯留する尿貯留
槽と、尿貯留槽からの尿とマグネシウムイオン含有溶液を供給して固体のマグネシウム化
合物を生成させる反応槽とを備えた尿中の有価物を回収する装置である。
【００１５】
請求項５記載の発明は、反応槽から分離された尿を空気によるバブリング処理によりアン
モニアガスを回収するアンモニア回収槽を備えた請求項４記載の尿中の有価物を回収する
装置である。
【００１６】
請求項６記載の発明は、反応槽は中央部に攪拌機を備えた反応部と、反応部の外周部に設
けた沈降部と、反応部の底部と沈降部の底部に、反応部と沈降部を連通させ、かつ固体反
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応生成物を溜めて外部に取り出し可能にした漏斗状取出部を備えた請求項４記載の尿中の
有価物を回収する装置である。
【００１７】
【作用】
本発明によれば、屎尿分離トイレを利用して屎と尿を分離して回収すること又は男子小便
器から尿を回収することにより病原性微生物による汚染問題を回避し、有価物の大部分を
含む尿から、りんに関しては遅効性肥料であるＭＡＰ（りん酸マグネシウムアンモニウム
）の沈殿として、また窒素に関してはアンモニア性窒素として効率良く連続的に分離回収
することができる。
【００１８】

10

屎尿分離トイレにより分離された尿又は男子小便器から回収した尿は、貯留することによ
り尿素の分解とともに発生したアンモニアにより、ｐＨが９．２付近まで上昇する。この
とき尿素分解酵素を尿中に添加すると比較的速やかにアンモニアが発生してｐＨが９．２
付近に達する。
【００１９】
一方、屎尿を分離しないままに、これらを貯留するとｐＨが９．２以上に上がり、尿素の
分解で生成したアンモニアが散逸してしまう。このように屎尿から尿を分離して、尿だけ
を貯留しておくとｐＨが約９付近から上がらず、アンモニアが尿中から散逸しないことを
本発明者らは見いだした。
【００２０】
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尿中のりんは、ｐＨ約９のアルカリ条件下では、アルカリを添加することなく、マグネシ
ウム塩を加えることで、遅効性肥料ＭＡＰとして回収することが可能である。また、りん
回収後の尿中に残存するアンモニア性窒素は曝気することで容易にほぼ全量が回収できる
。
【００２１】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態について図面と共に説明する。
図１には本実施例の尿から有価物を回収する装置の全体図を示す。屎尿を分離する構成を
備えた屎尿分離トイレ（便器）１を用いて尿と洗浄水の混合液を受槽２に一旦入れ、該受
槽２から貯留槽３に移す。受槽２は特に常設する必要はなく、トイレ１が貯留槽３の設置
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高さより十分高い位置にあると受槽２は不要である。
【００２２】
受槽２内に貯める尿と洗浄水の混合液の貯留期間は短くてよいが、貯留槽３内に貯めた尿
と洗浄水の混合液は数日から数ケ月間、そのまま放置しておく。貯留槽３内で貯留してい
る間に貯留槽３内の尿と洗浄水の混合液は、尿素の分解とともに発生したアンモニアによ
り、ｐＨが９．２付近まで上昇する。
【００２３】
ｐＨが９．２付近まで上昇した貯留槽３内の尿と洗浄水の混合物を反応槽５に供給し、該
反応槽５には同時に塩化マグネシウム水溶液を加える。また必要ならアルカリ剤を補充し
ても良い。反応槽５内の尿と洗浄水の混合液と塩化マグネシウム水溶液と場合により添加
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されるアルカリ剤を反応させてＭＡＰを生成させる。得られた固体のＭＡＰは液状物から
分離して反応槽５の底部から取り出される。またＭＡＰと分離した液状物は処理尿槽（ア
ンモニア回収槽）６に取り出し、りん回収後の尿中に残存するアンモニア性窒素を曝気す
ることで容易にほぼ全量が回収できる。その後の被処理水は、下水処理設備に移送して、
従来通りの下水処理を行う。なお、アンモニアストリッピングを行うことにより、従来の
ＭＡＰ処理において問題となっていた処理液によるＭＡＰなどのスケールの発生防止効果
もある。
【００２４】
上記、尿中の有価物を回収する装置の運転条件を設定するために以下のような実験を行っ
た。
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まず、屎尿から分離された尿の貯留過程における尿について、尿素の分解およびアンモニ
アの気散の２点について検討を行った。
【００２５】
組成の違う５種類の試料（表１）について検討した。表１中の５種類の試料は、生尿と水
道水の混合液（試料１）、生尿と水道水と受槽２中の尿の混合液（試料２、３）、生尿と
水道水と貯留槽３中の尿の混合液（試料４、５）である。
【００２６】
【表１】
10

