
愛知県内養豚浄化槽の排水中における亜鉛及び銅濃度
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2007年5月から7月にかけて愛知県内の養豚浄化槽55件について、排水中における亜摘要：

鉛及び銅の濃度調査を実施した。

その結果、原汚水中の亜鉛及び銅については、平均値がそれぞれ3.70mg/L及び1.84mg/L

であり、そのほとんどが懸濁態として存在していることが明らかとなった。また、放流水

中の亜鉛及び銅の平均値はそれぞれ0.27mg/L及び0.14mg/Lで、これらは全て水質汚濁防止

法の排水基準値を下回っていた。

原汚水中の亜鉛及び銅と浮遊物質（SS）との間には、係数でそれぞれ0.93及び0.81と有

意(p<0.01)に高い相関が見られた。

以上のことから、養豚浄化槽は亜鉛及び銅の低減に有効であり、その作用として、原汚

水中の懸濁態の亜鉛及び銅が、それぞれに相関の高いSSと共に除去されることにより、放

流水中の亜鉛及び銅が低減することが明らかとなった。
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This survey was to determine the Zinc and Copper contents of wastewater fromAbstract：
55 pig farms in Aichi prefecture. It was conducted from May to September in 2007. The
results obtained were as follows. The mean contents of Zinc and Copper in primary
effluent were 3.70, 1.84 mg/L, respectively. Most of Zinc and Copper in primary effluent
were suspensibility. The mean contents of Zinc and Copper in final effluent were 0.27,
0.14 mg/L, respectively. These Zinc and Copper values were less than the values
described Japanese Water Pollution Control. There were a highly correlation between
Zinc and suspended solids(SS) in primary effluent and also between Copper and SS in it,
0.93 and 0.81 (p<0.01) respectively. These results indicated that the wastewater plant
had effect of reduction of Zinc and Copper contents in final effluent and it was achieved
by removal of SS with suspended Zinc and Copper in primary effluent.
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緒 言

2006年12月より水質汚濁防止法（昭和45年法律第138

号）が改正され、表１に示したとおり、畜産を含む特定

施設における亜鉛の排水基準値が、従来の5.00mg/Lから

2.00mg/Lとなった。この改正は、水生生物保全の観点か

ら行われており、現行で3.00mg/Lの排水基準値が設定さ

れている銅についても、今後は規制の強化が予想される。

一方、養豚現場では、豚の成長促進、整腸、皮膚病予

防などを目的として、飼料に亜鉛及び銅を添加すること

があり 、豚の体内で吸収しきれない亜鉛及び銅は、排１）

せつ物と共に体外へ排出される。従って、尿及び一部の

ふんが処理される養豚浄化槽の排水中には、亜鉛及び銅

が混入していることが予想されるが、これまでこうした

養豚浄化槽における亜鉛及び銅の排水実態を調査した事

例は極めて少ない。従って、法規制が強化されつつある

現在、広域的な調査によりその排水実態を早急に解明す

る必要性が生じている。特に愛知県は、伊勢湾及び三河

湾などの閉鎖系海域にあって養豚浄化槽の施設整備が進

んでおり、法規制による影響をより強く受けることから、

実態調査の必要性は高い。

養豚浄化槽の原汚水中に含まれる亜鉛及び銅に関して

は、鈴木ら が、実験農場内の養豚浄化槽の分析によ２,３）

り、浮遊物質（以下、SS）との相関が高いことや、MAP

リアクター等でSSを凝集沈殿処理させることで濃度を低

減できることなどを報告している。しかし、このことが

広く一般の養豚浄化槽にも適用できるかどうかは証明さ

れていない。

そこで、愛知県内の養豚浄化槽について、広域的な現

地調査及びアンケート調査を実施し、亜鉛及び銅の排水

実態を明らかにするとともに、特に原汚水及び放流水中

表１ 水質汚濁防止法における排水規制（抜粋）

の亜鉛及び銅とSSとの関連性について詳細な検討を行っ

たので報告する。

材料及び方法

１ 試料採取

2007年5月7日から9月6日にかけて、県内の養豚浄化槽

55件（農家保有54件、当場畜産研究部1件）のうち、原

水槽から原汚水52点を、放流口、消毒槽等から放流水と

して55点をそれぞれ500ml容器に採水した。採水先の浄

化槽は全て活性汚泥方式である。

これらを、目開き2mmのふるいに通した後、原汚水に

ついては亜鉛の分析に52点、銅の分析に51点を供試した。

また放流水については、亜鉛の分析に55点、銅の分析に

54点を供試した。また、採水時に、亜鉛及び銅の排水濃

度との関連性を検討するため、浄化槽の構造、排水規模、

図１ 連続式活性汚泥法の行程

図２ 調査対象浄化槽の状況
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飼料の種類、ふん尿処理形態等に関するアンケートを行

