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第一章第一章第一章第一章    水環境水環境水環境水環境のののの現状現状現状現状とととと窒素窒素窒素窒素・・・・リンリンリンリン対策対策対策対策    

1.1    水環境水環境水環境水環境のののの現状現状現状現状[1,2] 

水環境については，水質汚濁の防止，水辺空間の利用の観点からの対策のみならず，  

水質,水量,水生生物,水辺地等を総合的に捉えた保全対策を推進する必要がある。水は雨と

なって地上に降り注ぎ森林や土壌・地下水に保水され川をくだり海に注ぎ蒸発して再び雨に

なるという自然の循環過程の中にあり，その過程で多くの汚濁物質が浄化される。我々の水利

用に伴う環境への負荷が自然循環の浄化能力を超えることがないよう，また大気環境や土壌

環境を通じた水環境への負荷や水環境の悪化に伴う大気環境や生態系への影響にも配慮し

た健全な水循環の確保が重要である。また，我々は急峻な地形や狭小な国土という地理的 

特徴のために生じる，流量の変動の大きな河川等厳しい条件下において水利用を行っている。

その水利用は，大気から河川，海域等に向かうまでの間，水資源として開発・供給されること等

を通じてさまざまな形で何度も行われ，その後自然の循環に戻される。この過程で水環境に 

大きな影響を与え，かつ，土壌,生態系等にも影響を与えていることから，これらにも配慮した

水環境の保全が必須である。 

平成13年度全国公共用水域水質測定結果によると，カドミウム等の人の健康保護に関する

環境基準（26 項目）の達成率は，99.4%（前年度 99.2%）と，前年度と同様，ほとんどの地点で

環境基準を達成していた。その一方で，環境基準の生活環境項目である BOD，COD に関す

る達成率はいまだに満足できる状況になく，平成 12年度末までに環境基準類型が当てはめら

れた 3,291 水域（河川 2544,湖沼 153,海域 594）について，有機汚濁の代表的な水質指標で 

ある BOD（又は COD）の環境基準の達成率をみると，全体では平成 5 年度には 76.5％であっ

たが，平成 6 年度には渇水の影響により 68.9%まで低下した。しかしながら，その後は毎年  

わずかながら向上し，平成 13 年度は 79.5%であった。水域別にみると，河川 81.5%（12 年度

は 82.4%）,湖沼 45.8%（同 42.3%）,海域 79.3%（同 75.3%）であり，特に湖沼,内湾,内海等の 

閉鎖性水域で依然として達成率が低くなっている状況にある（Figure 1）。さらに富栄養化の 

重要な要因となる全窒素･全リンについての平成 13 年度の達成率については湖沼で 36.7%

（平成 12 年度 40.9%），海域で 82.1%（同 71.8%）となっている。湖沼における全窒素･全リンの

環境基準は昭和 57 年に定められ，昭和 59 年度から測定されているが，達成率はこれまで

40%前後と低いレベルで推移している。海域では，全窒素・全リンの環境基準は平成 5 年に 
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定められて以来，あてはめ水域数が年々増加しつつあり，水質の傾向を評価するには難しい

面もあるが，水域数が 100 を超えた平成 10 年度以降は，70%を超える達成率で推移している

（Figure 2）。 
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Figure 1 環境基準（BOD, COD）の達成率の推移 
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Figure 2 環境基準（T-N, T-P）の達成率の推移 
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1.2    富栄養化対策現象富栄養化対策現象富栄養化対策現象富栄養化対策現象[3,4]
 

1971 年に直罰制度を導入した水質汚濁防止法が制定されて以来，直接生命を脅かす  

公害は徐々に解消され，現状の水環境は一時期から見れば全般に改善されている。しかしな

がら，湖沼に見られる水の華（アオコ）および内湾の赤潮発生のような富栄養化は，依然として

その進行を食い止めることはできていない。富栄養化は，もともと湖沼の生物生産力，すなわ

ち湖沼の老齢化を表す用語として用いられていた。富栄養化が進めば一次生産が増大する

だけでなく，生態系の種構成が著しく変化し，アオコや赤潮が発生するようになる。今まで問題

にされていなかった極微細なプランクトン（ピコプランクトン）の異常増殖もいくつかの水域で 

起こっている。これは，窒素・リンとの比が著しく高くなった時に異常増殖する可能性が高い。

一次生産増大の最も大きな原因は窒素･リンの増加であり，アオコや赤潮はその極度の進行と

捉えることができるが，その発生機構を明快に説明することはできない。温度や降水量等の気

象条件とも密接な関係があるようである。窒素･リンの増大は必須の条件であるが，この他に 

多くの要素が複雑に関係する。赤潮生物によってはビタミン B12,ビオチン,チアミン,鉄,マンガ

ン,特殊な有機物等を要求するものがある。このような物質は増殖の引き金になり，増殖促進物

質と呼ばれている。水温と塩分は重要な条件であり，21-26ºC が適温である。また，大部分の

赤潮生物は広塩性であるが，海水よりもやや低い濃度を最適としている。しかし，いずれに  

しても窒素･リン濃度の増加がない限り，植物プランクトンの大増殖は起こらない。 

Figure 3 には赤潮,青潮の発生につながるメカニズムが模式的に示してある。青潮とは赤潮

の死骸によって引き起こされる貧酸素水塊の形成である。海域に限らず最近の傾向として， 

水域の窒素濃度の増大が認められる。東京湾の湾奥部では，リン濃度はやや減少しているの

に対し，窒素濃度は 10 年間で 2 倍に増加している。また，湖沼でも窒素濃度が増加し，その  

結果として N/P 比が増大しているところが多い。 

N/P 比が増大する原因を Table 1 に示す。N/P 比が増大するとピコプランクトンの増殖が  

促進されるといわれている。これは極めて微小（0.2-2.0 µm）なため，動物プランクトンに捕食 

されにくい。ピコプランクトンの発生は湖沼や海域の健全な物質循環にとって好ましくない。 

富栄養化が進んだとしても N/P 比は通常の範囲（6-15）にあることが望ましい。植物プランクトン

の COD/P および COD/N は，それぞれ 30-80，5-10 であることが多い。これは，リン･窒素が  

それぞれの COD の 30-80 倍（平均 55 倍），5-10 倍（平均 7.5 倍）の削減効果に相当する。  

すなわち窒素，リン 1kg の削減はそれぞれ COD55kg，7.5kg に相当することになり，COD 削減
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に対して窒素･リンによる内部生産の削減がいかに効果的であるかが分かる。 

閉鎖性水域の富栄養化の進行を抑制し，内部生産を低下させるためには，陸域からの  

窒素とリンの負荷を削減させるより他に方法はない。負荷には点源（特定汚染発生源）と面源

（比特定汚染発生源）とがある。窒素，リンの環境基準の類型当てはめは既に湖沼 66 水域, 

海域 131 水域でなされており，これが目標水質になっている。この目標水質達成のために  

排水基準が定められており，水域によっては上乗せ基準が設定されている。 
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Figure 3 閉鎖性水域（内湾）の有機汚濁と富栄養化の関係 
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Table 1 窒素濃度および N/P 比上昇の原因 

● リンだけを除去すれば放流先の富栄養化を防ぐことができるといった考え方に基づく， 

生活系ならびに産業系排水処理過程における窒素の未処理による放流先への窒素負荷

増大 

● 下水道や合併処理浄化槽が普及していない居住等からの生活系雑排水の水域への 

未処理法流による放流先への窒素の負荷量の増大 

● 合成洗剤が有リン洗剤から無リン洗剤になったことによる， 

生活系雑排水中のリン負荷量の低下 

● 農耕地からの面源負荷としての農耕地での施肥においては，窒素含量が大きく， 

リンは浸透の際に土壌に吸着される等の理由からの窒素の割合の増大 

● 近年，自動車や工場からの排出ガスにより大気中の NOX 濃度が上昇しているが， 

その上昇に伴う水中への NOX の溶け込み量の増加 
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1.3    窒素窒素窒素窒素・・・・リンリンリンリン同時除去高度処理技術同時除去高度処理技術同時除去高度処理技術同時除去高度処理技術[5]
 

水界生態系を正常に維持する上で窒素･リン同時除去が必須なわけであるが，排水処理 

技術等の観点からも同時除去は必須である。これは，現在の排水処理技術において窒素ある

いはリンのいずれかを低コストで完全に除去することは極めて困難であり，窒素･リンの経済的

な除去法としての生物処理技術を活用した活性汚泥法の場合，窒素･リンを同時除去する  

嫌気/好気法の方が省エネ的でかつ効率的であるからである。現在では，湖沼流域を対象とし

て窒素･リンの環境基準，排水基準が定められ，海域においても検討が進められているので，

対象水域によって栄養塩類の制限要因が異なったとしても，高度処理では窒素･リンの両者を

低減させる対策を施すべきである。バイオテクノロジーを活用した代表的な窒素･リン同時除去

高度処理技術は Table 2 に示す通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在，多くの下水処理施設で採用されている標準活性汚泥法は BOD,SS (suspended solid: 

懸濁物質)等の有機汚濁成分は効率よく除去できるが，栄養塩類，特に窒素除去率が低いと

いわれている。これを改善するためには施設を嫌気/好気法にし，かつ高負荷運転でも窒素除

去が可能となる包括固定化法やスポンジ様担体充填法とすることが効果的といえる。すなわち，

包括固定化法では硝化細菌を高濃度に固定化でき，スポンジ様担体充填法では微生物濃度

を高められ硝化細菌を担体表面に集積させやすい，といわれているからである。長時間曝気

活性汚泥法も数多く普及しているが，嫌気/好気の間欠曝気運転に変更することによって効果

的に窒素除去が行えることが確認されている。また，最近では，いずれも嫌気/好気法が組み

Table 2 窒素・リン同時除去高度処理技術 

嫌気/好気プロセス 

AO（嫌気/好気活性汚泥）法 

A2O（嫌気/好気活性汚泥）法 

嫌気/好気回分式活性汚泥法 

オキシデーションディッチ法 

AT（曝気時間）コントローラー式活性汚泥法 

（回遊式）間欠曝気活性汚泥法 

嫌気/好気 UF 膜高濃度活性汚泥法 

嫌気/好気包括固定化法 

嫌気/好気スポンジ様担体充填法 

直接浄化プロセス 

水生植物植栽浄化法 

AS（嫌気ろ床・土壌トレンチ）循環法 

高速酸化池法 
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込まれているが，固液分離を膜で行う膜分離一体型活性汚泥法や DO 制御,ORP 制御,汚泥

滞留時間制御等を組み込んだ方法が良好な処理水質が得られるとして注目されている。特に，

膜分離一体型活性汚泥法は，有機物･窒素･リンの除去のみならず，色度,濁度,細菌・ウィルス,

無機塩類等の除去が可能であるため，処理水の再生利用の面から非常に有効な方法である。

これら以外にも，窒素･リンを同時に除去する方法として，自然の浄化機能を利用する直接浄

化技術や生物学的硝化脱窒プロセスとリンを同時に除去する方法を組み合わせた方法も有

効である。直接浄化技術としては，資源循環まで考慮に入れた水生生物としてアシやホテイア

オイを利用する方法が，特に小規模排水において有効である。リン除去プロセスとしては，  

リン吸着剤の活用が効果的であり，生物学的硝化脱窒プロセスの後に付加することによって  

窒素･リン除去が可能となる。 
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1.4    生物学的窒素除去生物学的窒素除去生物学的窒素除去生物学的窒素除去[6-16]
 

窒素化合物の形態は有機態窒素と無機態窒素に分けられ，さらに存在形態としては水中

に溶解しているものと懸濁物質（suspended solid: SS）に分けられる。有機態窒素としてはアン

モニア,硝酸,亜硝酸等があり，これらは生活系排水,産業系排水等に含有されており，内海, 

内湾等の閉鎖性水域の富栄養化を累進的に加速することから，その除去対策は極めて重要

とされている。特に，2001 年施行の第 5 次水質総量規制では窒素･リンが COD に加えて追加

されたことから，効率的除去技術の普及が必要不可欠とされている。このように窒素の形態は

多様であるため，その形態や濃度に応じた処理方法を適切に選定することが必要である。この

窒素の除去技術としては物理化学的処理法と生物処理法がある。物理化学的処理法多くは

適用できる窒素の形態に制限がある。一方，生物処理法では生物毒のあるものや，生物学的

に難分解の化合物を除くとほとんどのものに適用が可能である。Table 3 に窒素除去に関する

各種方法の長所･短所を示す。 

 

 

 

 

 

 Org-N NH4
+
-N NOx

-
-N 長所 短所 

微生物処理法 ○ ○ ○ 
窒素ガスに無害化 

適応範囲が広い 

場所･時間が 

必要 

生物活動の 

環境必要 

不連続点塩素 

注入法 
△ ○ × 

イニシャルコストが

安い 

処理コストが 

高い 

副生成物の問題 

アンモニア 

ストリッピング法 
× ○ × 

高濃度のアンモニ

ア排水に適応可能 

発生ガスの 

処理必要 

イオン交換法 × ○ ○ 
低濃度の 

窒素に有利 

再生排水の 

処分必要 

ゼオライト吸着法 × ○ × 
低濃度の 

窒素に有利 

再生排水の 

処分必要 

Table 3    窒素形態と各種処理方法の適合性 
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1.4.1    嫌気嫌気嫌気嫌気/好気循環式硝化脱窒法好気循環式硝化脱窒法好気循環式硝化脱窒法好気循環式硝化脱窒法 

