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(57)【要約】
【課題】 本発明の目的は、現在その処理が問題になっ
ているリン及び窒素含有排水中等に存在するリン及び窒
素を、従来の処理方法では達成し得なかった低濃度にま
で除去し得るとともに、長期使用に耐える実用的な浄化
装置及びその浄化方法を提供することにある。
【解決手段】 リン及び窒素含有排水を火山灰土壌１に
接触させて浄化するリン及び窒素含有排水の浄化装置で
あって、処理排水を貯留する貯留槽１１にリン及び窒素
含有排水を流し、該貯留槽１１の下流側に配設した土壌
接触処理槽１２に火山灰土壌１を造粒して形成した土壌
を充填して、排水中のリンを除去し、土壌接触処理槽の
下流側に配設した腐植木処理槽に細菌の資化物として腐
植木を充填して、窒素を除去する。更に下流側に配設し
た多孔質処理槽に多孔質吸着材を充填して、色度成分等
の難分解性有機物を除去する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
リン及び窒素を含有する排水を火山灰土壌に接触させて浄化するリン及び窒素含有排水
の浄化装置であって、処理排水を貯留する貯留槽と、該貯留槽の下流側に、火山灰土壌を
造粒して形成した土壌を充填した土壌接触処理槽と、該土壌接触処理槽の下流側に、細菌
の資化物として腐植木を充填した腐植木処理槽とを有することを特徴とするリン及び窒素
含有排水の浄化装置。
【請求項２】
請求項１に記載のリン及び窒素含有排水の浄化装置において、上記土壌接触処理槽に充
填された火山灰土壌は、直径が５〜５０ｍｍの範囲に造粒した赤玉土または鹿沼土であっ
て、比表面積が５０〜１５０ｍ
ｍ
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／ｇの範囲であって、乾燥密度が０．７〜１．２ｇ／ｃ

の範囲であることを特徴とするリン及び窒素含有排水の浄化装置。

【請求項３】
請求項１又は２に記載のリン及び窒素含有排水の浄化装置において、上記腐植木処理槽
の下流側に、内部に多孔質吸着材が充填され、処理排水の濾過速度が、０．０５ｍ／日〜
２．０ｍ／日に制御された多孔質処理槽を備えることを特徴とするリン及び窒素含有排水
の浄化装置。
【請求項４】
請求項１ないし３のいずれか１に記載のリン及び窒素含有排水の浄化装置において、上
記貯留槽の滞留時間が１日〜２０日に制御され、上記土壌接触処理槽における処理排水の
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濾過速度が０．５ｍ／日〜１０ｍ／日に制御され、上記腐植木処理槽の滞留時間が３〜２
０時間に制御され、多孔質処理槽における処理排水の濾過速度が０．０５ｍ／日〜２．０
ｍ／日に制御される制御手段を有することを特徴とするリン及び窒素含有排水の浄化装置
。
【請求項５】
請求項１ないし４のいずれか１に記載のリン及び窒素含有排水の浄化装置において、上
記貯留槽には、太陽光を遮蔽可能な遮光板が配設され、該遮光板は排水中の汚水状態等に
応じて開放可能にする開閉機構を有することを特徴とするリン及び窒素含有排水の浄化装
置。
【請求項６】
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請求項１ないし５のいずれか１に記載のリン及び窒素含有排水の浄化装置において、上
記土壌接触処理槽の上部位置に処理排水流入口が設けられ、その下部位置に処理排水流出
口が設けられ、上記腐植木処理槽の下部位置に処理排水流入口が設けられ、その上部位置
に処理排水流出口が設けられ、上記土壌接触処理槽の処理排水流出口と上記腐植木処理槽
の処理排水流入口とを連通する連通路が、その水位を上記土壌接触処理槽内の土壌の略上
面位置まで一旦持ち上げる持ち上げ部を備えることを特徴とするリン及び窒素含有排水の
浄化装置。
【請求項７】
請求項１ないし６のいずれか１に記載のリン及び窒素含有排水の浄化方法であって、上
記土壌接触処理槽に充填される火山灰土壌は、直径が５〜５０ｍｍの範囲に造粒した土壌
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が４０〜１５０％の含水比に調整され、その後、３００〜７５０℃で１０分以上保持され
て焼成されて得られた土壌であり、リン及び窒素含有排水を上記火山灰土壌に接触させて
浄化することを特徴とするリン及び窒素含有排水の浄化方法。
【請求項８】
請求項７に記載のリン及び窒素含有排水の浄化方法において、上記土壌接触処理槽に充
填される火山灰土壌が赤玉土であり、上記多孔質処理槽にも上記土壌接触処理槽に充填さ
れる赤玉土と同じ赤玉土が充填されていることを特徴とするリン及び窒素含有排水の浄化
方法。
【請求項９】
請求項７又は８に記載のリン及び窒素含有排水の浄化方法の土壌接触処理槽に充填して
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使用する土壌であって、その土壌は直径を５〜５０ｍｍの範囲に造粒した後４０〜１５０
％の含水比に調整して、その後、３００〜７５０℃に昇温して１０分以上保持し、焼成し
て得られた赤玉土又は鹿沼土であって、比表面積が５０〜１５０ｍ
、乾燥密度が０．７〜１．２ｇ／ｃｍ
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／ｇの範囲であって

の範囲であることを特徴とするリン及び窒素含有

排水の浄化方法の土壌接触処理槽に充填して使用する土壌。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、主として団粒構造を有した土壌を用いた水質浄化に係り、特に、畜産排水及
び下水の二次処理排水等の各種産業排水中に存在するリン及び窒素の除去を目的とした水
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質浄化装置、その浄化方法及びその浄化方法に使用する土壌に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
一般的に、ＢＯＤ、ＣＯＤ等の有機物、色度並びにＳＳを除去する方法として、生物濾
過法が知られている。この方法は一般に原水水質が良好で濁度も低く安定している場合に
採用され、比較的細かな砂層や濾材を充填した濾過槽に４〜５ｍ／日のゆっくりとした速
さで水を通し砂層の表面と砂層に増殖した微生物群によって、水中の浮遊物質や溶解物質
を捕捉し酸化分解させるものである。
【０００３】
また、リン、窒素及び難分解性有機物を含有する排水の一般的な処理方法として次のも
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のが知られている。リン除去法には、薬品凝集、吸着・イオン交換、晶析などの物理化学
的な機構を用いる方法と、嫌気好気法、水生植物の利用などの生物的な機構を用いる方法
がある。工業排水には凝集法が、下水排水には嫌気好気法が通常用いられていることが多
い。リンの処理方法としては、従来から赤玉土、黒ボク土、鹿沼土など火山灰土壌を処理
排水に接触させることにより処理排水中のリン成分を主として土壌の吸着により処理する
方法が知られている。例えば、リン酸吸着能力のある鹿沼土などにバインダーとしてガラ
ス粉末を加えて造粒し、得られた粒状体を乾燥後、８００℃〜９００℃の高温度で加熱し
た吸着濾材が知られている（特許文献１）。
【０００４】
さらに、窒素除去法については、ほとんどの場合に生物的窒素除去法が採用されており
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、脱窒を目的とした嫌気ゾーンと硝化を目的とした好気ゾーンの区分方法によって種々の
処理方式が開発されている。その他、アンモニアストリッピング法、イオン交換法、不連
続点塩素処理法、触媒酸化法などが知られている。また、脱窒方法としては、アンモニア
性窒素を酸化させ、硝酸性窒素に変えて、硝酸性窒素を脱窒菌により窒素ガス（Ｎ2 ）と
して除去する方法がある。例えば、細菌の資化物を充填した資化物層を設け、アンモニア
態窒素を吸着可能な吸着剤を充填した吸着剤層を連続して設け、硝酸性窒素を除去する方
法が知られている（特許文献２）。
【０００５】
また、処理排水からチッソ、リンを除去するものとしては、例えば、チッソ、リンを含
有する排水・廃液の処理方法として、粘土と気孔形成材料と水とを混合し、成形後乾燥さ
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せて、６００〜８００℃で３〜７時間保持し、更に１２００〜１５００℃で４〜８時間焼
成後、クラッシャー処理したものが知られている（特許文献３）。
【特許文献１】特開平１１−１９７５００号公報（段落０００７欄）
【特許文献２】特許３２９５１４７号公報（段落０００８欄、図１）
【特許文献３】特許３４０８７０２号公報（段落００１７欄）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
特許文献１には、リン酸吸着能力のあるカキ殻、水硬性アルミナ、鹿沼土、浄水場汚泥
と、バインダーとしてガラス粉末を加えて、混合粉砕して均一にし、水を添加して十分混
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練後、造粒し、得られた粒状体を乾燥後、８００〜９００℃の高温度で加熱し、常温まで
冷却して一度水中に浸漬後乾燥して目的とするリン酸イオン吸着濾材を製造することが開
示されている。しかし、カキ殻、水硬性アルミナ、鹿沼土、浄水場汚泥、ガラス粉末を加
えて、高温で焼成するものであり、鹿沼土などの火山灰土壌は、乾燥させた後８００〜９
００℃の高温度で加熱処理した場合には、造粒火山灰土壌の団粒構造が短期間に崩壊する
結果となっている。処理槽の土壌として長期の使用に難があり、実用的といい得るもので
はなかった。また、加熱温度が８００〜９００℃と高いために、リン除去性能が不十分で
あった。
【０００７】
特許文献２には、脱窒細菌の資化物を充填した資化物層を設け、更に資化物層の下流側
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にアンモニア態窒素の吸着材層を設けて、リンを吸着除去するようになっている。その上
、更に、下流側にリン吸着材層を連続状態で設け、処理対象水を順に通水するようにして
なることが記載されている。しかし、資化物層が、処理対象水の流入口、つまり処理槽の
前段に設置されているため、資化物層の嫌気性維持は困難であって、効率的な脱窒素処理
ができない。さらに、資化物層から着色成分などが溶出し、除去されない。
【０００８】
特許文献３では、粘土と気孔形成材料と水とを混合し、成形後乾燥させて、６００〜８
００℃で３〜７時間保持し、更に１２００〜１５００℃で４〜８時間焼成するので、多孔
質セラミックが形成できる。しかし、該多孔質セラミックの気孔では有機物等をトラップ
するのみであり、特に高温で焼成しているので、セラミックは結晶質となり、リン等を有
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効に吸着できず、特に長期使用できず実用的でなかった。
【０００９】
上述したように、従来技術では、現在その処理が問題になっているリン及び窒素含有排
水の処理として、排水中のリン及び窒素を確実に除去することはできなかった。
【００１０】
この発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、リン及び
窒素含有排水、従来の畜産排水及び下水の二次処理排水、各種産業排水中などに存在する
リン及び窒素を、従来の処理方法では達成し得なかった低濃度にまで除去し得るとともに
、長期使用に耐える実用的なリン及び窒素含有排水の浄化装置、その浄化方法及びその浄
化方法に使用する土壌を提供することである。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明者らは、リン及び窒素含有排水の処理に適用する際の実用的な最適条件・最適装
置について鋭意研究し、本発明を完成した。即ち、赤玉土等の火山灰土壌を用いたリン吸
着について長年研究した結果、造粒赤玉土等の火山灰土壌は、焼成前に予め水分を含有さ
せておき、且つ低温で焼成したものであれば、乾燥させ加熱した成型体よりも水中で簡単
に崩れず、その上処理排水中のリンを吸着する吸着性能を十分に発揮できることが判明し
て本発明に至った。
【００１２】
具体的には、請求項１に記載の発明は、リン及び窒素を含有する排水を火山灰土壌に接
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触させて浄化するリン及び窒素含有排水の浄化装置であって、処理排水を貯留する貯留槽
と、該貯留槽の下流側に、火山灰土壌を造粒して形成した土壌を充填した土壌接触処理槽
と、該土壌接触処理槽の下流側に、細菌の資化物として腐植木を充填した腐植木処理槽と
を有することを特徴とする。
【００１３】
請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のリン及び窒素含有排水の浄化装置において
、上記土壌接触処理槽に充填された火山灰土壌は、直径が５〜５０ｍｍの範囲に造粒した
赤玉土または鹿沼土であって、比表面積が５０〜１５０ｍ
度が０．７〜１．２ｇ／ｃｍ
【００１４】
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の範囲であることを特徴とする。
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請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載のリン及び窒素含有排水の浄化装置に
おいて、上記腐植木処理槽の下流側に、内部に多孔質吸着材が充填され、処理排水の濾過
速度が、０．０５ｍ／日〜２．０ｍ／日に制御された多孔質処理槽を備えることを特徴と
する。
【００１５】
請求項４に記載の発明は、請求項１ないし３のいずれか１に記載のリン及び窒素含有排
水の浄化装置において、上記貯留槽の滞留時間が１日〜２０日に制御され、上記土壌接触
処理槽における処理排水の濾過速度が０．５ｍ／日〜１０ｍ／日に制御され、上記腐植木
処理槽の滞留時間が３〜２０時間に制御され、多孔質処理槽における処理排水の濾過速度
が０．０５ｍ／日〜２．０ｍ／日に制御される制御手段を有することを特徴とする。

10

【００１６】
請求項５に記載の発明は、請求項１ないし４のいずれか１に記載のリン及び窒素含有排
水の浄化装置において、上記貯留槽には、太陽光を遮蔽可能な遮光板が配設され、該遮光
板は排水中の汚水状態等に応じて開放可能にする開閉機構を有することを特徴とする。
【００１７】
請求項６に記載の発明は、請求項１ないし５のいずれか１に記載のリン及び窒素含有排
水の浄化装置において、上記土壌接触処理槽の上部位置に処理排水流入口が設けられ、そ
の下部位置に処理排水流出口が設けられ、上記腐植木処理槽の下部位置に処理排水流入口
が設けられ、その上部位置に処理排水流出口が設けられ、上記土壌接触処理槽の処理排水
流出口と上記腐植木処理槽の処理排水流入口とを連通する連通路が、その水位を上記土壌
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接触処理槽内の土壌の略上面位置まで一旦持ち上げる持ち上げ部を備えることを特徴とす
る。
【００１８】
請求項７に記載の発明は、請求項１ないし６のいずれか１に記載のリン及び窒素含有排
水の浄化方法であって、上記土壌接触処理槽に充填される火山灰土壌は、直径が５〜５０
ｍｍの範囲に造粒した土壌が４０〜１５０％の含水比に調整され、その後、３００〜７５
０℃で１０分以上保持されて焼成されて得られた土壌であり、リン及び窒素含有排水を上
記火山灰土壌に接触させて浄化することを特徴とする。
【００１９】
請求項８に記載の発明は、請求項７に記載のリン及び窒素含有排水の浄化方法において
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、上記土壌接触処理槽に充填される火山灰土壌が赤玉土であり、上記多孔質処理槽にも上
記土壌接触処理槽に充填される赤玉土と同じ赤玉土が充填されていることを特徴とする。
【００２０】
請求項９に記載の発明は、請求項７又は８に記載のリン及び窒素含有排水の浄化方法の
土壌接触処理槽に充填して使用する土壌であって、その土壌は直径が５〜５０ｍｍの範囲
に造粒した後４０〜１５０％の含水比に調整して、その後、３００〜７５０℃に昇温して
１０分以上保持し、焼成して得られた赤玉土又は鹿沼土であって、比表面積が５０〜１５
０ｍ

