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１．はじめに

  下水の活性汚泥処理において、活性汚泥に亜

硝酸が蓄積すると汚泥の凝集性が悪くなり、処
理水透視度をはじめとして、水質の悪化が生じ

ることが経験的に知られている。浅川処理場に
おいても平成９年度冬～10年度春にかけて､窒

素として5mg/l程度（以下亜硝酸の濃度は、す

べて窒素としての濃度である）の亜硝酸が活性
汚泥中に蓄積した系列で、処理水質が悪化する

という状態があった。そのときの水質状況を表
－1に示す。

表－１　実施設での亜硝酸蓄積時の水質状況

項目 単位 NO2蓄積汚泥 正常汚泥

曝気槽

出口
２沈

曝気槽

出口
２沈

NH4-N mg/l ３.０ ３．０ ０.７ ０.５

NO2-N mg/l ４.７ ３．５ ０.０ ０.０

NO3-N mg/l ０.０ ０．０ ９.５ ７.７

透視度 度 - ６０ - １００

ＣＯＤ mg/l - １４ - ７

Kr(ATU) mg/g･h ５.６ - ６.６ -

S-BOD(ATU) mg/l - ６ - １

　亜硝酸の蓄積の有無によって、処理水質には、
明らかに差が認められる。この水質の悪化には、

亜硝酸が関与していることが予想された。そこ

で、当処理場では、亜硝酸が活性汚泥にどのよ
うな影響を及ぼすかについて調査を行った。

２．調査の意義

　水処理において、窒素分は、酸化反応によっ

て最終的には硝酸性窒素となり、脱窒によって
ガスとして除去される。亜硝酸は、この一連の

反応の中間生成物であり、通常は速やかに硝酸

に酸化される。しかしながら、なんらかの原因

で亜硝酸が硝酸まで酸化しきれずに残存すると、

処理水質の悪化が引き起こされる。このことは、
経験的には知られているが、亜硝酸が水処理に

及ぼす具体的影響については、明確には分かっ
ていない。亜硝酸と処理水質の悪化との明確な

因果関係が明らかになれば、亜硝酸を生じさせ

ない運転管理を行うことにより、処理水質の悪
化を防止できる。

３．影響の分類

　毒物が生物に与える影響は、通常一過性の毒

にさらされた場合（急性毒性）と、慢性的にさ
らさせた場合（慢性毒性）の2種類に分類され

る。亜硝酸は毒物ではないが、活性汚泥に対し
て影響を及ぼす点を鑑み、毒物の分類に準じて

急性的影響と慢性的影響に分類した。

４．調査概要

　急性的影響と慢性的影響について､机上実験
で調査を行った。

4.1　急性的影響
4.1.1　調査汚泥と対照汚泥の調製

　亜硝酸蓄積のない良好な処理水質を保った
系の返送汚泥に曝気槽流入水を加え､混合液

の亜硝酸濃度を10mg/lとなるように、亜硝酸

を添加して調査汚泥とし、亜硝酸を添加しな
い活性汚泥を対照汚泥とした。

4.1.2　調査項目及び手順

　調査手順のフローを図－１に示す｡調査項

目は、下のとおりである｡
①　BOD処理能力

②　硝化速度（硝酸性窒素の増加速度）
③　脱窒速度
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④　呼吸活性

⑤　りんの吐き出し･吸収

図－１　調査手順フロー（急性的影響）

4.2　慢性的影響
4.2.1　調査汚泥と対照汚泥の調製

　調査汚泥と対照汚泥の調製手順を図－２に、
そのときの条件を表－２に示す。返送汚泥と

曝気槽流入水を混合し、嫌気３時間→好気７

時間（混合液の亜硝酸濃度が6～8mg/lとなる
ように亜硝酸の連続添加）→沈殿２時間→上

澄みの除去→曝気槽流入水の添加→嫌気･･･
のサイクルを10日間繰り返した。余剰汚泥の

引抜量は、SRTが当処理場と同じ約10日にな

るように調節した。こうして得られた活性汚
泥を調査汚泥とした。

　また、亜硝酸の添加と汚泥の洗浄以外は条
件を同じくした操作を行い対照汚泥とした。

表－２　調査条件

項目 単位 条件

ビーカー ３Ｌトールビーカー

散気装置 キノシタボールフィルタＧ３

撹拌装置 マグネチックスターラー

混合液量 l ２

返送率 ％ ３０

MLSS mg/l １２００程度

送風量 ml/min･l １７０
亜硝酸の添加方法
（調査汚泥のみ)