った。

図１に最も一般的な浄化法である連続式活性汚泥法の

行程を、図２に試料採取先の養豚浄化槽の状況を示した。

２ 分析

(1) SS

原汚水については、遠心分離法を用いた 。すなわち、４）

試料を沈殿管に適量入れ、遠心分離機で3,000rpmで10分

間遠心分離した後、沈殿物を少量の水で流しながら、あ

らかじめ恒量にした蒸発皿に入れた。これを105℃で2～

5時間乾燥させた後、デシケーター内で放冷させ、質量

を計測した。

放流水については、ガラス繊維ろ紙法を用いた 。す４）

なわち、試料適量をガラス繊維ろ紙上で吸引しながらろ

過した後、ろ紙を105℃で2時間乾燥させた。その後デシ

ケーター内で放冷させ、質量を計測した。なお、ガラス

繊維ろ紙法でろ過し難い試料については、遠心分離法を

用いた。

(2) 全亜鉛及び全銅

前処理として、硝酸及び過塩素酸による分解を行っ

た 。試料100ml～200mlをトールビーカーに入れ、試料５）

100mlにつき硝酸5mlを加え、ホットプレート上で液量が

10～15mlになるまで加熱した。放冷後、硝酸5ml及び過

塩素酸5mlを加え、時計皿を被せ、内容物が白くなるま

で加熱した。放冷後、塩酸（1＋1）25mlを加え、5～6分

間加熱し、再度放冷後、No.5Bのろ紙でろ過しながら全

量を100mlメスフラスコにメスアップした。その後、原

子吸光分光光度計（日立製作所 Z-5310）を用いて測定

し、これを全亜鉛及び全銅の量とした。

(3) 溶存態亜鉛及び溶存態銅

原汚水及び放流水からSSを除去した残液を試料とし、

全亜鉛及び全銅と同様に前処理した後、原子吸光分光光

度法により測定した。これを溶存態亜鉛及び溶存態銅の

量とした。

(4) 懸濁態亜鉛及び懸濁態銅

全亜鉛の量から溶存態亜鉛の量を差し引いた量を懸濁

態亜鉛の量とした。懸濁態銅も同様に求めた。

試験結果

１ 亜鉛

原汚水中の全亜鉛濃度は試料ごとに変動が大きく（図

３)、平均値は3.70mg/Lであった（表２)。また、このう

ち、溶存態亜鉛の平均値は0.34mg/Lであった（表２)。

一方、放流水中の全亜鉛濃度は試料ごとの変動が少な

く、平均値は0.27mg/Lであり、原汚水中の濃度と比較し

て大きく減少した（図３、表２)。しかし、溶存態亜鉛

は平均値で0.24mg/Lであり、原汚水中の濃度と比較して

大きな減少はなかった（表２）。

また、原汚水中の全亜鉛の形態については、90.8%が

懸濁態であり、溶存態は9.2%だった。一方、放流水では、

11.1%が懸濁態であり、88.9%が溶存態であった（図４)。

２ 銅

亜鉛と同様の傾向がみられた。すなわち、原汚水中の

全銅濃度は、試料ごとに変動が大きいが、放流水中の濃

度は変動が少なかった（図３)。また原汚水中の全銅濃

度は平均値で1.84mg/Lであったが、放流水中では0.14mg

/Lまで大きく減少した（表２)。

溶存態銅についても、原汚水及び放流水中の濃度は平

均値でそれぞれ0.19mg/L及び0.10mg/Lであり、微量な減

少にとどまった（表２)。

また、原汚水中の全銅の形態については、89.7%が懸

濁態であり、溶存態は10.3%だった。一方、放流水では、

28.6%が懸濁態であり、71.4%が溶存態であった（図４)。

３ 亜鉛及び銅とSSとの関係

原汚水中のSSは平均値で2,954mg/Lであったが、放流

水中では84mg/Lまで大きく減少しており（表２)、浄化

槽によりSSの約97%が除去されたことが明らかとなった。

しかし分析試料の約15%に相当する8点について、放流水

のSSが排水基準値の200mg/Lを上回っていた。

原汚水中の全亜鉛、懸濁態亜鉛、全銅及び懸濁態銅と、

原汚水中のSSとの間には有意な正の相関(p<0.01)が見ら

れ、特に亜鉛及び懸濁態亜鉛について、相関係数がそれ

図３ 試料別の全亜鉛及び全銅の濃度
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表２ 原汚水及び放流水中のSS、亜鉛及び銅の濃度

