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１．平成１６年度Ａ２Ｏ系列の運転目標と処理水質結果 

浅川水再生センターではＡ２Ｏ系列の平成１６年度の目標を「処理水質を維持しつつコスト削減

に取り組む」こととした。平成 15 年度との運転上の大きな違いは以下の項目である。①生汚泥添

加の停止 ②嫌気槽 HRT の拡大 ③返送汚泥率の低減 ④処理水量の増大 ⑤冬季の A-SRT の短

縮 ⑥機械攪拌機の間欠運転 これらの項目を維持しながら運転を行った結果を図１～３に示す。 

処理水の年間（１月まで）平均値は、窒

素 9.1mg/l、りん  0.27mg/l であった。 
窒素は高度処理基準である 20mg/l を

超えることは無かった。処理水の窒素は、

循環率の大きさによって決まる。本年の

循環率は平均で 105％であり、反応タン

ク流入水 TN 値 27mg/l（硝化可能な N
をＴＮの７割の 19mg/l とする）から計

算した処理水の値はほぼ理論値どおり

であった。りんは高度処理基準である

1mg/l 以下を達成したのが 97％であった。1mg/l
を超過したものの大半は豪雨によるものである。 
２.流域センター共通調査 

２．１ 返送汚泥率低下によるりん除去効果 

 平成１４、１５年度の調査より、流入有機物が

足りないためりん除去が悪化するケースについ

ては、生汚泥を嫌気槽に添加することによりりん

除去効率が上がることがわかった。しかし、生汚

泥添加の対策は汚泥処理やその他水処理施設の

維持管理に悪影響を与えることもあった。そのた

め、平成１６年度は生汚泥対策に代わる有機物対

策のひとつとして、返送汚泥率を可能な限り下げ、
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①相対的に流入有機物濃度をあげること、②返送汚泥に含まれる戻りの硝酸イオンを削減すること

により、嫌気槽のりんの吐き出しを強めることなどを目指した。 

その結果、返送率を前年度の 30％から 20％まで下げることにより処理水りん濃度はより安定し

た。しかし返送率 15％のときには、反応タンク末端ではりん濃度が 0.1mg/l までさがったものの、

２沈でりんの再溶出が始まったため、もとの 20％にもどした。その経過を図４に示す。 

また嫌気槽の実質 HRT の短縮についても試みたが、従来の約 1 時間程度ではりん処理が安定しな

かった。そのため、再度、嫌気槽の実質 HRT を約２倍に拡大したところ処理は安定した。返送率が

低い場合は、嫌気槽の HRT は短くても処理水質に影響を及ぼさないこともあるが、返送率が高くな

ると嫌気槽でのりん放出を確保するためには、嫌気槽の HRT はある程度の長さが必要になってくる。 

 