20
試料１〜５の全てのｐＨの変化は図２に示す通り、試料採取から遅くとも７日目で９．３
付近で安定し、また電気伝導度の変化から図３に示す通り尿素は遅くとも１４日でほぼ全
量が分解することが分かった。
【００２７】
また、試料４、５について貯留槽３からのアンモニアの気散量の測定結果の平均値を図４
に示す。貯留槽３内のアンモニア性窒素濃度は約２，０００ｍｇＮ／Ｌであることから、
アンモニアの気散量は非常に微量であり、尿素の分解によって発生したアンモニアもその
ほとんどが尿中に残存していることが確認された。
【００２８】
このことは本実施例の装置によるとアルカリ剤を添加しなくてもＭＡＰの生成反応を高い
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ｐＨの条件下で行うことができるので好都合であり、本実施例の尿からりんを回収する方
法が経済性を含めて非常に実用的な方法であることが判明した。
【００２９】
本実施例の各装置について次に説明する。
まず屎尿分離トイレ（便器）について説明する。屎尿分離トイレ１は図５の平面図に示す
ように、上部に便座（図示せず）を備え、便座の下部に漏斗状の屎尿受け部１１を設けた
構成からなり、漏斗状の屎尿受け部１１の底部は尿受け部１２と屎受け部１３とに割られ
ており、尿受け部１２には底面に小孔１５が複数個設けられており、ここに供給されて尿
は、複数の小孔１５から速やかにトイレ１から受槽２に排出される。屎受け部１３の底面
には比較的大きな穴１６が設けられており、屎はこの大きな穴１６から外部に排出される
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。
【００３０】
図５に示すトイレ１は、予め尿が屎と混じらないようにトイレ側に工夫が成されているの
で、従来のように屎尿をまとめた混合物として回収するのではなく、はじめから小便器と
して用い得る構成からなるトイレを用いることが望ましい。また、男性専用の小便器を用
いるなどのことで容易に尿を分離することができる。
【００３１】
尿の貯留槽内では尿素が分解してアンモニアが発生しｐＨが９．２付近まで上昇する。こ
のとき尿素分解酵素を尿中に添加すると比較的速やかにｐＨが９．２付近に達する。
【００３２】
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次に、図１の装置を用いるＭＡＰとしてりんを連続的に回収するための反応槽５の概略を
図６に示す。
反応槽５は上部に開口部があり底部に排出部のある漏斗状の装置である。貯留槽３からの
尿を別途用意した塩化マグネシウム水溶液と共に反応槽５の上部の開口部から流入させる
。反応槽５内の溶液中は中央付近の反応部５ａとその外側の沈降部５ｂに仕切部材７によ
り分離されており、反応部５ａは更に鉛直方向に長手方向が向き、上下端部が開口してい
る円筒８により二つの領域に区分けされている。この円筒８内で鉛直方向に回転軸９ａを
設けた攪拌機９のスクリュウが回転することによって、円筒８の内部では溶液の下降流が
生じ、また円筒８の外部では溶液の上昇流が生じて溶液が循環しながら攪拌される。
【００３３】
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上記図６に示す反応槽５を用いるりんの回収量とｐＨの関係を示す実験結果を図７に示す
。図７に示すようにアルカリ剤を反応槽５内に添加しなくても、ｐＨ９付近まで上昇した
貯留槽５内の尿含有液をそのまま用いることで、高いりん回収率を得られることが確認で
きた。
【００３４】
また、図６に示す反応槽５を用いる場合に攪拌機９による溶液の攪拌速度を１００ｒｐｍ
、反応部５ａでの溶液の滞留時間を３０分とすることで十分にりん回収が行えることが分
かった。その際の尿中りんの回収率は９７％以上であった。
【００３５】
また、りん回収後に反応槽５から流出した尿含有溶液中に残存するアンモニア性窒素の回
