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下水灰の肥料用原料化技術の開発研究

1.

研究目的

下水灰の肥料原料としての利用を可能とするため
に，下水灰を構成する成分や微量重金属等について
除去方法，制御方法を解明し実用的なシステムを検
討することを目的とした。また，新しいタイプの肥
料として使用可能とするための肥料取締法への新規
登録を目指した試験・評価方法を検討することを目
的とした。

2.

研究体制，研究内容

農林水産省の「農林水産政策を推進する実用技術
開発事業」として，図－１に示す 9 組織による共同
研究を行なった。この中で本機構は，下水灰を肥料
原料または肥料として早期に実用化する技術として，
下水処理場において余剰汚泥のみを分別燃焼させ，
〔下水灰構成元素の制御方法の解明〕
名古屋大学
・塩化揮発法による下水灰中の微量重金属の除去方法の解明
岩手大学
・硫酸抽出・電気透析分離法による下水灰中のリンと重金属類
の分離システムの開発
（代表機関）
公益財団法人日本下水道新技術機構
・全体総括，肥料原料化システムの検討
（普及支援）
日本肥料アンモニア協会
・肥料流通及び肥料原料としての評価と助言

図―１

高品質灰を生産する方法を提案した。また，全体総
括者として共同研究をとりまとめ，成果の概要を｢下
水灰の肥料用原料化技術の開発研究報告書｣として
公開した。

3.

研究結果

3.1 重金属の除去 -塩化揮発法3.1.1 塩化揮発法とは
本研究においては，下水灰中に含まれる重金属類
の酸化物を塩化剤(CaCl2)により，塩化物化すること
により揮発除去を目指すものである。下水灰に対す
る本法作用のイメージを図－２に示す。

〔下水灰の肥料原料化プロセスの構築〕
独立行政法人土木研究所
・有効な肥料資源の保全方法と下水汚泥燃焼方法の検討
月島機械株式会社
・肥料原料下水灰の生産プロセスの検討
株式会社神鋼環境ソリューション
・有効成分回収プロセスの検討
〔加工下水灰の肥料用原料効果・安全性評価〕
東京農業大学
・加工下水灰の作物生育への効果に関する研究
独立行政法人農業環境技術研究所
・下水灰中重金属の可給性評価技術の開発

研究の構成および体制
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ンサイの栽培では，それぞれの図の右端のポット区
が塩化揮発法の区であり，成長の度合いは他の試験
区と同等の成績を見せている。
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塩化揮発法による下水灰処理のイメージ

3.1.2 重金属揮発・分解特性の解明
塩化揮発法による微量重金属の揮発・分離の基礎
的現象を知るための各種の実験を行った。
下水灰中重金属の残存率の経時変化を測定した結
果，重金属の揮発除去は 20 分以内の短時間で終了し
た。また，塩化揮発処理灰についてク溶性，可溶性
リン量の測定を実施したところ，本実験条件範囲内
では塩化揮発処理に伴うク溶性，可溶性リン量の低
下は確認されず，本処理法によって肥効を有するリ
ン量を損なわず重金属の揮発除去が実施可能である
ことを示した。成果の概要を以下の①～④に示す。
① 800℃以上，CaCl2 添加率 5%以上で Pb の完全揮
発除去が可能。
② 900℃以上，CaCl2 添加率 10%で Ni の残存率を
50 %まで低減可能。
③ Pb, Ni などの重金属含有率の大幅低減が 20 分
以内の短時間で可能。
④ 塩化揮発処理の前後で下水灰中に含有される
ク溶性，可溶性リン量は変化しない。
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3.1.4 重金属の可給性による評価
下水灰を土壌に加えたときの土壌中の Cd の可給
性について，安定同位体希釈法を応用した手法で評
価した。また，下水灰中の Zn，Cu，Cd の濃度につい
ては，抽出法を用いて評価した。
900℃焼成加工灰の可給性 Cd は原料灰よりも顕著
に低く，98 %の減少が認められたが，700℃焼成加工
灰の場合，可給性 Cd は原料灰の約 3 倍に高まり，燃
焼温度によっては可給性 Cd が高まる現象が認めら
れた。表－１に示す通り，700℃焼成加工灰において
も，Cd 全量は原料灰よりも低くなっていることから，
可給性 Cd で加工灰の評価をすべきであることが示
唆された。なお，低温の焼成処理による可給性 Cd
の増加現象について，今後その原因解明を進める必
要がある。
表－１

