
特　集　論　文 電解による廃水中窒素分解システム

従来の生物処理により窒素除去を行う場合，各種の

廃水に対し適用範囲が広く，廃水中の窒素を窒素ガス

に無害化処理できるといった大きなメリットがある．

一方で，生物処理は負荷変動に影響を受けやすく，

生物が適切に活動できる環境を維持するため，負荷の

状態に応じたきめ細かい運転管理が必要となる．また，

炭素/窒素比が低い廃水に対しては脱窒促進のためメ

タノール等の添加が必要な場合があり，発生する汚泥

の処理が必要となるため，処理コストの低減や運転管

理の省力化が課題となっている．

生物処理で窒素除去機能の向上を図るためには，新

たに施設を新設するといった大がかりな整備工事が必

要である．このため，窒素排出抑制に向けた対策の実

施が困難なケースが見受けられる．

このような背景を受けて，従来の生物処理とは全く

異なる電気分解を利用した窒素除去技術を開発し，電

解脱窒素システムを実用化した．本システムは，高濃

度から低濃度まで幅広い濃度の窒素含有廃水に適用が

可能であり，廃水中に有機物を含む有機性廃水に対し

ても従来の生物処理とのハイブリッド化により，適用

が可能である．

現在までに開発された窒素除去技術を表１に示す．

これまで，各種の除去技術が実用化されているものの，

生物処理と比較すると適用例はいずれも少ない．

電解脱窒素システムの特長として，以下の点が挙げ

られる．

（1）処理機能の安定化

電解脱窒素システムは電気分解を利用した確実な

窒素除去機能を有しており，電解電流値や塩化物イ

オン濃度の調整により負荷変動に対しても幅広くか

つ迅速に対応し，窒素除去機能の安定化が図れる．

（2）運転管理の省力化

電解脱窒素システムは従来の生物脱窒素処理と比

較して処理対象液の負荷変動，温度変化等に対しフ

レキシブルに対応し，安定した窒素除去機能を発揮

するため，運転管理の省力化が図れる．

装置の運転操作も容易であり，連続した自動運転

が可能である．
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1．は　じ　め　に

2．窒素除去技術の比較

Decomposition System of Nitrogen Compounds
in Waste Water with Electrolysis

近年，窒素成分による水質汚濁が問題視されていることから，法規制の整備が進められており，窒素成
分を安定して処理することが求められている．従来，窒素除去は生物処理が主流であったが，設置にあたっ
ては比較的広い設置スペースを必要としたり，大がかりな施設整備が必要となる場合があった．そこでこ
うした問題を解決すべく，従来の生物処理とは全く異なる原理を利用した“電解脱窒素システム”を開発
し，実用化した．本稿では電解脱窒素システムの概要について紹介する．
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長　　所� 問　題　点�

