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1. はじめに 

北多摩二号水再生センターでは、

ステップ A2O 法施設（1 系反応槽）

を平成 24 年 9 月より運用している。

同施設の平面図を図１に、処理能力

等の諸元を表 1 に示す。反応槽は、

嫌気槽・第一無酸素槽・第一好気槽・

第二無酸素槽・第二好気槽からなり、

第一好気槽で生成した NOx-N を第

二無酸素槽で脱窒することで、窒素を除去する。反応槽流入水は、嫌気槽のほか第二無酸素槽

にもステップ流入し、同槽へ脱窒に必要な有

機物を供給する。 
当ステップ A2O 法 1)が A2O 法及びステッ

プ流入式硝化脱窒法の組み合わせであること

を考慮すると、流入水量に占める嫌気槽への

流入水量比（前段ステップ比、以下単にステ

ップ比）は、処理性のみならず必要送風量に

も影響すると考えられる。本稿では、ステッ

プ比に着目して処理状況の解析等を行

った結果について報告する。さらに、

上記を踏まえ処理性の向上及び送風量

の低減について検討した結果、NH4-N
計を用いた送風量制御の有効性が確認

できたので併せて報告する。 
 

2. ステップ比・返送汚泥比とりん処

理性の関係 

 ステップ A2O 法は、窒素処理が良好

な一方で、りん処理はやや不安定とな

るという報告が他の事業所等からされ

ている 2)3)。当処理方法は、設計上のス

テップ比が 0.5 であることから、設計

どおりの運転では、嫌気槽流入水量に

対する返送汚泥量の割合が高くなる。

この点が A2O 法との大きな違いであ

り、りん処理を不安定にする主な要因
図 3 処理水全りん濃度の比較（2） 
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図 2 処理水全りん濃度の比較（1） 
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図 1  1 系反応槽平面図 
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表１ 処理方式・処理能力 

 1 系  3 系（参考）

処理方式
ステップ A2O

法  
制限曝気

A2O 法  

処理能力 22,400m3/d 20,500m3/d

槽容量  9,670m3 9,670m3 
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と考える。これについて、嫌気槽での返送汚泥量割合の異なる二つの期間におけるりん処理状

況について、処理水全りん濃度計の計測値等を基に検証した結果を以下に述べる。  
 図 2 は、嫌気槽における返送汚泥量割合が 40%程度（ステップ比 0.75、汚泥返送比 0.3）で

