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1.はじめに

近年、給排水設備などから発生する臭気が問題視されている。特に苦情が多い建築物は、特定

建築物 (ビル、ホテル、食堂、寮など)の厨房排水、グリース阻集器、浄化槽、排水管、ディス

ポーザ処理装置があげられる。これらはすべて、水から発生するにおいが原因である。しかし、

自然界の純粋な物質の水中濃度はヘンリーの法則によつて気中濃度が推定できるが、ツト水等は液

性が大きく純粋な水とは異なり、水中がかく乱されること等から、気中濃度の推定を困難にして

いる。したがつて、実態調査を行い、発散の影響する要因を解析することが重要なことである。

そこで、本研究は個人住宅に設置されている浄化槽を対象とした臭気の評価を行い、臭気発生

の実態の調査を行つた。特に担体流動生物ろ過を組み込んだ最新の合併処理方式における臭気の

実態調査が皆無であるため調査を行い、臭気の実態を把握することを目的とした。

2.調査方法

処理目標水質BOD20mg/L以下の処理方式について型式と基数はランダムに下記 39基について調

査を行つた。

(1)調査対象とした浄化槽の概要

・A社浄化槽 A-1型 18基 (流量調整十嫌気ろ床+生物ろ過循環方式 )

5人槽 5基、7人槽 12基、10人槽 1基

A-2型 3基  (流量調整+嫌気ろ床十生物ろ過循環方式 )

7人槽 2基、10人槽 1基

・B社浄化槽 B-1型 6基 (嫌気ろ床+生物ろ過循環方式 )

5人槽 1基、7人槽 5基
。C社浄化槽 Cl型 2基  (嫌気ろ床十生物ろ過循環方式 )

7人槽 1基、10人槽 1基 放流水質 T N20mg/L以 下
。D社浄化槽 D-1型 2基 (流量調整 +爽雑物除去十接触ばっ気+生物ろ過循環方式 )

7人槽 2基

・E社浄化槽 E-1型 1基  (爽雑物除去十嫌気ろ床+生物ろ過循環方式 )

7人槽 1基 放流水質 SS20mg/L以 下、T―N20mg/L以 下

E-2型 4基 (爽雑物除去十嫌気ろ床+生物ろ過循環方式 )

5人槽 2基、7人槽 2基 放流水質 SS20mg/L以 下

・F社浄化槽 F-1型 3基  (嫌気ろ床十接触ばっ気循環方式 )

5人槽 1基、7人槽 2基

以上、39基を対象とした。
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(2)測定項目

臭気についてはにおいセンサーは現場、臭気濃度及び H2S(硫化水素)は実験室において分析

を行った。

水質については水温、ORP、 汚泥厚、スカム厚、透視度、DOは現場において、COD‖ n及び BOD

は実験室において分析を行つた。なお、全ての浄化槽について全項目測定を行つていない。

(3)現地調査

1)臭気の捕集方法

対象浄化槽のマンホール 3個 に対して、各マンホールから20cmの ホースを槽内に挿入 し

て、フレックスポンプ DCl―NA型によつて、槽内臭気を採取袋に捕集 した。臭気の捕集方法

を写真 1に示す。

2)採水方法

採水場所は第一槽から第二槽への移流口、第二槽から生物ろ過 (接触ばっ気)槽への移

流日、生物ろ過 (接触ばっ気)槽内、放流水とした。

(4)分析方法

1)臭気

①臭気濃度は現場で採取した採取袋から悪臭防止法 (官能試験)に示された測定方法、H2S

は検知管を用いて分析 した。

②持ち帰つた試料は、30mLのインピンジャーに 10mLの試験水を入れて、検知管の真空ポ

ンプ吸引を活用 しバブリングさせて、その臭気を検矢口管に導入した。(以後、水中 H2Sと

称す)

③同様に、汎用型においセンサーの吸引を活用

してバブリングさせて、その臭気を測定した。

(以後、水中においセンサーと称す)

