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1. 養豚経営とリン

　わが国には6,890戸の養豚農家（養豚事業所）があり、

戸数の比較的多い関東・東山地方（1,860戸）および九州・

沖縄地方（2,420 戸）を中心に、総計 989 万 9 千頭の豚

が飼養されている（2009 年 2 月 1 日現在、農林水産省

調べ）。これらの養豚農家では多くの場合、豚ふんの一部、

豚尿および豚舎洗浄水などが混じり合った汚水（豚舎汚

水）が発生するが、その中にはリンが高濃度（100 〜

600mg/L）で含まれており、国内で豚舎汚水中に排出

される総リン量は年間約1万トンと推定されている。こ

のように養豚業では大量のリンが豚舎汚水中へ排出され

るが、リンは環境負荷物質であるため、豚舎汚水を河川

や湖沼などの公共水域へ排出する場合には、水質汚濁防

止法および各都道府県の条例等により規制値以下にまで

低減化させることが義務付けられている。

　一方、リンは肥料三要素（窒素、リン酸、カリウム）の

一つとして耕種農業にて広く利用されているが、石油な

どと同様、枯渇が懸念される有限資源である。わが国に

は採掘可能なリン資源（リン鉱石）は存在せず、必要とす

るリン鉱石のほぼ全量を輸入に依存している。また近年、

わが国へのリン鉱石の最大の輸出国で1990年代前半で

はわが国の輸入量の半分近くを占めていた米国が1990

年代半ばに自国のリン鉱石の輸出を禁止したことに加え、

米国に替わる形でわが国への輸出量が増大していた中国

も最近リン鉱石の輸出規制を始めた。さらに最近、急速

な経済発展を遂げる中国やインドなどの新興国における

リン消費量の増大やバイオエタノール生産に絡む穀物増

産などに起因し、リン鉱石の国際価格が高騰しており、

これに連動する形でリン酸肥料の価格も高騰し耕種農家

経営に重大な影響を与えている。最近のこれらの事情に

より、リン資源確保のため汚水や廃棄物からのリンを回

収再資源化して利用する動きが強まりつつある。

　このような情勢の中、豚舎汚水中リンの除去回収技術

を確立し、養豚現場から水質汚濁物質であるリンの排出

量を削減するとともに枯渇有限資源でもあるリンを供給

することが求められている。豚舎汚水中のリンは汚水中

に存在する限り除去すべき環境負荷物質であるが、汚水

中から取り出し回収できれば資源となりうるポテンシャ

ルを持っている。今回紹介する技術は、リンの結晶化反

応を利用して豚舎汚水中の水溶性リンを簡易に結晶化す

ることで除去回収するとともに、その利用手段を提供す

るものである。

2. 豚舎汚水の成分特性とMAP反応

　豚舎汚水中のリンは水溶性のリン酸であることが多い

が、アンモニウムやマグネシウムも高濃度で含んでおり、

やはりその多くが水溶性である。豚舎汚水の浄化施設な

どではその配管や設備などに結晶状物質（スケール、図1）

が付着し、配管の閉塞などのトラブル（スケールトラブ

ル）が発生することが古くから知られている。これは豚
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養豚で発生する汚水に含まれるリンを
除去回収し再利用する技術

図1　�豚舎汚水処理設備の汚水送水用塩ビ配管内壁に付着した結晶状
物質（スケール）
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舎汚水中の水溶性のリン酸、アンモニウム、マグネシウ