窒素ガスに無害化�
適用範囲が広い�

建設費が安い�
適用が容易�

高濃度排水に有効�

低濃度排水に有効�

設置スペース・処理時間が必要�
処理時間が長い�

処理コストが高い�
副生成物の可能性�

アンモニアのみ除去可能�
処理コストが高い�

建設費・処理コストが高い�
再生廃液処理が必要�

表１　窒素除去技術の特徴

3．電解脱窒素システムの特長



（3）省スペース化

コンパクトな装置であり，施設の省スペース化が

図れるとともに，設置工事を実施する場合にも大規

模な改造が不要であり，工事期間も大幅に短縮可能

である．また，電解脱窒素装置は独立した装置とし

て能力を発揮し，処理能力の調整も可能なことから，

既存処理システムへも容易に適用することが可能で

あるため，稼動中の施設にも導入しやすいシステム

となっている．

（4）二次廃棄物低減

生物処理と異なり，炭素／窒素比が低い，若しく

はほとんど有機物を含まない廃水に対しても，メタ

ノール等の炭素源を供給することなく窒素除去が可

能であり，生物処理と比較して汚泥の発生がないた

め，二次廃棄物の発生量を大幅に低減可能．

電解脱窒素装置での窒素除去メカニズムは以下の通

りであり，本装置は，特にアンモニア性窒素に対して

優れた除去能力を発揮する（図１参照）．

（1）陽極の電極反応により，塩化物イオン（Cl-）か

ら塩素（Cl2）が生成し［式（1）］，塩素はさらに加

水分解して，次亜塩素酸と塩酸を生成する［式（2）］．

2Cl- → Cl2＋2e- （1）

Cl2＋H2O → HClO＋HCl （2）

（2）廃水中にもともと含まれるアンモニアは，式（2）

で発生した次亜塩素酸と反応し，モノクロロアミン

とジクロロアミンを生成する［式（3），式（4）］．

NH3＋HClO → NH2Cl＋H2O （3）

NH2Cl＋HClO → NHCl2＋H2O （4）

（3）生成したモノクロロアミンとジクロロアミンが反

応し，無害な窒素ガスへ転化する．

NH2Cl＋NHCl2 → N2＋3HCl （5）

本システムは幅広いアンモニア濃度の無機性廃水や

有機性廃水に対して適用可能である．本稿では，これ

まで開発してきたし尿処理分野への適用について紹介

していく．

（1）し尿処理施設が抱える課題

近年，全国的な傾向として，し尿処理施設では水

洗化促進によるし尿の希薄化，合併浄化槽普及によ

る浄化槽汚泥の量・性状変動などが著しくなってお

り，運転管理だけではし尿処理施設の根幹である生

物処理設備の窒素除去機能を安定的に維持すること

が困難となるケースが見受けられおり，窒素除去機

能の強化，安定化が課題となっていた．

電解脱窒素装置は処理対象液中のSS（浮遊物質）

濃度が1 000 mg/L以下である必要がある．し尿処

理では，SS濃度が低く，かつ含有する窒素の形態

がアンモニアである浄化槽汚泥の前脱水分離液や生

物処理後の固液分離液に対し適用が可能である．

そこで，従来の生物処理に電気分解により窒素除

去を行う電解脱窒素装置を組み込んだハイブリッド

型処理システムを開発し，実用化した．

（2）ハイブリッド型電解脱窒素システムの特長

従来技術である生物処理との比較を表２に示す．

従来の生物処理に電解脱窒素装置を組み込んだシス

テムは従来の生物学的脱窒素方式と比較して，短工

期かつ低改造コストで効率的な窒素除去を実現す

る．

（3）電解脱窒素装置の基本構成

電解脱窒素装置は電源部（制御盤，直流電源装置），

電解槽，各ポンプ，排気ファン等から構成される．

運転方法は，電解槽の前後に，原水槽，処理水槽

を設け，処理対象となる原水を電解槽に給液する給

液工程，電解により窒素除去を行う電解工程，処理

後の液を次工程に移送する排液工程を繰り返すバッ

チ式処理方式を基本とする（図２参照）．
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図１　電解脱窒素装置の原理

4．電解脱窒素の反応メカニズム

5．し尿処理分野への適用
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7.運転コスト�

従来窒素除去方式�

生物学的脱窒素法�

長時間�

大�

きめ細かい運転管理が必要�
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－�
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電解脱窒素＋生物処理方式��

短時間�
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自動制御による濃度変動対応�
稼動から即座に能力を発揮�

簡易な設備のため容易�

短い�

表２　生物処理システムとの比較



（4）条件適正化制御

（a）窒素除去特性

電解脱窒素での窒素除去性能確認の結果の一例

を図３に示す．処理対象液中のアンモニア濃度に

よらず，窒素除去速度はほぼ一定（０次反応）で

あることが確認された．

実際の運転に当たり，短時間で窒素（アンモニ

ア性窒素）を除去する本装置では，処理の進捗状

況をアンモニア濃度によりリアルタイムで把握す

ることは困難である．処理進捗状況を把握するた

めの指標を検討した結果，アンモニアの全量が処

理されるとpHが低下から上昇へと反転する挙動

となることを利用し，pH挙動に基づいて電解条

件を制御することとした．

これにより，電解条件（電解時間，電流値）を

過不足なく設定することが可能である．

（b）入口濃度変動に追随した自動制御

上記pH挙動に基づく制御を利用し，以下のよ

うな処理対象液窒素（アンモニア性窒素）濃度変

動に追随した自動制御を行うこととした．

１日当たりの計画処理量から１バッチ当たりの

計画電解時間tAが決まる．計画電解時間tAから

給液に要する時間tI，及び排液に要する時間tOを

除いた有効電解時間tS＝ tA－ tI－ tOが求められ

る．

有効電解時間tS内に窒素除去が終了した場合

（図４ ケースA），次バッチの電流値を減少させ，

ts内に終了しなかった場合（図４ ケースB），次

バッチの電流値を増加させる．こうした条件適正

化制御により，電流値の適正化を自動で図ること

を実現し，過剰な電解を行うことなく，必要十分

な電解時間により処理を行うことが可能となる．

（5）納入実績

（a）現在までの経緯

し尿系排水中に含まれる窒素を除去する電解脱

窒素システムの初号機の運転を平成16年10月か

ら開始した．現在も順調に運転を継続しており，

窒素除去機能の安定化に大きく寄与している．

（b）適用フロー

納入したし尿処理施設での電解脱窒素システム

の適用フロー，及び納入事例を図５，図６に示す．

本施設では，生物処理後の生物膜透過液に適用す

るフローとなっている．

（c）運転実績

運転データの一例を表３に示す．なお，本施設

では窒素除去速度を確保するために塩水を添加

し，処理対象液中の塩素イオン濃度を2 000 mg/L

に調整している．

運転の結果から，アンモニアNH4-N濃度は電

解処理により直線的に減少しており，CODMn濃

度も電解処理により緩やかに減少している．亜硝
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酸NO2-N，硝酸NO3-N濃度はほぼ横ばいであり，

大きな変化は認められない．

また，色度成分の分解も進行しており，電解処

理前には茶色に着色している処理対象液が，電解

処理後にはほぼ無色の状態になることが確認さ

れ，後段の活性炭への負荷が大幅に軽減される可

能性が示唆された（図７参照）．

電解脱窒素システムは優れた窒素除去機能を有して

おり，有機物を含む廃水に対しても，生物処理とのハ

イブリッド化により幅広く適用が可能である．工場廃

水等の無機性廃水への適用についてはシステム，運転

制御が有機性廃水と異なる点もあるが，本システム適

用の範囲は広いと考えられる．

窒素除去性能は処理対象液中に含まれる共存物質や

塩素イオン濃度に大きく影響を受けるため，本システ

ムの適用に当たっては，処理対象液の性状に応じた最

適な処理システムとして検討する必要がある．また，

導入に当たっては，据付工事を含んだ一括契約のほか，

メンテナンスや予備品の供給を含んだリース契約での

対応も可能であり，環境ソリューションに向けたきめ

細かい処理システムの提案を提案していくことを考え

ている．

水質保全の観点から窒素排出に対する法規制の強化

が順次行われている中，電解脱窒素システムは窒素除

去機能の強化及び安定化のためのキーテクノロジーと

して普及させていきたい．また，本システムは消毒や

脱色効果も期待できるとともに，ほかの物質への適用

についても可能性を有しており，トータルシステムと

して様々なニーズに対応する最適なシステムの提案に

つなげていきたい．
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図６　電解脱窒素システム納入事例

処理前� 処理後�

図７　電解処理による処理対象液の色変化

装置出口�装置入口�項　目�

NH4－N

NO2－N

NO3－N

CODMn

84.0

0.9

1.9

129

<0.5

<0.1

5.9

93

表３　運転データの一例（単位：mg/L）