図４ 原汚水及び放流水中の全亜鉛及び全銅の形態

図５ 原汚水中の亜鉛とSSの関係 図６ 原汚水中の銅とSSの関係

全亜鉛 溶存態亜鉛 全銅 溶存態銅

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)

原汚水 試料数 52 52 52 51 51

最大値 13864 13.60 2.06 10.50 0.89

最小値 230 0.29 0.02 0.07 0.02

標準偏差 3592 3.71 0.41 2.46 0.21

平均値 2954 3.70 0.34 1.84 0.19

放流水 試料数 55 55 55 54 54

最大値 403 1.95 2.05 0.90 0.85

最小値 1 0.00 0.01 0.01 0.01

標準偏差 106 0.42 0.44 0.19 0.19

平均値 84 0.27 0.24 0.14 0.10

注）　溶存態亜鉛・銅は亜鉛・銅の一部である。従って、亜鉛・銅よりも値が大きくなる場合は測定誤差と解釈する。

亜鉛 銅
浮遊物質(SS)
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図７ 放流水中の亜鉛とSSの関係 図８ 放流水中の銅とSSの関係

表３ 浄化槽のアンケート分類別における亜鉛及び銅濃度

尾張 1 - - - - - - - -
知多 6 2.62 ± 1.89 注) 0.15 ± 0.08 1.35 ± 1.03 0.18 ± 0.10
西三河 10 5.46 ± 5.02 0.18 ± 0.18 3.30 ± 3.78 0.11 ± 0.16
東三河 38 3.41 ± 3.17 0.32 ± 0.42 1.50 ± 1.55 0.14 ± 0.18

連続式（一般方式） 50 3.79 ± 3.60 0.26 ± 0.36 1.85 ± 2.25 0.12 ± 0.13
連続式（膜分離式） 3 3.07 ± 3.67 0.49 ± 0.62 1.81 ± 2.51 0.50 ± 0.43
回分式 2 2.54 ± 2.78 0.08 ± 0.02 1.62 ± 1.81 0.05 ± 0.00

20m
3
/日未満 12 2.92 ± 3.49 0.24 ± 0.33 1.50 ± 1.85 0.12 ± 0.15

20m
3
/日以上、50m

3
/日未満 22 2.20 ± 1.82 0.30 ± 0.48 0.84 ± 0.80 0.09 ± 0.08

50m3/日以上 16 4.17 ± 3.52 0.35 ± 0.39 2.06 ± 1.82 0.16 ± 0.15
不明 5 2.99 ± 3.59 0.11 ± 0.10 1.00 ± 0.93 0.23 ± 0.38

配合のみ（添加物なし） 43 3.77 ± 3.57 0.30 ± 0.40 2.00 ± 2.40 0.15 ± 0.18
配合のみ（添加物あり） 3 0.80 ± 0.41 0.11 ± 0.15 0.39 ± 0.19 0.07 ± 0.07
配合＋残飯（添加物なし） 7 4.12 ± 2.98 0.18 ± 0.14 1.51 ± 1.11 0.13 ± 0.18
配合＋残飯（添加物あり） 2 5.30 ± 7.08 0.32 ± 0.40 1.77 ± 2.31 0.11 ± 0.04

ふん尿分離 52 3.63 ± 3.52 0.28 ± 0.37 1.84 ± 2.26 0.14 ± 0.17
ふん尿混合 2 6.95 ± 3.32 0.13 ± 0.10 2.55 ± 0.35 0.10 ± 0.09
ふん尿一部混合 1 - - - - - - - -