点滴に用いる装置を用いて､
1000mg/lの亜硝酸溶液を微量
ずつ添加。

図－２　実験用汚泥調整フロー

　調査汚泥の好気工程では、添加した亜硝酸

の酸化による硝酸の生成がかなりの量になっ
ていて、次サイクルの脱窒工程で、通常より

も多量のＢＯＤを消費し､りんの吐き出し・

吸収に影響を与えることが懸念された｡その
ため沈殿工程の際に、実施設の処理水で沈殿

汚泥の洗浄を２回行うことで、亜硝酸濃度を
0.2mg/l程度、硝酸濃度を16mg/l程度に下げ

た｡対照汚泥では、好気工程終了時に、亜硝

酸濃度は0mg/l、硝酸濃度は10～13mg/lであ
った。次のサイクルで、りんの吐出し状況に

差を生じるほどの違いはないと推定した。

4.2.2　調査項目および手順

　調査項目は急性的影響に生物検鏡と処理水
濁度を加えた７項目とした｡調査手順のフロ

ーを図－３に示す。

調査汚泥
（亜硝酸添加）

対照汚泥

水処理
（嫌気３時間・好気４時間）

⑤ りん処理状況

分取
硝酸添加

③ 脱窒速度

分取

④ 酸素利用速度

処理水分取

① Ｓ-ＢＯＤ

分取
ｱﾝﾓﾆｱ添加

② 硝化速度

返送汚泥

2つの同じビーカーに分取

嫌気（３時間）

好気（７時間）

亜硝酸添加　　亜硝酸無添加

　　　    沈殿（２時間）
　上澄み除去　　　 上澄み除去
　汚泥洗浄
　汚泥引抜　　　　 汚泥引抜

１０日後

曝気槽流入水添加

　

　　調査汚泥　　　　 対照汚泥
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図－３　操作手順フロー（慢性的影響）