2)水質

①JIS K 0102に 準じて分析を行つた。

3.調査結果

3.1各マンホール位置及び全体の臭気濃度

においセンサーの測定はすべての測定場所で測定し、

の他は換算で算出した。官能試験で測定した実測値と、

サー値の相関式から算出した臭気濃度の二種類について、それぞれ下記に示す。

(1)実測値の評価

1)第一マンホールの臭気濃度 (n=20)は平均値 11,829、 最大値 124,859、 最小値 157、

標準偏差 31,932で ある。

2)第ニマンホールの臭気濃度 (n=11)は平均値 27,897、 最大値 225,437、 最小値 87、

標準偏差 67,888で ある。

3)第ニマンホールの臭気濃度 (n=8)は平均値 17,013、 最大値 78,155、 最小値 154、

標準偏差 26,199で ある。

4)全体の臭気濃度 (n=39)は平均値 17,424、 最大値 225,437、 最小値 87、

標準偏差 43,559で ある。

写真-1 臭気を採取袋に捕集

臭気濃度は測定場所の 42%を測定、そ

換算値、すなわち実沢1値 とにおいセン
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(2)換算値の評価

1)第一マンホールの臭気濃度 (n=34)は 平均値 15,357、 最大値 25,556、 最小値 4,129、

標準偏差 5,463で ある。

2)第ニマンホールの臭気濃度 (n=27)は平均値 19,151、 最大値 43,301、 最小値 9,672、

標準偏差 7,191で ある。

3)第三マンホールの臭気濃度 (n=32)は平均値 24,347、 最大値 59,743、 最小値 6,510、

標準偏差 14,200で ある。

4)全体の臭気濃度 (n=93)は平均値 19,552、 最大値 59,743、 最小値 4,129、

標準偏差 10,384で ある。

図-1に臭気濃度実沢1値の度数分布図並びに、図-2に臭気濃度換算値の度数分布図を示す。
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図-1 臭気濃度 (実測値)度数分布図 (n=39)図 -2 臭気濃度 (換算値)度数分布図 (n=93)

実測値を用いた場合は、最も高い臭気濃度を示した測定場所は第ニマンホールであつたが

換算値を用いた場合、第ニマンホールであつた。

文献 1)に よると臭気強度 2.5に対応する臭気指数は 10～ 15、 臭気強度 3.0に対応する臭

気指数は 12～ 18、 臭気強度 3.5に対応する臭気指数は 14～21と なっている。本調査の実測

値、換算値の臭気濃度を臭気指数に変換 し比較すると、実測値の平均値 42.4(臭気濃度

17,424)、 最小値 19.3(臭気濃度 87)、 最大値 53.5(225,437)と なり、換算値は平均値 43

(臭気濃度 19,552)、 最小値 36.2(臭気濃度 4,129)、 最大値 48(臭気濃度 59,743)と なる。

最大値はすべて臭気強度 3.5以上となつた。

3.2処理方式別の臭気濃度

(1)処理方式の分類
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2) 沈澱分離方式
{‐

流量調整 +

L爽雑物除去
上記方式の通 りに分類する。

爽雑物除去 +接触ばつ気 +生 物ろ過循環方式

+嫌 気ろ床 十 生物ろ過循環方式
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(2)処理方式別の臭気濃度 (実測値)

1)第一マンホールの処理方式別の臭気濃度は嫌気ろ床方式 (n=16)に ついては平均値

13,985、 最大値 124,859、 最小値 157、 標準偏差 35,580で ある。沈澱分離方式 (n=4)

については平均値 3,204、 最大値 4,535、 最小値 204、 標準偏差 2,014で ある。

2)第 ニマンホールの処理方式別の臭気濃度は嫌気ろ床方式 (n=9)については平均値

34,012、 最大値 225,437、 最小値 161、 標準偏差 74,361で ある。沈澱分離方式 (n=2)