3.1.3 植物栽培による評価
塩化揮発法による処理を行った加工下水灰のリン
酸肥効並びに植物への有害元素の移行を明らかにす
るために，野菜（チンゲンサイ）を用いたポット栽
培試験を行った。試験は，リン酸施用量を 0.5gP2O5/pot とした。また，各試験区を次のように設定
した。ここで，農大ペレット加工とは，東京農業大
学が開発した下水灰中リン酸のク溶率を高めるペレ
ット処理法を施したことをいう。
植物栽培の試験結果の状況について，粉末試料で
の結果を図－３に，農大ペレット加工した試料での
結果を図－４に示す。
供試体は，塩化揮発法の処理によりリン酸含有に
は大きな差異はなく，微量重金属では Cd と Pb を大
幅に削減したものとなっている。これによるチンゲ
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供試下水灰の重金属含有量（mg/kg）

Cu
Zn
0.1M塩酸 原 灰
65.8 259
可溶性 7 00℃焼成灰 39.1
88.0
9 00℃焼成灰
7.9
3 .7
全量
原灰
1380
4600
（HF分解） 7 00℃焼成灰 1240
4480
9 00℃焼成灰 774
910

Cd
0.55
0.39
0.006
3.7
1.7
0.16

3.1.5 プロセス化の検討
塩化揮発法のプロセス化を図るために，予備検討
として塩化揮発法を既設の下水汚泥焼却施設への適
用可能な箇所について検討を行い，塩素剤添加箇所
以降のプロセスへの塩素の影響を考慮して焼却処理
後の冷灰を専用に設置する方法が適当であると判断
した。反応・揮発方式についてはロータリーキルン
式もしくは流動床式を適用する方法を検討し，FS か
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らロータリーキルン式では高価となるとの結果を得
たため，反応性の高い流動床式を選定した。流動床
式では排ガス量が大きく，ガス処理の問題が生じる
が，バッチ式かつ熱媒利用とすることでガス量を最
小とするプロセスを考案した。プロセス案を図－５
に示す。

図－５

3.2 リン酸の回収 –酸抽出・電気透析精製法酸により下水灰中のリンと重金属類を溶出した後，
そのリンと重金属類を分離するためのシステムを開
発するため，酸性条件での下水灰中のリンおよび重
金属類の溶出特性を調べるとともに，リンと重金属
類の分離法に関する検討およびリンと重金属回収操
作の最適化に関する検討を行った。

熱媒利用型間接加熱回分処理フロー

3.2.1 酸による抽出特性
下水灰中の Cd や Cu などの重金属類とリンの一部
は，下水灰の pH を低下させることにより液相に溶出
する。その際に使用される酸の種類としては，硫酸
や塩酸などが考えられる。
ここでは，下水灰の溶出実験を回分式により硫酸
と塩酸を用いて pH を 1，2，3，4 に調整して実施し
た。硫酸または塩酸酸性下での下水灰からの元素類
の溶出率は，pH の低下に伴い増加し，特にリンでは
pH=1 でほぼ 100%を示した。しかし，一部の重金属類
については肥料取締法の基準値を満たす溶出率は得
られなかった。これらの重金属類は，下水灰濃度を
100g/L から 20g/L に低下させても大幅な改善が期待
できるものではなかった。塩酸酸性の場合，多量の
Ca が溶出することから，その Ca をリンの沈殿剤と
して利用できる可能性も示唆された。
溶出したリンのモル濃度と Al，Ca，Fe のモル濃度
との関係より，リンの溶出は，大部分がリン酸 Al

からの解離によるものと推察された。
3.2.2 硫酸抽出・電気透析精製法
耐酸性のイオン交換膜を用いる電気透析法により，
下水灰の硫酸溶出液から Fe 以外の重金属類を分
離・除去できるシステムを開発できた。本法は，電
気透析時間の延長により，Al 濃度を更に低減できる
と予想されるが，透析時間短縮のために装置の改良
が必要である。また，実用化には，透析時間を短縮
するための装置改良，経済性評価およびパイロット
プラントでの実証試験が必要である。
3.2.3 回収リン酸液の燐安化評価
硫酸抽出・電気透析精製法から得られたリン酸液
試料を専門家に依頼して燐安を試作した結果，図－
６に示す試作品を得た。得られた燐安を公的機関に
よる品質試験に供した結果，純度が高く良質なもの
であった。
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(2) リン酸液回収プロセスの検討
下水灰の不純物除去技術として酸抽出法のプロセ
ス化を検討した。リン酸メーカーにて実際の下水灰
を原料として用いた場合の投入限界を検討したとこ
ろ，リン鉱石の 1%程度しか代替できなかった。特に，
Fe，Al の影響が大きいと判断されたため，粒度ふる
い分け，浮遊選鉱，吸着法による Fe，Al の分離・除
去を試みた。
粒度ふるい分けについては，Fe，Al は大粒径側の
含有率が低くなったが，リンの含有率も低くなった
ため，不純物質の分離・除去法としては不適であっ
た。浮遊選鉱については，シリカは分離できる可能
性が示唆されたが，Fe，Al については困難と予想さ
れた。吸着法については，リン酸を吸着回収しよう
とした場合の吸着剤 A は，Fe，Al も同時に回収され
る傾向にあるが，Fe，Al を吸着除去する場合の吸着
剤 B は，リン酸は吸着されず分離できる可能性が認
められた。
また，カチオン吸着法による金属除去が有効であ
ることが見出され，図－８に示すリン酸抽出液から
の不純物除去プロセスを構築した。10m3/d（P とし
て 0.4t)のリン酸抽出液から 90%の不純物を除去す
るための運転費を試算した結果，現段階では用益費
（電気，薬品費）が約 15 万円（37.5 万円/t-P）と，
輸入リン鉱石価格の 2.5 倍程度を要するものであっ
た。現状の 30 倍以上の吸着容量をもつ吸着剤が開発

