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まえがき

廃棄物がリサイクル，中間処理（焼却処理を含む）され

た後の残 （ざんさ）物は，最終的に埋立て処分される。

一般廃棄物は，管理型最終処分場に埋め立てられる。

埋立地のごみの層を浸透した雨水など（浸出水）は，埋

立地の底部や周辺部に設置した遮水シートにより遮水され，

集水管を経由して，集水ピットに集められる。この浸出水

を，自然環境・生活環境の保全を考慮して設定した放流水

質まで処理をし，安定した水量で放流できるようにするの

が，浸出水処理施設の役割である。

富士電機では，さまざまな水量，水質（流入および放流）

に対応した浸出水処理施設を現在までに 18か所納入して

おり，設計，施工，管理の技術の蓄積も進んでいる。

本稿では，浸出水処理システムの納入事例および今後の

課題について述べる。

青木山一般廃棄物最終処分場

2000 年 1 月 31 日に完成した本処分場は，千葉県の南房

総富浦町に位置し，焼却残 ，不燃残 を主に埋め立てる

最終処分場である。

環境保全を第一に考え，埋立地は地下汚染を防止するた

めに，二重の遮水シート構造を採用し，さらに万一シート

が損傷しても漏水を止めることができる「自己遮水材」を

採用した。また浸出水処理施設は，高度処理設備を設け，

二次公害の防止に万全を期した施設である。

図１に最終処分場の全景を示す。

２.１ 浸出水処理施設

２.１.１ 処理能力

1 日あたりの処理能力は 30m3である。
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図１　青木山一般廃棄物最終処分場の全景
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２.１.２ 計画水質

計画水質は，表１に示すとおりである。

２.１.３ 処理方式

浸出水の処理工程を図２に示す。

埋立地からの浸出水は，集水ピットを経て，沈砂槽で

土砂を沈降分離し，調整槽へ送られる。

調整槽では，汚水の水質，水量の変化を抑え，均一化

を図る。さらにカルシウムイオンなどを分散させるため

に，スケール防止剤が注入される。

次に pH 調整槽を経て，生物処理設備へ送られる。そ

の際，栄養剤（りん酸）が添加される。

酸化槽では，回転円板に多量に付着した好気性微生物

膜により BOD（Biochemical Oxygen Demand），COD

（Chemical Oxygen Demand）成分を酸化分解し，除去

する。

硝化槽で硝化菌の作用により，アンモニア性窒素を硝

酸性窒素に酸化する。

硝化処理水は脱窒槽に送られ，脱窒菌（嫌気性菌）が

メタノールを栄養源として，硝酸性窒素を無害な窒素ガ

スに還元し，大気に放散する。

再ばっ気槽では，残存している少量のメタノールの除

去と，処理水の活性化を行う。

処理水は，凝集剤が添加され，生物処理設備で生じた

汚泥や懸濁物を沈降分離する。

工程中 pHの変動に対応し調節するため，硫酸および

苛性（かせい）ソーダの注入設備が設けてある。

凝集沈殿槽の上澄水は，砂 過装置で微細な SS（Sus-

pended Solids）成分を除去し，活性炭吸着塔で残存す

る微量BOD，COD，色度成分を吸着除去する。

不純物を除去した処理水は，塩素剤で滅菌処理され無

害な水となり放流される。

凝集沈殿槽下部および脱窒槽底部にたい積した汚泥は，

間欠的に引き抜かれ，汚泥濃縮槽で濃縮された後遠心分

離式脱水機で脱水処理され，脱水ケーキは埋立て処分さ

れる。

図３に高度処理設備（砂 過，活性炭吸着）を示す。
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図２　浸出水処理フローシート

