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２－７　亜硝酸型硝化の解消の運転対応について

  

流域下水道本部 北多摩二号処理場

竹田　裕一，花田いち子（現・南多摩処理場），知久　達也（現・施設管理課）高田　耕藝，木立　真敏

１．調査目的

　都民にとって貴重な自然である多摩川等の河
川や東京湾は，依然として水質の改善が遅れて

いる。特に閉鎖性水域である東京湾では，窒素・
りんといった栄養塩類にもとづく富栄養化が問

題となっており，水質環境基準の達成が求めら

れている。こうした状況の中，平成11年度から
下水処理場等に対する窒素・りんの上乗せ排出

基準が適用された。そのため，従来の下水処理
の主目的である有機物の除去に加え，窒素・り

んが除去できる下水処理が求められている。

　北多摩二号処理場は，国立市のほぼ全域，立
川市及び国分寺市の一部の汚水を処理している

合流式の下水処理場であり，平成元年４月から
稼働を始め現在に至っている。全体計画処理水

量は82,000m3/日で，現有処理能力は第１系列

から第３系列の合計で61,500m3/日である。平
成12年４月からは，A２O法の第4系列が本格稼働

し，計画水量の全量を処理する予定になってい
る。

　当処理場の施設は標準活性汚泥法であるため

窒素の除去を目的としたものではないが，すべ
ての系列でアンモニア性窒素除去を目的として，

年間を通して硝化促進運転を行っている。硝化
促進運転によってアンモニア性窒素はほとんど

硝酸性窒素まで硝化され，一部が第二沈殿池や

返送汚泥ライン等の嫌気部分で脱窒される。こ
のため硝化促進運転は窒素の除去にも寄与して

いる。しかし平成12年１月下旬から２月下旬に
かけて第３系列において亜硝酸性窒素濃度が高

くなり（亜硝酸型硝化）処理水質が著しく悪化

した。亜硝酸型硝化の状態では，亜硝酸性窒素
の毒性により汚泥の凝集性が悪化して①透視度

の低下，②CODの上昇，③N-BODの増大に起因し
たT-BODの放流基準超過が懸念された。

　一度亜硝酸型硝化になるとその状態はなかな

か改善しないことが多い。亜硝酸性窒素の悪影

響を断つには硝化を抑制することが有効である
が，その場合には放流水中にアンモニア性窒素

が残存するようになり水生生物への影響が無視
できず，窒素濃度の低減にも寄与できない。そ

こで北多摩二号処理場では硝化を抑制せずに対

応に当たった。まず硝酸型で硝化が良好に進んで
いる他系列からの活性汚泥を転送して汚泥の入れ

替えをはかった。さらにMLSSを高くして（今回は

2,000mg/lを目標とした）硝化するために必要なA-

SRTを確保した。併せて，曝気空気量の調整をおこ

なってMLDOを十分に確保した。以上の対応により

亜硝酸型硝化の解消を試みた。

　本調査は，亜硝酸型硝化に陥った原因を究明し，

亜硝酸型から硝酸型へと硝化を進め，亜硝酸型硝

化の解消方法を見出すことを目的として行った。

その結果，亜硝酸型硝化の解消方法について留意

すべき点を明らかにしたので報告する。

２．調査方法

　北多摩二号処理場の施設概要を表１に示す。

　平成12年１月下旬から２月下旬にかけて当処
理場の３系が亜硝酸型硝化になり，処理水質の

低下が見られた。今回の調査は，この状況解消
のためにおこなった運転対応に関するデータを

解析することにより行った。

　具体的には，①硝化促進している他系列の活
性汚泥を転送した場合，②空気量を増加した場

合，③活性汚泥の転送と空気量の増加を同時に
行った場合について調査を実施した。

　調査期間中，日常行っている維持管理試験に

加えて３系曝気槽各回路（A,B,C,D回路）の混
合液を採取し，その試料を直ちにろ紙でろ過し，

ろ液についてアンモニア性窒素，亜硝酸性窒素
および硝酸性窒素の分析を行った。同時に各回

路のDOも測定した。維持管理試験ではその他に
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透視度，pH，COD，MLSS濃度等についても分析