3.2.4 関連の研究成果
(1) リン酸塩としての回収法
第二鉄イオンの添加と pH の調整により溶出液中
のリンをリン酸鉄化合物に変換し，溶出液に共存す
る Al や他の重金属類とリンを分離する方法の最適
操作条件を明らかにする実験を行った。
硫酸または塩酸を用いた下水灰からの元素類を含
む溶出液（pH=1）に硫酸第二鉄あるいは塩化第二鉄
を添加し，
溶出液の pH を 2 に上昇させることにより，
溶出液中のリンをリン酸鉄化合物として沈殿でき，
共存する Al や他の重金属類（As と Cr を除く）と分
離できることが分かった。
遠心分離による沈殿物の沈降性について検討した
結果，図－７に示すとおり硫酸第二鉄を添加した場
合は沈殿物の良好な沈降が観察されたが，塩化第二
鉄を添加した場合では水酸化鉄と考えられる懸濁物
が生成され，良好な沈降性は得られなかった。この
結果から，沈殿物回収の面では，硫酸酸性の溶出液
に硫酸第二鉄を添加する系の方が有利であることが
分かった。
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されれば，この用益費が 20%程度削減でき，また，
再生液の凝集剤としての利用が可能となることから
実用性が高くなると考えられる。
3.3 付帯研究
3.3.1 下水灰性状調査
(1) 下水灰の性状のアンケート調査

下水灰に含まれる肥効成分含有量の実態や肥料原
料として不要な重金属含有量の実態を明らかにして，
技術開発の基礎資料を得ることを目的に，全国 85
箇所の事業所にアンケート調査を行い，69 件の回答
を得た。成果は，「下水灰の有効利用に関するアン
ケート調査報告書，土木研究所資料第 4243 号，平成
24 年 10 月」としてとりまとめ公開した。
(2) 流動床炉による下水灰の粒径分布と成分

下水灰中に含まれる重金属の存在部位について，
灰の粒径との関係の有無を調べるために，気泡流動
床炉から得られた灰の粒径による重金属の濃度分布
測定を行った。Na，Ca，Mg 等は小粒径ほど含有量が
増加し，Si は大粒径側で増加する傾向が得られた。
しかし，重金属類については明確な傾向は見られな
かった。
(3) 下水灰成分の変動調査

下水灰を加工用の原料として見る場合，その目的
成分の変動を把握しておくことが重要である。この
ために，気泡流動床炉を採用している特徴的な処理
場の 3 ヶ所において，年間を通した下水灰性状の変
化を調査した。Ｓ下水処理場は大都市で汚泥の集約
処理を行っており，Ｈ下水処理場は商業主体の中核
都市の処理場であり，Ｙ処理場は流域下水道の処理
場である。
この結果，処理場間における各成分の含有量や変
動のパターンには類似性は認められなかった。処理
場に流入する汚水には，処理区域の生活様式や社会
活動，地勢，地質等が大きく反映されており，その
処理過程から発生する汚泥も大きく影響を受け，そ
の性状には処理区域の特性が反映されている。本調
査結果は，下水灰を原料とする事業を計画する際の
事前把握の重要性を示した。
3.3.2 ライシメータ試験
下水灰が農地還元される場合を想定し，下水灰を
混合した各種土壌に対するライシメータ試験を実施
した。試験には実際の農地の黒ボク土及び水田土の
二種類を用いた。一般的に，黒ボク土は，活性 Al
によりリン酸を固定化し，また，保水性や透水性が
高い。