2

／ｇの範囲であって、乾燥密度が０．７〜１．２ｇ／ｃｍ

3

の範囲であることを特

徴とする。
【発明の効果】

40

【００２１】
請求項１に係る発明によれば、リン及び窒素含有排水中に存在するリン及び窒素を、低
濃度レベルにまで除去し得るとともに、長期使用に耐える実用的な処理が可能となる。特
に火山灰土壌接触処理槽で先にリンが効率良く除去できるので、後工程において腐植木層
で窒素が効果的に除去でき、リン及び窒素を確実に且つ長期的に安定して除去できる。
【００２２】
請求項２に係る発明によれば、特定の赤玉土を使用することによって、リン吸着能力に
特に優れ、且つ水中でも長期的に崩壊しない造粒構造を維持できる。
【００２３】
請求項３に係る発明によれば、更に、難分解性有機物や着色物質を確実に除去できる。
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【００２４】
請求項４に係る発明によれば、リン及び窒素を含有する排水中からリン及び窒素を長期
的に安定して確実に除去できる。
【００２５】
請求項５に係る発明によれば、貯留槽の汚水状態、例えば、排水中のＢＯＤが低い時、
遮光板を開放して、直射日光を取り入れるようにすることによって、貯留槽での処理を効
果的にでき、脱窒作用を機能させることができる。
【００２６】
請求項６に係る発明によれば、土壌接触処理槽でのリン除去を確実に作用させることが
できる。

10

【００２７】
請求項７に係る発明によれば、リン及び窒素含有排水中に存在するリン及び窒素を、低
濃度レベルにまで除去し得るとともに、長期使用に耐える実用的な処理が可能となる。特
に火山灰土壌接触処理槽で先にリンが効率良く除去できるので、後工程において腐植木層
で窒素が効果的に除去でき、リン及び窒素を確実に且つ長期的に安定して除去できる。
【００２８】
請求項８に係る発明によれば、多孔質処理槽用に吸着材を別に用意する必要が無く、管
理が容易である。
【００２９】
請求項９に係る発明によれば、リン吸着能力に特に優れ、且つ水中でも長期的に崩壊し

20

ない造粒構造を有する赤玉土を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００３１】
（実施形態）
本発明の実施形態に係る浄化装置を図１及び図２に基づいて説明する。図１は本実施形
態に係る浄化装置の概略全体構成図を示し、図２は土壌接触処理槽を示す。リン及び窒素
含有排水である処理排水（処理原水）を導入する貯留槽１１、土壌接触処理槽１２、腐植
木処理槽１３及び多孔質処理槽１４が順に接続されて、処理排水が流れていくようになっ

30

ている。貯留槽１１の上部側壁に流入口１５、下部側壁に流出口１６が設けられ、上面に
は遮光板２８が開閉可能に設けられている。この遮光板２８は、遮光板部材２８ａ，２８
ｂから成り、貯留槽１１の上面開口部を半分ずつ遮光するようになっている。そして、例
えば、処理排水中のＢＯＤ／Ｎ比が３以下と低い場合には、自動或は手動で遮光板部材２
８ａを開放し、ＢＯＤがもっと低くなると遮光板部材２８ａ，２８ｂの両方を開放して全
開するようにしている。貯留槽１１の流出口１６から連通路２３を通って土壌接触処理槽
１２の流入口１７に連通されている。この流入口１７は、図２に示すように、土壌接触処
理槽１２の上部側壁を貫通して、上部中央まで延びた連通路２３の先端に下方を向いて開
口している。連通路２３にはポンプ２４が配設されている。土壌接触処理槽１２の中には
、火山灰土壌の一種である赤玉土１の造粒体が半分ぐらいの高さまで充填されている。土
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壌接触処理槽１２の下部側壁に流出口１８が設けられ、腐植木処理槽１３の下部側壁に設
けられた流入口１９に連通路２５を介して接続されている。連通路２５には、処理排水を
一旦土壌接触処理槽１２内の赤玉土１の略上面近傍まで持ち上げる持ち上げ部２５ａと、
この持ち上げ部２５ａをバイパスするバイパス路２５ｂが設けられている。連通路２５で
は、処理排水は通常の使用状態では持ち上げ部２５ａを通過するルートを通ることで、土
壌接触処理槽１２内の赤玉土１に処理排水が浸かるようになっている。
【００３２】
なお、持ち上げ部２５ａは、土壌接触処理槽１２内の赤玉土１の略上面近傍まで持ち上
げたが、処理排水の水位は、赤玉土１の略上面より０〜３０ｃｍ下になるように調整でき
るようにした。
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【００３３】
メンテナンス等においては、持ち上げ部２５ａではなく、バイパス路２５ｂを通過する
ルートを通るようになっている。
【００３４】
腐植木処理槽１３内には、腐植木２が充填されており、処理排水は腐植木処理槽１３内
を下部から上部方向に流れ、腐植木２によって窒素成分が取り除かれる。その後、処理排
水は腐植木処理槽１３の上部側壁に設けられた流出口２０から出て、連通路２６を通って
多孔質処理槽１４の上部側壁に設けられた流入口２１に導かれる。多孔質処理槽１４には
、多孔質吸着材３（土壌接触処理槽１２の赤玉土１と同じ赤玉土）が充填されている。こ
の多孔質処理槽１４の下部側壁の流出口２２から排水路２７を通って排出される。この排

10

水路２７にも、持ち上げ部２５ａと同様な狙いの持ち上げ部２７ａが設けられている。
【００３５】
制御手段３０は、貯留槽の滞留時間を１日〜２０日に制御し、土壌接触処理槽における
処理排水の濾過速度を０．５ｍ／日〜１０ｍ／日に制御し、腐植木処理槽の滞留時間を３
〜２０時間に制御し、多孔質処理槽における処理排水の濾過速度を０．０５ｍ／日〜２．
０ｍ／日に制御するようになっている。この制御方法は、具体的には、例えば、ポンプ２
４の出力を調整し、貯留槽１１、土壌接触処理槽１２、腐植木処理槽１３、多孔質処理槽
１４の容積やそれぞれの流入口の開口面積を設定することによって、滞留時間や濾過速度
を上記の範囲に調整することが可能である。また、流通口１５への導入通路、連通路２３
、連通路２５、連通路２６等に調整用のバルブを設けて、調整するようにしても良い。
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【００３６】
貯留槽１１は、基本的にリン及び窒素を含有する処理排水中のＢＯＤ、ＳＳ、アンモニ
ア性窒素の低減、土壌接触処理槽１２は処理排水中のリンの除去、腐植木処理槽１３は処
理排水中の窒素除去、多孔質処理槽１４は腐植木処理槽１３から浸出する着色物質除去の
役割をそれぞれ有している。特に貯留槽１１を土壌接触処理槽１２の上流側に設置するこ
とによって、土壌接触処理槽１２に対する汚泥負荷低減が可能となる。これらの各槽の詳
細を説明する。
【００３７】
貯留槽１１では、処理排水を１日〜２０日、望ましくは概ね３〜１０日滞留させること
で、処理排水中のＢＯＤ、ＳＳ、アンモニア性窒素を低減する。特にＢＯＤ等の有機物が

30

貯留槽１１で予め分解されることによって、土壌接触処理槽１２における汚泥の発生が少
なくなり、目詰まり等の問題も生じにくい。この貯留槽１１での滞留期間が短すぎると、
上記ＢＯＤ等の低減などの効果が得られない。貯留槽１１内に長期間滞留させればさせる
ほど、処理排水中のＢＯＤはやがて分解され、槽内中のアンモニア性窒素や亜硝酸は酸化
され、硝酸性窒素までになりやすい。
【００３８】
また、場合によっては、貯留槽１１に流入する処理排水中のＢＯＤが高ければ、貯留槽
１１内の後段や底部（即ち出口側）ではＤＯは低下し、嫌気的脱窒ができ、窒素まで除去
できる可能性がある。しかし、滞留期間が長くなると、貯留槽１１として大きな容積のも
のを必要とするので、実用性に劣る結果となる。そのために、貯留槽１１での滞留期間は

40

、窒素の除去は後の処理槽に任せて、実用的な期間に設定することが好ましく、上記の範
囲としている。
【００３９】
本実施形態では、開閉可能な遮光板部材２８ａ，２８ｂを設け、処理排水中の汚水状態
に応じて、自動或は手動で開放するようにしている。例えば、処理排水中のＢＯＤ／Ｎ比
が３以下の場合には、開閉機構２９を手動或は自動で作動して貯留槽１１の半分を遮蔽す
る遮光板部材２８ａを取り外して日光を多く取り入れるようにし、貯留槽１１に生育する
藻類や微生物の増殖を促進する。特に、遮光板部材２８ａを取り外すことによって、貯留
槽１１の表層では、藻類がバイオマット状に繁殖し、溶存酸素が増し、硝化が促進され、
死滅した藻類は貯留槽１１の下層に沈降し、下層においては藻類の腐敗が進み嫌気状態と
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なることで、死滅した藻類が脱窒菌の資化物となる。特に更にＢＯＤが低い場合、遮光板
部材２８ｂも取り外し貯留槽１１の上面を全開することによって、藻類、微生物の培養を
さらに促進することで、微生物の生長が促され、特に貯留槽１１の上層では藻類の光合成
によって溶存酸素が増し、硝化細菌は活性されアンモニア、亜硝酸を硝酸性窒素まで酸化
する。なお、直接貯留槽１１内のＢＯＤ、Ｎ（全窒素）量を検出して、ＢＯＤ／Ｎ比が３
以下の場合に、遮光板２８ａを開閉機構２９によって自動或は手動で開放するようにして
も良く、直接ＢＯＤ，Ｎ量を検出する代わりに、外気温や季節に応じて、遮光板部材２８
ａを開閉機構２９によって自動或は手動で開放するようにしても良い。また、本実施形態
では遮光板部材２８ａ，２８ｂの開閉用に開閉機構２９を設けているが、貯留槽１１が大
きくない場合には、開閉機構２９を設けずに直接手動で遮光板部材２８ａ，２８ｂを開閉

10

することも可能である。
【００４０】
次に、貯留槽１１の遮光板２８を開放した場合と開放しなかった場合とで、貯留槽１１
内の溶存酸素量の差異を表１に示す。処理排水は、リン、窒素を含有する畜産排水の二次
処理であって、貯留槽１１は容積９ｍ

3

（水深１．５ｍ）、滞留時間約５日とした。本実

施形態では、処理排水のＢＯＤは概ね２０ｍｇ／Ｌ以下であった。参考例は、貯留槽１１
の遮光板部材２８ａ，２８ｂを取り外さず、貯留槽１１には、直射日光が入らないように
上面を遮蔽した状態を示す。
【００４１】
表１に示すように、溶存酸素量は、遮光板部材２８ａ，２８ｂを取り外した状態では、

20

貯留槽１１の上層において、藻類の光合成によって増加した。また、一部の藻類は死滅し
て貯留槽１１の底部に沈降した。貯留槽１１の下層の溶存酸素量は貯留槽１１の上層に対
して低く、０．１〜０．２ｍｇ／Ｌで嫌気条件となり、腐敗した藻類が脱窒の資化物とし
て脱窒率は１５〜３０％程度となった。
【００４２】
しかし、貯留槽１１を遮光した状態では、溶存酸素量は参考例として示すように、下層
においてもあまり低下しなかった。そのために、参考例では、脱窒はほとんど起き得なか
った。
【００４３】
なお、本実施形態では、処理排水中のＢＯＤ／Ｎ比が３以下のとき、遮光板を取り外し
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たが、処理排水のＢＯＤ／Ｎ比が３以上であれば、特に遮光板を取り外さなくてもよい。
このときは、貯留槽１１内の後段や底部（即ち出口側）では、有機物消費に伴い、ＤＯは
低下し、嫌気的脱窒ができ、窒素まで除去できる可能性がある。
【００４４】
【表１】

40

【００４５】
なお、ＢＯＤ量を直接測定することは簡単でないので、間接的にＢＯＤ量を測定するよ
うにしても良く、例えばＢＯＤとＣＯＤの相関性を用いて、ＣＯＤ及びＮ分を自動測定し
て、遮光板部材２８ａ，２８ｂを開けるようにしても良い。また、簡単な方法としては、
例えば、ＢＯＤが少なくなる状態を検出できる他の条件、即ち外気温等を検出して、遮光
板部材２８ａ，２８ｂを開けるようにしても良い。遮光板部材２８ａ，２８ｂの開閉は、
手動でも自動でも良い。
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【００４６】
次に、土壌接触処理槽１２について説明する。土壌接触処理槽１２には、リン吸着能を
有する火山灰土壌として赤玉土１が充填されており、処理排水中のリンを効果的に吸着除
去するようになっている。
【００４７】
この土壌接触処理槽１２に充填する赤玉土１の製法について述べる。予め天日干し等で
乾燥させた赤玉土をクラッシャー等で粒径が５０ｍｍ以下になるまで砕く。赤玉土１の粒
径は５ｍｍ〜５０ｍｍ、更には１０ｍｍ〜２０ｍｍとすることが好ましい。粒径が大きす
ぎると、赤玉土１同士の間隔が開き過ぎる結果となり、十分にリンを除去できない。また
、粒径が小さ過ぎると、赤玉土１同士の間隔が狭すぎる結果となり、処理排水が目詰まり