本法は生物反応槽を嫌気（脱窒）槽と好気（硝化）槽に分けてこの順に設置し，好気槽で 

硝化された混合液および返送汚泥を脱窒槽へ循環させながら原水の有機物を利用すること

により脱窒を行う処理法である。循環硝化脱窒法には次の利点がある。 

1. 処理原水の有機物を脱窒反応の水素供与体として利用できる。 

2. 硝化工程では，アンモニアの酸化に伴うアルカリ度が消費され pH が低下するが， 

脱窒反応で生成するアルカリを硝化槽で利用できるため，アルカリ剤の添加を節約できる。 

 

本法の基本的な処理フローを Figure 4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

本法は前段に嫌気槽，後段に好気槽で構成され，原水と返送汚泥を嫌気槽に流入させる

一方，硝化混合液を循環ポンプ等により嫌気槽へと循環するようになっている。脱窒には有機

物として BOD/N 比が 3-4 倍必要であるが，標準的な都市下水であれば，この範囲にあるので，

脱窒のためのメタノール添加は不必要である。また，脱窒でのアルカリ度の回復も十分期待で

きるので，水酸化ナトリウムも添加する必要はない。しかし，原水の BOD 濃度が低く，脱窒  

速度が著しく小さくなる場合には，嫌気槽へのメタノールの添加が必要である。同様に原水の

アルカリ度が低く，pH の低下により硝化速度が小さくなるような場合には，硝化槽への水酸化

ナトリウムの添加が有効である。また，硝化槽と脱窒槽の中間部に兼用槽を設置し，どちらの

目的にも切り替えしようできるようにすると，硝化と脱窒のバランスをより適正に保つことができ

るといわれている。標準的な都市下水の場合，硝化を確実に行えば少なくとも 60%以上の  

窒素除去率が期待できる。しかし，より高い窒素除去率を期待する場合は，多段式循環法を

採用したり，脱窒反応をほぼ完全に進行させたりするため硝化槽の後段にメタノール添加の

第 2 脱窒槽と再曝気槽（沈殿槽での脱窒による汚泥浮上と処理水のDO保持のため）を設ける

等の方法が必要である。 

脱窒槽 硝化槽 沈殿槽 

処理水 原水 
CH4OH NaOH 

返送汚泥 余剰汚泥 

Figure 4 循環式硝化脱窒法の処理フロー 
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 本法の窒素除去能は，原水の窒素および有機物濃度に依存し，原水の BOD/N 比が窒素 

除去率を律速している場合が多い。その他の因子としては，循環比,MLSS 濃度,各処理槽の  

滞留時間,水温,pH 等が挙げられる。したがって，設定目標水質を定める場合にはこれらの 

因子に十分に配慮する必要がある。窒素以外の項目の除去性能については，BOD,COD,SS

は標準活性汚泥法と同様と考えてよいが，本法が長い SRT での運転を余儀なくされているの

で，リン除去率が低下することがある。余剰汚泥発生量については，本法が標準活性汚泥法

より低い BOD-SS 負荷で運転されるので，余剰汚泥発生量は標準法に比べて多くならないの

が一般的であるが，濃縮法，脱水性は嫌気条件を組み込むことにより通常改善される。一方， 

本法は低負荷で滞留時間が長い，循環液により流入水が希釈されることにより，流入負荷に

対する処理の安定性は大きくなる。 

1.4.2    嫌気嫌気嫌気嫌気/好気循環式生物膜法好気循環式生物膜法好気循環式生物膜法好気循環式生物膜法 

本法は，生物学的脱窒法を活性汚泥処理で活用した原理を生物膜処理施設に応用したも

のである。この場合，生物膜法が一般的に微生物濃度が低く，生物処理槽の曝気を停止して

も，嫌気状態に達するまでに長い時間を要することから，間欠曝気式脱窒法の適用は困難で，

通常，循環式脱窒法が用いられる。ここでは，流量調整式嫌気濾床・生物濾過法について 

述べる。本法は，好気槽処理水の嫌気槽への循環を行い，定量ポンプを用いた流量調整機

能と微生物担体による生物膜濾過機能を有している。流量調整式嫌気濾床・生物濾過法の基

本的な処理フローを Figure 5 に示す。本法は，定量ポンプを有する嫌気濾床槽と微生物担体

を充填した生物濾過槽および処理水槽からなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 流量調整式嫌気濾床・生物濾過法の処理フロー 
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嫌気濾床槽においては，脱窒を進行させるとともに，十分な槽容量と定量ポンプの働きに 

より流量調整機能を持たせている。生物濾過槽では，微生物担体に付着した微生物膜により 

硝化が進行するとともに浮遊物質を効率よく捕捉・濾過させ，その濾過された処理水槽の水は，

その一部が嫌気濾床槽への循環と生物濾過槽の自動逆洗に使われ，窒素除去および生物

濾過槽の目詰まり防止と微生物量の適正な維持が行われるようになっている。 

流量調整式嫌気濾床・生物濾過法においては，逆洗水中の窒素も脱窒されるため，循環

比 0 においても比較的高い窒素除去性能を有するが，窒素除去率は循環比が 3-4 で最も高く

なる。この時，窒素除去率は 80%以上になり，窒素濃度 10 mg/l 以下の良好で安定した処理

水質を得ることも可能である。一方，生物濾過槽の微生物担体が高い微生物保持性を有する

ため，BOD 除去性能にも優れ，最適循環比においては 95%以上の BOD 除去率を示す。また，

微生物担体槽の物理的除去効果により高い SS 除去性能も有しており，高い透視度も期待 

できる。 

1.4.3    嫌気嫌気嫌気嫌気・・・・好気好気好気好気オキシデーションディッチオキシデーションディッチオキシデーションディッチオキシデーションディッチ法法法法 

本法は，活性汚泥法の一種であり，曝気装置として機械式エアレータを採用し，攪拌効果

を高めるために長円形の無終端水路（ディッチ）の構造を持つことを特徴としている。本来， 

長時間曝気法であるので硝化が進行しやすい。また，処理水路が長いのでエアレータから 

離れた地点では嫌気状態になるので脱窒が起こりやすく，高い窒素除去率を得ることが可能

となる。処理方式としては回分式処理によるもの，ならびに連続式処理で連続曝気式と間欠 

曝気式がある。連続曝気式で安定した窒素除去を得るには，硝化が完全に行われ，かつ， 

脱窒も十分に進行するように，ディッチ内の好気ゾーンと嫌気ゾーンをバランスよく形成させる

ことが不可欠である。また，流入水の有機物を脱窒の炭素源として効率よく消費させるため，

流入水は嫌気ゾーンの入り口付近に入れるのが一般的である。 

間欠曝気式は，好気と嫌気すなわち硝化と脱窒を時間的に区分けできるので，窒素除去率

が安定する。しかし，汚水が連続的に流入するため，曝気停止時における汚水と活性汚泥の

十分な混合への工夫と，処理水への短絡防止に注意する必要がある。 
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1.4.4    包括固定法包括固定法包括固定法包括固定法 

包括固定化法は高分子ゲル内に微生物を固定化し反応槽内にその濃度を高く維持する 

ことで処理の効率化を図る処理法である。反応槽内に任意の菌を任意の菌体量で保持する 

ことが可能であり，排水中の有機物･窒素･リン等は含水ゲルを透過して微生物に摂取される。 

菌体の剥離による菌体の減少はなく，菌体保持量はおおむね安定している。そのため，冬季

の低水温期においても短い滞留時間で窒素除去が可能とされている。汚泥発生量は，増殖 

した菌の滞留時間が長く内部で自己分解が生じやすくなること，また，ゲル内部が通常の増殖

環境と異なるため ATP 収率が低下する結果，菌体生成量が低下することで，従来の生物処理

より少なくなるといわれている。 

1.4.5    膜分離活性汚泥法膜分離活性汚泥法膜分離活性汚泥法膜分離活性汚泥法 

活性汚泥の固液分離には重力沈殿法が用いられてきたが，この固液分離を膜分離に置き

換えたものを膜分離活性汚泥法と称している。本法は，活性汚泥の性状に左右されず固液分

離が可能なことから，屎尿処理に代表される有機性排水処理に適用されていたが，膜濾過 

装置を反応槽の後段に付設し内圧型膜のクロスフロー濾過方式を採用しているため，生活系

排水への適用は維持管理的，コスト的に困難であった。しかし，膜を汚泥中に浸漬させ吸引

することで処理水を得る外圧型膜の登場により浄化槽にも膜分離法の適用が可能となり，  

十分な有機物除去，硝化脱窒による窒素除去を容易に達成できる高度処理となり得ることが

わかってきている。膜分離活性汚泥法は汚泥滞留時間（SRT）を十分長くとることができるため，

特に硝化菌のような増殖速度が遅い微生物の増殖・高濃度維持が容易であり，さらに微生物

を高濃度に維持できることから全体の活性度を高めることができ，反応槽のコンパクト化が  

図れる。このように，活性汚泥と膜分離を組み合わせると活性汚泥の高濃度化が達成でき， 

また，条件設定を適正に行うことで単一槽での硝化・脱窒を容易に制御できる。膜分離法で 

最も重要なことは膜の目詰まりによるフラックスの低下である。フラックスをいかに高く維持する

かの研究は現在も続いており，効果的な洗浄法，膜材質，膜モジュール形状，運転方法等の

検討がなされている。運転操作面から低圧濾過，攪拌流速による膜洗浄，間欠吸引等が有効

とされている。 
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1.5    物理化学的窒素除去物理化学的窒素除去物理化学的窒素除去物理化学的窒素除去[6-16]
 

1.5.1    固液分離法固液分離法固液分離法固液分離法 

窒素源が固形物の場合に適用でき，スクリーン,沈殿,凝集沈殿,浮上分離,砂濾過等の処理

法が適用できる。また窒素源が溶解性タンパク質やコロイド性タンパク質の場合には，pH,水温

を調整することによりタンパク質を析出・凝集させて除去することも可能である。 

1.5.2    不連続点塩素処理法不連続点塩素処理法不連続点塩素処理法不連続点塩素処理法 

アンモニアを含む水に塩素を徐々に添加していくと，式式式式 2.1 を経て式式式式 2.2，2.3 のようにモノク

ロラミン（NH2Cl）やジクロラミン（NHCl2）等が生成し，最後には式式式式 2.4 のように窒素ガスに分解

される。この時の残留塩素は，アンモニアの分解が終了した時点で，極小となりそれ以後再び

増加していく（Figure 6）。この極小点を不連続点と呼び，アンモニア除去にはこれ以上の塩素

が必要となる。 

 H2O + Cl2 → HOCl + HCl     (2.1) 

 NH3 + HOCl  → NH2Cl + H2O     (2.2) 

 NH2Cl + HOCl → NHCl2 + H2O     (2.3) 

 NH2Cl + NHCl2 → N2↑+ 3HCl     (2.4) 

総括反応は式式式式 2.2.5 のようになり，アンモニア態窒素の 7.6 倍の塩素が必要となる。 

 2NH3 + 3Cl2  → N2↑+ 6HCl     (2.5) 

本方法では，90%以上のアンモニア除去率が得られ，汚泥の副生成等がない。しかし，  

有機物，COD，還元性物質が共存する場合には，塩素消費量が増大したり，トリハロメタン等

が副生成したりすることがある。 

 

塩素の代わりに，次亜塩素酸ソーダを使用した場合にも同様に式式式式 2.2.6 のような反応となる。 

 2NH3 + 3NaClO → N2↑+ 6NaCl + 3H2O    (2.6) 

反応は，一般的に pH6-7 で行うが，塩素を使用した場合には HCl により pH が低下するため

pH 調製が必要である。 
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1.5.3    アンモニアストリッピングアンモニアストリッピングアンモニアストリッピングアンモニアストリッピング法法法法 

アンモニアイオン（NH4
+）は水中で式式式式 2.7 のようにアンモニア（NH3）と平衡状態を保って  

いる。 

 NH4
+
 + OH

-
  → NH3 + H2O      (2.7) 

このため，空気と接触させることにより，アンモニアを空気中に放散（ストリッピング）させて 

除去することができる。ここで pH と水温が高いほど右辺のアンモニア濃度が高まり，効率良く

除去することができる。 

実際のプロセスでは，排水を消石灰や苛性ソーダにより，pH10-12 に調製後，放散塔で  

空気と向流接触させてアンモニアを除去する方法や，水蒸気を吹き込み水温を上げることによ

り，同様に除去する方法が適用されている。 

しかし，このまま大気へと放出すると二次公害を引き起こす可能性があるため，除去された

アンモニアを硫酸アンモニウムとして回収したり，式式式式 2.8 の反応のように触媒酸化により窒素 

ガスへ酸化分解したりする等の対策をとる必要がある。 

       触媒 300-400ºC 

 4NH3
+
 + 3O2  → 2N2 + 6H2O     (2.8) 

1.5.4    触媒湿式酸化法触媒湿式酸化法触媒湿式酸化法触媒湿式酸化法 

アンモニアを含む排水を 8kg/cm
2，160ºC に昇温し，触媒充填塔で亜硝酸，過酸化水素と 

2 段階に反応させる窒素ガスまで酸化分解できる。反応式は式式式式 2.9，2.10 に示す通りである。 

 NH3
+ 

+ NO2
-
 → N2 + 2H2O     (2.9) 

