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１ はじめに 

排水中の鉛を除去する方法としては水酸化物凝集沈殿法が広く一般的に用いられている方法

である。しかし、この方法では鉛濃度は、 も排水中の溶解度の小さくなる条件であるｐＨ10

付近においても下水排除基準の 0.1mg/L 以下にならないため、下水排除基準以下にすることは

理論上困難と言われている。 

一方、鉛含有排水の発生する事業場においては、水酸化物凝集沈殿法と合わせて凝集剤の添

加や全量ろ過の併用、鉛以外の含有金属による共沈効果などにより、処理困難物質ではありな

がらも下水排除基準が守られている現状がある。 

排水処理に関する課題検討、処理技術の調査等、事業場指導上の見解統一を図ることを目的

とする除害施設技術検討会では、鉛の処理困難性問題に着目し、平成 19 年度の技術検討会にお

いて、鉛含有量の超過・違反(以下、「超過」という。)の原因を調査・解析し、改善指導の方法

を提起すると共に、原因調査手順を示したフローシートの作成も併せて行ったので報告する。 

 

２ 背景 

鉛の使用用途は、各種ガラス製品を始めとして、鉛蓄電池や半田の材料、金属の快削性向上

のための添加剤など、幅広い分野で一般的に使用されている物質である。 
 下水道法における鉛含有量の下水排除基準は平成 5 年 12 月の下水道法施行令の改正により、

それまでの 1mg/L から 0.1mg/L へと大幅に強化された。その結果、過去 5 年間の鉛含有量の超

過状況は重金属類で 多件数を記録している。また、その超過濃度分布は図-１に示すとおり、

新下水排除基準の 0.1mg/L 近傍の低濃度域に集中しており、旧下水排除基準である 1mg/L 以内

の超過が 88％を占めている。 

図-１ 鉛の超過濃度分布 

旧下水排除基準 
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３ 調査内容 

３．１ 調査対象 

過去 5 年間に鉛含有量の超過があった 344 事例を調査した。解析結果の信頼性をより向上さ

せるため、超過原因が不明な事例については解析事例から除き、170 事例を解析対象とした。 
３．２ 超過原因分類 

超過原因分類を表-１に示す。Ｂ分類については超過原因の多様性からさらに小分類化し、解

析を行った。 

・系 統 分 離 不 良：処理系統以外の排水の混入によるもの 
・凝 集 不 良：ｐH 計・薬品管理不良等によるもの 
・汚 泥 管 理 不 良：沈殿槽、ろ過脱水機の管理不良等によるもの 
・未 処 理 放 流：未処理排水、漏水、処理施設なし、電源オフ等によるもの 
・処理技術不完全：処理を行う知識が不完全によるもの 

３．３ 改善指導分類               表-１ 超過原因分類 

超過に対する改善指導の内容について以

下の 4 つに分類し、解析を行った。 

(1)維持管理の徹底 

(2)処理方法の改善 

(3)処理施設構造や作業内容の変更等 

(4)未処理排水の改善 

３．４ 業種分類 

鉛の発生源及び超過原因を明確化にする

ために、業種ごとによる超過分類とその解析

を行った。 

 

４ 調査結果 

４．１ 超過原因傾向 

超過原因の分類分布を図-２に示す。凝集不良(Ｂ分類)は 29％、汚泥管理不良(Ｃ分類)は 28％

であり、両者をあわせると 6 割近くが処理工程上に問題があった。 

 

図-２ 超過原因分類 

大分類 小分類 
Ａ 系統分離不良 ―――― 

１ 電極管理不良 
２ 薬品管理不良 
３ 構造不良 
４ 高濃度排水 

Ｂ 凝集不良 

５ その他 
Ｃ 汚泥管理不良 ―――― 
Ｄ 未処理放流 ―――― 
Ｅ 処理技術不完全 ―――― 

 

Ａ：系統分離不良  Ｂ：凝集不良 

Ｃ：汚泥管理不良  Ｄ：未処理放流

Ｅ：処理技術不完全 
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４．２ 改善指導内容 

改善指導内容の分類分布を図-３に示す。維持管理の徹底(49％)と未処理排水の改善(22％)、

処理方法の改善(11％)をあわせると 8 割以上にのぼった。これらの主な改善指導例は以下のと

おりである。 

(1)維持管理の基本事項の再確認 

(2)適切なｐＨ設定値の変更 

(3)発生源の再調査 

また、処理方法の変更が必要となる処理困難事例は 1 割程度であった。主な処理困難事例は

錯体・キレート由来及びコロイド由来の事例であり、これに対する主な改善指導例は以下のと

おりである。 

(1)使用薬品の代替や廃液回収 

(2)処理方法の変更(前処理工程を追加することにより、錯体・キレート態・コロイド態を処

理しやすい遊離態とする) 

(3)硫化物系凝集助剤やアニオン系凝集剤の使用による固液分離の処理向上 

 

 

図-３ 改善指導分類 

 