10

する可能性がある。従って、赤玉土１の粒径は上記範囲にすることが好ましく、粒径は所
定の範囲の中で同程度の粒径のものを充填していることが好ましい。
【００４８】
そして、リン吸着能を有する造粒赤玉土１を製造する上で、重要なことは、加熱焼成工
程前に湿潤することと、及び低温度で焼成することであり、これらについて説明する。な
お、本発明の造粒赤玉土１とは、赤玉土１を加熱し団粒構造を有するものをいう。
【００４９】
赤玉土１は、水分を加えると粘着性と可塑性を示し、また乾いた状態の赤玉土１を加熱
すると、水に対して脆くなる性質を有することから、本発明の造粒赤玉土１の製法では、
赤玉土１を湿潤させた後に加熱することで、団粒構造の強化及びリン吸着能を向上するよ
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うにしている。また、加熱により水分が蒸発して空間ができるため、造粒赤玉土１内部ま
で水が浸透しやすい性質を有する。なお、未加熱であって、自然乾燥させた赤玉土１は、
水に対して脆く、団粒構造を維持することができない。通常、赤玉土１を室温で静置し、
乾燥させると、赤玉土１の含水比は２０％〜３０％程度であり、このものでは含水比が不
足している。
【００５０】
実際には、砕いた赤玉土１に対して、スプリンクラーや散水ノズル等の散水管で散水す
る。このときの赤玉土１をベルトコンベア等で加熱炉に向けて運びながら、赤玉土１の含
水比を４０％〜１５０％、望ましくは、４５％〜１００％になるように散水する。赤玉土
１の含水比が３０％以下になると、水に対して脆く、団粒構造を維持することができない
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。赤玉土１の含水比が１５０％を超えると、水分を含み過ぎるので、団粒構造を維持し難
く、また加熱時間が長くなったり、十分な加熱温度まで昇温することができなくなること
もある。
【００５１】
なお、本発明での含水比は、以下の式で算出されるものである。
【００５２】
含水比の測定は、１０５℃の乾燥炉内で赤玉土１を１８〜２４時間乾燥させ、乾燥後の
重量（乾燥重量）を計測した。そして、次の計算式に基づいて、含水比を算出した。
【００５３】
［式１］含水比（％）＝（含水重量−乾燥重量）÷乾燥重量×１００

40

造粒赤玉土１の製法で赤玉土１を湿潤するのに用いられる水としては、通常水道水が用
いられるが、地下水でもよい。
【００５４】
図３に、焼成後の造粒赤玉土１の水に対する造粒赤玉土１の崩壊率を示す。図３に示す
ように、赤玉土１の含水比を９７％に調製し、６００℃で３０分加熱処理した造粒赤玉土
１の崩壊率は１５％であった。それに対して、同様に赤玉土１の含水比を３０％に調製し
、６００℃で３０分加熱処理した造粒赤玉土１の崩壊率は５０％であった。また、赤玉土
１の含水比を６５％に調製し、６００℃で３０分加熱処理した造粒赤玉土１の崩壊率は１
２％であった。この図３から明らかなように、含水比が４０％以上であれば、崩壊率が３
０％以下になり、水に対して崩壊し難くなった。このように造粒赤玉土１は予め赤玉土１
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の含水比を４０〜１５０％に調製した後、適正な加熱処理することで耐水性が向上し、長
期間使用に耐えうるものとなる。水に対する崩壊率はできるだけ少ないほうが好ましいが
、実用的な範囲として、０〜３０％、好ましくは２０％以下にすることが好ましい。
【００５５】
なお、割裂引張強度試験において、造粒赤玉土１が割裂する最大荷重は、０．５ｋｇ〜
２ｋｇの範囲であった。含水比の測定は、前に述べたとおりである。本発明で使用する崩
壊率とは、予め造粒赤玉土１を飽和吸水させておき（崩壊前の含水重量）、水４０ｍＬが
入った５０ｍＬ密閉容器に造粒赤玉土１を入れ、垂直振とう器を用いて、振とう数２００
回／ｍｉｎ、振とう幅４０ｍｍの条件で約１０分間振とうした後、密閉容器から取り出し
た赤玉土１の含水重量（崩壊後の含水重量）を測定した。

10

【００５６】
［式２］崩壊率（％）＝（崩壊前の含水重量−崩壊後の含水重量）÷崩壊前の含水重
量×１００
上述したように、予め赤玉土１の含水比を４０〜１５０％に調製し、且つ適正な温度で
加熱処理することで、水に対する崩壊率を０〜３０％に維持できるものであり、この加熱
処理について説明する。次に、リン吸着能を有する造粒赤玉土１を製造する上で重要な加
熱工程について説明する。まず、成型後湿潤させた赤玉土１を、常温から３００℃〜７５
０℃、望ましくは５００℃〜６５０℃まで昇温させ、１０分〜１２０分、望ましくは１５
分〜３０分間保持して加熱する。
【００５７】

20

含水比が６０％程度の赤玉土１を加熱処理する場合の温度が低い場合には、水に浸ける
と造粒形状が破壊し造粒構造を維持することが困難である。逆に加熱温度が高い場合には
、造粒構造を維持することができるが、リン吸着能力が低下する。これは、加熱温度が高
いと造粒構造の結晶構造が安定して比表面積が低くなり、非晶質鉱物（非晶質Ｆｅ、非晶
質Ａｌ、ＯＨ基）が少なくなり、鉄成分やアルミ成分がリンの吸着材として機能せず、吸
着能力が低下するためと思われる。
【００５８】
図４に造粒赤玉土１の比表面積の温度依存性を示す。図４に示すように、より加熱温度
が高温になるほど、造粒赤玉土１の比表面積は低下していく。特に７００℃以上の高温で
は、赤玉土１の粒子が焼結して硬くなり、土粒子が緻密になって比表面積は急激に少なく

30

なって、表面のみの吸着能力しか期待できず、造粒構造の奥の方までリン吸着機能を発揮
しないためと思われる。
【００５９】
また、図６に加熱温度６００℃、加熱時間３０分の造粒赤玉１の乾燥密度を示す。乾燥
密度は含水比が高くなると小さくなる傾向になった。これは、加熱により水分が蒸発して
空間ができるため、密度が低下したものと思われる。造粒赤玉土１内部に空間ができるこ
とによって、造粒赤玉土１内部まで水が浸透しやすい性質を有するが、含水比が高すぎる
と、強度が低下するので、実用的には含水比４０〜１５０％、望ましくは、４５〜１００
％になるように散水する。
【００６０】

40

なお、乾燥密度は、比重瓶法で予め湿潤密度を算定し、次式より求めた。
【００６１】
［式３］乾燥密度＝湿潤密度÷（１＋含水比／１００）
したがって、リン吸着機能を発揮するためには、加熱温度を３００℃〜７５０℃、含水
比を４０〜１５０％として比表面積を５０〜１５０ｍ
ｇ／ｃｍ

3

2

／ｇ、乾燥密度を０．７〜１．２

にすることが好ましい。

【００６２】
また、加熱時間は、短いと水分の発散が不十分で固粒形状を維持できず、逆に長いと工
業的な効率が低下するので、実用的には上記範囲とすることが好ましい。
【００６３】
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このようにして、適正な含水比に湿潤した後に、上記条件で加熱した後の造粒赤玉土１
の性状は、十分な耐水性を備えるとともに、十分な気孔を保持しつつ、十分なリンとの吸
着部位を有するものとなる。
【００６４】
造粒赤玉土１の加熱装置としては、電気炉、窯業釜又はキルン等、加熱処理することが
できるものであればいかなるものでも使用しうるが、均一な造粒赤玉土１を安定的、且つ
大量に生産することができるという観点からは窯業釜又はキルンが望ましい。
【００６５】
なお、加熱処理する際は、熱電対で造粒赤玉土１の表面温度（例えば６００℃）を測定
して、温度にむらがないように品質管理した。

10

【００６６】
因みに、本発明において、湿潤して加熱焼成して得られた造粒赤玉土１の吸着能力を測
定した結果を下記に示す。本発明の造粒赤玉土１は、フロイントリッヒ式
［式４］ｑ＝ｋｃ

n

（Ｌｏｇｑ＝Ｌｏｇｋ＋ｎＬｏｇｃ）の吸着平衡に従う。

ｑはリン酸の吸着量（ｍｇ−Ｐ／ｋｇ）、ｃは吸着平衡時の液相リン酸濃度（ｍｇ／Ｌ）
である。
【００６７】
2

4

本発明では、このときの吸着等温式パラメーターｋは１×１０ 〜１×１０ 、ｎは０．
１〜０．５となる造粒赤玉土１となっており、高い吸着能力を有している。
【００６８】

20

図５にリン吸着比率に対する加熱温度依存性を示す。赤玉土１は、粒径を１０〜２０ｍ
ｍとし、例えば含水比を９７％として、加熱時間は３０分として加熱温度を変化させて、
上記フロイントリッヒ式で示されるリン吸着能力を測定した。図５では、加熱していない
状態（加熱温度がゼロ）でのリン吸着能力を１として、その値との比率を示す。リン吸着
能力は、３００℃程度から急激に上昇し、６００℃前後で最も高くなり、その後急激に低
下する。従って、このリン吸着能力からも、加熱温度は、３００℃〜７５０℃の範囲にす
るのが好ましい。
【００６９】
土壌接触処理槽１２での処理排水の濾過速度は、処理速度が速すぎると、十分なリン除
去が行なわれず、逆に遅すぎると、処理時間が長くなり設備が大型となり、実用性で劣る

30

結果となるので、０．５ｍ／日〜１０ｍ／日、特に２ｍ／日〜５ｍ／日とすることが好ま
しい。
【００７０】
なお、本発明での濾過速度とは、濾過流量又は処理排水量を濾過面積（濾過面積は処理
槽の開口面積）で除したものである。
【００７１】
腐植木処理槽１３について説明する。腐植木処理槽１３には、例えばマツ、クヌギなど
の倒木、枯れ木の朽ちた樹皮、枝、幹をφ１０〜５０ｍｍ程度の塊状またはチップ状にし
た腐植木２を充填している。貯留槽１１、土壌接触処理槽１２でＢＯＤが消費され、さら
にアンモニア性窒素や亜硝酸性窒素の大部分は硝酸性窒素へ変換されることで、土壌接触

40

処理槽１２から出てくる処理排水のＤＯは１ｍｇ／Ｌ程度となっている。かかる処理排水
を腐植木処理槽１３に導入すると、腐植木処理槽１３では、腐植木処理槽１３の後段（出
口側）になるに従って高度に嫌気化し、処理排水中に含有する硝酸性窒素は腐植木２を資
化物（硝酸塩還元剤）とした脱窒細菌によって窒素ガスに変換され、大気に放出される。
【００７２】
この腐植木処理槽１３では、滞留時間が短いと浄化処理を行なうことが不充分となり、
逆に滞留時間が長いと設備が大型となるので、処理液の滞留時間として３〜２０時間が好
ましい。濾過速度としては、１ｍ／日〜１０ｍ／日とすることが好ましい。
【００７３】
ここで用いた腐植木２の種類は、マツ、クヌギの朽木を用いたが、倒木、枯れ木の他に
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流木や間伐材など有効利用できる廃材であれば特に限定しない。
【００７４】
多孔質処理槽１４について説明する。畜産排水のような処理排水では、溶存する着色成
分や溶存有機物など、ＢＯＤ以外のＣＯＤ成分は完全には除去できない。さらに、腐植木
処理槽１３に充填された腐植木２から溶出する着色成分の除去を行う必要がある。その対
応として、実施形態では、腐植木処理槽１３の下流側に多孔質処理槽１４を配設した。こ
の多孔質処理槽１４に、多孔質吸着材３の例として土壌接触処理槽１２に充填したと同じ
造粒赤玉土１を充填した。処理排水中の難分解性有機物が物理的な吸着と生物的な分解を
受け易いように、濾過速度を、０．０５ｍ／日〜２．０ｍ／日、好ましくは０．２ｍ／日
〜１．０ｍ／日に設定した。濾過速度を小さくすれば、着色成分など難分解性有機物は赤

10

玉土１への物理的な吸着作用が強くなり、さらに赤玉土１に付着した生物によって難分解
性有機物の長期的な微生物分解ができる。しかし、あまり遅すぎると、多孔質処理槽１４
を大きくする必要があり、設備上及びコスト上で実用性に劣る。
【００７５】
なお、本実施形態では、着色成分などの難分解性有機物の除去を目的に多孔質処理槽１
４には造粒赤玉土１を用いたが、生物膜が付着し易い材質であれば、活性炭などポーラス
性を有する材料でもって代用できる。
【００７６】
以下、実施形態の構成のものについて、実際に処理排水を流して、貯留槽１１、土壌接
触処理槽１２、腐植木処理槽１３及び多孔質処理槽１４での各水質を分析したテスト結果

20

を表２に示す。リン、窒素を含有する畜産排水の二次処理排水（以下、処理排水とする）
であって、処理排水は、異臭を有する濃い黄褐色を呈していた。
【００７７】
貯留槽１１は、容積９ｍ

3

（水深１．５ｍ）、滞留時間約５日とし、ＢＯＤの除去及び

アンモニアや亜硝酸性窒素を硝酸性窒素まで酸化させ、ラグーン処理を行った。テスト期
間中、処理排水のＢＯＤは概ね２０ｍｇ／Ｌ以下と低かったため、貯留槽１１を遮光する
スライド式遮光板２８ａ，２８ｂを取り外して全開として、直射日光をできるだけ取り入
れるようにした。直射日光を取り入れることで、槽壁などに付着する藻類が活性し、さら
に貯留槽１１の上層では、藻類がバイオマット状に繁殖し、その周辺には、これら藻類を
捕食する微生物、さらに硝化細菌などのバクテリアが現れ、貯留槽１１に生育する藻類や

30

微生物の増殖をできるだけ促進できるようにした。また、一部の藻類は死滅し、貯留槽１
１の下層に沈降し、槽の下層では、嫌気条件となり、さらに死滅した藻類を資化物とした
脱窒細菌によって脱窒が期待できる。
【００７８】
なお、貯留槽１１では、貯留槽１１を遮光するスライド式遮光板部材２８ａ，２８ｂを
取り外して全開として、直射日光をできるだけ取り入れるようにしたが、藻類は表層のみ
にバイオマット状に繁殖しただけであって、槽全体には藻類は繁殖しなかった。
【００７９】
土壌接触処理槽１２には、６００℃、３０分で加熱したφ５〜１５ｍｍの造粒赤玉土１
を充填し、造粒赤玉土１を湛水させ、土壌接触処理槽１２の上部の流入口１７に設置した