 2NH4
+
 + 3H2O2 → N2 + 6H2O + 2H

+
     (2.10) 
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Figure 6 不連続点，塩素処理法による窒素除去 
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排水に亜硝酸を添加し，第 1 塔で式式式式 2.9 の反応によりアンモニアを酸化分解する。ここで 

亜硝酸が残留すると窒素除去率が低下するため少なめに添加し，残留してくるアンモニアは 

さらに第 2 塔で過酸化水素により酸化分解する。式式式式 2.8 の反応によるアンモニアの酸化分解は

液相でも可能である。またこの方法は有機物の分解も行えるため，COD の同時除去に適して

いる。これらの触媒法の適用にあたっては，排水の種類によっては触媒の汚染を防ぐための

前処理が必要となる。 

1.5.5    イオンイオンイオンイオン交換法交換法交換法交換法 

アンモニアイオン,硝酸イオン,亜硝酸イオンはイオン交換樹脂によって除去できるが，イオン

濃度の高い排水では再生頻度が多くなり効率が悪い。しかし，天然ゼオライトは NH4
+につい

ては選択性が高いため，排水処理に適用することができる。再生は水酸化ナトリウムで pH を

11.5-12 程度に調節した食塩水を使用する。再生廃液にはアンモニアを高濃度に含むため， 

さらに廃液の処理・処分が必要となる。排水のアンモニア濃度に比例して設備が大型化する 

ため，高濃度排水の処理には適さない。 

1.5.6    電気分解法電気分解法電気分解法電気分解法 

窒素除去を行う上では，既存システムのほとんどが好気菌による硝化槽であり，排水成分の

硝酸態窒素が主であることから，硝酸イオン還元の触媒活性にすぐれた新規な電極材料と 

電極構造の開発により，硝酸態窒素の高速脱窒処理が可能となる。この技術は，電極方式で

は困難であった低濃度の硝酸態窒素のみならず，アンモニア態窒素等の処理が可能であり，

窒素はほぼ 100％窒素ガスとして大気に放出されるため，環境に与える影響は少なく，有機炭

素源が無添加の脱窒が可能であり，現在開発中の技術である。この手法は，(a)電気分解を 

応用しているため小型化が可能，(b)有機源の管理・補給が不要となり，(c)負荷変動や温度 

変化による処理能力変動にも対応できるため，システムの維持管理が簡単という利点を有して

いる。さらに，BOD/N 比が 1 以下の原水に対して特に有効である。このため，生物反応槽の 

後段に設け，高い窒素除去率を確保するシステムや有機物がほとんどない産業形排水に対し

ては特に有効である。 
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1.6    生物学的生物学的生物学的生物学的リンリンリンリン除去除去除去除去[6-16]
 

1.6.1    嫌気嫌気嫌気嫌気/無酸素無酸素無酸素無酸素/好気法好気法好気法好気法（（（（Anaerobic/Anoxic/Oxic process: A2O 法法法法）））） 

本法は，窒素･リンそれぞれの生物学的除去法を組み合わせた処理法で，活性汚泥微  

生物によるリン過剰摂取現象と，硝化・脱窒反応を利用するものである。嫌気的条件下で進行

するリンの放出と脱窒を別々の槽で行わせるところに特長がある。 

嫌気槽（分子状酸素も結合型酸素もない状態）では，原水と返送汚泥が流入し，原水中の

有機物が汚泥微生物に摂取されるとともに，細胞内に蓄積されたポリリン酸（Poly-P）がオルト 

リン酸（PO4
3-）として放出される。次の無酸素槽では硝化槽から硝化液が循環され，その中に

硝酸,亜硝酸の結合型酸素が呼吸に使われ脱窒が起こる。好気槽では，有機物の酸化,リン 

摂取,アンモニアの硝化が行われ，混合液の一部は無酸素槽へと循環される。流入水の BOD，

特に溶解性 BOD と窒素・リンの比（C/N 比）が大きい方が本法には有利である。本法の基本的

な処理フローを Figure 7 に示す。生物反応槽は，嫌気槽，無酸素槽および好気槽から構成 

される。生活排水を主とする標準的な都市下水であれば，脱窒のためのメタノールや硝化の

ための水酸化ナトリウムの添加は必要ない。また，硝化液の循環は，ポンプを用いる他に， 

好気槽の曝気に伴うエアリフトによる循環を利用することもできる。    

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2    嫌気嫌気嫌気嫌気/好気好気好気好気/無酸素法無酸素法無酸素法無酸素法（（（（Anaerobic/Oxic/Anoxic process：：：：AOA 法法法法）））） 

本法は，窒素・リンそれぞれの生物学的除去法を組み合わせた処理法で，活性汚泥微生

物によるリンの過剰摂取現象と，硝化・脱窒反応を利用するものである。嫌気的条件下で進行

するリンの放出と脱窒を別々の槽で行わせるところに特長がある。嫌気槽（分子状酸素も結合

型酸素もない状態）では，原水と返送汚泥が流入し，原水中の有機物が汚泥微生物に摂取さ

れるとともに，細胞内に蓄積されたポリリン酸がオルトリン酸として放出される。次の無酸素槽で

は硝化槽から硝化液が循環され，その中に硝酸，亜硝酸の結合型酸素が呼吸に使われ脱窒

嫌気槽 好気槽 最終沈殿槽 

処理水 原水 

硝化液循環 

返送汚泥 余剰汚泥 

Figure 7 A2O 法（嫌気/無酸素/好気法）の処理フロー 

無酸素槽 
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が起こる。好気槽では，有機物の酸化,リン摂取,アンモニアの硝化が行われ，混合液の一部は

無酸素槽へと循環される。流入水の BOD，特に溶解性 BOD と窒素・リンの比（C/N 比）が大き

い方が本法には有利である。 

本法の基本的な処理フローを Figure 8 に示す。生物反応槽は，嫌気槽，無酸素槽および

好気槽から構成される。生活排水を主とする標準的な都市下水であれば，脱窒のためのメタノ

ールや硝化のための水酸化ナトリウムの添加は必要ない。また，硝化液の循環は，ポンプを 

用いる他に，好気槽の曝気に伴うエアリフトによる循環を利用することもできる。本法において

は，同一の活性汚泥中に脱リン細菌,硝化細菌,脱窒細菌と生育条件の異なった微生物が  

生存し，また下記 1-3 に示すように，窒素とリンの除去条件には相反する面もあるため，両者の

処理機能をバランス良く発揮させ，常に高率の除去を維持させる運転管理は非常に難しい。 

1. 嫌気槽でのリンの放出には返送汚泥からの結合型酸素の持ち込みは好ましくない。 

2. 嫌気槽で有機物を摂取しすぎると，無酸素槽での水素供与体が不足し，脱窒速度の 

低下につながる。 

3. 好気槽での窒素の硝化には，汚泥滞留時間（SRT）を長くとる必要があるが，リン除去に

とっては，この条件はリン含有汚泥の引抜き量の減少をもたらし，さらに自己酸化での 

リン放出も考えられ，リン除去率の低下の原因となる。 

したがって，窒素・リンを効率良く除去するためには，季節変動に対応した，各処理槽の 

運転条件の適正な維持管理が必要であり，そのためには，反応槽を細分化して各槽の利用

法に融通を持たせ，硝化液の循環先を複数にする等の設計上の配慮が必要である。 

標準的な生活排水の場合，リン除去率で 60-90%，窒素除去率で 50-70%，処理水の全窒

素濃度として 10 mg/l 以下，全リン濃度として 1 mg/l 以下が期待できる。しかし，前述のように，

生物学的に窒素・リンを除去する場合，除去効果を高める操作因子に相反する面があるので，

リン除去率が高い時は窒素除去率が低く，逆に，リン除去率が低い場合は窒素除去率が高く

安定している傾向がある。また，リン除去を行うためには，特に汚泥の管理が重要である。なお，

処理水のリン濃度を安定して低く維持するためには，凝集剤の添加等の補完的な処理法との

併用が有効である。 
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嫌気槽 無酸素槽 最終沈殿槽 

処理水 原水 

返送汚泥 余剰汚泥 

Figure 8 AOA 法（嫌気/好気/無酸素法）の処理フロー 

好気槽 
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1.7    物理化学的物理化学的物理化学的物理化学的リンリンリンリン除去除去除去除去[6-16]
 

富栄養化防止対策として排水中のリン除去が重要であることは周知の事実であり，湖沼・ 

海域における窒素・リンすなわち栄養塩類に起因する富栄養化防止対策として平成 4 年 4 月

からの湖沼水質保全特別措置法の第二次計画に基づく規制強化，平成 5 年 10 月 1 日からの

海域の環境基準，排水基準施工による規制強化が打ち出された。更に平成 5 年 12 月 6 日の

水源保全に係わる中央環境審議会の答申でも窒素・リン対策の強化の必要性が打ち出され

ている。このように，今後の規制の強化からもその必要性が増大すると考えられるが，このよう

な規制強化を図る場合に各種排水に対する高度処理技術が開発されているかどうかは極め

て重要である。これまで開発されたリン除去法は生物学的手法と物理化学的手法に大別され，

生物学的処理法は，コストの面,BOD･窒素･リンの同時除去が可能であること等，有望な処理

法であるが，処理の安定性に欠ける面を持ち合わせており，今後の技術開発に期待が持たれ

ている。そこで，排水中からのリン除去には性能が安定している物理化学的手法，特に凝集沈

殿法に依存しているのが現状であり，リン除去性能を保証しているほとんどの排水処理装置も

物理化学的処理法を採用している。しかし，コストの面,維持管理の面等から物理化学的リン 

除去法にも欠点があり，その技術改善も必要と考えられている。 

1.7.1    凝集沈殿法凝集沈殿法凝集沈殿法凝集沈殿法 

現在最も一般的に用いられている手法であり，リン除去能が高く,信頼性も高いが，汚泥  

発生量が多い,汚泥の濃縮性・脱水性が悪い，かつランニングコストが高い等の欠点もある。 

凝集沈殿法によるリン除去は，水に不溶性のリン酸化合物を生成することと同時にこれらが 

凝集する際，他の成分も取り込みながら沈殿しやすいフロックを形成することを主要な過程とし

て成立する。本法は凝集剤の種類により「石灰添加法」と「金属塩添加法」，添加ポイント別に

より二次処理水等に凝集剤を添加する「凝集沈殿法」と生物反応槽に凝集剤を添加する「凝

集剤添加活性汚泥法」に分類できる。本法は汚泥発生量が多く，脱水機等が必要なため一般

的に大・中規模な施設に適用されることが多い。 

1.7.2    加圧浮上法加圧浮上法加圧浮上法加圧浮上法 

加圧浮上を用いてリン除去をするには，活性汚泥二次処理水等に凝集剤を添加し，リンを

不溶性のフロックにした後，加圧浮上槽で浮上分離を行う。排水または処理水の一部を十分

な空気の存在下で空気がほとんど飽和状態になるまで加圧（約 2-5kg/cm
2）し，この加圧水を
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大気圧に開放すると微細な気泡が多量に放出されるが，浮上分離槽で加圧水と処理水が混

合されることにより，この微細気泡によってフロック等の懸濁粒子が浮上し，処理水との分離が

可能となる。 

1.7.3    凝集剤添加活性汚泥法凝集剤添加活性汚泥法凝集剤添加活性汚泥法凝集剤添加活性汚泥法 

凝集剤添加活性汚泥法は活性汚泥処理を行っている処理工程において，曝気槽または 

その前後に凝集剤として各種金属塩の注入を行い，リンと凝集剤の反応物を活性汚泥ととも

に沈殿池で沈殿除去しようとするものである。凝集剤として石灰を使用すると pH の上昇を招き，

生物相に悪影響を及ぼすため金属塩が一般的に用いられる。 

凝集剤とリンとの反応は凝集沈殿法と同様に次式（式式式式 2.11, 2.12）で表される。 

FeCl3 ＋ PO4
3-  → FePO4 ＋ 3Cl

- 
    (2.11) 

Al2(SO4)
3- ＋ 2PO4

3- → 2AlPO4 ＋ 3SO4
2-

   (2.12) 

1.7.4    晶析晶析晶析晶析（（（（接触接触接触接触））））脱脱脱脱リンリンリンリン法法法法 

晶析脱リン法の原理は石灰凝集沈殿法と同じく正リン酸イオンがカルシウムイオンと難溶性

の塩（ヒドロキシアパタイト）を生成する反応に基づいているが，凝集沈殿法ではフロックを形成

させて沈降分離するのに対して，本法はヒドロキシアパタイトを種結晶表面に析出させて除去

を行うことを特徴としている。晶析法は接触脱リン法とも呼ばれ我が国では両者の名称が用い

られている。 

5Ca
2+ ＋4OH

- 
+ 3HPO4

2- → Ca5(OH)(PO4)
3 ＋ 3H2O   (2.13) 