ムがMAP（リン酸マグネシウムアンモニウム）反応など

の結晶化反応を勝手に引き起こし、MAPなどの結晶が

生成されることが原因と考えられる。

MAP反応：

　HPO42− ＋ NH4＋ ＋ Mg2＋ ＋OH−＋ 6H2O

　→　MgNH4PO4･6H2O （MAP）↓ ＋ H2O

　しかし、このような豚舎汚水の成分特性を利用して

MAP反応などの結晶化反応を人工的に誘導することに

より、豚舎汚水中のリンを不溶化し除去回収することが

できる。MAP反応はpHが8〜9付近で最大となるので、

元来7.0〜7.5程度の豚舎汚水のpHを8以上に上昇させ

ることでMAP反応を誘導することが可能である。なお、

豚舎への薬剤の散布などによりはじめから豚舎汚水の

pHが8以上のケースもあるが、この場合は既に大方の

MAP反応は進行してしまっており汚水中の水溶性マグ

ネシウム濃度が低くなっていることが予測されるため、

不足成分であるマグネシウムの添加のみでリンの除去回

収ができるものと思われる。

3. 結晶化反応を誘導するMAPリアクター

　豚舎汚水のpHを8以上に上昇させる手段としては一

般的には苛性ソーダなどのアルカリ剤の添加が考えられ

る。しかし、大部分の養豚農家では専任の技術者ではな

く農家自らが豚舎汚水処理設備の運転管理をしているこ

とから、劇物であるアルカリ剤の使用は避けたい。そこ

で、アルカリ剤を用いないpHの上昇手段として曝気法

を採用した。これは曝気により汚水中の炭酸ガスなどを

追い出してpHを上昇させる方法で、豚舎汚水の場合pH

を8.5程度にまで上昇させることが可能である。この曝

気による汚水pH上昇に伴いMAP反応などの結晶化反応

が誘導され、各水溶性成分濃度も低減化する（図2）。

　曝気によりpHを上昇させてMAP反応を進行させる「曝

気部」と、生成されたMAPなどの結晶化物や汚水中の有

機固形物を沈殿分離する「沈澱部」を併せて有する装置

として、MAPリアクターを考案した（図3、図4）。実証

用MAPリアクター（処理量は約4m3/日、曝気筒での滞

留時間は3.6時間）を用いた約3年間にわたる実証試験

の結果を図5に示す。供給した豚舎汚水原水のpHは約7.0

図2　�曝気による豚舎汚水のpH上昇に伴いMAP結晶化反応が進行したこと
から、豚舎汚水中の水溶性PO4-P濃度および水溶性Mg濃度が減少

図3　実証用MAPリアクターの概略図

図4　実証用MAPリアクターの外観
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ることができる。

　このリアクターはリン等の粗取りに

よるスケールトラブルの防止も目的に

加え、豚舎汚水の処理システムの最初

の段階（前処理段階）への設置を想定し

ている。そのため、研究開発の当初は、

MAP等の結晶化物を豚舎汚水中の微細

な有機固形物と一緒にリアクター底部

へ沈澱させることで回収し、回収後に

脱水・堆肥化および濃度分析を経て再

資源化して利用することを考えていた。

4.  結晶化したリンのMAP付着回
収法による回収

　MAPリアクターの実証運転中、曝気

筒内壁や送気管の水没部に大量の結晶

等の付着が見られた。これらは約95％がMAPで残りは

有機物であった。このことから、MAPの付着しやすい

材料を曝気筒中に浸漬させることにより、比較的高純度

のMAPを付着回収できるのではないかと考え、MAP付

着回収法を考案した。MAP付着回収用部材の材質につ

いては、粗面であればいずれの材料でも良好なMAP付

着回収効果を示すとともに、付着したMAPは軽いブラッ

シングで容易に剥ぎ落とすことができた。これを水道水

で洗浄したのちに風乾させたものを分析したところ、

MAPの純度は約99.5％であった（図6）。MAP付着回収

用部材を設計するに当たり、構造体の強度保持を考慮す

るとともに軽量化させるため、ステンレス製の金網を採

用した。実証用MAP付着回収用部材を用いた試験（図7

〜7.5なのに対し、曝気筒内では約7.8〜8.3にまで上昇

した。豚舎汚水原水中のリン濃度は高くしかも変動が大

きかったが、曝気筒内において良好に結晶化反応が進行

してリンが不溶化・沈殿除去されたため、処理水中では

リン濃度はおよそ30mg/Lと低く保たれほぼ一定であっ

た。また、汚水中のアンモニア性窒素濃度もMAP結晶

への取り込みや曝気筒部での曝気によるストリッピング

（追い出し）作用などにより、3〜4割低減化されていた。

さらに、汚水中の有機固形物や結晶化物の指標である浮

遊物質濃度も当該リアクターの沈殿機能により大幅に低

減化されていた。豚舎汚水中には飼料由来の銅および亜

鉛が含まれているが、これらの物質は豚舎汚水中では水

に不溶性の形で存在する割合が多いため、やはり当該リ

アクターの沈殿機能により低減化されていた。

　なお、この技術は原則として薬剤の添加は不要である

が、曝気に起因する発泡が激しい場合は消泡用油などの

添加が有効で、汚水浄化用のシリコンオイルはもちろん、

市販の食用油でも十分な消泡効果が得られる。また、豚

舎汚水中リンの除去効率をさらに向上させたい場合は、

MAPリアクターの曝気筒内へ苦汁液などのマグネシウ

ム（Mg）液を添加することが有効である（図3）。苦汁液

は海水から塩を製造する工程で得られる副生成物であ

る。また、海水の入手が容易な場合には海水そのもの

（0.12％程度の水溶性マグネシウムを含んでいる）を利

用しても、必要添加量は多くなるものの同様の効果を得

図5　約3年にわたるMAPリアクターの実証運転期間における各種指標の推移

図6　剥ぎ落としたのちに水道水にて洗浄し風乾させたMAP
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〜10）では、1m3 の豚舎汚水から最