40

散水ノズルを経由して下向流となるように導入した。濾過速度２ｍ／日で通水した。なお
、本実施形態では、造粒赤玉土１の充填層高さを０．５ｍとしたが、充填層高さは、処理
排水中の、例えば、リン濃度、処理排水量に応じて適宜高さを変更することができる。
【００８０】
腐植木処理槽１３には、マツ、クヌギなどの倒木、枯れ木の朽ちた樹皮、枝、幹をφ１
０ｍｍ〜５０ｍｍ程度の塊状またはチップ状にした腐植木２を容積１００Ｌの腐植木槽１
３に充填した。腐植木処理槽１３では、滞留時間は７時間となるように流量調整した。多
孔質処理槽１４には、多孔質吸着材として、土壌接触処理槽１２に充填した赤玉土１と同
じφ５〜１５ｍｍの造粒赤玉土１を、嵩容積７５Ｌとして充填した。処理排水は、濾過速
度０．２ｍ／日とし、下向流となるように通水した。
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【００８１】
なお、腐植木２は、倒木、枯れ木の樹皮、枝、幹を適宜塊状またはチップ状に成形した
後、湿潤状態で木材腐朽菌等の作用によって腐植させた。腐植木２は、手で容易に破砕で
きる程度に腐植化が進行したものが好ましい。
【００８２】
表２に本実施形態による水質浄化結果を示す。表２から明らかなように、貯留槽１１に
おいて、処理排水中のアンモニアや亜硝酸性窒素の大部分は、硝酸性窒素に変換され（一
部は脱窒）、またＢＯＤも低減されているのが解かる。土壌接触処理槽１２においては、
上記貯留槽１１からの処理排水を供給した結果、リンは約９０％除去できた。腐植木処理
槽１３においては、土壌接触処理槽１２からの処理排水のＤＯは１ｍｇ／Ｌ程度であり、

10

腐植木処理槽１３では、腐植木処理槽１３の後段（下流側）になるに従って高度に嫌気化
し、処理排水中に含有する硝酸性窒素は腐植木２を資化物とした脱窒細菌によって窒素ガ
スに変換され、大気に放出され、全窒素は約５０％除去できた。多孔質処理槽１４におい
ては、ポーラス性を有する造粒赤玉土１が色度成分等の難分解性有機物を吸着できること
やこの造粒赤玉土１に付着した微生物が難分解性有機物を長期的に分解することより、溶
存有機炭素（ＤＯＣ）は約２０％程度除去できた。
【００８３】
【表２】
20

30

【００８４】
本実施形態では、土壌接触処理槽１２に充填する火山灰土壌として赤玉土１を用いたが
、例えば鹿沼土、黒ボク土などの火山灰土壌で代用することもできる。なお、表３に示す
ように、赤玉土と鹿沼土とでは含まれる成分は良く類似しているが、赤玉土は鹿沼土に比
較してＦｅ成分が多い。そのため、本発明のように湿潤して低温で加熱焼成したものでは
、赤玉土は他の火山灰土壌に比較してリン吸着性に優れる結果を示すので、特に赤玉土が
好ましい。また、リン吸着能力をさらに高くする場合には、鉄系凝集剤やアルミ系凝集剤
を含有させた水溶液を噴霧した後、炉で加熱してもよい。
【００８５】
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【表３】

【００８６】
本実施形態では１つの貯留槽を設置したものを例示するが、本発明の効果を達成しうる

10

範囲で貯留槽を並列に連設することや直列に配置すること、または貯留槽の容積を大きく
するなど適宜変更することができる。なお、実施形態では、貯留槽には生物膜等を付着さ
せる担体は充填しないものを例示するが、目詰まりしない程度にひも状濾材を充填するこ
ともできる。
【００８７】
本実施形態では、貯留槽１１は、開閉式貯留槽として、上部が開閉可能とした水槽であ
ればよい。貯留槽内の水を均一に分散するために底部に空気導入管（図示せず）が接続さ
れ、ブロアー（図示せず）により導入された空気が、貯留槽内底部に設けられた散気管に
よりエアレーションし、ＢＯＤ分解、硝化の促進を図ることもできる。
【００８８】

20

なお、本実施形態では、図２に示すように造粒赤玉土１を層内に直接充填したが、フレ
キシブルな高強度の繊維状で且つ造粒赤玉土１が通り抜けない程度のメッシュ状の袋に造
粒赤玉土１を充填し、その造粒赤玉土１が入ったフレキシブルな袋を土壌接触処理槽１２
に充填することもできる。造粒赤玉土１の入れ替えを行う際、クレーン等で袋を吊ること
で造粒赤玉土１を搬出することができ、費用や時間などが節約できる。
【００８９】
さらに、本実施形態では、貯留槽１１、土壌接触処理槽１２、腐植木処理槽１３、多孔
質処理槽１４を各１個ずつ設置したものを例示するが、本発明の効果を達成しうる範囲で
複数の貯留槽１１等を並列に連結することや直列に配置すること、または、土壌接触処理
槽１２、腐植木処理槽１３等を容積を大きくするなど適宜変更することができる。

30

【産業上の利用可能性】
【００９０】
河川や沿岸水域に流れ込む排水には、産業系排水、生活系排水、農畜産系排水等があり
、これらの排水に対して適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】本発明の実施に用いるリン及び窒素含有排水の浄化装置の一例を示す構成図。
【図２】本発明の実施に用いる土壌接触処理槽の一例を示す構成図。
【図３】本発明の実施に用いる造粒赤玉土の崩壊率に対する焼成前の含水比依存性を示す
図。
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【図４】本発明の実施に用いる造粒赤玉土の比表面積の温度依存性を示す図。
【図５】本発明の実施に用いる造粒赤玉土のリン吸着比率に対する加熱温度依存性を示す
図。
【図６】本発明の実施に用いる造粒赤玉土の乾燥密度に対する焼成前の含水比依存性を示
す図。
【符号の説明】
【００９２】
１

赤玉土（火山灰土壌）

２

腐植木

３

多孔質吸着材

50
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１１

貯留槽

１２

土壌接触処理槽

１３

腐植木処理槽

１４

多孔質処理槽

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】

【図５】

【手続補正書】
【 提 出 日 】 平 成 17年 11月 28日 (2005.11.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
リン及び窒素を含有する排水を火山灰土壌に接触させて浄化するリン及び窒素含有排水
の浄化装置であって、処理排水を貯留する貯留槽と、該貯留槽の下流側に接続され、火山
灰土壌を造粒して形成した土壌を充填した土壌接触処理槽と、該土壌接触処理槽の下流側
に接続され、細菌の資化物として腐植木を充填した腐植木処理槽とを有することを特徴と
するリン及び窒素含有排水の浄化装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３】
請求項１又は２に記載のリン及び窒素含有排水の浄化装置において、上記腐植木処理槽
の下流側に、内部に多孔質吸着材が充填され、処理排水の濾過速度が、０．０５ｍ／日〜
２．０ｍ／日に制御された多孔質処理槽が接続されていることを特徴とするリン及び窒素
含有排水の浄化装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
具体的には、請求項１に記載の発明は、リン及び窒素を含有する排水を火山灰土壌に接
触させて浄化するリン及び窒素含有排水の浄化装置であって、処理排水を貯留する貯留槽
と、該貯留槽の下流側に接続され、火山灰土壌を造粒して形成した土壌を充填した土壌接
触処理槽と、該土壌接触処理槽の下流側に接続され、細菌の資化物として腐植木を充填し
た腐植木処理槽とを有することを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載のリン及び窒素含有排水の浄化装置に
おいて、上記腐植木処理槽の下流側に、内部に多孔質吸着材が充填され、処理排水の濾過
速度が、０．０５ｍ／日〜２．０ｍ／日に制御された多孔質処理槽が接続されていること
を特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８９】
さらに、本実施形態では、貯留槽１１、土壌接触処理槽１２、腐植木処理槽１３、多孔
質処理槽１４を各１個ずつ設置して接続したものを例示するが、本発明の効果を達成しう
る範囲で複数の貯留槽１１等を並列に接続することや直列に接続すること、または、土壌
接触処理槽１２、腐植木処理槽１３等を容積を大きくするなど適宜変更することができる
。
【手続補正書】
【 提 出 日 】 平 成 18年 3月 27日 (2006.3.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
リン及び窒素を含有する排水を火山灰土壌に接触させて浄化するリン及び窒素含有排水
の浄化装置であって、処理原水を貯留する貯留槽と、該貯留槽の下流側に接続され、火山
灰土壌を造粒して形成した土壌を充填した土壌接触処理槽と、該土壌接触処理槽の下流側
に接続され、細菌の資化物として腐植木を充填した腐植木処理槽とを有し、上記土壌接触
処理槽に充填される火山灰土壌は、直径が５〜５０ｍｍの範囲に造粒した赤玉土または鹿
沼土であって、比表面積が５０〜１５０ｍ
．２ｇ／ｃｍ

３

２

／ｇの範囲であって、乾燥密度が０．７〜１

の範囲であることを特徴とするリン及び窒素含有排水の浄化装置。

【請求項２】
請求項１に記載のリン及び窒素含有排水の浄化装置において、上記腐植木処理槽の下流
側に、内部に多孔質吸着材が充填された多孔質処理槽を備え、該多孔質処理槽には該土壌
接触処理槽に充填される土壌と同じ土壌が充填されていることを特徴とするリン及び窒素
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含有排水の浄化装置。
【請求項３】
請求項１又は２に記載のリン及び窒素含有排水の浄化装置において、上記腐植木処理槽
の下流側に、内部に多孔質吸着材が充填され、処理水の濾過速度が、０．０５ｍ／日〜２
．０ｍ／日に制御された多孔質処理槽が接続されていることを特徴とするリン及び窒素含
有排水の浄化装置。
【請求項４】
請求項２又は３のいずれか１に記載のリン及び窒素含有排水の浄化装置において、上記
貯留槽の滞留時間が１日〜２０日に制御され、上記土壌接触処理槽における処理水の濾過
速度が０．５ｍ／日〜１０ｍ／日に制御され、上記腐植木処理槽の滞留時間が５〜２０時
間に制御され、多孔質処理槽における処理水の濾過速度が０．０５ｍ／日〜２．０ｍ／日
に制御される制御手段を有することを特徴とするリン及び窒素含有排水の浄化装置。
【請求項５】
リン及び窒素を含有する排水を火山灰土壌に接触させて浄化するリン及び窒素含有排水
の浄化装置であって、処理原水を貯留する貯留槽と、該貯留槽の下流側に、火山灰土壌を
造粒して形成した土壌を充填した土壌接触処理槽と、該土壌接触処理槽の下流側に、細菌
の資化物として腐植木を充填した腐植木処理槽とを有し、上記貯留槽には、太陽光を遮蔽
可能な遮光板が配設され、該遮光板は排水中の汚水状態等に応じて開放可能にする開閉機
構を有することを特徴とするリン及び窒素含有排水の浄化装置。
【請求項６】
リン及び窒素を含有する排水を火山灰土壌に接触させて浄化するリン及び窒素含有排水
の浄化装置であって、処理原水を貯留する貯留槽と、該貯留槽の下流側に、火山灰土壌を
造粒して形成した土壌を充填した土壌接触処理槽と、該土壌接触処理槽の下流側に、細菌
の資化物として腐植木を充填した腐植木処理槽とを有し、上記土壌接触処理槽の上部位置
に処理水流入口が設けられ、その下部位置に処理水流出口が設けられ、上記腐植木処理槽
の下部位置に処理水流入口が設けられ、その上部位置に処理水流出口が設けられ、上記土
壌接触処理槽の処理水流出口と上記腐植木処理槽の処理水流入口とを連通する連通路が、
その水位を上記土壌接触処理槽内の土壌の略上面位置まで一旦持ち上げる持ち上げ部を備
えることを特徴とするリン及び窒素含有排水の浄化装置。
【請求項７】
リン及び窒素を含有する排水を火山灰土壌に接触させて浄化するリン及び窒素含有排水
の浄化方法において、上記リン及び窒素含有の処理原水を貯留槽に流し込んで所定時間滞
留させ、その後、火山灰土壌を造粒して形成した土壌を充填した土壌接触処理槽に流し込
んでリンを除去し、さらに、細菌の資化物として腐植木を充填した腐植木処理槽に流し込
んで所定時間滞留させて、窒素を除去するものであって、上記土壌接触処理槽には、直径
が５〜５０ｍｍの範囲に造粒した土壌を４０〜１５０％の含水比に調整し、その後、３０
０〜７５０℃で１０分以上保持して焼成して得られた土壌を充填して、リン及び窒素含有
排水を上記火山灰土壌に接触させて浄化することを特徴とするリン及び窒素含有排水の浄
化方法。
【請求項８】
請求項７に記載のリン及び窒素含有排水の浄化方法において、該腐植木処理槽に流した
後、内部に多孔質吸着材が充填された多孔質処理槽に流してさらに浄化するものであって
、上記貯留槽の滞留時間が１日〜２０日であって、上記土壌接触処理槽における処理水の
濾過速度が０．５ｍ／日〜１０ｍ／日であって、上記腐植木処理槽の滞留時間が３〜２０
時間であって、多孔質処理槽における処理水の濾過速度が０．０５ｍ／日〜２．０ｍ／日
であることを特徴とするリン及び窒素含有排水の浄化方法。
【請求項９】
リン及び窒素含有排水の処理原水を貯留する貯留槽の下流側に配置した土壌接触処理槽
に充填する火山灰土壌であって、
該火山灰土壌は、その直径を５〜５０ｍｍの範囲に造粒した後４０〜１５０％の含水比に
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調整して、その後、３００〜７５０℃に昇温して１０分以上保持し、焼成して得られた赤
玉土又は鹿沼土であって、比表面積が５０〜１５０ｍ
０．７〜１．２ｇ／ｃｍ