1.7.5    吸着法吸着法吸着法吸着法 

活性アルミナはリン酸イオンに対して選択的なイオン交換能力を持っており，固定床に充填

して通水すると高い吸着力を示す。また，3 価の金属イオンを吸着させたキレート樹脂を用い

ても同様にリン酸を選択的に吸着除去することができる。 

1.7.6    鉄接触材鉄接触材鉄接触材鉄接触材リンリンリンリン除去法除去法除去法除去法 

鉄接触材を用いたリン除去技術は，曝気槽等の生物反応槽に鉄接触材を浸漬して曝気・

撹拌することによって，水中に鉄イオンが溶出するという鉄の腐蝕現象を利用し，排水中のリン

酸と鉄イオンを反応させ不溶性のリン酸鉄として汚泥と共に沈殿除去する方法である。鉄の溶

出は電気化学的腐蝕と生物学的腐蝕の 2 つがあるといわれている。電気化学的腐蝕現象で

は，溶存酸素を含んだ汚水が電解質溶液となり鉄材を電極とする酸素濃炎電池，または通気

差電池を形成し鉄は水中で電気化学的な腐蝕を起し鉄イオンを溶出する。溶出した鉄イオン
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は酸化鉄,水酸化鉄,リン酸鉄等の化合物になるが，酸化鉄,水酸化鉄は鉄材表面に沈積・  

付着して酸素の拡散を抑制し，腐蝕を防止する防蝕性の付着皮膜の役割を担うことから，リン

除去を行う場合には付着皮膜を形成させないようにする必要がある。 

1.7.7    ストラバイトストラバイトストラバイトストラバイト（（（（リンリンリンリン酸酸酸酸マグネシウムアンモニウムマグネシウムアンモニウムマグネシウムアンモニウムマグネシウムアンモニウム））））回収法回収法回収法回収法 

ストラバイト回収法は，排水中の窒素･リンを有用な化学肥料であるリン酸マグネシウムアン

モニウム六水和物（ストラバイト）として回収する方法である。ストラバイトはオルトリン酸イオン，

アンモニウムイオンおよびマグネシウムイオンと反応する。その反応式を式式式式 2.14 に示す。 

Mg
2+ ＋ NH4

+ ＋ HPO4
2- ＋ OH

-＋6H2O → MgNH4PO4·6H2O ＋ H2O (2.14) 

ストラバイトの溶解度は pH が 5-7 以上に上昇するにつれて急激に減少し，ストラバイト結晶が

生成する。また，温度の影響も受け 25ºC までは増加し，それを境に低下する傾向である。 

1.7.8    アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム電解法電解法電解法電解法 

本法は金属アルミニウムを強制的に電解することで溶出するアルミニウムイオンと排水中の

リン酸イオンと反応･凝集分離させ，系外に取り出すことでリン除去を行う方法である。 
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1.8    リンリンリンリン蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌 

1.8.1    生物学的生物学的生物学的生物学的リンリンリンリン除去除去除去除去（（（（Enhanced biological phosphorus removal: EBPR））））のののの仕組仕組仕組仕組みみみみ 

一般に活性汚泥の乾燥重量当たりのリン含有率は約 1-2%程度であり，このような活性汚泥

では都市排水中に含まれるリンの約 30%程度しか除去できないといわれている。活性汚泥法

による脱リンは細菌のポリリン酸蓄積能力を利用している。大変面白いことに活性汚泥法に  

よる脱リン効率は，活性汚泥を嫌気条件及び好気条件に交互に繰り返すことによって向上 

することが知られている。しかも，嫌気条件下において活性汚泥は排水中にオルトリン酸を  

放出し，好気条件下で排水中からリン酸を取り込む。好気条件下で活性汚泥が取り込むリン

酸量が，嫌気条件で放出するリン酸量を上回ることにより，結果的にリンが排水中から除去さ

れる。このときの物質変化を Figure 9 に示す。一見すると，嫌気条件下でのリン酸放出は無駄

のようであるが，この工程を省略すると活性汚泥のリン除去効率は顕著に低下してしまう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この性質を利用した多くの生物学的リン除去プロセスが実用化されており，その代表的な 

ものが嫌気/好気活性汚泥法である。しかし，複雑な微生物群集からなる活性汚泥の脱リン機

構はまだよく分かっておらず，安定して高い脱リン効率を維持することは難しい。また，一度   

脱リン効率が低下すると回復させるのに時間を要する等，多くの問題が残されている。嫌気/ 

好気活性汚泥法による脱リン機構については，次のような経験的に現象を上手く説明する  

面白い仮説が作られている。まず，活性汚泥を嫌気条件にすると，排水中の有機物を通性嫌

気性菌が有機酸に変換する。次に，ポリリン酸を蓄積する細菌がポリリン酸をエネルギー源と

して，有機酸を体内に取り込み，PHA（ポリヒドロキシアルカノエイト）等のエネルギー貯蔵物質

を合成する。PHA 等を合成するためのエネルギー源として使われたポリリン酸はリン酸に分解

好気条件 嫌気条件 

TOC 
PO4

3- 

微生物内 PHA 

Figure 9 嫌気/好気法の物質濃度変化 
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され，菌体内で過剰となったリン酸が菌体外に放出される。好気性条件下になると，ポリリン酸

を蓄積する細菌は菌体内に蓄えた PHA 等のエネルギー貯蔵物質を酸化して，菌体外から  

リン酸を取り込んでポリリン酸を合成する（Figure 10）。活性汚泥を交互に嫌気条件と好気  

条 件 下 に お き 続 け る と ， 排 水 中 の 有 機 物 を 有 効 に 利 用 で き る ポ リ リ ン 酸 蓄 積 菌

（Phosphate-accumulating organisms: PAOs）が優占種となり，結果的に活性汚泥の脱リン能力

が向上するという仮説である。一般の好気性従属栄養細菌や脱窒菌は，電子受容体（酸素や

硝酸）のない条件下では有機物の利用に必要なエネルギーを得られないために，ポリリン酸

蓄積菌との競合に負けてしまう。このような嫌気/好気といった生物学的選択圧により系内に 

ポリリン酸蓄積菌が優占化すれば，そのリン含有率が高いのでこれを余剰汚泥として引き抜く

ことにより高率のリン除去が達成される。しかしながら，活性汚泥が複雑な微生物群集から成り  

立っているために，この仮説を証明することは容易ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のような条件を満たす嫌気好気法の変法は数多く存在し，その代表的なものを Figure 

11-13 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有機物 

リン酸 

ポリリン酸 

PHA 

グリコーゲン 
 

 

 

 

グリコーゲン 

PHA 

ポリリン酸 

CO2 

リン酸 

 好気条件 

Figure 10 リン蓄積細菌の代謝機構 

還元力 

エネルギー エネルギー 

嫌気条件 

Figure 11 嫌気/好気法 

原水 

好気槽 嫌気槽 

処理水 

沈殿工程 

返送汚泥 
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1.8.2    リンリンリンリン蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌のののの代謝機構代謝機構代謝機構代謝機構[17-22]
 

1.8.1 でも述べたように，嫌気/好気法でリン蓄積細菌が優占する理由は，嫌気条件下に  

おいて増殖制限基質である有機物をほかの微生物にさきがけて摂取できるからである。その

ため，嫌気的有機物摂取の機構解明はリン蓄積細菌が優占化するメカニズムの本質を明らか

にすることにつながる。このような観点から，リン蓄積細菌に摂取された有機物の代謝につい

てさまざまな研究者により研究がなされてきた。有機物の摂取には第一にエネルギーが必要

である。このエネルギーは高エネルギー化合物であるポリリン酸を加水分解により得ている。 

また，嫌気条件で摂取された有機物がポリヒドロキシ酪酸（PHB）として汚泥内に蓄えられること

は染色試験により分かった。さらに，有機物の蓄積形態は PHB に限らず，その類似ポリマーを

含むポリヒドロキシアルカノエイト（PHA）と呼ばれる一群の化合物であること，また，嫌気条件

下で PHA が合成されるときには汚泥内にあらかじめ蓄積されていたグリコーゲンというポリマ

ーが消費されることが明らかとなった。 

Figure 12 嫌気/無酸素/好気（A2O）法 

原水 

好気槽 嫌気槽 
処理水 

無酸素槽 

硝化液循環 

沈殿工程 

返送汚泥 

Figure 13  UCT（University of Cape Town）プロセス 

原水 

好気槽 嫌気槽 
処理水 

無酸素槽 

硝化液循環 

沈殿工程 

返送汚泥 
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Figure 9 に示したように，嫌気条件では汚泥からのリン放出･汚泥内への有機物（TOC）の

摂取･PHA 蓄積に加えて汚泥内グリコーゲン消費が観察され，好気条件では，PHA 消費･リン

摂取とともにグリコーゲン蓄積が見られる。PHA は非常に還元的な化合物であり，その生成に

は，基質となる有機物の種類にもよるが一般に還元力が必要である。この還元力（NADH2）は

あらかじめ好気条件において細胞内に蓄積しておいたグリコーゲンを嫌気的に分解し，その

一部を炭酸ガスに酸化することにより得ていると説明できる。以上のように，嫌気条件において，

有機物を取り込んで PHA 合成･貯蔵する際，合成に必要なエネルギーはポリリン酸の溶解， 

還元力はグリコーゲンの糖代謝によって供給される。しかし，この還元力の供給においては，

化学量論的に電子バランスが合わないことから，還元力の供給において TCA サイクルの役割

が考えられており，そのサイクルに働くいくつかの酵素の分析に基づいて PHA 合成に必要な

還元力の一部が TCA サイクルから供給できているといわれている。この還元力の供給はグリコ

ーゲンから約 70％，TCA サイクルから約 30％であるとの報告もある。実際の排水処理プロセス

は質的にも量的にもダイナミックなプロセスであり，流入水中の有機物は質・量とも刻々と変化

する。リン蓄積細菌がこのような変化に対応して，嫌気条件において他の微生物より先に有機

物を摂取できるように準備しておかなくてはいけない。つまり，有機基質を PHA に変換して 

蓄積するのに要する還元力の量が種類によって異なるので，状況に応じてその還元力を供給

するための機能を持っていなくてはならない。グリコーゲンを嫌気的に炭酸ガスに分解するよう

な代謝はそのような機能を果たしている。“リン蓄積細菌はグリコーゲンによる細胞内酸化還元

バランス調節機構を利用して各種の有機基質を嫌気的に摂取し PHA を蓄積する”と考えるこ

とで，嫌気条件での実際の起こる現象のかなりの部分を説明できる。しかし，ある種のアミノ酸

や一部の有機酸の嫌気的摂取はこの考え方では説明できないため，これ以外の機構も存在

するようである。このため，さらなる検討が必要であると考えられる。 

一方，好気条件での代謝は次のように説明される。嫌気条件においてリン蓄積細菌により

有機物がほぼ完全に摂取されてしまうので，好気条件においては上澄みには有機物はほとん

ど残っていない。したがって，好気条件では，リン蓄積細菌は細胞内に蓄積した PHA を唯一

の炭素源・エネルギー源として利用しながら増殖する。このとき，次に嫌気条件に返送された

時にすぐに有機物の摂取を可能とするためには，ポリリン酸およびグリコーゲンのレベルを  

好気条件のうちに高めておかなくてはならない。すなわち，好気条件での代謝反応では，

PHA の一部を呼吸反応により炭酸ガスに分解しエネルギーを得るとともに，そのエネルギーを
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①ポリリン酸合成,②グリコーゲン合成,③増殖に振り分けなくてはならない。また，PHA の残り

の部分は炭素源として，①菌体細胞そのもの,②グリコーゲン合成のために使われる。PHAとし

て蓄えられた炭素源の好気条件での各用途への振り分けの制限機構は，安定なリン除去とい

う工学的な面から見ても必要な情報であり，今後明らかにしていくべき課題の一つである。 

以上の代謝の全体像において，特に注目すべき点は，ポリリン酸,グリコーゲン,PHA という 

3 種類の蓄積物質が嫌気/好気の繰り返しの中で，それらがすべて合成と分解を繰り返して 

いることである。これらの蓄積物質の合成には大量のエネルギーが必要なので，合成･分解の 

繰り返しはエネルギーの大きな浪費につながる。つまり，単にエネルギー効率的な視点からは，

リン蓄積細菌は非常に無駄の多い代謝を行っているといえる。しかし，このような代謝は，嫌気

条件で他の微生物に先んじて有機物を摂取することで，有機基質をめぐる他の微生物との 

競合に打ち勝つという目的のためには，この代謝が必須であると考えられる。 

1.8.3    リンリンリンリン蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌のののの種類種類種類種類[17-22]
 

水系の富栄養化が問題となっている現在，標準活性汚泥の前段に嫌気プロセスを設けた

嫌気/好気法による生物学的リン除去プロセスは運転法に関する経験的なノウハウも蓄積し，

実用段階に入っている。しかし，多くの研究者の長年にわたる研究にもかかわらず，実際の 

系でポリリン酸を蓄積し，リン除去を担っている微生物はいまだ単離されておらず，いわゆる 

リン蓄積細菌は不明のままである。生物学的リン除去プロセスの全体像は，“個々の微生物の

代謝を解明していくのではなく，汚泥全体の代謝として取り扱うことで一応説明されている”と

いうのが現状である。このため，しばしば報告されている，リン除去能の突然の消失等といった

現象は，今までの経験的知見だけでは説明しきれない問題として残っている。より安定した 

運転法を確立するためには，実際の系で働いているリン蓄積細菌を明らかにすることは大きな

課題である。 

1.8.4    生物学的生物学的生物学的生物学的リンリンリンリン除去除去除去除去プロセスプロセスプロセスプロセスにおけるにおけるにおけるにおける微生物群集構造解析微生物群集構造解析微生物群集構造解析微生物群集構造解析[23-41]
 

