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地域のリン資源回収への取組み

農業系廃棄物

食品系廃棄物

工業系廃棄物

都市系廃棄物

効率的なリン回収の実現のため廃棄物を4種類に分別

鶏糞、豚糞、発酵糞、炭化糞、焼却灰 など

醤油かす、ホエイ など

下水汚泥、下水汚泥焼却灰 など

塗装スラッジ、リン酸廃液 など

リンを含まない
工業系廃棄物の有効活用

廃酸（めっき廃液）、廃アルカリ（電子基板洗浄用）

「産業廃棄物の有効利用・低減・消費」 「地域ニーズへの貢献」 「地域のゼロ・エミッション環境の構築」

合成肥料（リン酸カルシウム）の安全性評価試験

目的 ： 世界的人口増加による日本のリン資源入手困難な状況を見据え、地域連携の枠組みを構築し、

地域が排出するリン含有廃棄物からリン（P）をリサイクルする、地産地消型リン資源循環を展開する．

農業分野から排出される
家畜糞尿等の廃棄物

食品分野は比較的リサイクル環境
が整っているが、地域排出の食品
残渣に注目

都市系廃棄物として、毎日多量に
排出される下水汚泥焼却灰に注目

都市系廃棄物として、多量に
排出される塗装スラッジに注目

リン抽出用材料として、廃酸および
廃アルカリ（プリント基板洗浄用）など
のリン含有以外の廃棄物に注目

塗装スラッジ ・ 下水汚泥焼却灰（岩手県） ・ 下水汚泥焼却灰（岩手県） ・ 下水汚泥焼却灰（滋賀県）
岩手県内企業排出 都南下水汚泥焼却灰 北上下水汚泥焼却灰 湖南下水汚泥焼却灰

リン資源回収への取組みについて、
地域内の情報共有化（年2回発表会を開催）

概要

成果

有機有害成分の含有調査

産学官連携の枠組み構築

鶏糞

醤油かす

下水汚泥焼却灰

塗装スラッジ

廃アルカリ

供試検体名 有害物質 判定基準の種別 試験方法 根拠法令
下水汚泥焼却灰 ふっ化物以外 埋立処分・汚泥等 溶出試験 判定基準省令

ふっ化物 海洋投入・非水溶性汚泥 溶出試験 判定基準省令
ダイオキシン類 特別管理産業廃棄物 含有量試験 廃掃法施行規則

各種回収リン ふっ化物以外 埋立処分・汚泥等 溶出試験 判定基準省令
ふっ化物 海洋投入・非水溶性汚泥 溶出試験 判定基準省令
ダイオキシン類 特別管理産業廃棄物 含有量試験 廃掃法施行規則

各種回収リン残渣 ふっ化物以外 埋立処分・汚泥等 溶出試験 判定基準省令
ふっ化物 海洋投入・非水溶性汚泥 溶出試験 判定基準省令
ダイオキシン類 特別管理産業廃棄物 含有量試験 廃掃法施行規則

廃アルカリ液 ダイオキシン類以外 海洋投入・廃酸廃アルカリ 含有量試験 判定基準省令
ダイオキシン類 特別管理産業廃棄物 含有量試験 廃掃法施行規則

表 供試検体ごとの判定基準の種別

表 実証プラント試験による回収リンおよび

抽出残渣の無機成分分析結果（都南）

目的 ： 合成リン酸カルシウムが法的基準を満たす（肥料取締法ほか）ことを証明する．

結果 ： 無機有害成分は土壌取締法上の規制値以下．有機有害成分も基準を大きく下回る．
（定量下限値以下、北上灰も同様に基準値を大きく下回る．）

産廃利用肥料につき、安全性評価試験項目を検討．肥料取締法に加え追加基準を検討し付与．

リン含有廃棄物を利用したリン酸化学肥料の合成

【灰アルカリ法を応用】 下水汚泥焼却灰および
廃アルカリを用いたリン酸カルシウム合成の検討

写真 ミニプラント試験（一部）

合成肥料

目的 ： 岩手県内の流域下水道事業所から発生する下水汚泥焼却灰
は年間約1,000 t 、岩手県内の企業が排出する廃アルカリは
年間約10,000 t に達することから、これら廃棄物の有効利用
によるリン酸カルシウム肥料を合成する．このことにより、リン
酸資源の確保と産業廃棄物の低減および消費を果たす．