３

２

／ｇの範囲であって、乾燥密度が

の範囲からなることを特徴とするリン及び窒素含有排水を浄化

する土壌接触処理槽に充填して使用する土壌。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、主として団粒構造を有した土壌を用いた水質浄化に係り、特に、畜産排水及
び下水の二次処理排水等の各種産業排水中に存在するリン及び窒素の除去を目的とした水
質浄化装置、その浄化方法及びその浄化方法に使用する土壌に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
一般的に、ＢＯＤ、ＣＯＤ等の有機物、色度並びにＳＳを除去する方法として、生物濾
過法が知られている。この方法は一般に原水水質が良好で濁度も低く安定している場合に
採用され、比較的細かな砂層や濾材を充填した濾過槽に４〜５ｍ／日のゆっくりとした速
さで水を通し砂層の表面と砂層に増殖した微生物群によって、水中の浮遊物質や溶解物質
を捕捉し酸化分解させるものである。
【０００３】
また、リン、窒素及び難分解性有機物を含有する排水の一般的な処理方法として次のも
のが知られている。リン除去法には、薬品凝集、吸着・イオン交換、晶析などの物理化学
的な機構を用いる方法と、嫌気好気法、水生植物の利用などの生物的な機構を用いる方法
がある。工業排水には凝集法が、下水排水には嫌気好気法が通常用いられていることが多
い。リンの処理方法としては、従来から赤玉土、黒ボク土、鹿沼土など火山灰土壌を処理
排水に接触させることにより処理排水中のリン成分を主として土壌の吸着により処理する
方法が知られている。例えば、リン酸吸着能力のある鹿沼土などにバインダーとしてガラ
ス粉末を加えて造粒し、得られた粒状体を乾燥後、８００℃〜９００℃の高温度で加熱し
た吸着濾材が知られている（特許文献１）。
【０００４】
さらに、窒素除去法については、ほとんどの場合に生物的窒素除去法が採用されており
、脱窒を目的とした嫌気ゾーンと硝化を目的とした好気ゾーンの区分方法によって種々の
処理方式が開発されている。その他、アンモニアストリッピング法、イオン交換法、不連
続点塩素処理法、触媒酸化法などが知られている。また、脱窒方法としては、アンモニア
性窒素を酸化させ、硝酸性窒素に変えて、硝酸性窒素を脱窒菌により窒素ガス（Ｎ2 ）と
して除去する方法がある。例えば、細菌の資化物を充填した資化物層を設け、アンモニア
態窒素を吸着可能な吸着剤を充填した吸着剤層を連続して設け、硝酸性窒素を除去する方
法が知られている（特許文献２）。
【０００５】
また、処理排水からチッソ、リンを除去するものとしては、例えば、チッソ、リンを含
有する排水・廃液の処理方法として、粘土と気孔形成材料と水とを混合し、成形後乾燥さ
せて、６００〜８００℃で３〜７時間保持し、更に１２００〜１５００℃で４〜８時間焼
成後、クラッシャー処理したものが知られている（特許文献３）。
【特許文献１】特開平１１−１９７５００号公報（段落０００７欄）
【特許文献２】特許３２９５１４７号公報（段落０００８欄、図１）
【特許文献３】特許３４０８７０２号公報（段落００１７欄）
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
特許文献１には、リン酸吸着能力のあるカキ殻、水硬性アルミナ、鹿沼土、浄水場汚泥
と、バインダーとしてガラス粉末を加えて、混合粉砕して均一にし、水を添加して十分混
練後、造粒し、得られた粒状体を乾燥後、８００〜９００℃の高温度で加熱し、常温まで
冷却して一度水中に浸漬後乾燥して目的とするリン酸イオン吸着濾材を製造することが開
示されている。しかし、カキ殻、水硬性アルミナ、鹿沼土、浄水場汚泥、ガラス粉末を加
えて、高温で焼成するものであり、鹿沼土などの火山灰土壌は、乾燥させた後８００〜９
００℃の高温度で加熱処理した場合には、造粒火山灰土壌の団粒構造が短期間に崩壊する
結果となっている。処理槽の土壌として長期の使用に難があり、実用的といい得るもので
はなかった。また、加熱温度が８００〜９００℃と高いために、リン除去性能が不十分で
あった。
【０００７】
特許文献２には、脱窒細菌の資化物を充填した資化物層を設け、更に資化物層の下流側
にアンモニア態窒素の吸着材層を設けて、リンを吸着除去するようになっている。その上
、更に、下流側にリン吸着材層を連続状態で設け、処理対象水を順に通水するようにして
なることが記載されている。しかし、資化物層が、処理対象水の流入口、つまり処理槽の
前段に設置されているため、資化物層の嫌気性維持は困難であって、効率的な脱窒素処理
ができない。さらに、資化物層から着色成分などが溶出し、除去されない。
【０００８】
特許文献３では、粘土と気孔形成材料と水とを混合し、成形後乾燥させて、６００〜８
００℃で３〜７時間保持し、更に１２００〜１５００℃で４〜８時間焼成するので、多孔
質セラミックが形成できる。しかし、該多孔質セラミックの気孔では有機物等をトラップ
するのみであり、特に高温で焼成しているので、セラミックは結晶質となり、リン等を有
効に吸着できず、特に長期使用できず実用的でなかった。
【０００９】
上述したように、従来技術では、現在その処理が問題になっているリン及び窒素含有排
水の処理として、排水中のリン及び窒素を確実に除去することはできなかった。
【００１０】
この発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、リン及び
窒素含有排水、従来の畜産排水及び下水の二次処理排水、各種産業排水中などに存在する
リン及び窒素を、従来の処理方法では達成し得なかった低濃度にまで除去し得るとともに
、長期使用に耐える実用的なリン及び窒素含有排水の浄化装置、その浄化方法及びその浄
化方法に使用する土壌を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
本発明者らは、リン及び窒素含有排水の処理に適用する際の実用的な最適条件・最適装
置について鋭意研究し、本発明を完成した。即ち、赤玉土等の火山灰土壌を用いたリン吸
着について長年研究した結果、造粒赤玉土等の火山灰土壌は、焼成前に予め水分を含有さ
せておき、且つ低温で焼成したものであれば、乾燥させ加熱した成型体よりも水中で簡単
に崩れず、その上処理排水中のリンを吸着する吸着性能を十分に発揮できることが判明し
て本発明に至った。
【００１２】
具体的には、請求項１に記載の発明は、リン及び窒素を含有する排水を火山灰土壌に接
触させて浄化するリン及び窒素含有排水の浄化装置であって、処理原水を貯留する貯留槽
と、該貯留槽の下流側に接続され、火山灰土壌を造粒して形成した土壌を充填した土壌接
触処理槽と、該土壌接触処理槽の下流側に接続され、細菌の資化物として腐植木を充填し
た腐植木処理槽とを有し、上記土壌接触処理槽に充填される火山灰土壌は、直径が５〜５
０ｍｍの範囲に造粒した赤玉土または鹿沼土であって、比表面積が５０〜１５０ｍ
の範囲であって、乾燥密度が０．７〜１．２ｇ／ｃｍ

３

２

／ｇ

の範囲であることを特徴とする。
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【００１３】
請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のリン及び窒素含有排水の浄化装置において
、上記腐植木処理槽の下流側に、内部に多孔質吸着材が充填された多孔質処理槽を備え、
該多孔質処理槽には該土壌接触処理槽に充填される土壌と同じ土壌が充填されていること
を特徴とする。
【００１４】
請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載のリン及び窒素含有排水の浄化装置に
おいて、上記腐植木処理槽の下流側に、内部に多孔質吸着材が充填され、処理水の濾過速
度が、０．０５ｍ／日〜２．０ｍ／日に制御された多孔質処理槽が接続されていることを
特徴とする。
【００１５】
請求項４に記載の発明は、請求項２又は３のいずれか１に記載のリン及び窒素含有排水
の浄化装置において、上記貯留槽の滞留時間が１日〜２０日に制御され、上記土壌接触処
理槽における処理水の濾過速度が０．５ｍ／日〜１０ｍ／日に制御され、上記腐植木処理
槽の滞留時間が５〜２０時間に制御され、多孔質処理槽における処理水の濾過速度が０．
０５ｍ／日〜２．０ｍ／日に制御される制御手段を有することを特徴とする。
【００１６】
請求項５に記載の発明は、リン及び窒素を含有する排水を火山灰土壌に接触させて浄化
するリン及び窒素含有排水の浄化装置であって、処理原水を貯留する貯留槽と、該貯留槽
の下流側に、火山灰土壌を造粒して形成した土壌を充填した土壌接触処理槽と、該土壌接
触処理槽の下流側に、細菌の資化物として腐植木を充填した腐植木処理槽とを有し、上記
貯留槽には、太陽光を遮蔽可能な遮光板が配設され、該遮光板は排水中の汚水状態等に応
じて開放可能にする開閉機構を有することを特徴とする。
【００１７】
請求項６に記載の発明は、リン及び窒素を含有する排水を火山灰土壌に接触させて浄化
するリン及び窒素含有排水の浄化装置であって、処理原水を貯留する貯留槽と、該貯留槽
の下流側に、火山灰土壌を造粒して形成した土壌を充填した土壌接触処理槽と、該土壌接
触処理槽の下流側に、細菌の資化物として腐植木を充填した腐植木処理槽とを有し、上記
土壌接触処理槽の上部位置に処理水流入口が設けられ、その下部位置に処理水流出口が設
けられ、上記腐植木処理槽の下部位置に処理水流入口が設けられ、その上部位置に処理水
流出口が設けられ、上記土壌接触処理槽の処理水流出口と上記腐植木処理槽の処理水流入
口とを連通する連通路が、その水位を上記土壌接触処理槽内の土壌の略上面位置まで一旦
持ち上げる持ち上げ部を備えることを特徴とする。
【００１８】
請求項７に記載の発明は、リン及び窒素を含有する排水を火山灰土壌に接触させて浄化
するリン及び窒素含有排水の浄化方法において、上記リン及び窒素含有の処理原水を貯留
槽に流して所定時間滞留させ、その後、火山灰土壌を造粒して形成した土壌を充填した土
壌接触処理槽に流して、リン除去及び脱窒処理し、さらに、細菌の資化物として腐植木を
充填した腐植木処理槽に流して、所定時間滞留させて、リンを除供するものであって、上
記土壌接触処理槽に充填される火山灰土壌は、直径が５〜５０ｍｍの範囲に造粒した土壌
が４０〜１５０％の含水比に調整され、その後、３００〜７５０℃で１０分以上保持され
て焼成されて得られた土壌を充填して、リン及び窒素含有排水を上記火山灰土壌に接触さ
せて浄化することを特徴とする。
【００１９】
請求項８に記載の発明は、請求項７に記載のリン及び窒素含有排水の浄化方法において
、該腐植木処理槽に流した後、内部に多孔質吸着材が充填された多孔質処理槽に流してさ
らに浄化するものであって、上記貯留槽の滞留時間が１日〜２０日であって、上記土壌接
触処理槽における処理水の濾過速度が０．５ｍ／日〜１０ｍ／日であって、上記腐植木処
理槽の滞留時間が３〜２０時間であって、多孔質処理槽における処理水の濾過速度が０．
０５ｍ／日〜２．０ｍ／日であることを特徴とするリン及び窒素含有排水の浄化方法。
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【００２０】
請求項９に記載の発明は、リン及び窒素含有排水の処理原水を貯留する貯留槽の下流側
に配置した土壌接触処理槽に充填する火山灰土壌であって、該火山灰土壌は、その直径を
５〜５０ｍｍの範囲に造粒した後４０〜１５０％の含水比に調整して、その後、３００〜
７５０℃に昇温して１０分以上保持し、焼成して得られた赤玉土又は鹿沼土であって、比
表面積が５０〜１５０ｍ