1990 年代以降の分子生物学的解析技術の発展により，微生物の遺伝情報に基づく生態学

的解析が行われるようになり，リン蓄積細菌に対しても，その遺伝情報に基づいた解析が行わ

れるようになった。ここでは，1990 年代以前の培養に依存したポリリン酸蓄積細菌の特定と， 

微生物内の遺伝子解析ツールである Polymerase chain reaction（PCR）法，および特定微生物

を検出する Fluorescence in situ hybridization（FISH）法を中心にこれまでになされてきた生物

学的リン除去（EBPR）の微生物群集構造解析の流れをまとめた。 
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1.8.4.1    古典微生物学的手法古典微生物学的手法古典微生物学的手法古典微生物学的手法によるによるによるによるリンリンリンリン蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌のののの特定特定特定特定 

これまで，リン蓄積細菌を明らかにするために，培養法が多く用いられてきた。1975 年 Fuhs 

et al.
[23]により Acinetobacter 属の細菌が単離され，以後この属について盛んに研究された。

Nakamura et al.
[24]は，リン取り込み放出活性を持つリン蓄積細菌，Microlunatus phosphovorus

を単離した。その他，多くの細菌が単離されたが，いずれの単離株も，生物学的リン除去を 

担うリン蓄積細菌が持つ特徴をすべて満たしたものはなかった。その特徴とは，嫌気状態にお

ける酢酸の取り込みとリン放出，好気状態におけるポリリン酸の蓄積である。Nakamura et al.
[24]

の M. phosphovorus は，唯一実際の汚泥と同じようなリン放出・取り込み活性を示したが，生物

学的リン除去プロセスでよく用いられる酢酸の利用性がほとんどなかった。また，沈降性が低く，

沈殿地での固液分離が困難であった。 

1.8.4.2    培養培養培養培養をををを伴伴伴伴わないわないわないわない生物学的生物学的生物学的生物学的リンリンリンリン除去除去除去除去プロセスプロセスプロセスプロセスのののの群集構造解析群集構造解析群集構造解析群集構造解析 

近年になって，分子生物学や化学分類法の発展により，新しい群集解析手法が使用可能と

なった。これらの手法を用いて，新たな研究が行われてきている。Wagner et al.
[25]は，

Acinetobacter 属に特異的なプローブを設計して，活性汚泥に適用し，Acinetobacter の寄与は

大きくないことを示した。また，グラム陽性菌高 GC 群が多量に存在し，ポリリン酸顆粒を持って

いたことから，グラム陽性菌高 GC 群がリン除去を担っている可能性を示唆した。Kampfer et 

al.
[26]も，Wagner 同様，グラム陽性菌高 GC 群がリン除去を担っている可能性を示唆している。

Christensson et al.
[27]は，酢酸を主要な炭素源とする人工基質を与えたラボスケールのリアクタ

ーを対象として，PCR クローニング法を行い，51 クローンのうち 31％のクローンがグラム陽性菌

高 GC 群であるという結果を得た。 

また，Kawaharasaki et al.
[28]は，M. Phosphovorus に特異的なプローブを作成して，DAPI

（4’,6-diamidino-2-phenylindol）によるポリリン酸染色との 2 重染色を行い，M. Phosphovorus は，

DAPI で染まったポリリン酸を含有する細菌のうち，9％くらいしかないことを示した。さらに，

Kawaharasaki et al.は，グループ特異プローブと DAPI で 2 重染色行い，DAPI で染まるものの

なかには，グラム陽性菌高 GC 群と α-Proteobacteria 群が多かったという報告もしている[28]。 

一方，Bond et al.
 [29]は，生下水を基質として馴養した嫌気/好気汚泥を対象に PCR クロー 

ニング法を行い，リン除去能の高い汚泥からは，リン除去能が低い汚泥からに比べて，

Rhodocyclus が多く検出されるという結果を得た。さらに，Hesselmann et al.
[30]

,Crocetti et al.
[20]

は，酢酸を主要な炭素源としたリアクターから，非常に高い割合で Rhodocyclus 属に近縁な  
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グループを検出した。これらのグループは，Rhodocyclus 属に近縁だが，光合成能がないので，

Hesselmann et al.は新属を提案している[30]（Rhodocyclus 属とは，光合成細菌として単離，命名

された属である。）。また，Mudaly et al.
[21]は，EBPR の嫌気/無酸素/好気槽において，FISH

（Fluorescence in situ Hybridization）法を適用し，β-Proteobacteria 群 22％,α-Proteobacteria 群

19％ ,γ-Proteobacteria 群 17％ ,グラム陽性菌高 GC 群 11％ ,Cytophaga-Flavobacterium 

8％,Acinetobacter spp. 9％以下という結果を得た。β-Proteobacteria 群は汚泥全体の 64％と 

優占化したが，DAPI によるポリリン酸染色により大量のポリリン酸を蓄積していないようであっ

た。それに対して，α-Proteobacteria 群の 85％までが大量のポリリン酸を蓄積していると推測 

された[21]。 

以上のように，さまざまな結果がでてきているが，これらの結果を統一的に説明する解釈は

いまだにない。リン蓄積細菌という，ユニークな微生物群が存在するのではなく，複数の系統

的に多様な微生物群がポリリン酸蓄積能を有している可能性も考えられる。よって今後も，さま

ざまな系において群集を解析していく必要がある。 

1.8.4.3     リンリンリンリン蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌のののの競合微生物競合微生物競合微生物競合微生物（（（（グリコーゲグリコーゲグリコーゲグリコーゲンンンン蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌 Glycogen-accumulating 

organisms: GAOs）））） 

EBPR においては，ラボスケールにおいても実排水処理プロセスにおいても偶発的にリン 

除去能が悪化することが報告されている[31,32]。この原因として着目されたのが流入する有機炭

素源の基質である。基質にグルコースが存在する場合においては，処理が悪化することが確

認されている。また，処理悪化時には，”G-bacteria”と称される微生物が存在することが報告さ

れている[33,34]（なお，”G-bacteria”はとは 4 分子上を形成していたり，クラスターを形成していた

りするという形態学的特徴から命名されている）。また，4 分子上のクラスターを形成す

る”G-bacteria”は TFO（Tetra-forming organisms）と称されている[34]。 

 Cech, Hartman はグルコースを炭素源として用い，リン除去能が悪化した際に“G-bacteria”が

優占化することを報告した [35,36]。彼らは，ある運転条件においては嫌気条件において

“G-bacteria”がリン蓄積細菌よりも生態学的に有利になるという仮説を立てた。つまり，

“G-bacteria”はリン蓄積細菌よりもグルコースの利用性に優れ，グルコースからPHA を生成し，

続く好気条件においてグリコーゲンを生成すると考えている。さらに，“G-bacteria”はポリリン酸

を蓄積しないことから，EBPR は段階的に崩壊することになる。同様の検討が Liu et al.
[37]に  

よっても行われており，同様の結果に至っている。グリコーゲンおよび他糖質の取り込みをリン

放出せずに獲得でき，基質資化のエネルギー源としてポリリン酸を利用しないことが報告され
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ている。さらに，好気条件においてグリコーゲンを蓄積することは生態学的観点からグリコーゲ

ン蓄積細菌（Glycogen-accumulating organisms: GAOs）と称されている。グリコーゲン蓄積  

細菌がリン蓄積細菌と異なる生態をしていることから，系統学的分類においてリン蓄積細菌と

異なることが考えられる。さらに，リン蓄積細菌およびグリコーゲン蓄積細菌との基質の競合等

を詳細に解明し，急激な処理悪化メカニズムを詳細に解明する上では，分子生物学的手法を

用いた解析が非常に有効である。 
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1.9    脱窒性脱窒性脱窒性脱窒性リンリンリンリン蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌 

嫌気/好気法ではリン蓄積細菌が優占してくるため，リン蓄積細菌の呼吸における電子受容

体は酸素であることは知られていた。しかしながら，ここ数年の研究で硝酸態結合酸素を利用

してリンを蓄積する，つまり脱窒能のあるリン蓄積細菌（脱窒性リン蓄積細菌）が存在するという

ことが分かってきた。また，嫌気/無酸素（分子状の酸素が存在しない）条件における物質収支

から，リン取り込み時の電子受容体として硝酸態結合酸素を用いた場合，酸素を用いた場合

に比べて，汚泥生成量が 7 割程度であるという報告もある。このことから，脱窒性リン蓄積細菌

を用いた窒素・リンの処理は，リン蓄積細菌と脱窒細菌を用いた処理に比べて，必要な有機炭

素源が少なくなるだけでなく，余剰汚泥発生量も少なくなると考えられている。このように，脱窒

性リン蓄積細菌は上記に述べたメリットから有用であると考えられている。一方，一般的なリン

蓄積細菌と同様，硝化細菌や脱窒細菌に比べて安定性が低く，一度活性を失うと回復させる

のが難しいといわれている。また単離・培養が困難な細菌といわれており，詳しい性質・種類は

明らかになっていない部分が多い。そこで，このような脱窒性リン蓄積菌に関する研究を次に

いくつか挙げる。 

1.9.1    脱窒性脱窒性脱窒性脱窒性リンリンリンリン蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌のののの特徴特徴特徴特徴 

1.9.1.1    脱窒性脱窒性脱窒性脱窒性リンリンリンリン蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌のののの優占率優占率優占率優占率[38] 
 

リン蓄積細菌および脱窒性リン蓄積細菌がどの位のリン除去能を持ち，どの程度優占化 

するのかについて研究が行われた。この研究は，嫌気/無酸素/好気条件でリン除去を行って

いる下水処理場の活性汚泥について，次のような回分実験が行われた。まず，汚泥を 3 つの 

リアクターに分け，等量の酢酸と 5 mg/l の PO4-P (KH2PO4 として)を加え嫌気状態とした。    

その後，3 つのリアクターをそれぞれ，嫌気/好気条件（: R1）,嫌気/無酸素/好気条件（: R2）, 

嫌気/無酸素条件（: R3）にして，そのリン濃度の変化とリン蓄積細菌がリンを取り込むための 

エネルギー源となる物質である PHA 量を測定した（Figures 14, 15）。その結果，R1 の嫌気/ 

好気条件でリン取り込みが一番大きく，R3 の嫌気/無酸素条件で一番小さくなった。同様に，

PHA消費量もR1で最大，R3で最小となった。この結果を基に，一般のリン蓄積細菌と脱窒性

リン蓄積細菌の存在比をリン取り込み速度から計算すると，R1 と R3 の結果を比較したもので

はリン蓄積菌が 45%，脱窒性リン蓄積菌が 55％であると報告している。また，R2 を基に計算 

したものでは，リン蓄積細菌が 42%，脱窒性リン蓄積細菌が 58％であると報告している。 
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1.9.1.2    脱窒性脱窒性脱窒性脱窒性リンリンリンリン蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌のののの脱窒機能脱窒機能脱窒機能脱窒機能[39]
 

    脱窒性リン蓄積菌の脱窒機能について，硝酸濃度の違いによる脱窒速度の変化,亜硝酸 

濃度の違いによる脱窒速度の変化,硝酸と亜硝酸が混在するときの脱窒速度の変化,汚泥中

のリン蓄積菌と脱窒性リン蓄積菌の構成比について検討が行われている。 

1.9.1.2.1    脱窒性脱窒性脱窒性脱窒性リンリンリンリン蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌のののの硝酸脱窒能硝酸脱窒能硝酸脱窒能硝酸脱窒能[40]
 

リン蓄積菌のリン蓄積能において電子受容体として硝酸性窒素の濃度の違いがリン蓄積 

および脱窒に及ぼす影響を調べるために次のような実験が行われた。 

汚泥に模擬排水を加え，嫌気条件を 2 時間おく。嫌気条件終了後，汚泥を 3 つに分け電子

受容体として硝酸性窒素をそれぞれ 5, 15, 25 mg-N/l になるように添加し，リン,硝酸濃度変化

を経時的に測定した。Table 4 に示したように，硝酸性窒素濃度が高いほどリン取り込みが  

増えるが，硝酸性窒素濃度が低い場合リン取り込みがほとんど起こらないことが分かった。これ

は，リン蓄積細菌が無酸素条件での反応初期にリン取り込みより呼吸に硝酸性窒素を用いた

ためと推測される。また，硝酸性窒素の初期濃度が低い場合，リン取り込みがほとんど行われ

ず，硝酸性窒素の脱窒が終わった後に，リン再放出が起こってしまうことが分かった。 

本実験のように，無酸素あるいは嫌気性条件下で有機炭素源の摂取を伴わないリン放出の

原因については，詳しく分かっていないが pH の影響だといわれている。培養過程で観察され

た pH 変化は，嫌気性条件から反応が進むに連れて pH が上昇し，最終的に pH が約 8.2 に 

なった。このリン放出は高い pH 条件下で，細胞質（Cytoplasm）の pH 維持のために細胞内ポリ

リン酸を加水分解して H2PO4
-を生産し，pH 調整を行うことに起因するものと示唆される。 

 