大 171g の MAP を回収することが

できた。リアクター底部へ沈殿させ

ることにより回収される MAP は大

量の有機固形物とともに得られるた

め、農地での再利用に先立ち脱水・

堆肥化および必要に応じて MAP 含

有率の定量を行う必要があったが、

MAP 付着回収法により得られる

MAP は有機固形物含有率が僅かで

あるためこれらの操作を必要とせ

ず、乾燥させるだけで直ちに利用す

ることができる。なお、MAP を加

熱 乾 燥 さ せ る 場 合、60 ℃ 超 で は

MAP結晶中のH2OやNH3が揮散す

るため、肥料成分としての窒素分の

ロスを防ぐ意味でも 60℃以下にて

実施する必要がある。このように結

晶化反応を利用した豚舎汚水中リン

の除去回収技術の核心部分について

はほぼ確立することができた。

5.  養豚現場への普及に向けた
簡易化・低コスト化の試み

　しかし、この技術を養豚現場に普

及させるためには更なる簡易化・低

コスト化が必要である。特に平成

図7　�MAPリアクター曝気部へ浸漬する直前
の実証用MAP付着回収用部材（金網）

図9　回収用部材へのMAPの付着状況

図8　�曝気部中へ1月間浸漬後に引上げ解体中
の回収用部材

図10　付着したMAPを剥落し乾燥中のもの

図11　�既設の流量調整槽の一部を区切り曝気設備を付設して構築した
簡易MAPリアクター

図12　�簡易MAPリアクターの曝気部に浸漬させたMAP付着回収用部材
（金網）
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地消的に流通させることができるのではないかと考えて

いる。

7. おわりに

　わが国には採掘可能なリン資源は存在せず必要とする

リンを全て輸入に頼っていることに加え、近年の穀物増

産等に連動してリン価格が急騰していることから、今後

リンの汚水や廃棄物からの回収再利用の動きはますます

強くなるものと思われる。そのような情勢の中、本技術

は簡便な手段にて豚舎汚水中リンを除去できると同時に

回収もできることから、養豚農家でも実施可能な水質汚

濁物質濃度低減化と有限枯渇資源回収を同時に実施でき

る技術として、今後の普及が期待されている。

　なお、本研究は農林水産省の委託プロジェクト研究「農

林水産バイオリサイクル研究」（2002 〜 2005 年度）に

より構築された技術を基本とし、農林水産省の競争的研

究資金である「先端技術を活用した農林水産研究高度化

事業（現：新たな農林水産政策を推進する実用技術開発

事業）」（2006〜2008年度）により、農研機構畜産草地

研究所が中核機関となり、佐賀県畜産試験場、神奈川県

畜産技術センター、沖縄県畜産研究センター、神奈川県

農業技術センター、沖縄県農業研究センター、佐賀県窯

業技術センターの6研究機関と協力することにより、当

該技術の簡易化・低コスト化や回収物の利用試験を実施

したものである。

11年に制定された「家畜排せつ物の管理の適正化及び

利用の促進に関する法律（農林水産省）」に対応すべくふ

ん尿処理設備を新規に導入した養豚農家は経済的余裕が

少ないため、当該リン除去回収技術の導入コストの低廉

化が強く求められる。そこで、当該技術の養豚現場への

導入に向け、MAP リアクターを新設するのではなく、

養豚農家の汚水処理設備に設置されている既設の最初沈

澱槽や流量調整槽等に、曝気部（ブロワも含む）と曝気

筒を付加するなどして簡易MAPリアクターを構築する

とともに、当該改造設備の運転方法を確立することで、

設備の簡易化・低コスト化を図ることを試みた。

　簡易MAPリアクターを用いた実証試験を国内の3軒

の養豚農家（佐賀県下、神奈川県下、および沖縄県下）

において実施したが、この方法でもMAPリアクターと

ほぼ同等の機能を発揮できることが明らかとなった。肥

育豚 2400 頭規模（母豚 240 頭規模）の養豚農家（一貫

経営）にて実施した簡易MAPリアクターを用いた実証

試験の様子を図11〜12に示す。また、肥育豚1000頭

規模（母豚 100 頭規模）の養豚農家（一貫経営）を想定

した場合、簡易MAPリアクターの改造設置コスト（原価）

はリン除去のみを目的とした場合は85〜100万円、除

去回収双方を目的とした場合は100〜150万円となり、

運転コストは電気代で5〜9万円/年、薬剤（ニガリ液）

代は3〜9万円/年となることが明らかとなった。

　

6. 回収MAPの肥料や陶磁器原料としての利用

　MAP 付着回収法にて回収した MAP は、天日乾燥後、

肥料会社等における加工を経ることなく、直ちにリン酸

肥料として利用できることも明らかになった。市販のリ

ン酸肥料（過リン酸石灰や重焼リン）よりもゆっくりと

溶出すること、土壌のpHによりMAP中リン酸の溶出の

パターンが異なること、市販のリン酸肥料に比べタマネ

ギ栽培にMAPが優れており、それ以外の作物（ニンジン、

スイートコーン、キャベツ）でもMAPは市販のリン酸

肥料と遜色ない肥効を示すこと、などが明らかとなった。

また、釉薬などの陶磁器原料として利用できることも明

らかにされている。

　今後、このMAPをどのように流通させるかが課題と

なるが、養豚農家は多くの場合、自家製造した豚ふん堆

肥の耕種農家への流通経路を既に確立・保有されている

ため、この流通経路を活用することによりMAPを地産
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