あった期間の処理水全りん濃度である。この間降雨は無かったが、1 系の全りん濃度は 1 日の

間で 0.2～1.0mg/L で変動しており、対照の 3 系（制限曝気 A2O 法、汚泥返送比 0.3）と比べ

て処理状況が不安定だった。  
 一方、図 3 は同 25%程度（ステップ比 0.75、汚泥返送比 0.2）であった期間の処理水全りん

濃度である。当該期間においては、1 系全りん濃度は低濃度で推移しており、降雨の影響が３

系(汚泥返送比 0.3)よりも小さいなど、りん処理性は良好だった。  
 このように、ステップ比を高く、汚泥返送比を低く運転し、嫌気槽流入水量に対する返送汚

泥量の割合を低くすることで、ステップ A2O 法においても良好なりん処理性を確保できること

が確認できた。現在当センターでは、嫌気槽でのりんの吐き出し状況や第二無酸素槽での脱窒

状況、第二沈殿池の汚泥界面の状態等を注視

しつつ、ステップ比 0.75、汚泥返送比 0.2 を

基本とした運転を行っている。  
 
3. ステップ比と送風量との関係性 

 ステップ A2O 法では、ステップ比の増加に

伴い嫌気槽への流入水量が増加し、第一好気

槽では MLSS や HRT が低下する。このこと

は、ステップ比と必要送風量との間に一定の

関係性があることを示唆している。この考え

から、平成 24 年 9 月～11 月(晴天日)の処理

状況を基に、ステップ比と処理水量当たりの

送風量の関係性を検証した。当該期間につい

て、処理水量、第二好気槽 MLSS は、各ステ

ップ比でほぼ同等であった(表 2 参照)。水温

についてはステップ比ごと若干の違いが見ら

れたが、当該期間中、他の反応槽において、

水温と送風量に明確な関係性が見られないこ

とから、送風量への影響は小さいと考えた。 
 図 4 に、ステップ比と処理水量当たり送風

量の関係を示す。同図に見られるように、ステップ比が高くなると、第一好気槽で送風量が増

加するものの、第二好気槽ではほぼ一定で推移し、結果としてステップ比の上昇に伴い送風量

が増加した。 
上記期間中は、DO 計を用いた送風量制御により(DO 制御)、第一好気槽においても完全硝化

を原則とした運転を行っていた。この場合、ステップ比が上昇すると、第一好気槽で硝化量が

増加し、第二好気槽では硝化量が減少する。このため、ステップ比の上昇に伴い、第一好気槽

では硝化に必要な送風量が大きく増加する一方、第二好気槽では同送風量が汚泥撹拌に必要な

最低送風量を下回り、過剰送風状態となったと考えられる。そこで、送風量がステップ比とと

もに増加することを防ぐため、NH4-N 制御により第一好気槽の硝化量を制御する運転について

検討した。 

 

図 4 ステップ比と処理水量当たり送風量
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表 2 ステップ比と運転条件  
ステ

ップ

比 

放流水

水温

（℃）

平均処理

水量

（m3/h） 

好気槽 MLSS

（mg/L） 

第一 第二 

0.50 27  808  2410 1800 

0.70 25  678  1840 1570 

0.75 22  691  1950 1730 

1.00 24  675  1630 1670 
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4. 第一好気槽の硝化量制御 

 全窒素は、無機窒素（NH4-N、NOx-N）と、有機窒素（たんぱく質やアミノ酸等）の合計で

ある。第一好気槽で硝化量を制御し、NH4-N を残存させると、第二無酸素槽での脱窒量が減少

し、処理水無機窒素濃度の上昇を招来すると考えられた。このことから、第一好気槽出口の

NH4-N 濃度は、処理水無機窒素濃度との関係性を明らかにした上で、有機窒素濃度を含む処理

水全窒素濃度が 8.0mg/L 以下となるような値に制御することとした。 
 そこで、反応槽での無機窒素に関する物質収支をもとに、第一好気槽出口の NH4-N 濃度と

無機窒素除去率の関係性を表す式（式①）を導いた。本式を用いて 1 系反応槽の無機窒素理論

除去率を求め、通日試験時の実測値と比較した結果を、図 5 に示す。同図に見られるように、

実測値と計算値がおおむね一致したことから、無機窒素除去率と第一好気槽出口の NH4-N 濃

度との関係性は式①で表せると判断した。 
なお、ステップ比 1.0（10 月;図 5）では

有機物不足から第二無酸素槽での脱窒が不

十分となった結果、無機窒素除去率が理論

値よりも低下したと考えられる。 
式①を用いて、反応槽流入水 NH4-N 濃

度を 17mg/L（年報値）、処理水有機窒素濃

度を 0.5mg/L（放流水年報値）とすると、

処理水全窒素濃度を 8.0mg/L以下とするた

めに必要な無機窒素除去率は 60%と計算

できた。そこで、ステップ比と第一好気槽

NH4-N 制御値を、無機窒素除去率

が 60%程度となるように設定し

て運転し、送風量と処理水全窒素

濃度を検証した。表 3 に、調査期

間中のステップ比と処理水量、第

一好気槽出口 NH4-N 濃度の日平

均値及び 1 系処理水の平均全窒素

濃度を示す。なお、データは晴天

日のものを用い、第二好気槽の送

風量は、どのステップ比において

�� �
�� � k� �（� � �� � ��）

� � �� � �� ・・① 

� � �����
����� 			・・・・・・② 

�� ∶無機窒素除去率 							 
	α ∶ステップ比  
�� ∶硝化液循環比 			�� ∶汚泥返送比 
����� 	 ∶反応槽流入水��� � �濃度  
����� ∶ 第一好気槽出口��� � �濃度  

表 3 ステップ比ごとの処理水全窒素濃度 

（平成 25 年 1 月～2 月調査実施） 

ステップ比 
処理水量

（m3/h） 

第一好気槽 

出口 NH4-N（mg/L）※

無機窒素除去率 

（推定値） 

全窒素

（mg/L） 

 処理水量 

当たり送風量 

 （Nm3/m3） 

0.50 954 1.1(1.0) 0.58 7.3 5.3 

0.65 980 4.2(3.5) 0.56 7.3 5.0 

0.75 893 5.2(4.5) 0.56 7.7 5.0 

 

図 5 無機窒素の除去率（理論値と実測値の比較） 

（平成 24 年 9 月～平成 25 年 7 月） 
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も処理水 NH4-N 濃度がほぼゼロとなるように制御した。  
表に見られるように、第一好気槽出口の NH4-N 濃度をステップ比ごとに所定の値に制御し