Figure 14    リン濃度の経時変化 Figure 15    PHA の経時変化 
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1.9.1.2.2    脱窒性脱窒性脱窒性脱窒性リンリンリンリン蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌のののの硝酸硝酸硝酸硝酸････亜硝酸選択性亜硝酸選択性亜硝酸選択性亜硝酸選択性[41]
 

 電子受容体として硝酸,亜硝酸の両方が存在する際にどちらの電子受容体を用いてリン取り 

込みが起こるのかについての検討が以下のように行われている。 

まず，汚泥に模擬排水を加え嫌気条件を 2 時間おく。嫌気条件終了後，汚泥に電子受容

体として亜硝酸性窒素を 25 mg-N/l,硝酸性窒素を 25 mg-N/l になるようにそれぞれ加える。 

その後，リン濃度変化,硝酸濃度変化,亜硝酸濃度変化を経時的に測定する。その結果，無酸

素条件が始まった時から硝酸性窒素の脱窒と共にリン取り込みが起こり，亜硝酸性窒素が  

蓄積した。また，脱窒により硝酸性酸素が無くなった後，亜硝酸性窒素が用いられた。つまり，

硝酸性窒素および亜硝酸性窒素の両方の電子受容体が存在する際に硝酸性窒素が優先的

に用いられ，硝酸が存在しない場合のみ亜硝酸性窒素も用いられることが分かった。 

以上のことをまとめると，それぞれの電子受容体（亜硝酸態結合酸素と硝酸態結合酸素）の

存在下で脱窒性リン蓄積細菌の基礎的な生理学的性質についての一連の結果により，これま

での研究では，電子受容体として亜硝酸態結合酸素を利用してリンを取り込むことができない

と知られていたが，電子受容体の種類に関係なく脱窒とリンの取り込みができることが新たに

明らかにされている。硝酸態結合酸素の場合，初期の電子受容体負荷が高いほど，また菌体

濃度が低いほど，窒素あたりのリンの取り込み量が増加することが明らかになっている。これに

対して，亜硝酸態結合酸素の場合，硝酸態結合酸素と比べて，リンの取り込みの効率が低く，

さらに，初期の電子受容体負荷が高いほどリンの取り込みに阻害を与えることも同時に明らか

になっている。この結果は，嫌気条件下で菌体内に蓄積する不溶性高分子物質の量と関係が

あることが分かった。すなわち，硝酸態結合酸素の場合，リンの取り込み量あたり利用された

PHB 量は，負荷が高いほど少なかったことから，硝酸態結合酸素の負荷が高いほど，効率よく 

リンの取り込みができることを示唆している。 

 

 

Table 4 添加 NO3
-
-N の違いによるリン取り込み速度の比較 

NO3-N 

[mg/l] 

P-uptake 

[P-mol/(N-mol·g-MLSS)] 

5 0.060 

15 0.137 

25 0.157 
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1.9.1.2.3    電子受容体電子受容体電子受容体電子受容体とととと電子供与体電子供与体電子供与体電子供与体がががが同時同時同時同時にににに存在存在存在存在するするするする条件条件条件条件でのでのでのでの生理学的性質生理学的性質生理学的性質生理学的性質[41]
 

 電子受容体（硝酸態結合酸素と分子状酸素）と電子供与体（酢酸）が同時に存在する条件

下での脱窒性リン蓄積細菌の生理学的性質に関する検討が Ahn et al.によってまとめられて

いる。硝酸態結合酸素と酢酸が同時に存在する際，脱窒量が増加するほど酢酸の取り込み 

量が増加し，リンの放出と細胞内 PHBも増加することが分かった。さらに，PHB合成を行うのに

必要な還元力の供給源であるグリコーゲン分解量の減少が報告された。これまで，硝酸態  

結合酸素が存在する際に，脱窒性リン蓄積細菌はクエン酸回路（TCA 回路）における酢酸の

酸化によって還元力を供給していると言われていたが，この結果から，解糖回路におけるグリ

コーゲンの分解によって一部分の還元力が供給されることが明らかになっている。さらに，  

脱窒量がもっとも多い時にポリヒドロキシ吉草酸（PHV）の蓄積が起こったことから，グリコーゲ

ンの分解が還元力とエネルギー供給だけでなく，細胞内の酸化･還元バランスの役割も果たし

ていることが明らかになっている。一方，分子状酸素と酢酸が同時に存在する際にも，リン  

放出と PHB 蓄積が起こっているが，無酸素条件下でのリン放出量と PHB 蓄積量が大きいほど，

続く好気条件でのリン放出量と PHB 蓄積量が減少している。この結果から，電子受容体の  

種類に関係なく，炭素源が存在する限り PHB 合成が起こることを示唆している。これに加え，

その際にクエン酸回路における酢酸酸化によるエネルギー供給ができるにもかかわらず，リン

放出が見られたことから，ポリリン酸溶解が酢酸取り込みおよび活性化と直接的につながって

いることが示唆されている。また，PHB 蓄積量が減少する代わりにグリコーゲン蓄積量が増加

することから，細胞内に取り込んだ酢酸を利用して PHB を合成した後，残りの酢酸がグリコー

ゲンに代謝されることが明らかにしている。 

1.9.1.2.4    脱窒性脱窒性脱窒性脱窒性リンリンリンリン蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌のののの選択的培養選択的培養選択的培養選択的培養とととと優占化優占化優占化優占化[42]
 

リン取り込み能がない汚泥を用いて，嫌気/好気条件下で回分式反応槽の運転を行い，  

電子受容体として，酸素のみを用いるリン蓄積細菌の選択的培養を行った。その後，硝酸態

結合酸素と酢酸が同時に存在する際に，脱窒・リン放出および PHB 蓄積が同時に行えるとい

う脱窒性リン蓄積細菌の特有の生理学的特徴に基づいて，嫌気条件初期に炭素源とともに 

少量の硝酸を供給して嫌気/好気条件で運転を行い，脱窒性リン蓄積細菌の選択的培養を 

行った。その結果，脱窒性リン取り込み能が徐々に増加して酸素を用いたリン取り込み能の

50％まで到達した。さらに，嫌気/無酸素条件に切り替えて運転を行った結果，電子受容体と

して酸素のみを用いるリン取り込み能は減少したが，硝酸態結合酸素を用いたリン取り込み能
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が増加したことで，脱窒性リン蓄積細菌の選択的培養と優占化の手法が確立された。 

1.9.1.2.5    脱窒性脱窒性脱窒性脱窒性リンリンリンリン蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌のののの窒素窒素窒素窒素・・・・リンリンリンリン同時除去同時除去同時除去同時除去システムシステムシステムシステムへのへのへのへの応用応用応用応用[43]
 

脱窒性リン蓄積細菌を利用して，単一処理槽で窒素･リンを同時に除去する新しい概念を

導入したプロセス開発のための基礎的試験として，嫌気/好気/無酸素条件下で回分式反応槽

の運転が行われている[43]。本プロセスにおける窒素･リン除去の仕組みを Figure 16 に示す。 

好気条件下でアンモニアの亜硝酸,硝酸への硝化反応が起こり，その後の無酸素条件下で

硝酸態結合酸素を用いてリン除去をするというものである。しかし，好気条件下でのアンモニア

の硝化速度が遅いため，リン取り込みが起こるので，結果的に，無酸素条件下での脱窒を  

伴ったリン取り込みができなくなる。そこで，好気条件初期に少量の炭素源を供給することによ

って好気条件下でのリン取り込みを阻害し，次の無酸素条件下で硝酸態結合酸素を用いて 

リン取り込みを行わせる手法を提案している。その結果，無酸素条件下でリン取り込みの向上

が確認され，単一処理槽で窒素･リンを同時に除去できることが示された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2    脱窒性脱窒性脱窒性脱窒性リンリンリンリン蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌のののの代謝機構代謝機構代謝機構代謝機構 

Kuba et al.
[44]は脱窒性リン蓄積菌のリン除去の代謝モデルについて研究を行っている。

Smolder et al.
[45]が提唱した嫌気/好気条件での代謝モデルを嫌気/無酸素条件に当てはめ， 

リン酸化に関する動力学定数を変形し，脱窒性リン蓄積菌のリン除去の代謝モデルを提案  

した。嫌気/無酸素条件による回分実験を行った結果，このモデルに近い各物質の変動が見ら

れ，信頼性が確認されている。また，実験から無酸素条件下でのリン取り込みに関するエネル

ギー効率は好気条条件下に比べて約 40％低いことを明らかにしている。このため，無酸素  

条件下では，好気条件下に比べて増殖速度も遅くなると考えられている。また，電子受容体と

TOC 

PO4
3-
 

NOX
-
 

NH4
+
 

嫌気 好気 無酸素 

Figure 16 嫌気/好気/無酸素プロセスにおける窒素･リン除去 

↓ 炭素源供給 
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して，酸素を用いた場合の NADH2 1 モルあたりの ATP 生産は約 1.8 ATP/NADH2 である。   

それに対して，電子受容体として硝酸態結合酸素を用いた場合は，0.9 ATP/NADH2 であった。

このことから無酸素条件下では，好気条件下に比べて増殖速度も遅くなる。つまり，無酸素 

条件の方が余剰汚泥の発生量が低くなると示唆された。 

1.9.3    脱窒性脱窒性脱窒性脱窒性リンリンリンリン蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌のののの種類種類種類種類 

脱窒性リン蓄積菌の詳しい種類についてはいまだ明らかにされていない部分が多い。

Tsuneda et al.
[46]はリン蓄積細菌の中にはどのような種類がいるのかについて検討を行ってい

る。まず，汚泥を異なる電子受容体の供給条件下で馴養し，それらのリン取り込み能,脱窒能

を測定し，さらに微生物の種類を調べている。 

1.9.3.1    馴養条件馴養条件馴養条件馴養条件 

嫌気/無酸素/好気で運転している下水処理場から汚泥を採取し，3 つのリアクターに分け 

馴養を行った。馴養条件はタイマーを用いて，8 時間を 1 サイクルとして条件を周期的に変え，

単一処理槽の SBR 方式で行った。各リアクターの馴養条件を Table 5，Figure 17 に示す。  

また，馴養に用いた模擬排水の組成を Table 6 に示す。Run 1 は嫌気/好気（硝酸が存在）  

条件になるように設定した。基質にアンモニアが存在するため，好気条件下で硝化菌によって

硝酸イオンが生成される。Run 2 では嫌気/好気（硝酸無し）条件になるように設定している。 

この系では基質の他に硝化阻害剤(ATU)を加え，好気条件で電子受容体として酸素だけが

存在するような条件に設定している。Run 3 では嫌気/無酸素条件になるように設定した。嫌気

条件終了後，曝気の代わりに硝酸イオンを加え，無酸素条件としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 5 馴養条件 (HRT:16hr, SRT:20day) 

 条件 

Run 1 嫌気/好気(硝酸無) 

Run 2 嫌気/好気(硝酸有) 

Run 3 嫌気/無酸素(NO3-N:50g/m
3
) 

Table 6 模擬排水組成 

試薬 g/m
3
 

CH3COOH·3H2O 680 

KH2PO4 88 

(NH4)2SO4 142 

MgSO4·7H2O 90 

Trace Material 微量 
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1.9.3.2    馴養経過馴養経過馴養経過馴養経過 

リン取り込み量の変化では，Run 1 で増加する傾向が見られた。これはリン蓄積に関与する

菌が優占化していったためと思われる。Run 2 では，リン取り込み量にあまり変化が見られなか

った。多種の微生物が存在するような環境の方がリン蓄積を行いやすいと推察される。Run 3

では，Run 1，Run 2 に比べてリン蓄積量が小さかった。硝酸性窒素を電子受容体として用い

る場合は酸素を用いる場合に比べてエネルギー的に不利であり，リン蓄積量が小さくなった 

のではないかと考えられる。 

1.9.3.3    実験結果実験結果実験結果実験結果 

リン蓄積細菌の中には，用いることのできる電子受容体が違う，いくつかの種類が存在する

ものと考えられる。この種類を調べるために，Ahn et al.
[51] は初期の汚泥とそれぞれの条件で

約 1 ヶ月間馴養した汚泥について，回分実験を行っている。電子受容体を変えて，そのリン 

取り込み量の違い等から，リン蓄積細菌の種類について検討が行われている。実験方法とし

ては，初期の汚泥とそれぞれのリアクターで約 1 ヶ月間馴養した汚泥について，汚泥を 3 つに

分け嫌気条件で 90 分間リン放出させる。そして，3 つの汚泥について， 

1. 電子受容体として，酸素及び硝酸が同時に存在する 

2. 電子受容体として，酸素のみが存在する 

3. 電子受容体として，硝酸のみが存在する   の条件にしたときの 

リン取り込み量,脱窒量,PHB を測定している。その結果を Figure    18 に示す。 

 

Figure 17 馴養条件 

 

沈殿 排出 流入 嫌気工程 好気工程（NO3有り） 

60min 25min 20min 90min 285min 

沈殿 排出 流入 嫌気工程 好気工程（NO3無し） 

60min 25min 20min 90min 285min 

沈殿 排出 流入 嫌気工程 無酸素工程 

60min 25min 20min 90min 285min 

Run 1 

 

Run 2 

 

Run 3 
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Run 1 の汚泥については，好気条件でも無酸素条件でもかなりのリン蓄積量を示した。数種