450 日間の試験の結果，Cd は，水田土に焼却灰を
混入した試料で，初期に大きな流出のピークが見ら
れ，その後，流出量が急激に減少する結果となった。
黒ボク土に焼却灰を混入した試料については，総じ
て流出量は小さくなった。これは，前述した通り，
黒ボク土の吸着力が強いことが影響していると思わ
れ，金属類の流出傾向は土壌種によって大きく左右
されることが本実験においても確認された。
3.3.3 燃焼法の検討
有効な肥料資源の保全と下水汚泥燃焼方法の検討
を目的とし，下水灰からの重金属の低減に関して調
査および実験的検討を行った結果，地域の特性に応
じて，以下に示す集じんプロセスの制御や熱的な再
処理を適用することが有効であることが示唆された。
① 中沸点重金属の低減
バグフィルタによる低温ろ過式集じんの適用が
1990 年代後半以降進んだが，中沸点重金属は灰中に
(ろ布上で) 凝集，吸着するため含有量が高くなる。
ごみ処理とは異なり，従来型のサイクロンや電気集
じんが比較的高温で，現在も適用されていることか
ら，中沸点重金属類の発生量が高い地域ではこれら
の適用が有効である。セラミックフィルタはその材
質の特性から高温集じんを可能としたものであるが
実際には 350℃以下で適用されているため，逆に中
沸点重金属の含有量を高くする。
② 〔高沸点重金属の低減〕
高温集じんによる低減が望まれるが，焼却から集
じんまでの滞留時間が短いプロセスにおいては，そ
の低減は難しい。汚泥の 1 時間程度の焼却，下水灰
の再昇温により，含有する Cr や Ni 等の低減が可能
であることが示された。低減量は灰表面の細孔構造
に依存しているものと考えられた。昇温により細孔
が破壊されることに伴い，灰中に存在する高沸点重
金属類が低減されると思われる。
3.3.4 肥料原料化システムの検討
肥料原料化のシステムを検討することは，下水灰
を生産する下水道事業者とその灰を利用する肥料関
係企業とを有機的に結び付ける方策，条件を検討す
ることに他ならない。このため，肥料および肥料原
料の国際価格動向，国内価格動向から目標とする事
業コストの分析と早期の肥料原料化事業のあり方に
ついて検討した。
(1) 国内主要肥料工場の立地点
下水灰を生産する側の下水道事業者にとっては，
肥料事業の態様に疎く，事業性を検討するに際して
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不安な材料の一つとなっている。特に，肥料工場の
立地状況について問われる場面が多く，主要な国内
肥料工場の立地点を地図上にスポットして図－９に
示した。国内の主要肥料工場は，下水灰生産量の多
い都市部の近隣に立地し，国内に満遍なく広く分布
しており，事業化に際して大きな支障となるような
ものではない。また，国内には，混合肥料等を製造
している中小メーカーが全国に多数分布しており，
地産地消型となるシステムも十分に実現性が高いも
のである。

を検討した。下水処理場では，最初沈澱池汚泥と余
剰活性汚泥が発生し，通常，これらは混合して処理
され，焼却プロセスまで行われる。これを図－10 に
示すように余剰活性汚泥のみを分別して燃焼・処理
し，高品質の灰を得る方法を提案する。余剰汚泥の
品質を良さは既知のことであり，分別燃焼法は，早
期の実用化が可能と思われることから早期に開発研
究体制を整備し取り組む必要がある。
下水処理場

微生物主体で、リ
ン等の栄養塩を豊
富に含み、重金属
類が少ない。
濃縮
脱水

焼却

高品質
灰

図－10
図－９

余剰活性汚泥分別燃焼システム（案）

主要肥料工場立地場所（2011 年）

(2) 肥料原料化コストの考え方
肥料の流通状況から下水灰肥料原料化の目指すべ
き事業コストを示すために，肥料原料化施設導入を
想定した代表的な規模における経済分析を行なった
結果，表－２に示す開発目標を設定した。
表－２

肥料原料開発目標製造コスト

製品
りん酸液
く溶性りん酸灰
HM除去灰

目標コスト
19,000～45,000円/t-P2O5
3,000～ 5,900円/t
17,600～20,300円/t

4.

まとめ

下水灰の肥料用原料化技術を早期に実用化させ，
安定した量と価格の肥料資材を提供することが可能
になれば，農業の安定生産と経営に貢献できると考
える。
また，費用をかけて搬出していた下水灰を製品と
して出荷することが可能になれば，下水道事業の収
益性向上に貢献できると考える。

(3) 早期実現化プロセスの検討
下水灰を肥料原料，または肥料として早期に実用
化する技術・方法として，下水処理場において余剰
活性汚泥のみを分別燃焼させ，高品質灰を得る方法
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