５．結果

5.1　急性的影響

5.1.1　水処理能力
１）ＢＯＤ処理、脱窒､硝化、呼吸活性）

表－３　水処理能力の比較（急性的影響）

項目 単位 調査汚泥 対照汚泥

Kr(ATU) mg/g･h １１．１ １０.９

硝化速度定数 mg/g･h ３．８ ３.９

脱窒速度定数 mg/g･h ７．７ ６．８

S-BOD(ATU) mg/l ３ ３

(曝気槽流入水:１２４）

　各能力の比較を表－３に示す。４項目のう

ち、脱窒速度定数のみ､調査汚泥の方が高く
なっている。これは、亜硝酸の添加により､

脱窒が、亜硝酸と硝酸の両方から起きたため

と考えられる。脱窒が阻害されているわけで
はないので､影響はないといえる。ＢＯＤ処

理､脱窒､硝化、呼吸活性について亜硝酸の影
響はなかった。

5.1.2　水処理能力

２）りんの吐き出し・吸収

　りん酸性りんの経時変化を図－４に示す。
調査汚泥ではりんの吐き出しがほとんど見ら

れなかった。これは、BODが添加した亜硝酸
の脱窒のために優先的に使われたことによる

とも考えられ､影響の有無の判断はこの実験

からはできなかった。

図－４　りんの吐き出し・吸収（急性的影響）

5.1.3　急性的影響のまとめ
　５つの調査項目のうち、亜硝酸による影響

が確認された項目はなかった。

5.2　慢性的影響

5.2.1　水処理能力
１）ＢＯＤ処理、脱窒､硝化、呼吸活性

　各能力の比較を表－４に示す。４項目中､

硝化速度以外の３項目について明らかに差が
見られた｡硝化速度については､調査汚泥のほ

うが若干低い値を示しているが､この程度の
差が､明らかな差といえるかどうか疑問が残

る。ＢＯＤ処理､脱窒､呼吸活性について亜硝

酸の影響があったといえる。

表－４　水処理能力の比較（急性的影響）

項目 単位 調査汚泥 対照汚泥

Kr(ATU) mg/g･h ８．７ １０．９9

硝化速度定数 mg/g･h ３．４ ３．９

脱窒速度定数 mg/g･h ６．５ ９．４

S-BOD(ATU) mg/l １０ ３

(曝気槽流入水:９４）

調査汚泥

対照汚泥

曝気槽流入水添加

水処理
（嫌気３時間・好気６時間）

⑤ りん処理状況
⑦ 生物検鏡

分取
硝酸添加

③ 脱窒速度

分取

④ 酸素利用速度

処理水分取

① Ｓ-ＢＯＤ
⑥ 濁度

分取
ｱﾝﾓﾆｱ添加

② 硝化速度
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5.2.2　水処理能力

２）りんの吐き出し・吸収

　りん酸性りんの経時変化を図－５に示す。
調査汚泥ではりんの吐き出しが対照汚泥の半

分程度となっている。最終的にはよく吸収さ
れているが､りんの吐き出し→過剰摂取とい

うりん除去の仕組みを考えると、影響があっ

たといえる。

図－５　りんの吐き出し・吸収（慢性的影響）

5.2.3　生物検鏡

　実験での生物検鏡結果を表－５に、実施設
での生物検鏡結果を表－６に示す。

　調査汚泥､亜硝酸蓄積汚泥の両者とも繊毛

虫のうちアスピディスカが激減し､繊毛虫縁
毛目のエピスティリスの群体が多数見られた。

実験での汚泥の状態を端的に示した調査汚泥
と対照汚泥の顕微鏡写真を写真－１,２及び

写真－３に示す。

　写真－１のフロック上に生物は見られない。
また、写真－２は、汚泥が解体気味の時によ

く見られる状況で，釣鐘虫の頭部が切れてい
る。対して，写真－３には、アルセラ、トラ

ケロフィルム等生物の種類が豊富に見られる。

生物が、亜硝酸により影響を受けていること
が分かる｡

表－５　実験での生物構成比

（単位：％）

調査前汚泥 調査汚泥 対照汚泥

繊毛虫縁毛目 ３７ ７４ ３０

その他縁毛目 ４６ ６ ５３

アメーバ ５ １ １

有殻アメーバ ７ ３ ４

鞭毛虫 ２ １５ ７

後生動物 ３ １ ５

表－６　実施設での生物構成比

（単位：％）

亜硝酸蓄積汚泥 正常汚泥

繊毛虫縁毛目 ６８ ２６

その他縁毛目 ０ １９

アメーバ ９ ３

有殻アメーバ １４ １８

鞭毛虫 ９ １６

後生動物 ０ １８

写真－１　調査汚泥

写真－２　調査汚泥

写真－３　対象汚泥
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5.2.4　汚泥の凝集性

　沈殿開始直後と沈殿２時間後の上澄水の濁

度を表－７に示す。明らかに差が見られ、汚
泥の凝集性に影響があるといえる。

表－７　濁度の比較（慢性的影響）

（単位：NTU）

採取時 120分後

調査汚泥 １４.９ ７.９

対照汚泥 ５.９ １.２

5.2.5　慢性的影響のまとめ
 ７つの調査項目のうち､以下の６項目につい

て、亜硝酸による悪影響が確認された。
① ＢＯＤ処理能力

② 脱窒速度

③ りんの吐き出し・吸収
④ 呼吸活性

⑤ 生物相
⑥ 汚泥の凝集性

６．考察
　この調査で、亜硝酸には急性的な影響はない

が､長期間蓄積すると水処理に悪影響を与える
ことが明らかとなった。生物検鏡の結果から、

活性汚泥生物の生態系は、亜硝酸の影響を受け、

バランスが大きく崩れ、水処理の悪化をもたら
したと考えられる。

　しかしながら、実施設の亜硝酸蓄積系では､
亜硝酸酸化細菌（以下硝酸菌）が悪影響を受け

たのに対して、調査汚泥では硝酸菌への悪影響

は見られなかった。実施設での亜硝酸蓄積現象
は、今回の実験期間よりも長く続いた。亜硝酸

の蓄積が長期にわたると、生態系のバランスが
崩れ、硝酸菌にも影響が及ぶのだと考えられる。

  亜硝酸の直接・間接の悪影響を防止するには、

亜硝酸を日常的に監視し、検出された場合には、
速やかに亜硝酸を消失させるような運転を行う

ことが必要である。

７．運転への反映

　浅川処理場では､この調査結果を踏まえ､日常
試験で処理水中に亜硝酸がわずかでも検出され

た場合には､DO･MLSSを高めることで､硝酸化を
進めることに留意した。その結果、亜硝酸の蓄

積が起こりやすい冬期においても良好な処理水

質を保つことができた｡
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