については平均値 382、 最大値 676、 最小値 87、 標準偏差 416である。

3)第ニマンホールの処理方式別の臭気濃度は嫌気ろ床方式 (n=7)については平均値

19,237、 最大値 78,155、 最小値 154、 標準偏差 27,470で ある。沈澱分離方式 (n=1)

最大値 1,443で ある。

(3)処理方式別の臭気濃度 (換算値 )

1)第一マンホールの処理方式別の臭気濃度は嫌気ろ床方式 (n=30)の平均値が 15,402、

最大値 25,556、 最小値 4,129、 標準偏差 5,656で ある。沈澱分離方式 (n=4)の平均値

が 15,020、 最大値 19,307、 最小値 9,635、 標準偏差 4,352で ある。

2)第ニマンホールの処理方式別の臭気濃度は嫌気ろ床方式 (n=25)の平均値が 19,122、

最大値 43,301、 最小値 9,672、 標準偏差 7,469で ある。沈澱分離方式 (n=2)の平均値

が 19,511、 最大値 21,130、 最小値 17,893、 標準偏差 2,288で ある。

3)第ニマンホールの処理方式別の臭気濃度は嫌気ろ床方式 (n=27)の平均値が 25,255、

最大値 59,743、 最小値 6,510、 標準偏差 15,146で ある。沈澱分離方式 (n=5)の平均

値が 19,448、 最大値 25,705、 最小値 12,685、 標準偏差 6,018で ある。

処理方式別にみると、沈澱分離方式の測定場所が少ないこともあり、臭気濃度は全体的に

嫌気ろ床方式に比べて低濃度であつた。この要因としてあげられることは、沈澱分離方式の

浄化槽では臭気に影響を与えるH2Sが低濃度であつたため、沈澱分離方式の臭気濃度が低い

ものと推察される。

3.3臭気濃度に影響する要因

本節の分析を行 うにあたり、実測値では数値欠損が多くみられたため、換算値のみの臭気濃

度と他の測定項目について検討を行った。

(1)第一マンホール (n=33)

目的変数は臭気濃度とし、従属変数はxl:一槽汚泥厚、x2:~槽スカム厚、x3:前回清

掃 日からの経過 日数、 x4:実使用人員として、重回帰分析を行つた。

重 回 帰 式 :y=7,51+48.70 xl+170.43x2+3.1l x3+76.03x4  R2=0.2576

臭気濃度に対する各従属変数の相関係数はxl:0.1069、 x2:0・ 3905、 x3:0・ 0268、 x4:

0.3159である。第一マンホールの臭気発生に影響する要因は、一槽スカム厚、実使用人員

が他の要因に比べて高いことが明らかである。

(2)第ニマンホール (n=17)

目的変数は臭気濃度とし、従属変数はxl:第一移流口水温、 x2:第一移流口 pH、 X3:

第一移流口ORP、 x4:二槽汚泥厚、x5:二槽スカム厚、 x6:第一移流口 H2Sヽ X7:前回清

掃 日からの経過 日数、x8:第一移流口 COD、 x9:実使用人員として、重回帰分析を行つた。

重 回 帰 式 :y=34,859+601 x l-4,677x2~1・ 65x3+52.51x4+77.04x5+2,25x6~8.09x7

+30。 75x8+15.68x9    R2=0.9491
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臭気濃度に対する各従属変数の相関係数はxl:-0.0106、 x2:~0・ 4420、 x3:~0・ 3026、

X4:0・ 0511、 x5:0・ 0259、 x6:0・ 8925、 x7:0・ 2421、 x8:0・ 281、 x9:0.0294、 であ

る。第ニマンホールの臭気発生に強く影響する要因として、第一移流口H2Sが 考えられる。

(3)第ニマンホール (n=28)