した。また運転管理で使用している工業計器類
から得られたデータも使用した。

　以上から得られた結果から，亜硝酸型硝化と
MLSS濃度，SRT，空気量，水温等の関係につい

て考察した。

　調査期間中の３系の運転条件を表２に，C回
路およびD回路DOの経日変化を図１に示した。

分析方法　アンモニア性窒素：MERK RQflex

　　　　　　　　　アンモニウムイオンテスト
        　亜硝酸性窒素　　：MERK RQflex

　　　　　　　　　　　　亜硝酸イオンテスト
          硝酸性窒素　　　：MERK RQflex

　　　　　　　　　　　　　硝酸イオンテスト

  
2.1　活性汚泥の転送

　表２に示されるように，３系は通常の冬季と
同じ曝気槽最終D回路出口でDO2～3mg/lとなる

ように空気量を調整していた。

　しかし３系は，1/27(木)から，透視度が低下
し処理水質が悪化した。その原因は亜硝酸型硝

化になり汚泥の凝集性が大幅に低下したためで
あることが分かった。

表２　調査期間中の運転条件

図１　３系曝気槽MLDO調整 図1　３系曝気槽MLDO調整
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　そこで処理水質の改善をはかる目的で，硝化

が良好に進んでいる2系から3系へ活性汚泥の転

送を行った{2/7(月)～2/12(土),RUN1}。この期
間中は，通常通りD回路のDOを2～3mg/lに調整

した。またMLSSを1,500から2,000mg/lまで徐々
に高くしていった。

2.2  空気量の増加
　つぎに汚泥の転送は止め，D回路のDOを３～

４ mg/l に な る よ う に 空 気 量 を 調 整 し た
{2/12(土)～2/17(木),RUN2}。この期間中はMLSS

を1,600～1,700mg/lであった。

2.3　活性汚泥の転送および空気量の増加

　2/17(木)から水処理2系から3系への活性汚泥
の転送を再開した。

　そしてまずD回路のDOを4～5mg/l，C回路を2

～ 3mg/l に な る よ う に 空 気 量 を 調 整 し た
{2/17(木)～2/24(水),RUN3}。この期間中MLSS

を1,900～2,100mg/lまで高めた。
　その後C回路のDOを4～5mg/lになるように空

気量を調整した{2/25(木)～3/3(金),RUN4}。こ

の期間中MLSSは1,900～2,300mg/lであった。

３．調査結果および考察

3.1　調査結果

　処理水の透視度を図２，D回路の硝化状況(窒
素三態)を図３，B,C,D3回路の亜硝酸性窒素濃

度の経日変化を図４にそれぞれ示した。
　RUN1での汚泥転送により，凝集性の良好な活

性汚泥が増加し，３系処理水の透視度がそれま

での20～35cmから50～60cmまで回復した。RUN1
終了時には，曝気槽D回路において亜硝酸性窒

素が検出されなくなった。
　しかしRUN2では，汚泥転送を止めると，空気量

を増やしても，亜硝酸性窒素濃度が再び上昇を始

め，透視度も25～35cmまで低下してしまった。
　RUN3で空気量を増やしたまま再度活性汚泥の

転送を行った結果，透視度は50～60cmまで回復
し，亜硝酸性窒素濃度もD回路で0.5mg/l以下ま

で減少した。しかし，図4からわかるように，B･

C回路ではまだ亜硝酸性窒素が残っていた。
　RUN4でC回路の空気量も増やした結果，D回路

の亜硝酸性窒素はすぐに検出されなくなり，B･
C回路でも，RUN4開始から１週間後には亜硝酸

性窒素がほとんど検出されなくなった。

　以上の結果を確認して，亜硝酸型硝化が解消
したと判断した。

図２　３系処理水透視度経日変化

図３　３系硝化状況（窒素三態）の経日変化
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図４　３系亜硝酸性窒素濃度経日変化