２

／ｇの範囲であって、乾燥密度が０．７〜１．２ｇ／ｃｍ

３

の

範囲からなることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２１】
請求項１に係る発明によれば、リン及び窒素含有排水中に存在するリン及び窒素を、低濃
度レベルにまで除去し得るとともに、長期使用に耐える実用的な処理が可能となる。特に
火山灰土壌接触処理槽で先にリンが効率良く除去できるので、後工程において腐植木層で
窒素が効果的に除去でき、リン及び窒素を確実に且つ長期的に安定して除去できる。
【００２２】
さらに特定の赤玉土を使用することによって、リン吸着能力に特に優れ、且つ水中でも
長期的に崩壊しない造粒構造を維持できる。
【００２３】
請求項２に係る発明によれば、難分解性有機物や着色物質を確実に除去できるとともに
多孔質処理槽用に吸着材を別に用意する必要が無く、管理が容易である。
【００２４】
請求項３に係る発明によれば、更に、難分解性有機物や着色物質を確実に除去できる。
【００２５】
請求項４に係る発明によれば、リン及び窒素を含有する排水中からリン及び窒素を長期
的に安定して確実に除去できる。
【００２６】
請求項５に係る発明によれば、貯留槽の汚水状態、例えば、排水中のＢＯＤが低い時、
遮光板を開放して、直射日光を取り入れるようにすることによって、貯留槽での処理を効
果的にでき、脱窒作用を機能させることができる。
【００２７】
請求項６に係る発明によれば、土壌接触処理槽でのリン除去を確実に作用させることが
できる。
【００２８】
請求項７に係る発明によれば、リン及び窒素含有排水中に存在するリン及び窒素を、低
濃度レベルにまで除去し得るとともに、長期使用に耐える実用的な処理が可能となる。特
に火山灰土壌接触処理槽で先にリンが効率良く除去できるので、後工程において腐植木層
で窒素が効果的に除去でき、リン及び窒素を確実に且つ長期的に安定して除去できる。
【００２９】
請求項８に係る発明によれば、リン及び窒素を含有する排水中からリン及び窒素を長期
的に安定して確実に除去できる。
【００３０】
請求項９に係る発明によれば、リン吸着能力に特に優れ、且つ水中でも長期的に崩壊し
ない造粒構造を有する赤玉土を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。
【００３２】
（実施形態）
本発明の実施形態に係る浄化装置を図１及び図２に基づいて説明する。図１は本実施形
態に係る浄化装置の概略全体構成図を示し、図２は土壌接触処理槽を示す。リン及び窒素
含有排水である処理排水（処理原水）を導入する貯留槽１１、土壌接触処理槽１２、腐植
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木処理槽１３及び多孔質処理槽１４が順に接続されて、処理排水が流れていくようになっ
ている。貯留槽１１の上部側壁に流入口１５、下部側壁に流出口１６が設けられ、上面に
は遮光板２８が開閉可能に設けられている。この遮光板２８は、遮光板部材２８ａ，２８
ｂから成り、貯留槽１１の上面開口部を半分ずつ遮光するようになっている。そして、例
えば、処理排水中のＢＯＤ／Ｎ比が３以下と低い場合には、自動或は手動で遮光板部材２
８ａを開放し、ＢＯＤがもっと低くなると遮光板部材２８ａ，２８ｂの両方を開放して全
開するようにしている。貯留槽１１の流出口１６から連通路２３を通って土壌接触処理槽
１２の流入口１７に連通されている。この流入口１７は、図２に示すように、土壌接触処
理槽１２の上部側壁を貫通して、上部中央まで延びた連通路２３の先端に下方を向いて開
口している。連通路２３にはポンプ２４が配設されている。土壌接触処理槽１２の中には
、火山灰土壌の一種である赤玉土１の造粒体が半分ぐらいの高さまで充填されている。土
壌接触処理槽１２の下部側壁に流出口１８が設けられ、腐植木処理槽１３の下部側壁に設
けられた流入口１９に連通路２５を介して接続されている。連通路２５には、処理排水を
一旦土壌接触処理槽１２内の赤玉土１の略上面近傍まで持ち上げる持ち上げ部２５ａと、
この持ち上げ部２５ａをバイパスするバイパス路２５ｂが設けられている。連通路２５で
は、処理排水は通常の使用状態では持ち上げ部２５ａを通過するルートを通ることで、土
壌接触処理槽１２内の赤玉土１に処理排水が浸かるようになっている。
【００３３】
なお、持ち上げ部２５ａは、土壌接触処理槽１２内の赤玉土１の略上面近傍まで持ち上
げたが、処理排水の水位は、赤玉土１の略上面より０〜３０ｃｍ下になるように調整でき
るようにした。
【００３４】
メンテナンス等においては、持ち上げ部２５ａではなく、バイパス路２５ｂを通過する
ルートを通るようになっている。
【００３５】
腐植木処理槽１３内には、腐植木２が充填されており、処理排水は腐植木処理槽１３内
を下部から上部方向に流れ、腐植木２によって窒素成分が取り除かれる。その後、処理排
水は腐植木処理槽１３の上部側壁に設けられた流出口２０から出て、連通路２６を通って
多孔質処理槽１４の上部側壁に設けられた流入口２１に導かれる。多孔質処理槽１４には
、多孔質吸着材３（土壌接触処理槽１２の赤玉土１と同じ赤玉土）が充填されている。こ
の多孔質処理槽１４の下部側壁の流出口２２から排水路２７を通って排出される。この排
水路２７にも、持ち上げ部２５ａと同様な狙いの持ち上げ部２７ａが設けられている。
【００３６】
制御手段３０は、貯留槽の滞留時間を１日〜２０日に制御し、土壌接触処理槽における
処理排水の濾過速度を０．５ｍ／日〜１０ｍ／日に制御し、腐植木処理槽の滞留時間を３
〜２０時間に制御し、多孔質処理槽における処理排水の濾過速度を０．０５ｍ／日〜２．
０ｍ／日に制御するようになっている。この制御方法は、具体的には、例えば、ポンプ２
４の出力を調整し、貯留槽１１、土壌接触処理槽１２、腐植木処理槽１３、多孔質処理槽
１４の容積やそれぞれの流入口の開口面積を設定することによって、滞留時間や濾過速度
を上記の範囲に調整することが可能である。また、流通口１５への導入通路、連通路２３
、連通路２５、連通路２６等に調整用のバルブを設けて、調整するようにしても良い。
【００３７】
貯留槽１１は、基本的にリン及び窒素を含有する処理排水中のＢＯＤ、ＳＳ、アンモニ
ア性窒素の低減、土壌接触処理槽１２は処理排水中のリンの除去、腐植木処理槽１３は処
理排水中の窒素除去、多孔質処理槽１４は腐植木処理槽１３から浸出する着色物質除去の
役割をそれぞれ有している。特に貯留槽１１を土壌接触処理槽１２の上流側に設置するこ
とによって、土壌接触処理槽１２に対する汚泥負荷低減が可能となる。これらの各槽の詳
細を説明する。
【００３８】
貯留槽１１では、処理排水を１日〜２０日、望ましくは概ね３〜１０日滞留させること
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で、処理排水中のＢＯＤ、ＳＳ、アンモニア性窒素を低減する。特にＢＯＤ等の有機物が
貯留槽１１で予め分解されることによって、土壌接触処理槽１２における汚泥の発生が少
なくなり、目詰まり等の問題も生じにくい。この貯留槽１１での滞留期間が短すぎると、
上記ＢＯＤ等の低減などの効果が得られない。貯留槽１１内に長期間滞留させればさせる
ほど、処理排水中のＢＯＤはやがて分解され、槽内中のアンモニア性窒素や亜硝酸は酸化
され、硝酸性窒素までになりやすい。
【００３９】
また、場合によっては、貯留槽１１に流入する処理排水中のＢＯＤが高ければ、貯留槽
１１内の後段や底部（即ち出口側）ではＤＯは低下し、嫌気的脱窒ができ、窒素まで除去
できる可能性がある。しかし、滞留期間が長くなると、貯留槽１１として大きな容積のも
のを必要とするので、実用性に劣る結果となる。そのために、貯留槽１１での滞留期間は
、窒素の除去は後の処理槽に任せて、実用的な期間に設定することが好ましく、上記の範
囲としている。
【００４０】
本実施形態では、開閉可能な遮光板部材２８ａ，２８ｂを設け、処理排水中の汚水状態
に応じて、自動或は手動で開放するようにしている。例えば、処理排水中のＢＯＤ／Ｎ比
が３以下の場合には、開閉機構２９を手動或は自動で作動して貯留槽１１の半分を遮蔽す
る遮光板部材２８ａを取り外して日光を多く取り入れるようにし、貯留槽１１に生育する
藻類や微生物の増殖を促進する。特に、遮光板部材２８ａを取り外すことによって、貯留
槽１１の表層では、藻類がバイオマット状に繁殖し、溶存酸素が増し、硝化が促進され、
死滅した藻類は貯留槽１１の下層に沈降し、下層においては藻類の腐敗が進み嫌気状態と
なることで、死滅した藻類が脱窒菌の資化物となる。特に更にＢＯＤが低い場合、遮光板
部材２８ｂも取り外し貯留槽１１の上面を全開することによって、藻類、微生物の培養を
さらに促進することで、微生物の生長が促され、特に貯留槽１１の上層では藻類の光合成
によって溶存酸素が増し、硝化細菌は活性されアンモニア、亜硝酸を硝酸性窒素まで酸化
する。なお、直接貯留槽１１内のＢＯＤ、Ｎ（全窒素）量を検出して、ＢＯＤ／Ｎ比が３
以下の場合に、遮光板２８ａを開閉機構２９によって自動或は手動で開放するようにして
も良く、直接ＢＯＤ，Ｎ量を検出する代わりに、外気温や季節に応じて、遮光板部材２８
ａを開閉機構２９によって自動或は手動で開放するようにしても良い。また、本実施形態
では遮光板部材２８ａ，２８ｂの開閉用に開閉機構２９を設けているが、貯留槽１１が大
きくない場合には、開閉機構２９を設けずに直接手動で遮光板部材２８ａ，２８ｂを開閉
することも可能である。
【００４１】
次に、貯留槽１１の遮光板２８を開放した場合と開放しなかった場合とで、貯留槽１１
内の溶存酸素量の差異を表１に示す。処理排水は、リン、窒素を含有する畜産排水の二次
処理であって、貯留槽１１は容積９ｍ

3

（水深１．５ｍ）、滞留時間約５日とした。本実

施形態では、処理排水のＢＯＤは概ね２０ｍｇ／Ｌ以下であった。参考例は、貯留槽１１
の遮光板部材２８ａ，２８ｂを取り外さず、貯留槽１１には、直射日光が入らないように
上面を遮蔽した状態を示す。
【００４２】
表１に示すように、溶存酸素量は、遮光板部材２８ａ，２８ｂを取り外した状態では、
貯留槽１１の上層において、藻類の光合成によって増加した。また、一部の藻類は死滅し
て貯留槽１１の底部に沈降した。貯留槽１１の下層の溶存酸素量は貯留槽１１の上層に対
して低く、０．１〜０．２ｍｇ／Ｌで嫌気条件となり、腐敗した藻類が脱窒の資化物とし
て脱窒率は１５〜３０％程度となった。
【００４３】
しかし、貯留槽１１を遮光した状態では、溶存酸素量は参考例として示すように、下層
においてもあまり低下しなかった。そのために、参考例では、脱窒はほとんど起き得なか
った。
【００４４】
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なお、本実施形態では、処理排水中のＢＯＤ／Ｎ比が３以下のとき、遮光板を取り外し
たが、処理排水のＢＯＤ／Ｎ比が３以上であれば、特に遮光板を取り外さなくてもよい。
このときは、貯留槽１１内の後段や底部（即ち出口側）では、有機物消費に伴い、ＤＯは
低下し、嫌気的脱窒ができ、窒素まで除去できる可能性がある。
【００４５】
【表１】

【００４６】
なお、ＢＯＤ量を直接測定することは簡単でないので、間接的にＢＯＤ量を測定するよ
うにしても良く、例えばＢＯＤとＣＯＤの相関性を用いて、ＣＯＤ及びＮ分を自動測定し
て、遮光板部材２８ａ，２８ｂを開けるようにしても良い。また、簡単な方法としては、
例えば、ＢＯＤが少なくなる状態を検出できる他の条件、即ち外気温等を検出して、遮光
板部材２８ａ，２８ｂを開けるようにしても良い。遮光板部材２８ａ，２８ｂの開閉は、
手動でも自動でも良い。
【００４７】
次に、土壌接触処理槽１２について説明する。土壌接触処理槽１２には、リン吸着能を
有する火山灰土壌として赤玉土１が充填されており、処理排水中のリンを効果的に吸着除
去するようになっている。
【００４８】
この土壌接触処理槽１２に充填する赤玉土１の製法について述べる。予め天日干し等で
乾燥させた赤玉土をクラッシャー等で粒径が５０ｍｍ以下になるまで砕く。赤玉土１の粒
径は５ｍｍ〜５０ｍｍ、更には１０ｍｍ〜２０ｍｍとすることが好ましい。粒径が大きす
ぎると、赤玉土１同士の間隔が開き過ぎる結果となり、十分にリンを除去できない。また
、粒径が小さ過ぎると、赤玉土１同士の間隔が狭すぎる結果となり、処理排水が目詰まり
する可能性がある。従って、赤玉土１の粒径は上記範囲にすることが好ましく、粒径は所
定の範囲の中で同程度の粒径のものを充填していることが好ましい。
【００４９】
そして、リン吸着能を有する造粒赤玉土１を製造する上で、重要なことは、加熱焼成工
程前に湿潤することと、及び低温度で焼成することであり、これらについて説明する。な
お、本発明の造粒赤玉土１とは、赤玉土１を加熱し団粒構造を有するものをいう。
【００５０】
赤玉土１は、水分を加えると粘着性と可塑性を示し、また乾いた状態の赤玉土１を加熱
すると、水に対して脆くなる性質を有することから、本発明の造粒赤玉土１の製法では、
赤玉土１を湿潤させた後に加熱することで、団粒構造の強化及びリン吸着能を向上するよ
うにしている。また、加熱により水分が蒸発して空間ができるため、造粒赤玉土１内部ま
で水が浸透しやすい性質を有する。なお、未加熱であって、自然乾燥させた赤玉土１は、
水に対して脆く、団粒構造を維持することができない。通常、赤玉土１を室温で静置し、
乾燥させると、赤玉土１の含水比は２０％〜３０％程度であり、このものでは含水比が不
足している。
【００５１】
実際には、砕いた赤玉土１に対して、スプリンクラーや散水ノズル等の散水管で散水す
る。このときの赤玉土１をベルトコンベア等で加熱炉に向けて運びながら、赤玉土１の含
水比を４０％〜１５０％、望ましくは、４５％〜１００％になるように散水する。赤玉土
１の含水比が３０％以下になると、水に対して脆く、団粒構造を維持することができない
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。赤玉土１の含水比が１５０％を超えると、水分を含み過ぎるので、団粒構造を維持し難
く、また加熱時間が長くなったり、十分な加熱温度まで昇温することができなくなること
もある。
【００５２】
なお、本発明での含水比は、以下の式で算出されるものである。
【００５３】
含水比の測定は、１０５℃の乾燥炉内で赤玉土１を１８〜２４時間乾燥させ、乾燥後の
重量（乾燥重量）を計測した。そして、次の計算式に基づいて、含水比を算出した。
【００５４】
［式１］含水比（％）＝（含水重量−乾燥重量）÷乾燥重量×１００
【００５５】
造粒赤玉土１の製法で赤玉土１を湿潤するのに用いられる水としては、通常水道水が用
いられるが、地下水でもよい。
【００５６】
図３に、焼成後の造粒赤玉土１の水に対する造粒赤玉土１の崩壊率を示す。図３に示す
ように、赤玉土１の含水比を９７％に調製し、６００℃で３０分加熱処理した造粒赤玉土
１の崩壊率は１５％であった。それに対して、同様に赤玉土１の含水比を３０％に調製し
、６００℃で３０分加熱処理した造粒赤玉土１の崩壊率は５０％であった。また、赤玉土
１の含水比を６５％に調製し、６００℃で３０分加熱処理した造粒赤玉土１の崩壊率は１
２％であった。この図３から明らかなように、含水比が４０％以上であれば、崩壊率が３
０％以下になり、水に対して崩壊し難くなった。このように造粒赤玉土１は予め赤玉土１
の含水比を４０〜１５０％に調製した後、適正な加熱処理することで耐水性が向上し、長
期間使用に耐えうるものとなる。水に対する崩壊率はできるだけ少ないほうが好ましいが
、実用的な範囲として、０〜３０％、好ましくは２０％以下にすることが好ましい。
【００５７】
なお、割裂引張強度試験において、造粒赤玉土１が割裂する最大荷重は、０．５ｋｇ〜
２ｋｇの範囲であった。含水比の測定は、前に述べたとおりである。本発明で使用する崩
壊率とは、予め造粒赤玉土１を飽和吸水させておき（崩壊前の含水重量）、水４０ｍＬが
入った５０ｍＬ密閉容器に造粒赤玉土１を入れ、垂直振とう器を用いて、振とう数２００
回／ｍｉｎ、振とう幅４０ｍｍの条件で約１０分間振とうした後、密閉容器から取り出し
た赤玉土１の含水重量（崩壊後の含水重量）を測定した。
【００５８】
［式２］崩壊率（％）＝（崩壊前の含水重量−崩壊後の含水重量）÷崩壊前の含水重
量×１００
【００５９】
上述したように、予め赤玉土１の含水比を４０〜１５０％に調製し、且つ適正な温度で
加熱処理することで、水に対する崩壊率を０〜３０％に維持できるものであり、この加熱
処理について説明する。次に、リン吸着能を有する造粒赤玉土１を製造する上で重要な加
熱工程について説明する。まず、成型後湿潤させた赤玉土１を、常温から３００℃〜７５
０℃、望ましくは５００℃〜６５０℃まで昇温させ、１０分〜１２０分、望ましくは１５
分〜３０分間保持して加熱する。
【００６０】
含水比が６０％程度の赤玉土１を加熱処理する場合の温度が低い場合には、水に浸ける
と造粒形状が破壊し造粒構造を維持することが困難である。逆に加熱温度が高い場合には
、造粒構造を維持することができるが、リン吸着能力が低下する。これは、加熱温度が高
いと造粒構造の結晶構造が安定して比表面積が低くなり、非晶質鉱物（非晶質Ｆｅ、非晶
質Ａｌ、ＯＨ基）が少なくなり、鉄成分やアルミ成分がリンの吸着材として機能せず、吸
着能力が低下するためと思われる。
【００６１】
図４に造粒赤玉土１の比表面積の温度依存性を示す。図４に示すように、より加熱温度
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が高温になるほど、造粒赤玉土１の比表面積は低下していく。特に７００℃以上の高温で
は、赤玉土１の粒子が焼結して硬くなり、土粒子が緻密になって比表面積は急激に少なく
なって、表面のみの吸着能力しか期待できず、造粒構造の奥の方までリン吸着機能を発揮
しないためと思われる。
【００６２】
また、図６に加熱温度６００℃、加熱時間３０分の造粒赤玉１の乾燥密度を示す。乾燥
密度は含水比が高くなると小さくなる傾向になった。これは、加熱により水分が蒸発して
空間ができるため、密度が低下したものと思われる。造粒赤玉土１内部に空間ができるこ
とによって、造粒赤玉土１内部まで水が浸透しやすい性質を有するが、含水比が高すぎる
と、強度が低下するので、実用的には含水比４０〜１５０％、望ましくは、４５〜１００
％になるように散水する。
【００６３】
なお、乾燥密度は、比重瓶法で予め湿潤密度を算定し、次式より求めた。
【００６４】
［式３］乾燥密度＝湿潤密度÷（１＋含水比／１００）
【００６５】
したがって、リン吸着機能を発揮するためには、加熱温度を３００℃〜７５０℃、含水
比を４０〜１５０％として比表面積を５０〜１５０ｍ
ｇ／ｃｍ