図３　高度処理設備（砂 過，活性炭吸着）

表１　計画水質 

項　目 

pH 

BOD 

SS 

COD 

T-N

原　水 

6.0～9.0 

250mg/L 

300mg/L 

100mg/L 

100mg/L

処理水 

5.8～8.6 

10mg/L 

10mg/L 

10mg/L 

10mg/L
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２.１.４ 施設の特徴

回転円板式生物処理法

埋立地浸出汚水特有の水量および水質の大幅な変動を吸

収し，常に安定した処理ができるよう，負荷変動に強い回

転円板式生物処理法を採用した。

高度処理施設

生物学的脱窒素，凝集沈殿に加え，砂 過，活性炭吸着

プロセスの組合せにより，処理の安定化を図り，微量有機

物，色度などについても，安全な高度処理ができる。

運転・管理が容易

埋立地の立地条件を考慮して，維持管理の容易な装置を

採用し，電気計装技術を応用した運転モードの切換など，

維持管理面も合わせて，運転管理の省力化を図った。

今後の課題

３.１ ダイオキシン対策

ごみ焼却施設から排出される焼却残 （焼却主灰，飛灰）

は高濃度のダイオキシンを含んでいるといわれている。そ

のため，焼却残 主体に埋め立てている最終処分場から出

てくる浸出水中には，ダイオキシン類が含まれている可能

性があり，放流先の公共水域の汚染原因の一つとして懸念

されている。

ダイオキシン類は低濃度でも環境への負荷が大きいので，

浸出水処理施設でのダイオキシン類の低減化の必要性が現

れ始めている。

３.１.１ 富士電機の設計ポリシー

ダイオキシン類のような難分解性でしかも蓄積性の高い

化学物質は，分解・無機化により半永久的に有害性の発現

する可能性がない状態まで無害化する必要がある。

ダイオキシン類の処理技術は，大別して分解法および分

離法に分けられるが，富士電機は上記の設計ポリシーに基

づき促進酸化法（AOP法）によるダイオキシン類の酸化

分解除去方式を推奨する。

３.１.２ 促進酸化法

促進酸化法は，オゾン（O3）の存在下で過酸化水素

（H2O2）または紫外線（UV）を添加することにより，酸

化力の非常に強いヒドロキシルラジカルを生成させ，主に

このラジカルがダイオキシン類のＣ＝Ｃの二重結合を切断

し，二酸化炭素（CO2），水（H2O），塩素イオン（Cl－）

にまで化学的に分解を行う方式である。

現在，実験レベルでの認証試験はほぼ終了しており，今

後は実機レベルでの実証試験が必要となる。

図４にダイオキシン類処理設備のフローシートを示す。

３.２ 脱塩対策

焼却率の増加および廃棄物の質の多様化により，焼却灰

の埋立てを主体とする最終処分場から排出される浸出水中

の塩類濃度が高くなっている。

これまでの生物処理を主体とした処理方法では，塩類の

除去は難しく，除去のためには脱塩設備が必要だと考えら

れている。

浸出水中の塩類を除去する方法としては，逆浸透膜

（RO膜）法，電気透析膜（ED）法，浸出水を蒸発乾燥さ

せる蒸発法，イオン交換法などがあるが，従来法と組み合

わせて使える RO膜法を提案する。

３.２.１ 浸出水処理におけるRO膜処理技術

濃厚溶液に圧力を加えると，濃厚溶液から希薄溶液に溶

媒が移行する。この現象を逆浸透と呼び，これに用いられ

る半透膜を RO膜と呼ぶ。浸出水の場合，濃厚溶液が原水

で，希薄溶液が処理水となる。

RO膜処理は物理化学処理で，装置を稼動することによ

り安定した処理水を生むことができる。したがって原水の

濃度，水量にかかわらず安定処理が可能である。

３.２.２ スパイラル型ＲＯ膜処理技術

RO膜として一般的に使われているスパイラル型とは，

平たい袋状の膜を巻き付けたモジュールである。

スパイラル型RO膜の特徴は次のとおりである。
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図４　ダイオキシン類処理設備のフローシート
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RO膜の除去特性から，塩類のみならず，SS，有機物

などをほぼ完全に除去し，高度な処理水を得ることがで

きる。

装置のコンパクト化および自動化が可能である。

原水塩濃度の変動にかかわらず，処理水の水質が安定

している。

以上のような特徴があるので，今後膜メーカーとの技術

提携を視野に入れながら，開発を進めていきたい。

あとがき

既納浸出水処理プラントの紹介と，今後の課題について

述べてきたが，今後浸出水処理施設を受注するためには，

他社と差別化をするために，富士電機の特異性を打ち出す

必要がある。そのためには，本稿で紹介した促進酸化法で

独自な方法を開発したり，高性能の RO膜を開発している

メーカーと技術提携をしていくなどの必要がある。

今後とも営業，メンテナンス，研究部門と一体となって

環境保全を目指して開発を進めていく所存である。
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解　説 廃棄物処理法

廃棄物処理法の全体像

総
合
的
な
対
策 

①廃棄物の減量化・リサイクルの推進 
　　多量排出事業者の減量化推進 
　　リサイクルにかかわる規制緩和 

④産業廃棄物における公共関与の推進 
　　都道府県の役割明確化 
　　廃棄物処理センターの要件緩和 

⑤排出事業者の責任の強化 
　　マニフェストの最終処分終了の記載義務づけ 
　　原状回復命令の対策の拡充 

⑥適性処理の推進 
　　野焼きの禁止 
　　施設，業の許可要件などの強化 

②廃棄物処理に関する信頼性・安全性の向上 
　　設置手続きの明確化 
　　施設維持管理の適正化 
　　廃棄物処理業の許可要件の強化 

③不法投棄対策 
　　マニフェスト制度の拡充 
　　罰則の大幅な強化 
　　原状回復のための措置 

正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

であり，1970 年に公布された。廃棄物の排出抑制，

適正な分別，保管，収集，運搬，再生，処分などを行

い，生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目

的に制定されている。最近では，1997 年と 2000 年に

廃棄物の減量化・リサイクルの推進，ダイオキシン類

の問題，マニフェストの拡充と記載の義務化などへの

対応のために改正されている。図に示すように，総合

的な対策としては全体が六つの柱から構成されている。

法の 2 章，3 章で廃棄物を，その発生形態や性状の違

いにより「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類して

おり，それぞれの処理などについて国や地方自治体の

役割が明記されている。
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