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早稲田大学リンアトラス研究所が設立されてから約 4 年が経過しました。当研究所は、わが
国においてリン回収再資源化事業がビジネスとして成り立たつための戦略的研究を行うこと
を目標にして様々な活動を行ってきました。特に、持続的リン利用を考えた場合、わが国にお
ける未利用リン資源の量と質の把握が最重要であると考え、調査研究を実施してきました。そ
の結果、製鋼スラグ(リンとして年間約 11.4 万トン)、食品廃棄物(約 8.5 万トン）、農業廃棄物
（約 3 万トン）、下水汚泥（約 4.2 万トン）、およびし尿汚泥（0.6 万トン）などがあるという
ことが明らかになりました。本年度は、これらの未利用資源の中身をさらに精査するとともに、
リサイクルするための課題を抽出しました。また、リンのリサイクルが政策的に進められてい
る欧州の動向も調査しました。
本研究の実施にあたり、ご支援を賜りましたパートナー企業の皆様に、心より感謝を申し上
げます。

早稲田大学総合研究機構
リンアトラス研究所所長
常田
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平成 30 年度リンアトラス研究所研究成果報告書概要版
廃棄物や副産物に含まれるリン資源の活用技術開発の現状、課題および解決の方策に関する調査

はじめに
早稲田大学リンアトラス研究所では、平成 27 年度から「廃棄物や副産物に含まれるリン資源の活用技術開
発の現状、課題および解決の方策に関する調査」を行ってきた。平成 30 年度は、「欧州回収リン市場の動向
予測」
、
「下水道におけるリン資源リサイクル」
、
「家庭からの廃棄物とリン」、
「日本農業の変遷とリン利用」
、
「日
本のリン肥料とリン原料」および「製造業分野におけるリン」の 6 つの課題をとりあげ調査研究を実施した。本
報告書はそれぞれの課題に関する調査研究の成果を纏めたものであり、その概要は以下のとおりである。
課題 1.

欧州回収リン市場の動向予測

欧州ではいま肥料法の改正が大詰めを迎えているが、肥料に利用できる原料の区分(CMC: Component
Material Categories)には、下水汚泥、産業廃棄物や副産物からの回収リンは含まれておらず、このままでは下
水汚泥等からリンを回収しても、欧州共同市場で取引が可能な肥料の原料には使用できない。このため、欧
州委員会が設置した STRUBIAS 作業部会は、リン回収物である MAP(Struvite)、バイオ炭(Biochar)および焼却
灰(Ashe)を STRUBIAS と総称して、新しい欧州肥料法のもとで肥料原料として利用できるようにするための
検討を行っている。EU の循環型経済への移行のための行動計画では、欧州肥料法の改正は有機およびリサイ
クル肥料の欧州共同市場を開拓するために重要な取組みとされており、STRUBIAS は EU の 20 の戦略物資
(Critical Raw Materials)の一つであるリン鉱石を代替する重要な二次資源として注目されている。STRUBIAS
はまた、有害な Cd の含有率が輸入リン鉱石よりも低く、その肥料利用は農地における Cd の蓄積量を減らす
ことが期待されている。
2017 年、JRC-STRUBIAS 作業部会は Draft Nutrient recovery rules (142 頁)および Draft market study (165 頁)の
2 つの中間報告書を発表し、さらに 2018 年にはこの改訂版 Pre-final report (298 頁)を公開した。全部で 600 頁
を越える長文の報告書であるが、欧州における二次資源からのリン回収技術の標準化や回収リン市場の将来
動向などについて分析をしており、わが国のリン回収・再資源化事業にとっても有用な多くの情報を含んで
いる。なお、JRC-STRUBIAS 作業部会は当初、回収リン酸塩については MAP のみを対象としていたが、その
後対象を HAP その他のリン酸塩にまで広げて調査を行っている。本研究課題では、これまでに STRUBIAS 作
業部会が発表した上記 3 つの報告書をもとに、EU が考えている STRUBIAS 製造技術と品質に関する基準化
および欧州回収リン市場の動向予測について分析調査した。欧州におけるリン回収に関するコストと今後の
市場の動向に関する部分の結論を要約すると、
1.