3

2

／ｇ、乾燥密度を０．７〜１．２

にすることが好ましい。

【００６６】
また、加熱時間は、短いと水分の発散が不十分で固粒形状を維持できず、逆に長いと工
業的な効率が低下するので、実用的には上記範囲とすることが好ましい。
【００６７】
このようにして、適正な含水比に湿潤した後に、上記条件で加熱した後の造粒赤玉土１
の性状は、十分な耐水性を備えるとともに、十分な気孔を保持しつつ、十分なリンとの吸
着部位を有するものとなる。
【００６８】
造粒赤玉土１の加熱装置としては、電気炉、窯業釜又はキルン等、加熱処理することが
できるものであればいかなるものでも使用しうるが、均一な造粒赤玉土１を安定的、且つ
大量に生産することができるという観点からは窯業釜又はキルンが望ましい。
【００６９】
なお、加熱処理する際は、熱電対で造粒赤玉土１の表面温度（例えば６００℃）を測定
して、温度にむらがないように品質管理した。
【００７０】
因みに、本発明において、湿潤して加熱焼成して得られた造粒赤玉土１の吸着能力を測
定した結果を下記に示す。本発明の造粒赤玉土１は、フロイントリッヒ式
［式４］ｑ＝ｋｃ

n

（Ｌｏｇｑ＝Ｌｏｇｋ＋ｎＬｏｇｃ）の吸着平衡に従う。

ｑはリン酸の吸着量（ｍｇ−Ｐ／ｋｇ）、ｃは吸着平衡時の液相リン酸濃度（ｍｇ／Ｌ）
である。
【００７１】
2

4

本発明では、このときの吸着等温式パラメーターｋは１×１０ 〜１×１０ 、ｎは０．
１〜０．５となる造粒赤玉土１となっており、高い吸着能力を有している。
【００７２】
図５にリン吸着比率に対する加熱温度依存性を示す。赤玉土１は、粒径を１０〜２０ｍ
ｍとし、例えば含水比を９７％として、加熱時間は３０分として加熱温度を変化させて、
上記フロイントリッヒ式で示されるリン吸着能力を測定した。図５では、加熱していない
状態（加熱温度がゼロ）でのリン吸着能力を１として、その値との比率を示す。リン吸着
能力は、３００℃程度から急激に上昇し、６００℃前後で最も高くなり、その後急激に低
下する。従って、このリン吸着能力からも、加熱温度は、３００℃〜７５０℃の範囲にす
るのが好ましい。
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【００７３】
土壌接触処理槽１２での処理排水の濾過速度は、処理速度が速すぎると、十分なリン除
去が行なわれず、逆に遅すぎると、処理時間が長くなり設備が大型となり、実用性で劣る
結果となるので、０．５ｍ／日〜１０ｍ／日、特に２ｍ／日〜５ｍ／日とすることが好ま
しい。
【００７４】
なお、本発明での濾過速度とは、濾過流量又は処理排水量を濾過面積（濾過面積は処理
槽の開口面積）で除したものである。
【００７５】
腐植木処理槽１３について説明する。腐植木処理槽１３には、例えばマツ、クヌギなど
の倒木、枯れ木の朽ちた樹皮、枝、幹をφ１０〜５０ｍｍ程度の塊状またはチップ状にし
た腐植木２を充填している。貯留槽１１、土壌接触処理槽１２でＢＯＤが消費され、さら
にアンモニア性窒素や亜硝酸性窒素の大部分は硝酸性窒素へ変換されることで、土壌接触
処理槽１２から出てくる処理排水のＤＯは１ｍｇ／Ｌ程度となっている。かかる処理排水
を腐植木処理槽１３に導入すると、腐植木処理槽１３では、腐植木処理槽１３の後段（出
口側）になるに従って高度に嫌気化し、処理排水中に含有する硝酸性窒素は腐植木２を資
化物（硝酸塩還元剤）とした脱窒細菌によって窒素ガスに変換され、大気に放出される。
【００７６】
この腐植木処理槽１３では、滞留時間が短いと浄化処理を行なうことが不充分となり、
逆に滞留時間が長いと設備が大型となるので、処理液の滞留時間として３〜２０時間が好
ましい。濾過速度としては、１ｍ／日〜１０ｍ／日とすることが好ましい。
【００７７】
ここで用いた腐植木２の種類は、マツ、クヌギの朽木を用いたが、倒木、枯れ木の他に
流木や間伐材など有効利用できる廃材であれば特に限定しない。
【００７８】
多孔質処理槽１４について説明する。畜産排水のような処理排水では、溶存する着色成
分や溶存有機物など、ＢＯＤ以外のＣＯＤ成分は完全には除去できない。さらに、腐植木
処理槽１３に充填された腐植木２から溶出する着色成分の除去を行う必要がある。その対
応として、実施形態では、腐植木処理槽１３の下流側に多孔質処理槽１４を配設した。こ
の多孔質処理槽１４に、多孔質吸着材３の例として土壌接触処理槽１２に充填したと同じ
造粒赤玉土１を充填した。処理排水中の難分解性有機物が物理的な吸着と生物的な分解を
受け易いように、濾過速度を、０．０５ｍ／日〜２．０ｍ／日、好ましくは０．２ｍ／日
〜１．０ｍ／日に設定した。濾過速度を小さくすれば、着色成分など難分解性有機物は赤
玉土１への物理的な吸着作用が強くなり、さらに赤玉土１に付着した生物によって難分解
性有機物の長期的な微生物分解ができる。しかし、あまり遅すぎると、多孔質処理槽１４
を大きくする必要があり、設備上及びコスト上で実用性に劣る。
【００７９】
なお、本実施形態では、着色成分などの難分解性有機物の除去を目的に多孔質処理槽１
４には造粒赤玉土１を用いたが、生物膜が付着し易い材質であれば、活性炭などポーラス
性を有する材料でもって代用できる。
【００８０】
以下、実施形態の構成のものについて、実際に処理排水を流して、貯留槽１１、土壌接
触処理槽１２、腐植木処理槽１３及び多孔質処理槽１４での各水質を分析したテスト結果
を表２に示す。リン、窒素を含有する畜産排水の二次処理排水（以下、処理排水とする）
であって、処理排水は、異臭を有する濃い黄褐色を呈していた。
【００８１】
貯留槽１１は、容積９ｍ

3

（水深１．５ｍ）、滞留時間約５日とし、ＢＯＤの除去及び

アンモニアや亜硝酸性窒素を硝酸性窒素まで酸化させ、ラグーン処理を行った。テスト期
間中、処理排水のＢＯＤは概ね２０ｍｇ／Ｌ以下と低かったため、貯留槽１１を遮光する
スライド式遮光板２８ａ，２８ｂを取り外して全開として、直射日光をできるだけ取り入
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れるようにした。直射日光を取り入れることで、槽壁などに付着する藻類が活性し、さら
に貯留槽１１の上層では、藻類がバイオマット状に繁殖し、その周辺には、これら藻類を
捕食する微生物、さらに硝化細菌などのバクテリアが現れ、貯留槽１１に生育する藻類や
微生物の増殖をできるだけ促進できるようにした。また、一部の藻類は死滅し、貯留槽１
１の下層に沈降し、槽の下層では、嫌気条件となり、さらに死滅した藻類を資化物とした
脱窒細菌によって脱窒が期待できる。
【００８２】
なお、貯留槽１１では、貯留槽１１を遮光するスライド式遮光板部材２８ａ，２８ｂを
取り外して全開として、直射日光をできるだけ取り入れるようにしたが、藻類は表層のみ
にバイオマット状に繁殖しただけであって、槽全体には藻類は繁殖しなかった。
【００８３】
土壌接触処理槽１２には、６００℃、３０分で加熱したφ５〜１５ｍｍの造粒赤玉土１
を充填し、造粒赤玉土１を湛水させ、土壌接触処理槽１２の上部の流入口１７に設置した
散水ノズルを経由して下向流となるように導入した。濾過速度２ｍ／日で通水した。なお
、本実施形態では、造粒赤玉土１の充填層高さを０．５ｍとしたが、充填層高さは、処理
排水中の、例えば、リン濃度、処理排水量に応じて適宜高さを変更することができる。
【００８４】
腐植木処理槽１３には、マツ、クヌギなどの倒木、枯れ木の朽ちた樹皮、枝、幹をφ１
０ｍｍ〜５０ｍｍ程度の塊状またはチップ状にした腐植木２を容積１００Ｌの腐植木槽１
３に充填した。腐植木処理槽１３では、滞留時間は７時間となるように流量調整した。多
孔質処理槽１４には、多孔質吸着材として、土壌接触処理槽１２に充填した赤玉土１と同
じφ５〜１５ｍｍの造粒赤玉土１を、嵩容積７５Ｌとして充填した。処理排水は、濾過速
度０．２ｍ／日とし、下向流となるように通水した。
【００８５】
なお、腐植木２は、倒木、枯れ木の樹皮、枝、幹を適宜塊状またはチップ状に成形した
後、湿潤状態で木材腐朽菌等の作用によって腐植させた。腐植木２は、手で容易に破砕で
きる程度に腐植化が進行したものが好ましい。
【００８６】
表２に本実施形態による水質浄化結果を示す。表２から明らかなように、貯留槽１１に
おいて、処理排水中のアンモニアや亜硝酸性窒素の大部分は、硝酸性窒素に変換され（一
部は脱窒）、またＢＯＤも低減されているのが解かる。土壌接触処理槽１２においては、
上記貯留槽１１からの処理排水を供給した結果、リンは約９０％除去できた。腐植木処理
槽１３においては、土壌接触処理槽１２からの処理排水のＤＯは１ｍｇ／Ｌ程度であり、
腐植木処理槽１３では、腐植木処理槽１３の後段（下流側）になるに従って高度に嫌気化
し、処理排水中に含有する硝酸性窒素は腐植木２を資化物とした脱窒細菌によって窒素ガ
スに変換され、大気に放出され、全窒素は約５０％除去できた。多孔質処理槽１４におい
ては、ポーラス性を有する造粒赤玉土１が色度成分等の難分解性有機物を吸着できること
やこの造粒赤玉土１に付着した微生物が難分解性有機物を長期的に分解することより、溶
存有機炭素（ＤＯＣ）は約２０％程度除去できた。
【００８７】
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【表２】

【００８８】
本実施形態では、土壌接触処理槽１２に充填する火山灰土壌として赤玉土１を用いたが
、例えば鹿沼土、黒ボク土などの火山灰土壌で代用することもできる。なお、表３に示す
ように、赤玉土と鹿沼土とでは含まれる成分は良く類似しているが、赤玉土は鹿沼土に比
較してＦｅ成分が多い。そのため、本発明のように湿潤して低温で加熱焼成したものでは
、赤玉土は他の火山灰土壌に比較してリン吸着性に優れる結果を示すので、特に赤玉土が
好ましい。また、リン吸着能力をさらに高くする場合には、鉄系凝集剤やアルミ系凝集剤
を含有させた水溶液を噴霧した後、炉で加熱してもよい。
【００８９】
【表３】