類のリン蓄積細菌が優占しており，その細菌は電子受容体として酸素と硝酸をどちらも用いる

ことのできるものであることが推測される。一方，Run 2 と Run 3 の汚泥については変化が見ら

れた。Run 2 の汚泥では無酸素条件下においては好気条件に比べて非常に小さくなった。 

これはリン蓄積細菌の中に電子受容体として酸素しか用いることのできない菌が存在するため

と考えられる。また，Run 3 の汚泥では好気条件下でのリン蓄積量が無酸素条件に比べて  

小さくなった。同様に，これはリン蓄積細菌の中に電子受容体として硝酸しか用いることのでき

ない菌が存在するためと考えられる。また，どの汚泥についても酸素と硝酸が同時に存在する

場合には酸素が電子受容体として優先的に用いられ，硝酸は用いられなかった。 

この実験結果から，リン蓄積細菌には 3 タイプの細菌群が存在する可能性が示唆された。 

1. 電子受容体として酸素のみを用いる細菌 → 脱窒能を持たないリン蓄積細菌 

2. 電子受容体として酸素,硝酸の両方用いる細菌 → 脱窒性リン蓄積細菌 

3. 電子受容体として硝酸のみを用いる細菌 → 脱窒性リン蓄積細菌 

 また，脱窒性リン蓄積細菌のリン蓄積能を調べるために，Figure 18 の結果から各リアクター

の無酸素条件における脱窒量当たりのリン取り込み量求めた。この結果を Table 7 に示す。 

その結果，3 の細菌が多く存在すると思われる Run 3 の汚泥が一番低くなった。これは，電子

受容体として硝酸のみを用いることができる脱窒性リン蓄積細菌は，酸素と硝酸を両方用いる

ことのできる脱窒性リン蓄積細菌に比べ，リン蓄積能が低い可能性が示唆される。 
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Figure 18 それぞれの条件における汚泥量あたりのリン取り込み量 
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1.9.4    脱窒性脱窒性脱窒性脱窒性リンリンリンリン蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌のののの微生物群集構造解析微生物群集構造解析微生物群集構造解析微生物群集構造解析 

1.9.4.1    PCR-DGGE 法法法法によるによるによるによる解析解析解析解析[47]
 

 リン蓄積細菌について，リン取り込み量等水質に基づいた解析が行われてきた。一方で，  

リアクター内の微生物構造を解明のために，分子生物学的手法である PCR-DGGE 法および

DNA シーケンサーを用いた解析を行っている[51]。 

実験方法として，Figure 19 に示す Run 1-3 の汚泥と運転開始前野初期汚泥について， 

DNA 抽出 

↓ PCR で DNA 増幅 

↓ DGGE でバンド検出 

↓ DNA シーケンサーにかけ，塩基配列を測定 

↓ データベースより微生物種の同定   の手順で行った。 

DGGE の結果の一例を Figure 19 に，各リアクターに存在すると推測される細菌種を Table 

8 にそれぞれ示す。DGGE の画像から Run 1-Run 3 のすべてにあるバンド（濃度 40%付近と

濃度 43%付近のバンド）が電子受容体として酸素と硝酸を両方用いられる脱窒性リン蓄積細

菌のものではないかと推測される。また，Run 3 のみに見られるバンド（濃度 38%付近のバン

ド）が，電子受容体として硝酸のみを用いられる脱窒性リン蓄積細菌のものではないかと推測

される。しかし，これらは推測に過ぎないので，その細菌が実際にリン蓄積機能を示すかを調

べる必要があると思われる。再度行った DGGE の結果，脱窒性リン蓄積細菌と予想されるバン

ドを切り出し，DNA シーケンスが行われた。切り出したバンドは Figure 20 に，シーケンス結果

を Table 9 に示す。 

 

Table 7 無酸素条件のリン取り込み量 

汚泥 
P-uptake 

[P-mol/(N-mol·g-MLSS)] 

初期汚泥 0.183 

Run 1 0.182 

Run 2 0.148 

Run 3 0.063 
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 バンド A は Run 1 から Run 3 を通してすべての汚泥で確認できるバンドで，バンド B は Run 

1 と Run 3 の汚泥に確認できるバンドであった。このうち，バンド A のシーケンス結果で検出  

された Rhodocyclus 属の細菌は，最近になってリン蓄積細菌の一種である可能性が高いと  

報告されている。このバンド A は Run 3 の嫌気/無酸素槽の汚泥にも確認できるので，この  

細菌は酸素に加えて硝酸も電子受容体として利用できる脱窒性リン蓄積細菌ではないかと 

推測された。また，バンド B の Dechlorimonas 属の細菌は Run 1 と Run 3 の硝酸が存在する 

リアクター内の汚泥に確認できた。Dechlorimonas 属の細菌は脱窒機能を持っていると報告 

されており，このバンド B の菌は脱窒細菌か硝酸のみを電子受容体として用いることできる  

脱窒性リン蓄積細菌であるのではないかと推察された。 
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Figure 20 切り出したバンド 
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Figure 19  DGGE の結果 

Table 8 各リアクターに存在していると予測される細菌群 
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1.9.4.2    FISH (Fluorescence in situ hybridization)法法法法によるによるによるによる解析解析解析解析[47]
 

PCR-DGGE 法は，種のレベルで“どんな細菌が棲息するか？”を識別する有力な方法であ

るが，微生物群集構造において，“どんな細菌が優占化していて，どこにどのくらい存在する

のか？”といった情報は得られない。そこで，それらの情報を得るために，これも 16SrRNA   

レベルの FISH 法が微生物生態解析に広く用いられている。ターゲットは，シーケンス結果より

得られた，Rhodocyclus sp., Dechlorimonas sp.の2種類とした。プローブは，β-Proteobacteriaに

属する Rhodocyclus sp.に関しては，EUB338 (5’-GCTGCCTCCCGTAGGAGT-3’),FITC 標識

した PAO846 (5’-GTTAGCTACGGCACTAAAAGG-3’)を用い，Dechlorimonas sp.に関しては，

16SrRNA データベース，RDP（Ribosomal Database Project）でチェックしたシーケンスに基づ

いてデザインされた DCM433（5’-GTATTAACCCATGCGATTTC-3’）を適用した。その結果，

すべてのリアクターにおいて，Rhodocyclus sp.の存在が明らかになった。一方，Dechlorimonas 

sp.は検出されなかった。以上のことから，Rhodocyclus sp.は電子受容体の違いによらず，  

すべてのリアクターにおいてかなりの部分を占めていることが確認された（Figure 21 a, b）。 

 

 

 

 

 初期汚泥 Run1 Run2 Run3 

①リン蓄積細菌 

(O2 のみを使える細菌) 
○ ○ ○ × 

②脱窒性リン蓄積細菌(2) 

(O2 と NO3 を両方使える細菌) 
○ ○ ○ ○ 

③脱窒性リン蓄積細菌(1) 

(NO3 のみを使える細菌) 
△ △ × ○ 

硝化細菌 ○ ○ × × 

脱窒細菌 ○ ○ × ○ 

Table 9 シーケンス結果 

バンド名 細菌名 (% identity) 

A Rhodocyclus sp.(96) 

B Dechlorimonas sp.(97) 
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1.9.4.3    キノンプロフィイルキノンプロフィイルキノンプロフィイルキノンプロフィイル法法法法によるによるによるによる解析解析解析解析[46]
 

1.9.4.3.1    リンリンリンリン蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌とととと脱窒性脱窒性脱窒性脱窒性リンリンリンリン蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌のののの選択的培養選択的培養選択的培養選択的培養 

 リン蓄積細菌と脱窒性リン蓄積細菌の選択的培養技術を用いて培養を行い，定期的に汚泥

のリン取り込み能を測定した。Figure 22 は電子受容体として分子状酸素と硝酸態結合酸素の

両方を与えた場合の MLSS あたりのリン取り込み量の経日変化である。実験開始直後は，  

電子受容体として酸素を用いたリン取り込みも硝酸態酸素を用いたリンの取り込みも起こらな

かった。嫌気/好気条件（条件Ⅰ）を開始して 3 日目あたりから酸素を用いたリン取り込みが起こ

るようになり，20日目以降は電子受容体として酸素を用いたリン取り込み量は15mg-P/g-MLSS

を超えるところまで達した。一方，この嫌気/好気条件の間，電子受容体として硝酸態酸素を 

用いたリン取り込みはほとんど起こらなかった。これは嫌気/好気条件の間，アリルチオ尿素を

供給し，硝化が起こらないようにしたため，汚泥が硝酸態結合酸素に曝されることがなかったこ

とが考えられる。よって，この嫌気/好気条件においては電子受容体として酸素のみを用いるこ

とができるリン蓄積細菌のみが存在していることを示している。30 日目に，嫌気条件の前に 

脱窒を行う無酸素（NO3: 15 mg-N/l）条件を設け，無酸素/嫌気好気条件（条件Ⅱ）にした。  

すると，電子受容体として硝酸態酸素を用いたリン取り込みが起こるようになった。酸素を用い

たリン取り込みも起こっていたが，一時，酸素を用いたリン取り込み量が減少した。これは，  

Figure 21 a, b FISH 法による Rhodocyclus sp.の検出結果 

FITC 標識（緑）した PAO846 の陽性細菌画像 

FITC 標識（緑）した PAO846 と Cy3 標識した EUB338 の二重染色画像 

*黄色：Rhodocyclus sp.，赤：他の Proteobacteria 
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初めのうちは無酸素条件における炭素源の競合に勝てず，リン蓄積細菌の増殖が抑えられた

ことも考えられる。その後，電子受容体として硝酸態結合酸素を用いたリン取り込みが徐々に

増加した。また，56 日目には電子受容体として硝酸態結合酸素を用いたリン取り込み量は  

全体のリン取り込み量の 43％まで達した。それ以降，リン取り込み量は安定した。時間の経過

とともに硝酸態結合酸素を用いたリン取り込み能が高くなったのは，脱窒性リン蓄積細菌が  

リン放出および取り込みの機能を行わなくても，硝酸態結合酸素を用いた高効率な PHA 合成

と成長ができるためだと考えられる。つまり，炭素源と硝酸態結合酸素の共存が脱窒能の発現，

脱窒性リン蓄積細菌の出現を引き起こす要因となっていることが考えられる。よって，この  

無酸素/嫌気/好気条件においては，電子受容体として酸素を用いることができるリン蓄積細菌

と硝酸態酸素を用いることができるリン蓄積細菌（脱窒性リン蓄積細菌）が存在していることを

示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.4.3.2    キノンプロファイルキノンプロファイルキノンプロファイルキノンプロファイルのののの変化変化変化変化 

各運転条件下でのキノンプロファイルの変化を Figure 23 に示す。リン取り込み能がなかっ

た 0 日目-7 日目にかけてキノンプロファイルに大きな変化が見られた。0 日目（種汚泥）におい

ては，menaquinone-9 (MK-9)が優占キノンであった。リン取り込み能が出てきた 7 日目にかけ

ては，MK-9 の減少，ubiquinone-8 (Q-8)の増加等が見られた。その後，Q-8 が徐々に増加し，

優占キノンとなった。よって，各条件において，Q-8 を優占キノンとして持つ微生物群

（β-subclass proteobacteria）がメジャーな種であることが分かった。また，条件Ⅱにした 30 日目

以降は MK-7 が 2 番目に多いキノン種であった。 
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Figure 22 各運転条件における好気 (○) と無酸素条件 (●) のリン取り込み量の

経日変化 
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1.9.4.3.3    数値解析数値解析数値解析数値解析 

 次の式で表されるキノンプロファイルに基づいた多様性指標[46,48]（Microbial divergence: 

MDq）とメナキノンに対するユビキノンの比，Q/MK の経日変化を Figure 24 に示す。 

2

1













= ∑

=

n

k

kq xMD  

xk≧0.001 であり，xk は全体のキノン量に対するキノン種ｋの存在比を示している。Figure 24

から分かるように，MDq は日数とともに減少し，total Q/total MK は増加した。選択的培養として

条件を変え，馴養していく過程において多様性が少なくなり，ユビキノンの割合が増加した。 

このことは，この培養条件で生き残っていけなくなった微生物群は主に MK をキノン種として 

持つものであったことが考えられる。また，図 2.13 からも分かるように日数の経過とともにリン 

取り込み能が増加していることから，酸素を用いたリン取り込み，硝酸態結合酸素を用いたリン

取り込みに関与しているメジャーな微生物群はユビキノン，特に Q-8 を持つ微生物群であると

考えることができる。 
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Figure 23    キノンプロファイルの経日変化 
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1.9.4.3.4    無酸素条件無酸素条件無酸素条件無酸素条件におけるにおけるにおけるにおけるリンリンリンリン取取取取りりりり込込込込みみみみ能能能能ととととキノンキノンキノンキノンのののの種類種類種類種類 