※   各分類内訳間の値に統計的な有意差なし
注）　平均値±標準偏差

分類 内訳 試料数
放流水 原汚水 放流水

亜鉛 銅

原汚水

飼料種類

ふん尿処理形態

地域

排水規模

浄化槽の構造

ぞれ0.93及び0.94と高かった。なお原汚水中の溶存態亜

鉛及び溶存態銅とSSには相関はみられなかった（図５、

図６)。

放流水については、懸濁態亜鉛及び懸濁態銅とSSとの

間に有意な正の相関(p<0.01)が見られ、相関係数はそれ

ぞれ0.86及び0.81だった。全亜鉛、全銅、溶存態の亜鉛

及び銅とSSには相関はみられなかった（図７、図８)。

４ 浄化槽のアンケート分類別における亜鉛及び銅濃度

採取先の浄化槽を、アンケート集計により、地域、構

造、排水規模、飼料種類、ふん尿処理形態別に分類し、

それぞれにおける亜鉛及び銅濃度を、表３に示した。統

計処理の結果、各分類の内訳間で亜鉛及び銅濃度に有意

な差は確認されなかった。

考 察

今回採取した養豚浄化槽の原汚水中における亜鉛及び

銅濃度は、平均値でそれぞれ3.70mg/L及び1.84mg/Lであ

ったが、放流水中の亜鉛及び銅濃度は、平均値でそれぞ

れ0.27mg/L及び0.14mg/Lと大きく低減していた。このこ

とから、浄化槽による処理は、亜鉛及び銅の低減に有効

であることが明らかとなった。

水質汚濁防止法における亜鉛及び銅の排水基準値は、

それぞれ2.00mg/L及び3.00mg/Lである。放流水中におけ

る亜鉛及び銅については、最大値でもそれぞれ1.95mg/L

愛知県農業総合試験場研究報告第40号
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及び0.90mg/Lであり、全ての試料が排水基準値以下であ