２．２ 豪雨時の運転方法 

 降雨時にはりん処理が悪化する。りん処理と降雨状況を図５に示す。降雨時の対策として①硝化

液循環停止、②数日前より余剰汚泥の引き抜きを停止し MLSS 濃度を高める、等の対策をとった。

その結果晴天が続いた後の 60～70mm/d 程度の雨では、硝化液循環を停止しなくとも処理水りん濃

度が 1mg/l を超えることはなかった。しかし、70mm/d 以上の雨や 2～3 日連続した総計 100 mm 以

上の降雨には、硝化液循環を停止しても効果はなかった。しかし、中程度の連続降雨には効果があ

るかもしれないが確証は得られていない。また平成 15 年度の調査では生汚泥を添加しても豪雨時

には効果がなかった。今年（平成 16 年 10 月）の豪雨時には、雨が長く続いたため流入水濃度の低

い日が続き、処理水りん濃度で 1mg/l を超えたのが降雨開始当初のみで、その後は処理水の濃度も

低かった。 

２．３ Ａ２Ｏ法施設への水量増大 

 当センターの A2O 系列の設計水量は 14,400m3/d（冬季 大）で、処理能力は 18,000m3/d（年

大）である。平成 14、15 年度はほぼ設計水量で処理したが、工事・降雨時等には標準法系列への

負担がかかったため、平成 16 年度は A2O 系列で

も負荷を上げることを課題として、反応タンクや

２沈での処理状況を調査した。処理水量の変化を

図６に示す。   その結果平成 16 年 10 月の豪

雨時、平成 17 年 1 月の改良工事時には、 大で

約 22,400m3/d の水量を処理した。（1,000m3/hr

以上の水量が測定できないためこの水量となっ

た） 

水処理の状況については、10 月は連日の降雨に

より流入水質がうすくなっていたため、降雨当初

を除いて窒素やりんの処理水質が高度処理基準を超えることはなく、透視度も 100ｃｍを維持した。
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1 月の工事時は、運転の切り替え等で流入水濃度が上昇し、処理水濃度が高くなった。通常晴天時

におこなった水量負荷試験では、２沈については水面積負荷が 18m3/m2/d を越えるようになると上

流側で活性汚泥のまきあがりが見られた。しかし水面積負荷が 大の 21m3/m2/d になっても処理水

の SS は５mg/l を超えることはなかった。しかし SS が通常（1～2mg/l）の２倍で出ていることは処

理水の BOD や COD を押し上げることも推測され、B 類型（環境基準 BOD３mg/l）となった多摩川中

流部への影響も大きい。 

２沈上流側での活性汚泥のまきあがりの原因は、水面積負荷の増大というよりも構造的な問題も

考えられるため、今後引き続き検討が必要である。 

２．４ りんおよび窒素の反応速度（一部 H17.2.18

水質管理研修で発表） 

 良好なりん除去を維持するためには嫌気槽でどの

程度のりん放出を確保する必要があるのか、また無

酸素槽・好気槽での窒素の挙動を知るために、活性

汚泥を採取し机上実験と実機での調査をおこなった。

表１、図７に実機での汚泥中りん濃度と嫌気槽での

りん吐き出し濃度の関係を示す。（豪雨時のデータは

除く） 
この結果から、処理が良好な場合のりん処理工程

のりんのマスバランスから算出される汚泥中りん濃

度と、そのときの必要な嫌気槽のりん放出濃度を知

ることができる。当センターの場合は約 8mg/l 以上が必要である。 
平成１７年 1 月現在の当センターの脱窒速度定数は水温 18.6℃で 2.3 mgN/gMLSS/h であった。

このときのＢＯＤ-ＳＳ負荷は 0.1６であった。平成１５年２月におこなった脱窒速度定数は水温

16.7℃で 1.6 mgN/gMLSS/h であった。このときのＢＯＤ-ＳＳ負荷は 0.1 であった。図８に水温と

脱窒速度定数との関係を示す。 

脱窒速度定数はそのときの反応タンクの運転状態をあらわすＢＯＤ-ＳＳ負荷と、環境の状態を表

す水温との２項目の影響を大きく受けるため、Ａ２Ｏ系列が１系列しかない場合は１年で結果を出

すことが困難である。現在までのデータのうち低い値である脱窒速度定数 1.6 mgN/gMLSS/h を考

慮した場合、これは設計のとき使用される値 1mgN/gMLSS/h よりもかなり大きい。 
 

 

 

３．個別調査 
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３．１ 効率的な PAC 添加方法 

前述したように、当センターでのりん除去については、高度処理基準である 1mg/l を超過するの

が 3％程度ほどある。そのような場合には生物学的りん除去をすすめるのが困難であると考えられ

るため、物理化学的方法をとることもやむをえない。そこで、以下のような方法を検討した。 
好気槽末端にＰＡＣを添加する従来のりん対策とは別の方法として、放出されたりんを凝集剤で

固定するフォストリップ法を参考に、嫌気槽の放出りんの一部を PAC で固定し、好気槽における

りんの負荷を減少させ、りん蓄積菌のりん除去能力を示す PHA（細胞内蓄積有機物）を温存する方

法を、机上実験を中心に検討した。その結果、次のことがわかった。 
①  良好なりん処理が可能であった。  
②  好気状態でのりん摂取の HRT を短縮できた。  
③  しかし、好気状態におけるりん摂取時間を短縮し PHA を残したとしても、りん摂取完了後の