下水処理場が MAP 回収プラントを導入する場合、初期投資は約 30 ヶ月で回収できる可能性がある。初
期費用(Captial cost)は約 526,000 € (130 円/€換算で 6,840 万円)で、MAP 回収プラントの維持費は 1,300 €/t
P (約 17 万円/t P)。下水からの化学的脱リンを行う場合は、薬品代が 5,200€/t P であるので、MAP 回収に
より約 3,900 €/t P の節約になる。

2.

MAP 以外の STRUBIAS の回収コストについては、現在のところ実施例がまだ少く試算は容易ではない
が、P-REX プロジェクトの報告によれば、下水汚泥焼却灰を肥料原料とする場合のコストは、リン鉱石
を原料にした場合の 1,000 €/t P(13 万円/t P)に近づいているようである。

3.

欧州における 2030 年の肥料消費量は 1,253 ktP/y、回収リン量は 213 ktP/y と予測され、リン鉱石の代替
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率は 17%に達するが、効果的に政策支援が実施されれば、リン鉱石の代替率は 31%にまで増える可能性
がある。
4.

今後十年、欧州の肥料価格は年率 1-2％で増加するものの価格は比較的安定しており、STRUBIAS の価
格も DAP 価格と同様に安定したものになると予測される。

5.

2018 年の時点で、MAP の販売価格は約 300-1,300 €/t P(3.9-16.9 万円/t P)であり、HAP が 850-1,600 €/t P
(11.1-20.8 万円/t P)程度であることから、今後十年もこの価格帯にほぼ留まるものと思われる。

課題 2.

下水道におけるリン資源リサイクル

下水道は雨水の排除を行うほか生活排水および産業排水を集約し、これらの排水を下水処理場で処理する
ことにより、水環境の保全に資する基本的な社会基盤施設である。わが国の下水道の整備は、欧米先進国に
よりも遅く 1970 年代から本格的な取組みが行われ、現在では総人口の 8 割が下水道を利用できており欧米と
肩を並べるまでになった。これまで、下水道は生活環境の向上と水環境の保全をその事業目的としてきた
が、最近は下水道のもつ大量の汚水を集約するという特性から、その資源の循環利用を促進する機能にも注
目が集まっている。とくに、わが国はリン資源を海外からの輸入に頼っており、下水道によるリンのリサイ
クルへの貢献には大きな期待が寄せられている。
本課題では、国内の 3 つの下水処理場を対象にリンのフローを調査し、下水処理場における効率的なリン
回収のためのホットスポットについて考察した。調査の結果、3 つの下水処理場に共通して言えることは、汚
泥処理系からの返流水によるリン負荷がかなり高いということである。下水の高度処理、とくに生物学的リ
ン除去法によりリンを除去する場合、汚泥処理系からのリン負荷をいかに削減するかが重要である。一方、汚
泥の焼却プロセスにおいて、リン化合物によると考えられる焼却炉排気ダクトの閉塞や、流動砂へのリン化
合物の付着による流動不良が頻繁に発生して問題となってきている。こうした問題の多くは、焼却する汚泥
のリン含有率が高い下水処理場で生じている。下水の高度処理を推進する上で、下水処理場内でのリンの挙
動をより正確に把握し、合理的なリン回収の方法を見出していくことが必要である。
生活系汚水のリン負荷はトイレ排水と台所排水を起源とするものが大部分であり、生活系汚水のリン負荷
はわれわれの食生活と直接に結びついている。今回、わが国の下水道へのリン負荷量を 2002 年度と 2015 年
度で比較した。その結果、下水処理場へのリン負荷量はこの期間に若干増加しているものの、下水処理水の
負荷量(放流リン量)は減少していた。このことは、この間に下水道処理人口が増加し高度処理の実施率も増加
した事実とよく符合する。また、日本人の食料に係るリン負荷量が減少しいたことについては、国民 1 人 1
日当たりの供給たんぱく質の量が 10％減となっていることに関係していると考えられる。
課題 3.

