
2-(1)-3 東陽Ⅲ系（ステップ A2O 法）の稼働状況（続報） 

東部第一下水道事務所 砂町水再生センター 水質管理係 

半沢 修 

1 はじめに 

 ステップ流入式嫌気－無酸素－好気法設計マニュアル（案）1)（以下、設計マニュアル）によ

れば「嫌気・無酸素・好気法を発展させ、さらに窒素・りん除去率の向上が見込める」と記載さ

れている。 

当センターに導入されたステップ A2O 法については、昨年度に水質技術研究発表会において稼

働状況について中間報告を行ったが、今年度は、処理水量、負荷の増加と処理水質の関連を設計

マニュアルと比較しながら窒素除去を中心としてステップ A2O 法の特徴、運転上の注意点などそ

の後の処理水量の増大により分かった知見を報告するものである。 

  

2 施設設計値概要 

砂町水再生センターのステップ A2O 法施設の設計値の概要を表に示す。当施設の設計条件をみ

ると、冬季は水温低下を想定した設計水量となっていることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ステップ A2O 法施設の窒素理論除去率と実績値 

生物反応槽での窒素除去は次の式であらわすことができる。 

窒素除去率（実績値）＝
生物反応槽流入水全窒素濃度－処理水全窒素濃度

生物反応槽流入水全窒素濃度
 

一方、ステップ A2O 法では前段で流入した全窒素は、第一好気槽で硝化され、第二無酸素槽で

脱窒される。ステップ A2O法の窒素除去の動きを下に示す。 

 

      図－1 ステップ A2O 法と窒素の動き 
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計画日最大汚水量 30,000 流入水質 処理水質

反応タンク設計水量 30,000 BOD5 172 10

（冬季における設計水量） 23,079 溶解性BOD5 115

単位はm3 SS 70 10

T-N 36.1 10
反応槽末端MLSS　　2500mg/L T-P 4.4 0.5
ステップ流入条件　　50％、50％ 単位はmg/L

表 東陽Ⅲ系設計値 
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ところで、設計マニュアルの式を参考として流入水中の窒素分が全て硝化に関与すると仮定す

れば、以下の関係式が導かれる。 

                                     

窒素理論除去率＝
ステップ流入比＋返送汚泥比＋硝化液循環比

 ＋返送汚泥比＋硝化液循環比
 

 

また、ステップ流入比と窒素理論除去

率・反応タンク滞留時間の関係を図－2 に

示す。このグラフから前段ステップ流入比

を大きくすると窒素除去率が上がることが

わかる。 

以上の知見をもとに、ここでは、東陽Ⅲ

系の流入比の確認をするとともに、処理水

量と処理水質の変化、さらに設計マニュア

ルを参考にして窒素の理論除去率の算出を

試みた。 

東陽Ⅲ系反応槽流入水量と処理水中の硝

酸性窒素濃度の推移を図－3に示す。 

6 月から徐々に水量増加を進め 8 月には

処理能力 60,000ｍ3/日以上の流入水量での

処理を行った。7月、8月の硝酸性窒素濃度

をみると処理水量の増加にもかかわらず、

硝酸性窒素濃度が低いことがわかる。 

次に、窒素除去率について図－4に示す。

グラフを作成するに当たり、理論除去率で

用いるステップ比について、8 月の一週間

のステップ流入量平均を確認したところ、

前段ステップ比は 0.53、ステップ流量とし

てはほぼ 50：50となっていた。 

また、実績値については東陽Ⅲ系反応槽

流入水の全窒素と同処理水の全窒素より算

出した。 

グラフをみると反応槽流入水を増やした

にもかかわらず、両者の除去率は一定であ

ることがわかった。このことから、ステッ

プ A2O 法の窒素除去率については返送汚泥

比と循環比を確認することで窒素除去率が

想定されることが確認できた。ところで実

績値と理論値の関係では実績値が上回る結

果となっている。これは反応槽流入水の全

窒素には固形物に含まれるものもあるた 

め、見掛け上除去率が高くなったと考えられる。 

 

図－4 ステップ比、滞留時間、理論除去率の関係 

図－3 東陽Ⅲ系処理水量と処理水中の硝酸性窒素濃度 

図－2 ステップ比、滞留時間、理論除去率の関係 
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4 りん除去の安定化とりん除去薬品の使用量削減について 