HRT が長くなると（いわばりん摂取における空ばっき）、残存している PHA はりん摂取以外

の代謝（増殖？）のために消費されていた。またいわゆる空ばっき状態が長いとりん摂取能

力は低下していった。  
これらの結果より、実機の嫌気槽でＰＡＣ添加量を増やしても、ＨＲＴがＰＡＣ無添加のときと

同じであれば、ＰＨＡ温存効果はほとんどないと思われた。しかしりん摂取のＨＲＴの短縮が可能

なため、現状で嫌気槽のりん放出濃度が高く、かつ好気槽のＨＲＴが短くてりん摂取に不安がある

場合には、本法は有効な手法であると思われる。 
 

３．２ 機械攪拌機の間欠運転 

運転コストの縮減のために機械攪拌機の間欠運転について調査した。機械の寿命を考慮し、間欠

運転ではなく長期の停止とした。事前調査として、超音波パルス式界面レベル計で攪拌機停止時の

汚泥の堆積状況を調べた。その結果、隔壁で区切られたスペースに攪拌機が１台しかない場合は活

性汚泥の沈降堆積が顕著であったため、停止する機器は複数設置箇所とした。 

対象となった機械は図９に示すように嫌気槽 1 号機と無酸素槽４号機である。水質への影響評価

指標として、嫌気槽のりん濃度と処理水のりん濃度を、運転削減前後で比較した。 

降雨状況やその他の運転条件などそろえて

比較することが困難であったため、嫌気槽での

りん吐き出し状況は運転削減前後で単純な比

較はできないが、処理水のりんの状況からみる

と、攪拌機の間欠運転はりん除去にほとんど影

響を与えていないようである。また汚泥の堆積

状況も問題になることはなかった。 

１号と４号を停止することにより機械攪拌

機の動力は全動力 34.9kＷのうち 9.2kＷ、26％

の削減となった。 

機械攪拌機は故障時の対策として隔壁で区

切られた１ブロックに複数設置とされているが、上記の調査結果より、電力削減の面からは支障の

ないかぎり１台運転でもよい。数時間ごとの間欠のインタバルでは、機器の寿命を短くすることに

もつながるため、週単位、月単位以上のインタバルとした方がよい。 

３．３ トレーサーを用いた混合特性調査 

機械攪拌機の一部停止にともない嫌気槽の混合特性がどのように変わるかについて、塩化リチウ
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ムを用いたトレーサー試験をおこなった。また好気槽も同様に試験を行った。図１０、１１にリチ

ウムの流過曲線を示す。その結果から槽列モデルによる嫌気槽の槽数は攪拌機３台が稼動している

ときは 1.67 で、1 台停止したときは 1.34 であることがわかった。その比は 0.8 で、１台停止した

ことにより、約２割攪拌効果が低下したことになる。 

 

 しかし、嫌気槽の主な働きはりんを放出させることにあり、机上実験によるりんの放出速度の式

を使い流過曲線から理論的に計算した結果では、攪拌機停止後のりん放出濃度は停止前に比べて約

５％の低下であった。りんの放出は流入水の有機物濃度の影響を受けるため、毎日おこなう日常試

験の値でもある程度の変動があるが、実際の値は停止前と停止後で明らかな差はなかった。処理水

のりん濃度も機械攪拌機を停止する前と比べてほとんど変わらなかった。 

 また好気槽の結果から、理論滞留時間 218 分に対してリチウム流出のピークは 200 分で、好気槽

の槽数は 12 となり、良好な混合状態であることがわかった。 

 