※標準的な灰と比較して高い値を赤字で，低い値を青字で示す． 

表 元灰性状分析結果 （都南）

表 回収物組成分析結果 （都南）

原理図

リン抽出効率の改善および合成肥料の安全性向上へ向けた取組み

電解析出法およびイオン交換法による有害金属除去方法の検討磁気分離法による１次分離の検討

目的 ： 磁気分離法により、下水汚泥焼却灰中のリン化合物
および夾雑物を分離し、リン濃度を増加させることで、
効率的なリン抽出を図る．（抽出コストの低減）

結果 ： 磁気分離法により、リン酸Mgおよびリン酸Ca、けい素（Si）、
その他に分離し、リン濃度を増加させることが可能である．

⇒ リン抽出工程の改善・更なる残渣活用へ期待

図 乾式対磁極磁選機の概略図 図 磁着物、片刃、非磁着物の成分品位
※磁着物、非磁着物のほか、選別板を制御し対象物（試料）の落下速度に対応した片刃選別も可能

目的 ： リン含有廃棄物を酸（廃酸）溶解することで、リン以外の有害
金属が溶出する場合がある．この有害成分を高度に除去する
方法を検討する．

無機有害成分の含有調査

図 イオン交換法による試験概略図

図 電解析出した重金属
（左）陽極[Pt電極]
（右）陰極[Pt電極]析出

結果 ：酸抽溶解によるリン酸を電気分解法により簡易的に有害成分
を除去し、その後イオン交換
樹脂を通すことで、リン酸の
精製が可能．（廃酸精製も可）
⇒ カルシウム源を添加する

ことで、高純度のリン酸
カルシウムを得
ることが可能．

汚泥等 廃酸・廃アルカリ
基準値 基準値
（mg/L） （mg/L）

アルカリ水銀化合物 不検出 不検出
シアン化合物 1 1
PCB 0.003 0.03
ふっ化物 15 200
揮発性物質

トリクロロエチレン 0.3 3
テトラクロロエチレン 0.1 1
ジクロロメタン 0.2 2
四塩化炭素 0.02 0.2
1,2-ジクロロエタン 0.04 0.4
1,1-ジクロロエチレン 0.2 2
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 4
1,1,1-トリクロロエタン 3 30
1,1,2-トリクロロエタン 0.06 0.6
1,3-ジクロロプロペン 0.02 0.2
ベンゼン 0.1 1

ダイオキシン類 3ng-TEQ/g 100pg-TEQ/L

有害物質の名称

ひ素 0.005 ( 50ppm)
カドミウム 0.0005 ( 5ppm)
水銀 0.0002 ( 2ppm)
ニッケル 0.03 (300ppm)
クロム 0.05 (500ppm)
鉛 0.01 (100ppm)

焼成汚泥肥料

表 有害物質ごとの基準

表 肥料取締法による基準 （灰アルカリ法）

元灰 元灰

H23年 H24年

水分 wet-% 0.3 2.6
Ig-Loss dry-% 0.3 1.1

T-P dry-% 27.3 26.17
MgO dry-% 4.42 -
Al2O3 dry-% 9.86 10.91

Fe2O3 dry-% 9.4 9.24

SiO2 dry-% 18.4 22.52
CaO dry-% 13.8 12.97

都南灰
（3月）

単位

プラント プラント プラント
薬品

NaOH 廃アルカリ
薬品

NaOH
水分 wet-% - 56.4 44.4 0.5 55.5

Ig-Loss dry-% - 4.3 3.2 2.1 6.6
T-P dry-% 30.7 28.7 29.9 21.1 5.07
C-P dry-% 30.5 28.4 28.8 - 2.98
W-P dry-% 0.02 <0.01 <0.01 - 0.39
MgO dry-% 0.35 0.69 0.61 4.58 1.59
C-Mg dry-% 0.36 0.65 0.58 - 0.42
C-Mn dry-% <0.01 <0.01 <0.01 - 0.02
Al2O3 dry-% 2.32 1.75 1.02 5.46 2.77

Fe2O3 dry-% 0.03 0.41 0.27 10.7 7.58

SiO2 dry-% 2.1 2.2 1.8 26 23.7
CaO dry-% 57.8 54.9 52.2 16.3 17

回収リン 脱リン灰

元素 単位 ラボ ラボ

都南灰　H23年3月

種類 溶媒 濃度 Mn Hg Cd Pb
wt% mg/kg mg/kg mg/kg

NaOH 0.5mol/L ＜0.01 ＜0.001 <3 <50
廃アルカリ 0.57mol/L ＜0.01 ＜0.001 <3 <50
NaOH 0.5mol/L 0.04 ＜0.001 <3 <50

