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1．はじめに 
今後の日本では，下水道に対する投資が減少，加えて処

理施設の改築・更新が増大することから，未普及対策へ

の投資拡大はますます厳しくなると考えられ，地域によ

る合理的小規模排水処理が望ましいとされる 1)．この選択

肢の一つとして人工湿地法が有効だと考えられている．

この方法は，土壌による吸着，微生物による分解，植物

の吸収などの自然営利を活用した処理法である． 
しかし現在日本で運用している人工湿地プラントの大

半が畜産排水に利用されており，生活雑排水を対象とし

た報告は少ない．そこで本研究では，生活雑排水を対象

に人工湿地法を適用した事例を紹介し，その性能を評価

した． 
 
2．実験方法 
本研究に用いた人工湿地プラントの概要を図 1に示す．

1槽目に好気的処理を行う鉛直伏流式湿地，2槽目に嫌気
的処理を行う水平伏流式湿地を組み合わせた 2 段式の人
工湿地を利用した．一人世帯の一般家庭生活雑排水(1 日
約 100L)を対象に間欠運転(1 回に約 80L)にて約 3 年半
(2015年 7月～現在継続)の運用を行った．運用期間中は、
流入水(inf)、鉛直伏流式湿地処理水(mid)、水平伏流式湿
地処理水(eff)を 1～2 週に 1回の頻度で採水し，水質分析
を行った(n=116)．2017年 8月 1 日に浄化能力改善を目的
として，1 槽目の散水面積を広げるパイプ増設，2槽目の
流路を低層に強制するアクリル板挿入工事を行った．ま

た 2017年 12月 25日に 2槽目における脱窒の促進を目的
として，酢酸を少量ずつ添加するシステムを設置した．

それぞれの工事前までを前期，それ以降を後期とする． 
 
2．結果と考察 

BOD，全リンおよび全窒素の平均除去率は，前期で BOD
が 92.4％，T-Pが 42.2％，T-Nが 48.2％であった．後期で
は BODが 96.3％，T-Pが 67.3％，T-Nが 64.1％であった．
それぞれの項目で前期に比べ後期で増加が見られ，処理

性能が向上したと考えられる．また人工湿地の排水処理

における評価に際し，単位面積 1 日当たりの処理に必要
とされる酸素移行量(Oxygen Transfer Rate，以下 OTR)を用
いて，総括的な性能評価を行った．負荷と OTRをそれぞ
れ以下の式で定義する． 

負荷量= Q × ( BOD流入+ 4.3 DKN流入 ) / A  
OTR = Q × (⊿BOD + 4.3⊿DKN ) / A 

(OTR(g-O2/m2/d),負荷量(g-O2/m2/d), Q：流入量(m3/d), 

A：面積(m2)) 
OTR による評価は，有機物と窒素負荷に対する酸化能

力を示すものであり，処理性能の指標として位置付ける．

図 2より，1段目では傾きを酸化率と同等と考え評価を行
った．前期における酸化率では運用初期を含むことから，

サンプリングごとの結果がばらつき，高負荷時には低下

する傾向が見られた．一方後期では，高負荷時の酸化率

が改善され(特に窒素)，6 割程度を示す結果となった．2
段目においても有機物分解と硝化が起きていることが確

認されたが，前期と後期で大きな差異は認められなかっ

た．こうした生活雑排水を対象にした負荷と OTRの関係
は，当該プラントの性能を評価する重要な指標である．

また改良工事によって得られた改善効果を参照すること

で，より効率的な人工湿地の設計・運用を示すガイドラ

イン作成を目指す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1．実験装置概略図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2．負荷量と OTRの関係（左：1段目，右：2段目） 
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１．はじめに                 
北海道、東北、ベトナムにおいて酪農、養豚、養

鶏などからの畜産系有機排水を処理する多段型伏流

式人工湿地ろ過システムの効果を調査・検証し、処

理水質を推定するモデルの改善を試みた。 
２．研究方法 
開発・導入した 15ヶ所の多段型伏流式人工湿地ろ

過システム（表 ）について、流量と水質（CODCr、
BOD、アンモニア態窒素、全窒素、全リンなど）を
調査した。ろ床形式（鉛直流、鉛直流・循環あり、

水平流の３種）に応じた負荷と除去量（OTR：Oxygen 
Transfer Rate）の関係、及び温度の影響（アレニウス
式）などを考慮した処理水質推定するモデル（Kato et 
al. 2013）について、新たに蓄積した精度の高いデー
タを活用して、温度依存性や流量依存性を検討した。

さらに、改良した処理水質推定モデルを用いてろ過

システムの処理水質を推定し、実測値と比較した。 
３．結果と考察 
① ろ過の段階を経るごとに有機汚濁成分は浄化さ

れる（図 ）。豚や牛のふん尿（及びそれを原料とし

たメタン発酵消化液）は、酪農排水などに比べて有

機物（CODCr）の減少割合が小さい傾向があり、ま
た酪農排水はアンモニア態窒素の減少割合が少ない

傾向があった。従って、汚水の性状に応じて処理水

質を推定する数式を調整する必要がある。 
② 温度依存性の解析の結果、季節の温度変化を反

映するアレニウス式の温度依存係数（θs）は 1.03
程度と試算された。地域の温度差を反映する温度依

存係数（θr）は、θsよりやや大きいと予想される。 
③ 面積あたりの流量（HLR）が増えると浄化効率
が低下する傾向があることが鉛直流ろ床（V）と鉛
直流・循環ありろ床（Vr）で確認できた（図 ）。水

平流ろ床（H）で同様の傾向が確認できなかったの
は蓄積データが不足しているためと思われる。  
④改良したモデルで浄化効率の推定と実測を比較し

たところ、CODCr、アンモニア態窒素、BODの推定
値は実測値と良く対応した（データ略）。                                                         
【参考文献】Kato et al. 2013, Water Science and 
Technology 68(7) 1468-1476 

表 調査した伏流式人工湿地ろ過システムの概要

施設名／場所 開始年 主な汚水源
ろ過
段数

ろ床面積

（m ）

平均流量

（m /日）
酪農K／別海 2005年 搾乳排水
酪農S／遠別 2006年 搾乳排水
酪農N／別海 2008年 搾乳＆チーズ工房排水
養豚A／厚田 2008年 豚飼料洗浄水
養豚O／千歳 2009年 豚ふん尿
鶏卵C／雫石 2010年 鶏卵洗浄水
酪農G／滝上 2011年 搾乳排水
酪農E／江別 2011年 搾乳排水
チーズR／白糠 2011年 チーズ工房排水
養豚メタンH／ベトナム 2013年 豚ふん尿メタン発酵液
酪農AF／花巻 2014年 搾乳排水
養豚メタンT／ベトナム 2015年 豚ふん尿メタン発酵液
酪農メタンB／雫石 2015年 牛ふん尿メタン発酵液
酪農メタンI/美瑛 2016年 牛ふん尿発酵液＆搾乳水

酪農NK／東神楽 2016年 牛ふん尿分離液＆搾乳水  

原
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図 処理過程の平均水質（ と ）
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図 面積あたり流量（ ）の浄化効果への影響

注） 鉛直流， ：

鉛直流・循環あり、 水平流
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