家庭からの廃棄物とリン

昨年度まで、一般廃棄物の中でリンの賦存量の多いし尿、浄化槽汚泥、生ごみを中心に、リンのフローと
再利用の状況について調査を行ってきた。今年度は、一般廃棄物の中でも家庭からの廃棄物に含まれるリン
について調査した。家庭から出るプラスチックには、軟質塩化ビニール等のようにプラスチックに柔軟性を
付与する可塑剤が添加されているものがあり、この可塑剤にはリン酸化合物も使われている。家電 4 品目と
パソコン等の小型家電については、製品のケースや筐体にも多くのプラスチックが使用されている。電気・
電子機器には回路の短絡や劣化等による発火の危険性があり、そこに使用されるプラスチックには難燃剤が
添加されている。この難燃剤にも、リン化合物が使用されることが多い。また、小型家電には電力源として
小型バッテリーが使われているものが多く、パソコンやスマートホンにはリチウムイオン電池が使用されて
いる。リチウムイオン電池の電解質にも、リンが使用されている。自動車についても、内装材やバンパー等
様々なところにプラスチックが使われており、その多くが難燃性プラスチックであり可塑剤も使用されてい
る。これからの自動車は電動車両に移行すると予想されるが、その電力源としてもリチウムイオン電池が使
用されている。蛍光灯については、蛍光管の中にある蛍光体はリン酸カルシウムが主体である。
これらの家庭で使われているリン化合物を含む製品が廃棄される時にでるリン量を推定した結果、昨年度
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までに調査を行ったし尿、浄化槽汚泥、食品廃棄物に含まれるリン量と比較し桁違いに少ない量であること
が解った。これらの廃棄物中のリン含有率は低いので、リンを回収してリサイクルすることは技術的にも経
済的にも難しい。むしろ、し尿、浄化槽汚泥や食品廃棄物などからリンを回収し、黄リンを含めた高純度リ
ン素材に変換できる技術の開発を考えることがより現実的と言えるだろう。家電のリサイクルでは、法律に
より販売時にリサイクル料金が価格に含まれており、家電メーカーはリサイクルを前提とした製品開発を行
い、リサイクル専門の会社がリサイクルを事業として行うことを可能としている。自動車のリサイクルも同
様であり、自動車の利用者が購入時にリサイクル料金を負担していることで、リサイクル事業が経済的に成
り立つようになっている。家庭からの廃棄物はともかくとして、し尿、浄化槽汚泥や食品廃棄物などからの
リンリサイクルにおいても、同様な政策支援が求められる。
課題 4.

日本農業の変遷とリン利用

農業分野におけるリンリサイクルの課題と可能性について考えるためには、日本の農業が今日までどのよ
うな経過をへて変遷してきたのか、またその背景には何があったのかについて理解しておくことは重要であ
る。日本の耕地総面積と総人口は、明治 13 年(1880)の 447 万 ha、3,660 万人から、昭和 35 年(1960)の 607 万
ha、9,342 万人を経て、平成 30 年(2018)の 442 万 ha、1 億 2,632 万人と変遷してきた。この間、主食である米
は、明治時代の供給不足から抜け出し、昭和 42 年(1967)には自給を達成し、以後供給過剰となるまで変化し
てきた。この米の増産には、化学肥料、農薬や農業機械等の利用、作物の品種改良や栽培技術の進歩があっ
た。一方、日本の農業生産構造もまた、農業基本法、総合農政、食料・農業・農村基本法や貿易の自由化など
により大きく変化した。海外との価格競争に晒された畜産業が規模拡大による生産コストの低減が求められ
たのに対して、稲作は国の価格政策により保護され、平成 30 年(2018)に生産調整と価格保証制度は廃止にな
ったものの、稲作農家の経営規模等は大きく変わることはなかった。それでも、平成 21 年(2009)の農地法の
改正以降は、稲作経営体の規模は拡大し 30ha 以上が全体の 1/3 を占めるようになっている。
農業分野における最大の二次リン資源は、家畜排せつ物である。家畜排せつ物は古来より貴重な肥料資源
であったが、やがて家畜排せつ物の過剰と需要の減少は堆肥の過剰生産につながり、家畜排せつ物は肥料資
源というよりも畜産廃棄物としての扱いを受けるようになった。このため、国は平成 11 年(1999)「家畜排せ
つ物の適正管理と利用の促進に関する法律」を制定し、良質な堆肥の生産、耕畜連携や需給拡大を目指した
広域連携などの政策支援を行ったものの、未だ堆肥の需要の拡大には至っていない。その主な理由として
は、生産者側の不十分な品質管理による堆肥の品質のバラツキや価格が高いこと、また利用者側に堆肥を使
いこなせるだけの労働力が不足していることなどがある。それでも最近は、堆肥を比較的安価に成型して広
域流通を図るための装置が開発されており、今後は良質で広域流通が可能な堆肥が生産され、IoT などを活用
した物流や需給情報のネットワークシステムも構築されることにより、国内二次リン資源として堆肥を有効
に活用することが期待されている。
課題 5.