った。2007年12月現在、県内の養豚農家のうち、浄化槽

を保有している農家は187戸あり、今回調査した浄化槽

はこのうちの29.4％に相当している。このことから県内

の養豚浄化槽において、排水基準値を超えた亜鉛及び銅

が排水されている可能性は非常に低いと考えられる。し

かし、併せて調査したSSについては、試料総数の約15%

が排水基準値の200mg/Lを上回っていたことから、SSの

低減対策を講じる必要があると考えられた。SSは豚舎内

でのふん尿分離、スクリーンや篩別分離機等での固液分

離、重力沈殿による分離などの前処理で大きく低減が可

能であり、また、ばっ気槽の適切な運転管理により汚泥

の沈降性を高めるとともに、沈殿槽におけるスカム防止

などの方法で除去を徹底することが重要である。

従来から豚ふん中の亜鉛及び銅濃度は非常に高いこと

が知られており 、基礎飼料のみを給与した哺乳期子６,７）

豚のふん中の亜鉛及び銅濃度がそれぞれ285mg/L及び32mg

/kgであったとの報告もある 。このことから、原汚水６）

中の亜鉛及び銅濃度は、混入するふんの量に大きく影響

を受けると考えられる。一方、今回の分析では原汚水中

の亜鉛は最大で13.60mg/Lあったものの、平均では3.70mg

/Lであり、銅についても平均で1.84mg/Lと低かった。こ

れにより、今回調査した浄化槽では、豚舎内あるいは豚

舎から原水槽に至る間の前処理の段階で、ふん尿分離や

固液分離が着実に実行されていたことが推測された。し

かし、原汚水中の亜鉛及び銅濃度は試料ごとに大きな差

異があり、その要因については、豚舎構造や前処理設備

の種類を含め、より詳細な調査が必要と考えられる。

原汚水中の亜鉛及び銅については、全亜鉛及び全銅が

それぞれSSと高い相関関係にあることが確認された。こ

のことは鈴木ら の報告と一致している。これにより、３）

この相関関係が、鈴木ら の実験だけでなく、広く一般３）

の養豚浄化槽においても成り立つことが、今回の分析調

査により初めて明らかとなった。また、今回の調査では、

原汚水中に含まれる亜鉛及び銅の約90%が懸濁態であり、

さらにこれら懸濁態の亜鉛及び銅はSSとより高い相関に

あることが明らかとなった。鈴木ら は懸濁態の亜鉛及３）

び銅がSSと挙動を共にすることを指摘している。従って、

原汚水中の亜鉛及び銅を低減させるためには、懸濁態の

亜鉛及び銅を除去することが重要であり、そのためには

SSを除去することが最も簡単かつ有効な方法であると言

える。SSの除去法については、前述のように篩別分離処

理、重力沈殿処理などの前処理が有効であるが、今後こ

れら前処理が原汚水中の亜鉛及び銅の低減に及ぼす影響

を明らかにする必要がある。

放流水中の亜鉛及び銅については、原汚水中の濃度と

比較して大きく低減しているものの、溶存態の濃度はそ

れほど減少していなかった。また放流水中は懸濁態の比

率が低く、逆に溶存態の比率が非常に高かった。このこ

とから、実際の浄化槽の処理において、原汚水中の懸濁

態の亜鉛及び銅の大部分がSSと共に物理的に除去される

一方で、溶存態の亜鉛及び銅の多くが放流水中に残存し

ていることが推測された。これら溶存態の亜鉛及び銅を

除去する方法としては、水酸化物凝集沈殿法や、硫化物

法、電析法、化学的還元法等があるが 、pH調製、捕集８）

剤、施設整備等に費用がかかり、現状では畜産現場で応

用できる技術とは言い難い。溶存態の亜鉛及び銅につい

ては、今回の調査が示すように、微量であり排水基準値

を大きく下回る場合が多く、多大な費用をかけてまで除

去する必要性は薄いと考えられる。一方、放流水におい

て懸濁態の亜鉛及び銅とSSに相関があったことについて

は、原汚水由来のこれらの一部が放流水中に残存してい

ることが推測された。ただし、放流水中のSSについては、

その由来が原汚水中のSSではなく、沈殿槽での分離が不

十分なことにより混入した汚泥である可能性もある。従

って、放流水中の懸濁態の亜鉛及び銅を低減するために

は、原汚水由来のSSを除去するだけではなく、沈殿槽の

管理にも注意する必要があると考えられる。

今回採取した55点の試料を、地域別、浄化槽の構造別、

排水規模別、飼料種類別、ふん尿処理形態別に分類し、

原汚水及び放流水の亜鉛及び銅の排水濃度との関連性を

調査したが、いずれも有意な差は確認されなかった。地

域別では東三河地域が38点と最も多く、全体の69%を占

めた。浄化槽の構造別では全体の91%が一般的な連続式

活性汚泥法であった。排水規模別では、20m /日以上か3

つ50m /日未満が最も多く、全体の40%を占めた。また、3

20m /日未満の小規模な浄化槽でも、適切な運転管理に3

より亜鉛及び銅が低減されていることが明らかとなった。

飼料種類別では、添加物無しの配合飼料を与えている農

家が全体の78.2%を占め、また添加物を与えていても、

原汚水及び放流水中の亜鉛や銅濃度に差は見られなかっ

た。ただし、このことについては今回の調査では試料数

が少ないことから、今後改めて検証する必要がある。ま

た、ふん尿処理形態別ではふん尿分離処理が全体の94.5

%を占めていた。なお、ふん尿混合の場合でも、原汚水

の亜鉛及び銅の濃度は比較的高いが、放流水ではふん尿

分離の試料と差がなく、適切な浄化処理が行われている

ことが推測された。

以上のことから、養豚浄化槽の処理が亜鉛及び銅の低

減に有効であることが明らかとなった。その作用として

は、原汚水中において亜鉛及び銅の大部分を占める懸濁

態が、浄化処理の過程でSSと共に除去され、その結果と

して放流水中の亜鉛及び銅の総量が減少することが明ら

かとなった。また、現状における養豚浄化槽放流水の亜

鉛及び銅濃度は排水基準値以下であり、法制上の問題は

ないことも明らかとなった。ただし、亜鉛の排水濃度が

1.00mg/L以上の試料が55点中4点あり、これらについて

は今後対策が必要となる可能性は残る。なお、養豚現場

における放流水中の亜鉛及び銅の低減対策として、ふん

尿分離により浄化槽へのふんの混合を避けること、前処



169

理でSSと共に懸濁態の亜鉛及び銅を除去すること、ばっ

気槽や沈殿槽の適切な管理により放流水中へのSSの混入

を避けることなどの点に注意することが重要と考えられ

る。

本調査に当たっては、豊橋市役所農政課、吉良町謝辞：

役場産業課、東三河農林水産事務所農業改良普及課、西

三河農林水産事務所農業改良普及課、知多農林水産事務

所農業改良普及課、東部家畜保健衛生所、中央家畜保健

衛生所、及び多くの養豚農家の協力を得た。ここに記し

て、これら関係者各位に厚く感謝の意を表する。
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