【００９０】
本実施形態では１つの貯留槽を設置したものを例示するが、本発明の効果を達成しうる
範囲で貯留槽を並列に連設することや直列に配置すること、または貯留槽の容積を大きく
するなど適宜変更することができる。なお、実施形態では、貯留槽には生物膜等を付着さ
せる担体は充填しないものを例示するが、目詰まりしない程度にひも状濾材を充填するこ
ともできる。
【００９１】
本実施形態では、貯留槽１１は、開閉式貯留槽として、上部が開閉可能とした水槽であ
ればよい。貯留槽内の水を均一に分散するために底部に空気導入管（図示せず）が接続さ
れ、ブロアー（図示せず）により導入された空気が、貯留槽内底部に設けられた散気管に
よりエアレーションし、ＢＯＤ分解、硝化の促進を図ることもできる。
【００９２】
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なお、本実施形態では、図２に示すように造粒赤玉土１を層内に直接充填したが、フレ
キシブルな高強度の繊維状で且つ造粒赤玉土１が通り抜けない程度のメッシュ状の袋に造
粒赤玉土１を充填し、その造粒赤玉土１が入ったフレキシブルな袋を土壌接触処理槽１２
に充填することもできる。造粒赤玉土１の入れ替えを行う際、クレーン等で袋を吊ること
で造粒赤玉土１を搬出することができ、費用や時間などが節約できる。
【００９３】
さらに、本実施形態では、貯留槽１１、土壌接触処理槽１２、腐植木処理槽１３、多孔
質処理槽１４を各１個ずつ設置して接続したものを例示するが、本発明の効果を達成しう
る範囲で複数の貯留槽１１等を並列に接続することや直列に接続すること、または、土壌
接触処理槽１２、腐植木処理槽１３等を容積を大きくするなど適宜変更することができる
。
【産業上の利用可能性】
【００９４】
河川や沿岸水域に流れ込む排水には、産業系排水、生活系排水、農畜産系排水等があり
、これらの排水に対して適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】本発明の実施に用いるリン及び窒素含有排水の浄化装置の一例を示す構成図。
【図２】本発明の実施に用いる土壌接触処理槽の一例を示す構成図。
【図３】本発明の実施に用いる造粒赤玉土の崩壊率に対する焼成前の含水比依存性を示す
図。
【図４】本発明の実施に用いる造粒赤玉土の比表面積の温度依存性を示す図。
【図５】本発明の実施に用いる造粒赤玉土のリン吸着比率に対する加熱温度依存性を示す
図。
【図６】本発明の実施に用いる造粒赤玉土の乾燥密度に対する焼成前の含水比依存性を示
す図。
【符号の説明】
【００９６】
１

赤玉土（火山灰土壌）

２

腐植木

３

多孔質吸着材

１１

貯留槽

１２

土壌接触処理槽

１３

腐植木処理槽

１４

多孔質処理槽

【手続補正書】
【 提 出 日 】 平 成 18年 5月 30日 (2006.5.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
リン及び窒素を含有する排水を火山灰土壌に接触させて浄化するリン及び窒素含有排水
の浄化装置であって、処理原水を貯留する貯留槽と、該貯留槽の下流側に接続され、火山
灰土壌造粒焼成体を充填した土壌接触処理槽と、該土壌接触処理槽の下流側に接続され、
細菌の資化物として腐植木を充填した腐植木処理槽とを有し、上記土壌接触処理槽に充填
される火山灰土壌造粒焼成体は、赤玉土または鹿沼土を、直径が５〜５０ｍｍの範囲に造
粒した後４０〜１５０％の含水比に調整して、その後、３００〜７５０°に昇温して１０
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分以上保持し、焼成して得られたものであって、比表面積が５０〜１５０ｍ
であって、乾燥密度が０．７〜１．２ｇ／ｃｍ

３

２

／ｇの範囲

の範囲であることを特徴とするリン及び

窒素含有排水の浄化装置。
【請求項２】
請求項１に記載のリン及び窒素含有排水の浄化装置において、上記腐植木処理槽の下流側
に、内部に上記火山灰土壌造粒焼成体が充填された多孔質処理槽を備えることを特徴とす
るリン及び窒素含有排水の浄化装置。
【請求項３】
請求項１又は２に記載のリン及び窒素含有排水の浄化装置において、上記腐植木処理槽
の下流側に、内部に多孔質吸着材が充填され、処理水の濾過速度が、０．０５ｍ／日〜２
．０ｍ／日に制御された多孔質処理槽を備えることを特徴とするリン及び窒素含有排水の
浄化装置。
【請求項４】
請求項２又は３のいずれか１に記載のリン及び窒素含有排水の浄化装置において、上記
貯留槽の滞留時間が１日〜２０日に制御され、上記土壌接触処理槽における処理水の濾過
速度が０．５ｍ／日〜１０ｍ／日に制御され、上記腐植木処理槽の滞留時間が５〜２０時
間に制御され、多孔質処理槽における処理水の濾過速度が０．０５ｍ／日〜２．０ｍ／日
に制御される制御手段を有することを特徴とするリン及び窒素含有排水の浄化装置。
【請求項５】
リン及び窒素を含有する排水を火山灰土壌に接触させて浄化するリン及び窒素含有排水
の浄化装置であって、処理原水を貯留する貯留槽と、該貯留槽の下流側に、火山灰土壌造
粒焼成体を充填した土壌接触処理槽と、該土壌接触処理槽の下流側に、細菌の資化物とし
て腐植木を充填した腐植木処理槽とを有し、上記貯留槽には、太陽光を遮蔽可能な遮光板
が配設され、該遮光板は排水中の汚水状態等に応じて開放可能にする開閉機構を有するこ
とを特徴とするリン及び窒素含有排水の浄化装置。
【請求項６】
リン及び窒素を含有する排水を火山灰土壌に接触させて浄化するリン及び窒素含有排水
の浄化装置であって、処理原水を貯留する貯留槽と、該貯留槽の下流側に、火山灰土壌造
粒焼成体を充填した土壌接触処理槽と、該土壌接触処理槽の下流側に、細菌の資化物とし
て腐植木を充填した腐植木処理槽とを有し、上記土壌接触処理槽の上部位置に処理水流入
口が設けられ、その下部位置に処理水流出口が設けられ、上記腐植木処理槽の下部位置に
処理水流入口が設けられ、その上部位置に処理水流出口が設けられ、上記土壌接触処理槽
の処理水流出口と上記腐植木処理槽の処理水流入口とを連通する連通路が、その水位を上
記土壌接触処理槽内の土壌の略上面位置まで一旦持ち上げる持ち上げ部を備えることを特
徴とするリン及び窒素含有排水の浄化装置。
【請求項７】
リン及び窒素を含有する排水を火山灰土壌に接触させて浄化するリン及び窒素含有排水
の浄化方法において、上記リン及び窒素含有の処理原水を貯留槽に流し込んで所定時間滞
留させ、その後、火山灰土壌造粒焼成体を充填した土壌接触処理槽に流し込んでリンを除
去し、さらに、細菌の資化物として腐植木を充填した腐植木処理槽に流し込んで所定時間
滞留させて、窒素を除去するものであって、上記土壌接触処理槽には、直径が５〜５０ｍ
ｍの範囲に造粒した土壌を４０〜１５０％の含水比に調整し、その後、３００〜７５０℃
で１０分以上保持して焼成して得られた火山灰土壌造粒焼成体を充填して、リン及び窒素
含有排水を上記火山灰土壌に接触させて浄化することを特徴とするリン及び窒素含有排水
の浄化方法。
【請求項８】
請求項７に記載のリン及び窒素含有排水の浄化方法において、該腐植木処理槽に流した
後、内部に上記火山灰土壌造粒焼成体が充填された多孔質処理槽に流してさらに浄化する
ものであって、上記貯留槽の滞留時間が１日〜２０日であって、上記土壌接触処理槽にお
ける処理水の濾過速度が０．５ｍ／日〜１０ｍ／日であって、上記腐植木処理槽の滞留時
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間が３〜２０時間であって、多孔質処理槽における処理水の濾過速度が０．０５ｍ／日〜
２．０ｍ／日であることを特徴とするリン及び窒素含有排水の浄化方法。
【請求項９】
リン及び窒素含有排水の処理原水を貯留する貯留槽の下流側に配置した土壌接触処理槽
に充填する火山灰土壌造粒焼成体であって、該火山灰土壌造粒焼成体は、赤玉土又は鹿沼
土を、直径を５〜５０ｍｍの範囲に造粒した後４０〜１５０％の含水比に調整して、その
後、３００〜７５０℃に昇温して１０分以上保持し、焼成して得られたものであって、比
表面積が５０〜１５０ｍ

２

／ｇの範囲であって、乾燥密度が０．７〜１．２ｇ／ｃｍ

３

の

範囲であることを特徴とするリン及び窒素含有排水を浄化する土壌接触処理槽に充填して
使用する火山灰土壌造粒焼成体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
具体的には、請求項１に記載の発明は、リン及び窒素を含有する排水を火山灰土壌に接
触させて浄化するリン及び窒素含有排水の浄化装置であって、処理原水を貯留する貯留槽
と、該貯留槽の下流側に接続され、火山灰土壌造粒焼成体を充填した土壌接触処理槽と、
該土壌接触処理槽の下流側に接続され、細菌の資化物として腐植木を充填した腐植木処理
槽とを有し、上記土壌接触処理槽に充填される火山灰土壌造粒焼成体は、赤玉土または鹿
沼土を、直径が５〜５０ｍｍの範囲に造粒した後４０〜１５０％の含水比に調整して、そ
の後、３００〜７５０°に昇温して１０分以上保持し、焼成して得られたものであって、
比表面積が５０〜１５０ｍ

２

／ｇの範囲であって、乾燥密度が０．７〜１．２ｇ／ｃｍ

３

の範囲であることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
請求項２に記載の発明は、請求項１に記載のリン及び窒素含有排水の浄化装置において
、上記腐植木処理槽の下流側に、内部に上記火山灰土壌造粒焼成体が充填された多孔質処
理槽を備えることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
請求項５に記載の発明は、リン及び窒素を含有する排水を火山灰土壌に接触させて浄化
するリン及び窒素含有排水の浄化装置であって、処理原水を貯留する貯留槽と、該貯留槽
の下流側に、火山灰土壌造粒焼成体を充填した土壌接触処理槽と、該土壌接触処理槽の下
流側に、細菌の資化物として腐植木を充填した腐植木処理槽とを有し、上記貯留槽には、
太陽光を遮蔽可能な遮光板が配設され、該遮光板は排水中の汚水状態等に応じて開放可能
にする開閉機構を有することを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１７】
請求項６に記載の発明は、リン及び窒素を含有する排水を火山灰土壌に接触させて浄化
するリン及び窒素含有排水の浄化装置であって、処理原水を貯留する貯留槽と、該貯留槽
の下流側に、火山灰土壌造粒焼成体を充填した土壌接触処理槽と、該土壌接触処理槽の下
流側に、細菌の資化物として腐植木を充填した腐植木処理槽とを有し、上記土壌接触処理
槽の上部位置に処理水流入口が設けられ、その下部位置に処理水流出口が設けられ、上記
腐植木処理槽の下部位置に処理水流入口が設けられ、その上部位置に処理水流出口が設け
られ、上記土壌接触処理槽の処理水流出口と上記腐植木処理槽の処理水流入口とを連通す
る連通路が、その水位を上記土壌接触処理槽内の土壌の略上面位置まで一旦持ち上げる持
ち上げ部を備えることを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
請求項７に記載の発明は、リン及び窒素を含有する排水を火山灰土壌に接触させて浄化
するリン及び窒素含有排水の浄化方法において、上記リン及び窒素含有の処理原水を貯留
槽に流し込んで所定時間滞留させ、その後、火山灰土壌造粒焼成体を充填した土壌接触処
理槽に流し込んでリンを除去し、さらに、細菌の資化物として腐植木を充填した腐植木処
理槽に流し込んで所定時間滞留させて、窒素を除去するものであって、上記土壌接触処理
槽には、直径が５〜５０ｍｍの範囲に造粒した土壌を４０〜１５０％の含水比に調整し、
その後、３００〜７５０℃で１０分以上保持して焼成して得られた火山灰土壌造粒焼成体
を充填して、リン及び窒素含有排水を上記火山灰土壌に接触させて浄化することを特徴と
する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
請求項８に記載の発明は、請求項７に記載のリン及び窒素含有排水の浄化方法において
、該腐植木処理槽に流した後、内部に上記火山灰土壌造粒焼成体が充填された多孔質処理
槽に流してさらに浄化するものであって、上記貯留槽の滞留時間が１日〜２０日であって
、上記土壌接触処理槽における処理水の濾過速度が０．５ｍ／日〜１０ｍ／日であって、
上記腐植木処理槽の滞留時間が３〜２０時間であって、多孔質処理槽における処理水の濾
過速度が０．０５ｍ／日〜２．０ｍ／日であることを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
請求項９に記載の発明は、リン及び窒素含有排水の処理原水を貯留する貯留槽の下流側
に配置した土壌接触処理槽に充填する火山灰土壌造粒焼成体であって、該火山灰土壌造粒
焼成体は、赤玉土又は鹿沼土を、直径を５〜５０ｍｍの範囲に造粒した後４０〜１５０％
の含水比に調整して、その後、３００〜７５０℃に昇温して１０分以上保持し、焼成して
得られたものであって、比表面積が５０〜１５０ｍ
．７〜１．２ｇ／ｃｍ

３

２

／ｇの範囲であって、乾燥密度が０

の範囲であることを特徴とする。
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【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
次に、土壌接触処理槽１２について説明する。土壌接触処理槽１２には、リン吸着能を
有する火山灰土壌として造粒赤玉土１が充填されており、処理排水中のリンを効果的に吸
着除去するようになっている。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
この土壌接触処理槽１２に充填する造粒赤玉土１の製法について述べる。予め天日干し
等で乾燥させた赤玉土をクラッシャー等で粒径が５０ｍｍ以下になるまで砕く。赤玉土の
粒径は５ｍｍ〜５０ｍｍ、更には１０ｍｍ〜２０ｍｍとすることが好ましい。粒径が大き
すぎると、赤玉土同士の間隔が開き過ぎる結果となり、十分にリンを除去できない。また
、粒径が小さ過ぎると、赤玉土同士の間隔が狭すぎる結果となり、処理排水が目詰まりす
る可能性がある。従って、赤玉土の粒径は上記範囲にすることが好ましく、粒径は所定の
範囲の中で同程度の粒径のものを充填していることが好ましい。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
そして、リン吸着能を有する造粒赤玉土１を製造する上で、重要なことは、加熱焼成工
程前に湿潤することと、及び低温度で焼成することであり、これらについて説明する。な
お、本発明の造粒赤玉土１とは、赤玉土を加熱し団粒構造を有するものをいう。
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