設計マニュアルによれば「窒素の理論除去率は前段へのステップ流入比を大きくするほど高く

なる。一方りん除去率についても、前段への流入比を大きくするほど、①生物反応タンク内の平

均 MLSS濃度が下がる。②第二無酸素タンクでの BOD/N比が低下し、脱窒が不十分となるといった

欠点があるが、第一好気タンクで過剰摂取されるりんの割合が増えるため、安定したりん除去が

可能となると考えられる。」と記載されている。 

ステップ比 50％として水量を増加させた運転で安定した窒素除去ができたことから、同条件で

のりん除去についても検討を試みた。し

かし、リン除去については BOD/P比が一

定以上あれば安定して除去できるとされ

ているが理論式がない。また、当センタ

ーでは、汚泥処理返水中のりん濃度を削

減するために平成20年4月より汚泥中の

りんを固定するため LAC 注入を開始し、

汚泥処理返水中のりんの低減に大きな効

果を上げきたが、この結果として東陽Ⅲ

系ステップ A2O 施設での十分なりん除去

効果について確認が難しくなっていた。 

そこで、LAC 注入量を 1/3 に削減し、Ｌ

ＡＣの影響を極力小さくして実測値から判

断することとした。 

りん酸性りんの反応槽流入水の濃度変化

を図－５に、嫌気槽、第二好気槽でのりん

酸性りん濃度の変化を図－６に掲げる。 

４月から８月末までの反応槽流入水中の

りん酸性りん濃度は雨水や汚泥処理返水に

より 0.6～11mg/l の間で変化していた。 

りんの安定した除去には BOD 負荷が重要

であることから 7月からは汚泥処理返水を

集中して流入させた。ちなみに反応槽流入

水の BODは 4月当初は 100mg/l前後であっ

たが、8 月には日平均 190mg/l まで負荷を

高めて運転を行った。汚泥処理返水を集中

して流入させた結果、反応槽流入水中のり

ん酸性りん濃度も上昇し、汚泥処理返水に

はりん酸性りんが多く含まれていたことが

わかる。 

図－５、図－６から嫌気槽での吐き出し、

第二好気槽での吸収が、７月以降は安定したことがわかる。汚泥処理返水を集中させることで良

好なりん除去が行われた判断できる。 

ところで、東陽Ⅲ系は標準法施設と同様にりん除去を安定して行うための PAC注入施設が設置

されている。このため、PAC 注入の有無でも評価ができると考え、反応槽流入水量と PAC 注入の

図－5 反応槽流入水及び処理水のりん酸性りん濃度 
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図－7 ＰＡＣ注入量の変化 

図－6 反応槽内でのりん酸性りんの推移 

－129－



有無について図－7 にグラフ化を試みた。グラフからは、東陽Ⅲ系でも PAC 注入が行われていた

ことがわかる。しかし、詳細にみてみると、反応槽流入水量の増加とともに PAC 注入回数が減尐

してきている。 

以上のことから、流入水量の増加と汚泥処理返水を集中させることによる BOD負荷の増大が、

りん除去を安定させるとともに、汚泥処理工程でりんの除去のために使用しているＬＡＣ使用量

の削減と水処理工程でのＰＡＣ使用量の削減に有効であり、コスト削減にもつながることがわか

った。 

 

5 MLSS の変動と処理水質 

 調査期間中の反応槽内の MLSS 濃度の変化と

処理水中の硝酸性窒素の関係を図－８に、りん

酸性りん濃度との関係を図－９に掲げる。 

図－8では硝酸性窒素濃度が MLSS濃度の上昇

に反比例して低下している。脱窒が MLSS 濃度の

上昇により進み減尐していると考えられる。一

方、りん酸性りん濃度は MLSS濃度の上昇ととも

に上昇傾向を示した。流入水の BOD 負荷を確認

していないため、確定はできないが MLSS濃度の

上昇により BOD/MLSS 負荷が低下することから

りん酸性りんの除去が低下傾向を示したと考え

られる。 

 

6 まとめ 

 本年度、砂町水再生センターステップ A2O 法

施設について、設計値により近づけた運転を行

うことで、処理水質がどのように変化していく

か確認し以下のことがわかった。 

① ステップ A2O施設の窒素除去率はステップ前段の流入水量が把握できれば、返送汚泥率及び

循環率よりおおよその窒素除去率が算出できる。 

② 施設設計値を確認することで、運転条件の検討や処理水質の結果をある程度評価すること

が可能と考えられる。 

③ ステップ A2O法でも BOD負荷が重要であり、BOD負荷が十分でない場合にはりん除去が不安

定となると予想される。 

今後、冬場の低水温での処理評価を進め、ステップ A2O法の最適運転条件の把握に努めていく。 
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図－8 ＭＬＳＳと硝酸性窒素濃度 

図－9 ＭＬＳＳとりん酸性りん濃度 
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