日本のリン肥料及びリン原料

食糧問題に直結する肥料の生産および肥料原料の需給状況は、日本の社会および経済的情勢、技術開発、農
業政策などにより変化してきた。国際的にも、近年経済成長の著しい中国、インド、ブラジルに加えてアフ
リカや東南アジア諸国の食糧需給の増加は、日本の肥料およびその原料の確保に今後更に影響が大きくなる
と予想される。本課題では、幾たびかの戦火や経済変化を経験しながらリン原料を海外に依存している日本
のリン肥料並びにリン原料確保の足跡とその背景について調査した。
リンを含む肥料は、たい肥など特殊肥料を除くと主として有機質肥料、りん酸質肥料、複合肥料、汚泥肥
料であり、これら肥料に含まれるリン量は 2013 年に 33 万 t P2O5 であったが、2014 年には肥料の生産量減少
等により 30 万 t (P として 13.4 万トン)に減少した。リン肥料の原料は主にリン鉱石、食品加工時の動植物質
副産物や汚泥などであるが、元に遡れば主たる原料はいずれもリン鉱石と言っても過言ではない。日本のリ
ン肥料は、たい肥や厩肥(家畜ふん尿と敷わらの混合物をたい積腐熟させたもの)に代表される自給肥料の時
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代から、リン鉱石を原料とする過りん酸石灰、熔成りん肥や焼成りん肥等の技術開発により工業化が進み急
速に生産量が増大する。しかし、その後は原料の輸送コストなど世界経済の影響を受けて、生産拠点の見直
しを余儀なくされるようになって行った。一方、国内の農業分野では担い手不足や高齢化などで作付面積が
減少し、海外との競争力強化のための資材費低減対策などが進められ、普通肥料におけるリン需要は減少の
一途をたどってきた。その一方で、国内二次リン資源を活用した汚泥肥料やたい肥の生産量は、増加の傾向
を示している。
課題 6.

製造業分野におけるリン

本課題では、製造業分野で使われる有機リン材料の内でも主要な材料であるプラスチック用添加剤の難燃
剤を取り上げて、その種類、性状、用途や需要などをまとめた。リン系難燃剤には、非ハロゲンリン酸エス
テル、非ハロゲン縮合リン酸エステル、含ハロゲンリン酸エステル、イントメッセント系、ホスフィネート
系金属塩やホスファゼン系などがある。リン系難燃剤は、炭化層(チャー)を形成して輻射熱の伝熱の抑制及び
分解ガスの遮断などにより難燃性を発揮する。リン系難燃剤中のリン含有率は、脂肪族系(TMP、TEP)で 20％
程度であり、他のものでは 10％程度の含有量が多い。2017 年の難燃剤の販売総量は 101,650 トンで、そのう
ちリン系は 27,700 トンである。リン系は総難燃剤販売量の 27％を占め、そのうちの非ハロゲン化エステル系
が 19,000 トンでリン系全体の約 2/3 であった。2017 年の難燃剤の販売量をリン量に換算すると、非ハロゲン
化エステル系が 3,800 トン及びその他が 870 トンで合計 4,670 トンのリンがプラスチック製品用難燃剤とし
て消費されたことがわかる。複写機の外装部品や農業用ビニルフィルムにリン系難燃剤は多く使用されてお
り、商品としては回収ルートも構築しやすい。したがって、これら製品中からリンの回収を行うことができ
れば、製造業分野におけるリンの有効利用につながるものと思われる。
おわりに
プラネタリーバウンダリーや国連の持続的開発目標が示すように、21 世紀は持続可能な社会の実現をめざ
す時代である。持続可能な社会の実現には、枯渇する地下資源への過度な依存を断ち切り、地下資源をでき
るだけ多く未来の世代に引き継がねばならない。すなわち、地下資源はできるだけ掘らず、どうしても掘ら
ざるをえない場合には、掘り出した資源を地上資源として何度も循環利用できる社会システムを構築する必
要がある。早稲田大学リンアトラス研究所は、生命の存在そのものに絶対的に必要な元素であるリンの資源
問題に取組んでいる。残念なことに、日本における「リンの実態」はまだ驚くほどよくわかっていない。今
後も引続き調査研究を続け、一日も早くリンに関する「知の空白」と「政策の空洞化」を克服しなければな
らないと考えている。
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