Figure 22 に示すように，条件Ⅱにしてから電子受容体と電子受容体として硝酸態結合酸素

を用いたリン取り込み能が徐々に増加した。この際の，キノンプロファイルとの関係を調べて 

見た。先程も述べたが，キノンプロファイルにおいてはユビキノンの割合，特に Q-8 の増加が

見られた。Figure 25 に Q-8 の存在比と 30 日目以降の MLSS あたりの硝酸態結合酸素を用い

たリン取り込み量の関係を示す。 

 Q-8 の存在比と MLSS あたりの硝酸態結合酸素を用いたリン取り込み能との間にはかなり 

高い相関があった（R
2＝0.9306）。Q-8 は条件Ⅰにおいてもメジャーなキノン種であったが， 

硝酸態結合酸素を用いたリン取り込み能を表すバイオマーカーの一つとしても Q-8 が考えら

れる。リン除去を行っている汚泥に対してキノンプロファイル法を用いた既往の研究において

も，Q-8 が優占キノン種であると言われており，ほぼ一致する結果となった。このことと合わせて

考えても，電子受容体として酸素を用いるリン蓄積細菌と硝酸態結合酸素を用いるリン蓄積細

菌はどちらも Q-8 を優占キノンとして持つ微生物群に含まれていることが考えられる。また， 

硝酸態結合酸素を用いたリン取り込み能が増加すると Q-8 の存在比も増加していることから

（Figure 25），phaseⅠでは硝酸態結合酸素に曝されることがなく，それほど増殖できなかった

リン蓄積細菌が phaseⅡにおいて，硝酸態結合酸素に曝されるようになり，より効率よく増殖 

することができたと推測される。 

 以上のように，リン蓄積細菌と脱窒性リン蓄積細菌の選択的培養においてキノンプロファイル

法を適用した結果，日数の経過とともに多様性が減少し，ユビキノンの割合が多くなることが分

かった。また，硝酸態結合酸素を用いたリン取り込み能のバイオマーカーの一つとして Q-8 が

考えられた。 
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Figure 25 PhaseⅡにおける無酸素的取り込み量と Q-8 の関係 
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1.10    脱窒性脱窒性脱窒性脱窒性リンリンリンリン蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌蓄積細菌によるによるによるによる窒素窒素窒素窒素････リンリンリンリン同時除去技術同時除去技術同時除去技術同時除去技術 

脱窒性リン蓄積細菌の機能を積極的に利用することで排水中からの窒素・リンを除去する 

プロセスが開発・研究されている。それらは利用する汚泥の種類の違い，すなわち脱窒性リン

蓄積細菌と硝化細菌が共存しているか，していないかによって， 

1. Single-sludge system 

2. Two-sludge system     に分けられる。 

以下に，それぞれのプロセスについて，原理および特徴の概略を説明する。 

1.10.1    Single-sludge system 

Single-sludge system において，汚泥は嫌気，好気，無酸素条件をすべて通過する。活性 

汚泥の中で特に硝化細菌はその増殖や活性に長い好気時間を必要とするが，その一方で 

長い好気時間は脱窒性リン蓄積細菌のリン取り込み活性や増殖を阻害するという問題を引き

起こす[49]。このため，Single-sludge system における窒素・リン同時除去のためには，硝化細菌

と脱窒性リン蓄積細菌の両者に適切な環境条件を作り出すことが重要となる。 

これまでに，Single-sludge system として，anaerobic/aerobic/anoxic-aerobic sequencing batch 

reactor ((AO)2 SBR) system
[50]

 および anaerobic/aerobic/anoxic process (AOA process)
[43,51]，

anaerobic/aerobic SBR (aerobic における溶存酸素（Dissolved oxygen ：DO）制御)
 [52]等が 

提案されている（Table 10）。 

 

 

 

 

 

プロセス名称 (AO)2 
[50]

 AOA 
[43,51] 

Anaerobic-aerobic
[52]

 

C/N/P 比*1
 300/30/10 300/30/15 400/40/15 

容積(L) 4 2 4 

SRT (days) 18 20 15 

DNPAOs の割合*2
 64% 40% －－－－ 

備考  好気条件で 

少量の炭素源供給 

好気条件で 

DO を 0.45-0.55 mg/l

に制御 

Table 10 Single-sludge system 

*1 C/N/P: COD/NH4
+
-N/PO4

3-
-P 

*2 リン蓄積細菌に対する脱窒性リン蓄積細菌の割合 

（好気条件と無酸素条件でのリン取り込み速度の比率から算出）[38,53] 
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(AO)2 SBR
[50]では，すべてのリン蓄積細菌に対する脱窒性リン蓄積細菌の割合（好気条件

でのリン取り込み速度と無酸素条件でのリン取り込み速度から算出）[38,53]は，通常の嫌気/好気

条件での 11％から 64％に上昇し，TOC (Total organic carbon)･窒素･リンの平均除去率は， 

それぞれ 92, 88, 100％であったと報告されている。また，リアルタイムコントロールパラメーター

として，pH, ORPのプロファイルを用いることで，各条件の適切な時間をコントロールでき，栄養

塩除去の信頼性や安定性を高めていくことができるとしている。このことは SBR により栄養塩 

除去を行う際に大きな利点となると考えられる。 

 Tsuneda et al.
[43,51] は，嫌気/好気/無酸素 (AOA)プロセスを提案し，模擬下水による連続 

処理実験を行い，単一処理槽で有機物・窒素・リンが除去できることを示している。AOA プロ

セスでは，嫌気条件で有機物取り込みとリン放出,好気条件で硝化（一部リン取り込み）,無酸素

条件でリン取り込みと脱窒を行うというものである。このプロセスにおいては，好気条件でほぼ  

すべてのリン取り込みが終了してしまうという現象が見られた。その場合，電子受容体（酸素や

硝酸）と電子供与体（酢酸）が同時に存在する際の脱窒性リン蓄積細菌の性質[59]に基づき，

好気条件初期に炭素源（酢酸）を少量供給することで好気でのリン取り込みを一時的に抑える

ことができた。単一槽において理想的な条件下で AOA プロセスが進行した場合，有機物・ 

窒素・リンの各成分の 1 サイクルにおける挙動は Figure 26 のようになる。このプロセスでは， 

好気条件での硝化とリン取り込み一時的阻害をともに行うために，適切な量の炭素源を供給し

なくてはならないという課題がある。AOA プロセスにおける炭素源供給後の窒素･リンの平均

除去率は，それぞれ 88, 93％となった。また，すべてのリン蓄積細菌に対する脱窒性リン蓄積

細菌の割合は，種汚泥（A2O プロセスから採取したもの）が 21％であったのに対し，AOA プロ

セス内の汚泥では 44％程度にまで増加した。詳細は二章で述べる。 
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Figure 26 嫌気/好気/無酸素プロセスにおける窒素･リン除去 
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Zeng et al.
[52]は嫌気/好気条件における好気条件において DO を 0.45-0.55 mg/l 程度に  

制御することで，好気条件でリン取り込み・硝化・脱窒をすべて行うことができると報告している。

しかしながら，このプロセスにおける窒素除去はアンモニアから亜硝酸を経由して脱窒される 

ことで達成されており，主要な脱窒の最終ガス生成物は N2 よりもむしろ N2O であったと報告し

ている。N2O は CO2 の 310 倍の温室効果ポテンシャルを持つため，地球環境保全の面から 

今後検討すべき課題である。また，微好気条件において脱窒を担っている細菌は理想的には

脱窒性リン蓄積細菌であるが，近年存在が示唆されてきた脱窒性グリコーゲン蓄積細菌 

(Denitrifying glycogen-accumulating organisms: DNGAOs)の存在[54]も指摘している。 

1.10.2    Two-sludge system 

脱窒性リン蓄積細菌は，嫌気/無酸素条件のサイクルで優占化する。つまり，脱窒性リン  

蓄積細菌の高度集積化のためには，嫌気/無酸素条件のみが理想的である。しかし，実際の

排水処理においては，無酸素条件を作り出す前に，まず好気条件での硝化細菌による硝化

が必要となる。脱窒性リン蓄積細菌と硝化細菌を高度に集積するために，それぞれを分けるこ

とが有効であるとの考えから，硝化を行う好気条件だけを切り離す外部硝化嫌気/無酸素法

（DEPHANOX プロセス[55-57]
, A2N system

[58,59]）が開発されている（Figure 27）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらのシステムでは，流入排水は嫌気槽に入り，そこで脱窒性リン蓄積細菌が有機物を 

取り込み蓄積する。次に，沈殿池において上澄みと汚泥との分離を行う。その後，上澄みは 

好気槽へ，汚泥は無酸素槽へ送られる。好気槽では硝化細菌によって硝化のみが起こる。 

そして，硝化液が無酸素槽へと流れ込み，汚泥と再混合し，嫌気槽で有機物を蓄積した   

脱窒性リン蓄積細菌により脱窒とリン取り込みが行われる。 

Figure 27    外部硝化嫌気/無酸素法 
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 このシステムの利点として，Single-sludge system と比較して，「硝化」と「脱窒・リン取り込み」

の条件をそれぞれ最適な条件で独立に運転できることが挙げられる。Single-sludge system で

は，硝化のために十分な長さの好気条件，長い SRT が必要になるが，Two-sludge systemでは，

硝化における SRT は別に設定できる。さらに，硝化生物膜リアクターを用いることで硝化に  

おける滞留時間の短縮や装置容積の縮小が期待できる。また，UCT プロセスのような前脱窒

のプロセスの運転においては，処理水中の硝酸濃度を下げるためには，好気槽から無酸素槽

への循環が必要であるが，本処理方式においては，硝化の後に脱窒を行うため，完全な窒素

除去が期待できる。 

この処理方式に関しては，これまでに模擬排水[58]，豚舎排水[55]および都市排水[60]に適用

された例があり，いずれにおいても高効率な栄養塩除去が達成されている。模擬排水[58]に 

おいては，COD･リン･窒素の平均除去率はそれぞれ 100, 99, 88％を達成している。さらに， 

流入排水における COD/N 比が 3.4 の時に最適な窒素・リン除去ができると報告している。豚舎

排水[55]においても，生物処理が非常に難しい低 C/N 比にもかかわらず，窒素･リン除去率が 

それぞれ 98, 90％以上という高い栄養塩除去率が得られている。また，このシステムにおいて，  

すべてのリン蓄積細菌に対する脱窒性リン蓄積細菌の割合[38,53]は，47-66％に達するという 

報告もあり[59]，A2O プロセスの場合（17-36％程度[61]）と比べてかなり高いことから脱窒性リン 

蓄積細菌の高度集積化が実現できているといえる。 

 外部硝化嫌気/無酸素法においては，炭素源の節約効果として消費された COD の最大

55％(Activated Sludge Model No.2d (ASM2d)
[62]ベース)が脱窒とリン取り込みに重複して用い

られたという報告もある[54]。さらに，UCT プロセスと比べ，曝気量の削減が可能であるという  

報告もある[63]。このように Two-sludge system は多くの利点を持つ反面，Single-sludge system

のプロセスと比べ，余分に内部沈殿池が必要となるといった欠点もある。設置スペースやコスト

の面で不利であるが，上述したように硝化生物膜リアクターの利用により補完することも可能 

であろう。 

ここでは脱窒性リン蓄積細菌を用いた排水処理プロセスについて，これまでに開発されてい

る例を示した。脱窒性リン蓄積細菌自体まだ不明な部分も多く，今後もその性質等を解明して

いくことが必要であると思われる。この脱窒性リン蓄積細菌をうまく活用することで，栄養塩  

除去における炭素源不足等の問題の解決が期待されている。今回紹介した脱窒性リン蓄積

細菌を用いたプロセスは，どのプロセスにおいても，利点と欠点を持ち合わせているため，  

さまざまな制約の中でより適切なシステムを選び，適用していくことが望まれる。そのためにも，  
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どのような排水に適したプロセスであるか，適用可能な濃度・負荷範囲等を明らかにしていく 

ことが今後の課題である。 
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1.11    本論文本論文本論文本論文のののの目的目的目的目的 

未来のわが国も景観・風景豊かなで環境に優れた国であるためには，あらゆる産業・生活

分野からの栄養塩（窒素・リン）除去対策が必要であるといえる。これらの問題解決には，   

さまざまな産業から排水中の窒素・リンを除去する技術，すなわち高度処理技術の普及が必

要不可欠である。しかしながら，高度処理を行うためには複数の反応槽と沈降槽を必要とする

ため，大規模事業場を除いては導入が困難であるのが現状である。これに対して，単一処理

槽型栄養塩除去プロセスが構築できれば，装置のコンパクト化，イニシャルおよびランニングコ

ストの低減が実現できるため，さまざまな産業分野からの環境負荷低減につながり，その意義

は非常に大きい。一方，実作業現場においては排水組成に対する除去性能を前もって予測

できることも強く望まれている。シミュレーションモデルの確立は，運転性能の制御に貢献する

ことから工学的意義は極めて大きい。上記プロセス開発およびシミュレーションモデル構築の

ためには，単一槽内で複数の微生物を制御できるリアクターの開発および既存活性汚泥  

モデルの応用の 2 点が挙げられる。 

以上の背景を踏まえ，本論文では小規模事業場へも導入可能な単一槽型栄養塩除去プロ

セスである嫌気/好気/無酸素（anaerobic/aerobic/anoxic: AOA）プロセスの開発を行い，長期間

に渡る安定した除去性能維持の実現をめざした。また，外部添加基質の違いや添加条件の

違いが本プロセスの窒素･リン除去率に及ぼす影響を調べ，適切な基質と添加時期を探索  

した。さらに，栄養塩除去を担う微生物群の群集構造を追跡し，処理性能との関係について  

考察した。さらに，活性汚泥モデルを拡張した AOA プロセスモデルを構築し，本プロセスの 

窒素・リン除去性能の予測に取り組んだ。 
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