廃アルカリ 0.57mol/L 0.11 ＜0.001 <3 <50
種類 溶媒 濃度 Cu Zn Ni Cr

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
NaOH 0.5mol/L 64.4 461 3.00 10.8

廃アルカリ 0.57mol/L 116 833 9.30 4.80
NaOH 0.5mol/L 68.8 1730 71.7 94.4

廃アルカリ 0.57mol/L 2140 2850 90.3 101
種類 溶媒 濃度 V Be As Se

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
NaOH 0.5mol/L ＜20 ＜0.1 <10 <1

廃アルカリ 0.57mol/L ＜20 ＜0.1 <10 <1
NaOH 0.5mol/L ＜20 ＜0.1 <20 <1

廃アルカリ 0.57mol/L ＜20 ＜0.1 <20 <1

単位

プラント
回収りン

プラント
抽出残渣

単位

プラント
回収りン

プラント
抽出残渣

単位

プラント
回収りン

プラント
抽出残渣

表 揮発性有機物質の分析結果一例

特徴：
・有機性有害物質は、
下水汚泥焼却灰中に
含まれない．
⇒ダイオキシンを
分解する高温の奨励
温度（850℃）で焼成

・廃アルカリ液中に
有機性有害成分も
含まれない．
⇒含まれない廃液も
多数存在する．
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岩手県リン資源地産地消研究会の設立

現在では、全国からの会員が参加しています．お問合せ先 （地独）岩手県工業技術センター
（TEL：019-635-1115 開催時期に合わせ、ホームページからも情報検索が可能です．）

（H22年度スタート）

・地域のリン含有産業廃棄物をリサイクルした安全なリン酸化学肥料合成に成功．
リン抽出残渣も活用 ⇒ リンリサイクル上の新たな廃棄物を出さない工夫が可能．

・岩手県リン資源地産地消研究会の設立 ⇒ 地域内リン回収への機運の向上．
・他県の下水汚泥焼却灰を利用し同様の試験を実施 ⇒ 肥料合成に成功．
・試算上コストパフォーマンス（採算性）の課題もクリアー．【本学会口頭発表B8-5 において紹介】

リン回収残渣の利用

単位 原灰 脱リン灰

リン含有量（Pとして） wt % 12.6 2.1

600 99.7 100

300 99.5 99.3

150 97.4 93.9

75 38.1 81.7

粒子密度 g/cm3 2.715 3.004

塑性指数 - N.P. N.P.

フロー値  % 110.2 142.5

固めかさ密度 g/cm
3 0.66 0.62

BET 比表面積 m2/g 5.5 39.2

μm
ふるい通過
百分率

測定対象

表 リン抽出前後の
下水汚泥焼却灰の性状変化

図 アスファルトフィラー

路盤材、アスファルトフィラー
としての適用検討

目的 ： リン回収後の
不要残渣も有効利用
し、リン回収による新
たな 廃棄物を発生さ
せない．

アスファルトフィラー利用検討【本学会口頭発表B8-6にて紹介】

結果 ：残渣はリン抽
出工程で多孔質化し、
化学組成が変化する
ため、利用製品の性
能に影響する．路盤
材、ASフィラーとして
の利用は可能．

肥効・植害評価試験

植物検定による最終評価

目的 ： 下水汚泥焼却灰および廃アル
カリにより合成したリン酸化学肥料（リン
酸カルシウムが肥料効果を示すかどう
か検証する．加えて、植物に害を示さな
いことを確認する．
さらに、岩手県内土壌の多くを占める

アロフェン質黒ボク土を利用し、合成肥
料の肥効および植害試験を行う．

図 合成リン酸化学
肥料の施肥効果

（ホウレン草： 種まき後44日目）

結果 ： 都南および
北上下水汚泥焼却
灰より得られたリン
酸カルシウムを岩
手の 土壌に適用
し植物検定したとこ
ろ、 発芽及び生育
上無害．（ホウレン
草およびこまつな
栽培試験を実施．）

岩手県のリン酸肥料ニーズ

図 アロフェン質黒ぼく土 （岩手県滝沢村）

岩手県の多くの
土壌は黒ぼく土
が占め、定期的
かつ恒久的な大
量のリン肥料施
肥が必要．

図 電解およびイ
オン交換法による
廃硫酸精製

合成肥料
（％）

【見本サンプル】