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収実験を行った。結果を図８に示す。
図８は、窒素回収中の溶液のｐＨをほぼ一定とし、尿中のアンモニア性窒素の総発生量と
捕集量及び尿含有溶液中に残存するアンモニア性窒素の経過時間に対する推移を示したも
のである。
【００３６】
図８のグラフに示すように尿中のアンモニア性窒素は曝気することでアンモニアガスとし
てほぼ全量を回収でき、曝気量を増やすことでアンモニアの発生速度を容易に高めること
ができることが分かった。
【００３７】
なお、りん酸イオン態りんの測定は、モリブデン青吸光光度法（「下水道試験法」、社団
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法人日本下水道協会発行、１９９７年度版、１９２頁）により、全りんの測定は、ペルオ
キシ二硫酸カリウムによる分解法（「下水道試験法」、社団法人日本下水道協会発行、１
９９７年度版、１９９頁）により測定した。
【００３８】
また、アンモニア性窒素の測定はインドフェノール青吸光光度法（「下水道試験法」、社
団法人日本下水道協会発行、１９９７年度版、１６２頁）により、アンモニアの総発生量
の測定は紫外線吸光光度法（「下水道試験法」、社団法人日本下水道協会発行、１９９７
年度版、１８７頁）によった。
【００３９】
こうして、本発明によれば、尿中のりんはこのアルカリ条件下でアルカリを添加すること
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なく、マグネシウム塩を加えることで、遅効性肥料ＭＡＰ（りん酸マグネシウムアンモニ
ウム）として回収することが可能である。また、りん回収後の尿中に残存するアンモニア
性窒素は処理尿槽６内において、常法に従い空気を曝気しながらアンモニアガスとして容
易にほぼ全量が回収できる。
【００４０】
【発明の効果】
尿中には窒素、りん、カリウムといった有価物が含まれているのに加え、屎に含まれてい
るような病原性の微生物は存在しない。そのため、尿は資源として利用しやすい。今後、
このような有価物の枯渇が想定される状況を鑑みると、本発明は、従来は廃棄物とされて
いたものから有価物を回収するといった観点から非常に有用な成果であると言える。また
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、下水処理場にかける負担も軽減され、閉鎖性水域の窒素やりん等の無機栄養塩類に起因
する富栄養化を防止することも可能であると言える。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施例の尿から有価物を回収する装置の全体図である。
【図２】試料１〜５の全てのｐＨの変化を示す図である。
【図３】試料１〜５の全ての電気伝導度の変化を示す図である。
【図４】試料４、５の貯留槽からのアンモニアの気散量の測定結果の平均値を示す図であ
る。
【図５】屎尿分離トイレの平面図である。
【図６】図１のＭＡＰによるりん回収を連続的に実施するための反応槽の概略を示す図で
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ある。
【図７】反応槽を用いるりんの回収量とｐＨの関係を示す実験結果を示す図である。
【図８】りん回収後に反応槽から流出した尿含有溶液中に残存するアンモニア性窒素の回
収実験の結果を示す図である。
【符号の説明】
１

屎尿分離トイレ（便器）

２

受槽

３

貯留槽

５

反応槽

５ａ

反応部

５ｂ

沈降部

６

処理尿槽

７

仕切部材

８

円筒

９

攪拌機

９ａ

回転軸

１１

屎尿受け部

１２

尿受け部

１３

屎受け部

１５

小孔

１６

大きな穴

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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