3.2　汚泥転送の効果

　表３はRUN1とRUN2期間中の透視度とMLSS濃度

の関係を示したものである。RUN3,4では，汚泥
転送によりMLSS濃度が高くなり透視度も回復し

ていったため，それぞれに相関があるように思
える。しかし表３から分かるように，透視度の

回復はMLSS濃度ではなく汚泥転送の効果による

ものであることが明らかである。つまり，汚泥
転送を行っていない時は汚泥の凝集不良のため

透視度は回復しない。ところが，汚泥転送をす
るとその良好な凝集性のために透視度が回復す

る。

　さらに空気量を増やすと，亜硝酸性窒素濃度
が減少し硝酸性窒素まで硝化が速やかに進むこ

とがわかった。
　以上の結果から，亜硝酸型硝化の解消には，

硝化が良好に進んだ他系列からの汚泥転送が効

果的であると判断できる。

3.3　MLSS濃度と亜硝酸型硝化の関係

　図５は調査期間中の３系曝気槽D回路におけ
る亜硝酸性窒素濃度とMLSS濃度の相関をとった

ものである。調査期間中のような低水温期では，

亜硝酸性窒素濃度とMLSS濃度の間には明らかに

相関があり，その関係は式①で表される。相関

係数は0.83と高かった。
　　DＮＯ２＝-0.0049XＯ＋11.062･･･････････①

　ただし，
DＮＯ２：３系曝気槽D回路における

　　 亜硝酸性窒素濃度(mg/l)
XＯ　：３系曝気槽MLSS濃度(mg/l)

図５　亜硝酸性窒素－MLSS相関図

　図５から分かるように，MLSS濃度が約

2,000mg/l以上の時は亜硝酸性窒素は0.5mg/l以

下となり，亜硝酸型硝化の解消に近づくことが
分かる。
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　しかし２系はMLSSが1,500mg/l程度であった