目的変数は臭気濃度とし、従属変数はxl:第二移流口水温、x2:生物槽水温、x3:第二

移流口 pH、 x4:第二移流口 pH、 x5:第二移流口 ORP、 x6:生物槽 ORP、 x7:生物槽 H2Sヽ

X8:生物槽 COD、 x9:DOと して、重回帰分析を行つた。

重回帰式 :y=-18,871+2,045 x l-50.74x2~5,239x3+2,623x4+1.53x5+17.53x6

+587x7+116x8~462x9   R2=0.6961

臭気濃度に対する各従属変数の相関係数は xl:0.3759、 x2:0。 195、 x3:~0・ 3605、 x4:

-0.0037、 x5:~0・ 1913、 x6:0・ 1762、 x7:0。 7496、 x8:0・ 2465、 x9:0.0465で ある。第

ニマンホールの臭気発生要因として、生物槽からのH2Sが考えられる。

第一マンホールにおける臭気発生要因は一槽スカム厚、実使用人員であることが明らかと

なつた。各住宅で設置している浄化槽の人槽に対して、実使用人員が 100%の住宅は本測定

箇所 33基 中で 3基のみであつたが、人槽に対して適正な人数で使用することによつて悪臭

が抑えられている。一方、人槽に対して適正な人数で使用してない場合、臭気発生が多いこ

とが原因としてあげられる。また、スカム厚 と実使用人員の関係に相関関係は認められなか

つた。第二。第ニマンホールにおけ

る臭気発生要因はどちらも H2Sが

発生要因となつており、浄化槽内の

臭気に関しては、H2Sが浄化槽内の

臭気に影響を与えていることが第

二。第ニマンホールの重回帰分析か

ら明らかになった。

3.4臭気濃度と各要因の関係
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4.周辺への臭気の影響

浄化槽内で発生した臭気が周辺へどの程度の影響があるかについて OER(臭気υF出強度)を用

いて検討を行 う。本実験においては以下の式を

用いて OERを算出した。 表-1 0ERと 臭気の影響範囲との関係

OER=臭気濃度×浄化槽内の風量

表-1に示 したOERと 臭気の影響範囲をも

とに人槽別に分けて本実験結果 と照らし合

わせると、5人槽 (n=2)では平均値 1231、

標準偏差 451で全てOER104以下となり、特

殊な場合以外に臭気の問題が起こらないレ

ベルと予沢1さ れる。7人槽 (n=23)では

平均値 1105、 標準偏差 375で全て 5人槽と

同様であると予測される。10人槽 (n=3)
では、平均値 1,685、 標準偏差 727で、5人槽 と同様であると予測される。

また処理方式別にみると、嫌気ろ床方式 (n=26、 流量調整+嫌気ろ床+生物ろ過循環方式 16

基、嫌気ろ床+生物ろ過循環方式 7基、嫌気ろ床十接触ばっ気循環方式 3基)では平均値 1170、

標準偏差 443で全て人槽別にみた 5人槽 と同様であると予沢1さ れる。沈澱分離方式 (n=2、 爽雑

物除去十嫌気ろ床+生物ろ過循環方式 2基)では平均値 1261、 標準偏差 590で 5人槽と同様であ

ると予没lされる。厳密には、地域の地形的特徴、浄化槽の大きさ、気象条件等により異なること

が考えられる。

5。 まとめ

一般家庭に設置されている浄化槽から発生する臭気濃度等を調査することによつて、臭気の発

生状況を把握 した。本調査の臭気濃度を臭気指数に変換 し比較すると、換算値の平均値は 43(臭

気濃度 19,552)、 最小値は 36.2(臭気濃度 4,129)、 最大値は 48(臭気濃度 59,743)と なり、最

小値の値でも悪臭防止法で定める事業所の規制基準の上限範囲にあたる臭気強度 3.5以上となつ

ていることが明らかとなった。直接、臭気に影響を与えている因子を特定するまでには至らなか

つたがヽH2Sの他に浄化槽内の臭気に影響を与えている因子が存在 していることが確認できた。

また浄化槽の臭気が影響する予想範囲を OERに よつて算出し、沢1定 した浄化槽 28箇所中全て

OER104以下となり、特殊な場合以外、悪臭公害が起こらないレベルと予測できた。
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