た結果、処理水の全窒素濃度及び、処理水量当たり送風量はステップ比によらず概ね一定とな

った。これより、第一好気槽の硝化量を制御することで、ステップ比の増加に由来する送風量

の増加を抑制できることが分かった。 

 
5. 処理水 NH4-N 濃度の一定制御 

  ステップ A2O 法では、最終的

な脱窒を第二無酸素槽で行うため、

硝化液中の NH4-N 濃度は処理水

全窒素濃度の上昇要因とはならな

い。このため、送風量低減の観点

から、BOD の極端な上昇等を招来しない程度に、第二好気槽出口の NH4-N 濃度を制御する運

転を検討し、過去データを参考に

目標値を 2.0～3.0mg/L 程度とし

た。ここで、NH4-N 計は、第一好

気槽出口と第二好気槽中間地点に

設置していることから、上記のよ

うな運転を行うには、各 NH4-N
計 計 測 値 と 第 二 好 気 槽 出 口 の

NH4-N 濃度の関係性を明らかに

する必要があった。  
 図 6 に示すように、第二無酸素

槽へは第一好気槽流出水のほかに

反応槽流入水がステップ

流入する。これを考慮す

ると、第二好気槽入口の

NH4-N 濃度は式③のよ

うに表すことができる。

こ れ と 第 二 好 気 槽 の

NH4-N 計計測値から、補

外法で第二好気槽出口の

NH4-N 濃度が計算できる（式④）。 
実際に式③、④を用いて第二好気槽流入水

と流出水の NH4-N 濃度を計算し、実測値と

比較した結果を図 7 に示す。ここで計算値は、

表 4 に示す流入水量等の日平均値をもとに計

算した値、実測値は、1 時間ごと 24 時間連続

で採水・分析した結果の平均値である。同図

に見られるように、第二好気槽流入及び流出

水の NH4-N 濃度計算値は実測値とおおむね

一致した。これより、各好気槽で NH4-N 制

 
図 7 第二好気槽での NH4-N の挙動 
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表 4 反応槽流入水量等 

総流入水

量（m3/h）

ステッ

プ比 

硝化液

循環量

（m3/h）

汚泥 

返送量

（m3/h）

NH4-N 濃度日平均値（mg/L） 

反応槽流入水 

（実測値） 

第一/第二好気槽

NH4-N 計計測値※

1070 0.75 140 260 18 7.2 (6.5) / 5.7 (5.5)

 

※ (  ) は設定値  

��4��,��= （�������）�������（���）������
（�������） ・・・③ 

��4��,���= ��4��,�� �（�����,��������,���）���
�� ・・④  

NH4o2,in：第二好気槽入口 NH4-N 濃度 	 	
NH4o2,mid：第二好気槽 NH4-N 計計器値 

NH4o2,out：第二好気槽出口 NH4-N 濃度 	
V1：第二好気槽容量 	
V2：第二好気槽 NH4-N 計設置点までの槽容量 	

 
図 6  1 系反応槽の模式図 
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御を行うことで、処理水 NH4-N 濃度を一定

に制御できることが示された。  
 
6. NH4-N 制御の効果 

 平成 25 年度の 4 月から、1 系反応槽は、処

理水の全窒素濃度 8.0mg/L 以下、NH4-N 濃

度 2.0～3.0mg/L 程度となるような NH4-N 設

定値で各好気槽の送風量を制御している。4
月～8 月の 1 系、3 系反応槽の全窒素・全り

ん濃度および処理水量当たり送風量の平均値を図 8 に示す。図に見られるように、1 系反応槽

は、処理水質、送風量ともに、3 系反応槽よりも良好な結果となった。  
 
7. まとめ 

上記のように、ステップ比や NH4-N 制御等に関する調査結果から、ステップ A2O 法におい

て処理性を維持しつつ送風量を低減する運転条件について、以下のような知見が得られた。  
 

・ステップ比(嫌気槽流入水量／総流入水量)を高くすると、処理性が向上する一方、送風量が

増加する。 
・処理水窒素濃度は、ステップ比、硝化液循環比、汚泥返送比、第一好気槽出口の NH4-N 濃

度で制御できる。 
・NH4-N 制御を行うことで、ステップ比の上昇に伴う送風量増加を抑制できるほか、処理水

NH4-N 濃度をおおむね一定の値に制御できる。  
・平成 25 年度の処理実績では、ステップ A2O 法は制限曝気 A2O 法と比較して、処理水窒素濃

度、処理水量あたり送風量ともに 1 割以上優れている。 
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図 8 処理状況比較（平成 25 年 4～8 月） 
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