もにも関わらず，硝酸型で完全硝化していた。

つまり亜硝酸型硝化になる前であれば，必ずし
もMLSSを2,000mg/l以上にする必要はないと考

えられる。ということは２系のように亜硝酸型
硝化になる前に必要A-SRTが維持されていれば，

硝化細菌が十分確保でき亜硝酸型硝化にはなら

ないと考えられる。
　今回は２系活性汚泥が混合された効果で硝化

細菌が増え３系はMLSSが約2,000mg/l以上で亜
硝酸型硝化の解消に向かったが，３系だけの活

性汚泥の場合はさらにMLSSを高くする必要があ

るのかもしれない。
　今回の事例から冬季においても硝化細菌を十

分確保し亜硝酸型硝化を解消するためには，汚
泥転送を行いながらMLSSを2,000mg/l以上まで

高めることが効果的であると考えられる。

3.4　A-SRTと亜硝酸型硝化の関係

　硝化の度合いには，好気部のSRTであるA-SRT
が影響する。当処理場では，曝気槽の前段部分

1/4を制限曝気にしているためA-SRTはSRTの3/4

となる。
　図６に亜硝酸型硝化になる以前の硝化に必要

なA-SRTと2系，3系のA-SRTの経日変化を示す。
硝化に必要なA-SRTの計算には，下水道施設設

計・設計指針と解説(1994版)1)に示されている

式②を使用した。
　　A-SRT＝20.65×exp(-0.0639×水温)････②

図６　SRT経日変化比較

　図６から分かるように，３系のA-SRTは必要

A-SRTよりも短くなっている。そのため，水処

理3系は亜硝酸型硝化に陥ってしまったものと
考えられる。１月中旬には，必要A-SRTが長く

なっているが，この時期に降雨および降雪がた
びたびあり，10℃近くまで水温が低下したため

である。このような時期には特に，MLSSを高く

するなどの措置により，十分なA-SRTを確保す
る必要があると考えられる。当処理場では，日

常的にA-SRTを管理指標として用いていなかっ
た。そのため今後は，特に冬季には，MLSS濃度

だけでなく日常的にSRT管理も行っていく必要

があるものと考えられる。
　転送を始めてからは，水処理２系からの転送

汚泥量の方が３系からの余剰汚泥引き抜き量を
上回ることがおおく，さらに３系には２系から

異なるA-SRTの活性汚泥が転送されていた。そ

のため調査期間中の3系における硝化とA-SRTの
関係を判断材料にするのは難しい。参考までに，

RUN1～RUN4の期間中の３系A-SRTを，曝気槽か
ら系外に引き抜かれる余剰汚泥量と曝気槽内の

総MLSS量から単純に計算すると19日となった。

　またRUN1～RUN4の期間中の硝化に必要なA-
SRTの平均は6.3日，水処理2系の調査期間中の

A-SRTは6.2日となっており，ほとんど同じであ
った。

3.5　活性汚泥転送による3系MLSSの増加量予測
　本調査では，２系の余剰汚泥分を3時間間隔

で8回/日3系に転送した。
　このときのMLSSの予想増加量を計算すると，

次のようになる。

　汚泥転送前２週間の３系の平均余剰汚泥量と
その期間中の平均MLSS量が釣り合っているとす

ると，３系曝気槽においてMLSS1,375mg/lの時，
発生汚泥量は2.29t/日と考えられる。

　３系MLSS濃度にかかわらず，曝気槽内の一日

発生汚泥量を2.29t/日とすると，転送期間中予
想される3系曝気槽のMLSS増加量は式③で表さ

れる。
　　XS＝(CS＋MS－ES)/Va×106･･････････③

　ただし，

　　XS：予想MLSS増加量(mg/l･日)
　　CS：転送汚泥量(t/日)

　　MS：発生汚泥量(2.29t/日)
　　ES：引き抜き[余剰]汚泥量(t/日)

　　Va：3系曝気槽容量(=9,670? )

　また，転送を行っていない期間中の予想MLSS
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増加量は式④で表される。

　　　YS＝(MS－ES)/Va×106･･････････････④

　ただし，
　　YS：予想MLSS増加量(mg/l･日)

　表４に式③,④から導き出される，調査期間
中の３系予想MLSS増加量と実際のMLSS増加量の

結果を示す。

　RUN2の転送を行っていない期間では予想通り

にMLSS濃度は増加した。しかし，転送期間中は

予想通りにはMLSS濃度の増加がなく，実際には
予想の３割に満たない増加量だった。この原因

はよくわからないが，２系からの汚泥転送量が
実際には計算値の３割程度しかなかったためか，

あるいは３系MLSS濃度増加のため自己消化が進

み発生汚泥量が大幅に減少したためと推測され
る。

　図７は，RUN3の時の３系からの転送汚泥が3
系MLSSと入れ替わる割合を計算から導いた結果

であり，図８は同様に２系の転送汚泥量が計算

値の3割だったときのものである。

図７　２系転送汚泥の３系MLSSに対する割合の経日変化（その１）

図８　２系転送汚泥の３系MLSSに対する割合の経日変化（その２）
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　図７，８によると，RUN3期間中3系の活性汚

泥は２系の転送汚泥によって76％入れ替わり，

転送汚泥が３割だった場合には23％入れ替わっ
たことになる。転送汚泥の入れ替わった割合が

図7の結果に近いと仮定すると，約一週間で3系
の活性汚泥は転送汚泥によって約８割入れ替わ

ったことになる。このことからも汚泥転送が効

果的であると考えられる。
　他系列からの汚泥転送によって亜硝酸型硝化

の解消をはかる場合には，異なるSRTの活性汚
泥が混合されるためSRTを計算することが難し

い。そのため汚泥転送期間は，SRTよりも汚泥

転送量，MLSS量および汚泥転送効果に着目して
水質管理をする方が効果的である。

3.6　高MLSS濃度における第二沈殿池からの汚泥

流出の懸念

　汚泥流出防止のために必要な最終沈殿池の水
面積負荷は，水温，MLSS濃度およびSVIにより

影響を受け，その関係は下水道事業団の実験結
果2)から式⑤によって与えられる。

S＝V０/2＝2.45×106･T0.95･XＡ
－1.35

･SVI－0.77･･･⑤

　ただし，

　　S ：水面積負荷(m3/㎡･日)
    V０：活性汚泥の初期沈降速度(m/日)

　　T ：水温(℃)
　　XＡ：MLSS濃度(mg/l)

　式⑤より，最終沈殿池で分離可能なMLSS濃度

は式⑥により表される。
XＡ＝{S÷(2.45×106･T0.95･SVI－0．77)}－1/1.35･･･⑥

　また硝化に必要なMLSSは，硝化に必要なSRT，

余剰汚泥量および曝気槽容量から式⑦となる。
　XＢ＝(SRT×ES)÷Va･････････････････････⑦

　ただし，
　　XＢ　　：硝化に必要なMLSS(mg/l)