４．３ 業種別の特徴 

業種別の超過件数を表-２に示す。 表-２に示すとおり超過事例の多い順にめっき業(42％)、

金属製品製造業(25％)、ガラス製品製造業(18％)であり、これら 3 業種で全体の 85％を占めて

いた。そのため、これら 3 業種におけるそれぞれの超過原因の特徴を図-４に示し、また、主な

改善指導例は以下のとおりである。 

４．３．１ めっき業 

めっき業の超過原因は、凝集不良(Ｂ分類)を原因とする 39％のうち維持管理不良によるもの

が 28％を占めていた。また、汚泥の管理不良(Ｃ分類)が 30％であることから、処理施設の維持

管理不良が原因である事例は 58％であった。 
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改善指導例としては、維持管理の徹底を促すためのマニュアル作成、発生汚泥記録や処理記

録の提出である。 

４．３．２ 金属製品製造業            表-２ 業種別超過件数 

金属製品製造業の金属加工業の中で

もアルマイト加工工程とバレル研磨工

程からの排水が主な原因である。汚泥

の管理不良(Ｃ分類)が 38％、凝集不良

(Ｂ分類)を原因とする 26％のうち維

持管理不良による凝集不良が 21％で

あることから、処理施設の維持管理不

良が原因である事例は 59％であった。 

 改善指導例としては、沈降汚泥の引

抜回数の増加や脱水頻度等の具体的指

導や電極や冷却管等の素材転換である。 

４．３．３ ガラス製品製造業 

ガラス製品製造業の超過原因のうち、

未処理放流(Ｄ分類)及び処理技術不完全(Ｅ分類)をあわせると 55％であった。これはガラス製

品製造業特有の家内工業的な業務形態のひとつの特徴であり、排水量が極わずかであることに

加え、作業内容により処理対象水の水質に大きなばらつきを生じることに由来すると考えられ

る。なお、ここでいう「未処理放流」とは、原材料中の鉛含有に対する認識不足のため、排水

処理を不必要と判断していた事例である。 

改善指導例としては、個別に処理立会等による丁寧な指導やろ過材の変更など、事業場実態

に即した具体的指導の実施である。 

 

 

図-４ 業種別超過原因分類 

 

業   種 件 数 割 合 

めっき業 71 42％ 

金属製品製造業 42 25％ 

ガラス製品製造業 31 18％ 

学校・試験研究・検査業 6 3％ 

その他の業種 6 3％ 

非鉄金属製造業 5 3％ 

機械器具製品製造業 5 3％ 

化学工業 2 1％ 

洗濯業 1 1％ 

繊維業 1 1％ 

計 170 100％ 
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５ 超過原因調査手順の作成 

改善指導を行うにはその超過原因を把握しておくことが重要である反面、超過原因は前述の

とおり多岐にわたる。また、鉛の簡易分析は感度が低いことから、ｐＨや六価クロムのように、

採水時に超過有無の判断がつかない。そのため、採水の数日後に判明した公定分析法による測

定結果をもとに原因調査を行わざるを得ないが、その時点では既に試料採取時と状況が大きく

変動していることも多く、的確な事業場指導を講じにくいことが、鉛含有排水に対する処理が

改善しにくい大きな理由のひとつとなっている。 

そこで、処理施設の各槽を処理過程ごとに分類し、調査方法と調査手順を整理した。その中

で も多くの超過原因となっていた汚泥処理に関する施設及び排水系統に着目して、以下の 3

点について調査方法、調査手順を作成した。調査手順は超過原因の解明はもとより、事業場指

導に有効活用することを念頭に置いた形式のフローシートを作成した。 

なお、図中の吹き出し部は主な調査箇所及び調査内容である。 

(1)沈殿槽で固液分離している処理施設(図-５) 

(2)全量ろ過機で固液分離している処理施設(図-６) 

(3)複数の系統を持つ処理施設(図-７) 

 

 
 

 
図-５ 沈殿槽で固液分離している処理施設の調査手順 
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図-６ 全量ろ過機で固液分離している処理施設の調査手順 

 

 

 
図-７ 複数の系統を持つ処理施設の調査手順 

 
このほか、現地確認で重要ポイントとなる「ｐＨ調整槽の確認要領」や「フロックの状況の

確認要領」については確認項目が多岐に及ぶため、わかりやすくする観点から、フローシート

に直接記載せずに別手順としてまとめた。 
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６ おわりに 

今回、鉛の超過原因の解析により、鉛は処理困難物質であるために超過件数が多いのではな

く、超過原因の大半は維持管理不良に起因していることが判明した。このことから、徹底した

維持管理の実施により超過件数は半減できる可能性のあることが示唆され、また、これまで以

上にきめ細やかな事業場指導が必要であることも明確になった。 

改善指導にあたっては、的確な超過原因の解明が何よりも重要かつ不可欠である。そのため、

今回得られた解析結果を基にして、原因解明をより効率的かつ迅速に行えるよう調査手順のフ

ローシートを作成した。 

今年度も処理機構が論理的に明解であるシアンと六価クロムについて同様の解析調査を行っ

ている。 

これら超過原因の詳細解明及び調査手順の作成は、職員の事業場指導力の向上に役立てるば

かりでなく、事業場の自主管理能力の向上のため広く活用することも主目的としており、排水

処理に対する認識がより一層向上することにより超過件数の減少が期待される。 
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