３．４ 冬季の硝化にかかる調査 

反応タンクの容量を決める重要な指標である冬季の A-SRT について調査をおこなった。平成１６

年度の 低水温（反応タンク、放流水温）時期は２月下旬から３月上旬であった。図１２に示す。

降雨降雪時は一時的に水温は低下するものの、 低水温としては概ね１８℃であった。そのときの

A-SRT 

は 5.7 日で、送風量約 4.6 倍でほぼ完全硝化であ

った。設計に用いられる硝化確保式から算出され

る 18℃のときの A-SRTは安全率をかけない値でも

6.7 日である。高度処理設計マニュアルの改訂作

業グループが提案した式で算出すると 4.3 日にな

り、この値に安全率 1.3 をかけると 5.6 日となる。

これらを総合すると、当センターの冬季の A-SRT

は 6 日程度で完全硝化が達成可能と思われる。 

平成 14 年度からの流域他センターの値も考慮に

いれて考えると、冬季の 低水温は 17℃～18℃で

A-SRT はおよそ 6 日ぐらいで完全硝化を達成でき

ると思われる 

 

４．効率的運転にかかる前年度との比較 

平成 16 年度の目標である「処理水質を維持しつつコスト削減に取り組む」課題について平成 15
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年度との比較をおこなった。結果を表２、図１３に示す。 
平成 15 年度は、りん対策のために生汚泥を嫌気槽に常時添加した。そのため、りんの処理水質

は良好となったものの、反応タ

ンク MLSS の増加、余剰汚泥増

加、脱水ケーキ含水率の増加、

焼却炉ガス消費率の増加など

多くの課題を残した。そのため

平成 16 年度は、生汚泥の添加

を 小限にすること、また平成

15 年度末に完成したりん対策

のための隔壁を利用すること

によって嫌気槽の HRT を長く

することなどの対策をとった。

対策の項目を以下に示す。 
Ａ．生汚泥添加の停止 Ｂ．処

理 
水量の増大 Ｃ．嫌気槽 HRT の拡大 Ｄ．返送率の低減 Ｅ．冬季の A-SRT の短縮  これらの

対策の効果の指標としては次

の項目がある。  MLSS 濃度、

送風倍率、焼却炉ガス消費率、 

循環率（返送率+硝化液循環率）、

処理水窒素りん濃度。  
 処理水の窒素を除くすべて

の項目において削減の目標を

達成した。 

 

５．まとめと維持管理指針 

平成 14～16 年度までの調査

結果から、今後の当センターのＡ２Ｏ施設の運転について、以下の目安が得られた。 

・処理水量  通常は約１８,０００m3/d とする。２沈の維持管理が良好であれば、 大２２,００

０m3/d 程度まで処理可能である。 

・冬季の A-SRT 冬季の 低水温はおよそ１７～１８℃で、A-SRT は６日程度。 

・MLSS 濃度   １０００mg/l（夏季）～約１５００mg/l（冬季） 

・好気槽 DO   １～１．５mg/l  

・送風倍率   ３．５～４．５倍 

・返送汚泥率   １５％（夏季）～３０％ 

・硝化液循環率 ８０％ ～１２０％ 

・嫌気槽 HRT  りん放出濃度を考慮に入れながら、長めにとる（少なくとも 1.5 時間以上） 

・無酸素槽 HRT 嫌気槽 HRT との兼ね合いで決まってしまうが、返送汚泥率と硝化液循環率を合計

した循環率が１００％以上になるように設定し、脱窒が完了するように HRT を確

保する。 

・降雨時の対策 概ね 7０mm/d 以下の単発的降雨には特に対策をとる必要はない。 
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１０～２０mm/d のだらだら続く雨の場合は硝化液循環量を低くしたり、生汚泥を

添加したりする。 

        １００mm/d 以上の豪雨や、５０mm/d 程度の連続降雨には、硝化液循環停止や生

汚泥添加等の対策では効果が望めないので、PAC 添加を行う。 

・生汚泥添加対策 基本的には常時投入することはやめる。りん除去能力が弱まる傾向が出てきた

ときに栄養剤的に投入する方がよい。 

・PAC 添加    生物学的なりん除去が望めないときに添加を行う。長く続けないようにする。

添加をやめるタイミングが難しいかもしれない。 
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