　　SRT：A-SRT×4/3(日)

ES ：余剰汚泥量(t/日)

Va ：曝気槽容量(m３)

　式⑥と⑦から計算したMLSSおよび実際に測定

したMLSSについて表5に示す。

　表５から，XＡ＞XＢであり，完全硝化するた

めにMLSS濃度を高めても第二沈殿地からの汚泥
の流出はないことが推測される。

3.7　亜硝酸型硝化における活性汚泥の凝集不良

　水温の低い冬季に硝化促進運転を行いながら

完全硝化を目指すと，アンモニア性窒素濃度は
低くなるが亜硝酸性窒素濃度が高くなり，亜硝

酸型硝化になることがある。この状態では，活
性汚泥の解体が起こり，凝集性が悪化して透視

度が悪くなる。

　当処理場でも３系においてこの状態が著しく
現れ，処理水の透視度が20～35cmとなった。汚

泥解体と呼ばれる状態では，曝気槽のSVIは通
常100以下まで小さくなるが，140～150と普通

の良好なSVIであった。しかし，このときの活

性汚泥を検鏡したところ，亜硝酸性窒素の毒性
によって原生動物がほとんど死滅してしていた

ため，汚泥解体であると判断した。汚泥解体に
よる有機分の溶出とSSの流出のため処理水のC-

BODは通常よりも高くなった。また亜硝酸性窒

素のためにN-BODが若干高くなったが，亜硝酸
型ではあるにせよ硝化率が８割以上と硝化が進

んでいたため，アンモニア性窒素の残留は3mg/l
以下となり，C-BODとN-BODの合計であるT-BOD

は放流基準値以下に抑えられた。

  亜硝酸型硝化になり汚泥解体の状態となると，
ほとんどの原生動物が死滅してしまうため，そ

の状態は短期間ではなかなか改善しない。そこ
で，硝化が進んでおり凝集性が良好で生物相も

豊かな活性汚泥を転送することにより，短期間

で３系活性汚泥の凝集性が改善され透視度も回
復することができた。

　しかしRUN2のように亜硝酸型硝化が解消して
いないまま汚泥転送を止めると，亜硝酸性窒素

の毒性によって再びすぐに凝集性の悪い活性汚

泥に戻ってしまう。そのため，汚泥転送は亜硝
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酸型硝化が完全に解消するまで続ける必要があ

ると考えられる。

　今回の事例から，系列が複数あり，他の系列
において硝化が良好に進んでいる場合には，汚

泥転送が効果的であることが確かめられた。

４．まとめ

　今回の調査から以上のことが明らかとなった。
①　今回のように必要A-SRTが確保できなかっ

た等の理由で亜硝酸型硝化になってしまった
場合，その解消のためには，汚泥転送を行い

ながら十分な空気量を確保する必要がある。

②　亜硝酸型硝化になってしまった場合，その
解消のためには汚泥転送を行いながらMLSS濃

度を2,000mg/l以上にすると効果的である。
③　亜硝酸型硝化を避けるためには，硝化に必

要なA-SRTを保つ必要がある。もし亜硝酸型

硝化になってしまったときには必要A-SRT以
上のA-SRTを確保した方がよい。

④　亜硝酸型硝化が解消したことを判断するに
は，曝気槽の全ての回路(当処理場では

A,B,C,D４回路)において亜硝酸性窒素が検出

されなくなり， アンモニアから硝酸まで速
やかに硝化が進むことを確認する必要がある。

⑤　亜硝酸型硝化になって透視度が低下した場
合，他系列からの汚泥転送が有効であり，転

送汚泥の良好な凝集性のため処理水の透視度

がすぐに回復する。
　今回の事例では，他系列が硝酸型で完全硝化

していたため汚泥転送が効果的であった。しか
し，他系列からの汚泥転送が行えない場合の解

消方法については今後検討すべき課題である。

  今後当処理場において，亜硝酸型硝化になら
ないように水質管理をおこなうためには，今回

得られた知見を活かし常日頃から的確に水質状
況を把握する必要がある。もし亜硝酸型硝化に

なった場合は，その原因を究明し迅速に対応し

ていきたい。
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