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4-(1)-5 下水水質シミュレータの活用による処理水りん濃度予測 
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１．はじめに  
｢東京都下水水質シミュレー

タ｣（以下「シミュレータ」とい

う。）は、簡単な操作で下水処理

の水質予測を行い水質管理に利

用するためのツールとして、東

京都下水道局と民間企業の共同

で開発したソフトウェアである。

（図１）ソフト上で水質予測等

（シミュレーション）を行うこ

とにより、実際に運転変更を行

わずに処理水質の変動を予測す

ることが可能であり、水質悪化

のリスクを冒すことがない。  
本稿では、嫌気－無酸素－好

気法（以下「A2O 法」という。）

施設である浮間水再生センターにおいて課題となっている高濃度硝酸性窒素（以下

「NO3-N」という。）の反応槽流入におけるりん処理に与える影響についての知見を得る目

的で、このシミュレータを用いて検討した結果を報告する。  
 

２．シミュレータの概要 

２．１ シミュレータの概要 

シミュレータでは、国際水協会（ IWA）の活性汚泥モデル 2d（ASM2d）を基にしたシミ

ュレーションを行い、流入水質や運転条件などを変化させた場合の処理水質や、反応槽各

回路における基質濃度（水質）の推移などを予測することができる。  
本シミュレータの特徴として、以下のことがあげられる。  

（1）世界的に 先端の予測モデルを使用しており、これまでに蓄積したデータを用いるこ

とができ、新たな測定を必要としない。  
（2）操作を行うために活性汚泥モデルの専門知識を必要としない。  
（3）流入水質の入力に水再生センターでの測定項目を用いることができる。  
（4）シミュレーション結果を汎用表計算ソフト（MS-Excel）に出力でき、種々の条件で

行なったシミュレーション結果を比較・検討できる。  
 
２．２ 活性汚泥モデル（ASM2d）の構造  

本シミュレータに採用されている活性汚泥モデルは、反応タンク内で実際に起こってい

る加水分解反応、従属栄養細菌に関わる反応、りん蓄積細菌に関わる反応、硝化細菌に関

わる反応、凝集剤添加に伴う反応を数式でモデル化し、反応タンク内の生物反応および物
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表１ 活性汚泥モデルの構成成分 

記号 項目 記号 項目 

SO2 溶存酸素 Xｓ 生物遅分解性の懸濁態有機物 

SF 
酸発酵可能な 

易分解性有機物 
XＡＵＴ 

独立栄養細菌(硝化細菌)の菌体

量 

SA 
酸発酵から生成される 

有機物 
XＨ 従属栄養細菌の菌体量 

SI 生物非分解性有機物 XＰＡＯ リン蓄積細菌の菌体量 

SNH4 アンモニア性窒素 XＰＰ 
リン蓄積細菌の細胞内蓄積ポリ

リン酸 

SNO3 硝酸・亜硝酸性窒素 XＰＨＡ 
リン蓄積細菌の細胞内貯蔵有機

物 

SN2 溶存窒素 XＴＳＳ ＴＳＳ 

SPO4 オルトリン酸態リン XＭｅＯＨ 水酸化沈殿物 

SALK アルカリ度 XＭｅＰ リン酸塩沈殿物 

XI 
生物非分解性の 

懸濁態有機物 
    

 

質の濃度変化を計算している。（図 2）  
① 好気的有機物除去  

従属栄養細菌の増殖により有機物を酸化分

解し、その分解過程で生成した物質量の変化

をモデル化している。  
② 窒素除去  
②-1 硝化 

独立栄養細菌である硝化細菌がアンモニア

を硝化する過程をモデル化している。  
②-2 脱窒 

従属栄養細菌が有機物を水素供与体として、

また硝酸を水素受容体として還元する過程を

モデル化している。  
③ りん除去  

りん蓄積細菌の一部は脱窒能力を持ち硝酸

呼吸をするとともにりんを摂取する現象をモ

デル化している。  
参考として表１に活性汚泥モデルの構成成分を示す。  

２．３ シミュレータ操作手順 

シミュレーションは、大きく分けて 6 つの手順で行う。  
（1）プラント作成  

ソフトウェア上で作成するプラント（処理施設）は、系列数および回路数の設定で作成

される基本プラントに、実施設の状況に応じて変更（槽容量、流入経路、ポンプの循環先

図２ 活性汚泥モデル  

XAUT 

SO2

SNH4 

SNO3 
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図３ 分画画面  

表２ STOWA における有機物分画方法 

項目 方法 

SF 
流入水の S-CODCr（0.1μm ろ過）を SF+SA+SI とし SA と SI を差し引い

て算出 

SA 流入水の有機酸濃度から設定 

SI 処理水 S-CODCr 値×0.9 

Xｓ 
流入水の BCOD※を推定し、それを Xs+SF+SA とし、SF と SA を差し引

いて算出 

XI 流入水の T-CODCr を全有機物とし、他を差し引いて算出 

XＡＵＴ、XＨ、  

XＰＡＯ、XＰＨＡ  
ゼロとみなす 

※BCOD 値は流入水の BOD の経日変化より BOD∞を推定しその値を用いて推定する  

など）を加えることで容易に作成することができる。  
（2）流入水質の設定（図３）              

活性汚泥モデルでは、流入有機物を細分化しており、シミュレーションを行うためには、

反応槽流入水中の有機性成分について、生物分解されるものとされないもの、また、生物

分解されるもののうち分解が容易なものとそうでないものなどに分ける操作（流入水分画）

を行う必要があり、次の式で定義されている。  
有機物（CODCr）＝SA+SF+SI+Xs+XH+XI 
ただし、実測による分画操作には高度な技術および知識が要求されるため、シミュレー

タでは、過去に区部 2 水再生センターで行った分画結果の平均を標準値として採用し操作

の簡便化を図っている。また、水再生センターで測定を行っている CODMn を利用すること

もでき、CODCr に換算後、オランダ応用水研究財団（STOWA）が提案した有機物分画方法

（表２）を基に、CODMn、溶解性 CODMn、BOD 値から成分比率を算出して用いることも可

能である。  
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図４ シミュレーション画面  

（3）ウォームアップ   
ウォームアップとは、シミュレーション開始時の反応槽における各物質濃度の初期値を

設定するために行う操作で、実施設における活性汚泥の馴致に相当する。具体的には、反

応槽における物質の収支・生物反応の状態を安定させるため、平均的な流入水質・一定の

運転条件の下で予測計算を行う。  
 

（4）条件設定  
シミュレーションを行うために、反応槽へ流入する水量、水質（アンモニア性窒素（以

下「NH4-N」という。）、りん酸性りん（以下「PO4-P」という。）などの濃度）を入力し、

さらに流入水量、水温、MLDO、返送汚泥率、余剰汚泥量等の処理条件を入力する。  
本シミュレーションの条件設定において流入水質・運転条件の日平均値を用いれば、平

均的な処理水質が予測でき、24 時間の流入水質・運転条件データを用いれば、処理水質の

日変動を予測することができる。また、幹線の切替えや水処理施設の改良工事等による流

入水質の急激な変化や運転条件の変更を行った際に、処理水質の変動を事前に予測するこ

とが可能であり、目的によって使い分けることが可能である。  
 

（5）シミュレーション  
条件設定で設定した条件でシミュレーションを行う。図４にシミュレーション時の画面

を示す。  
選択した任意の回路・水質項目について、シミュレーション結果がリアルタイムに表示

される。また、計算の進捗状況は、画面上に％で表示される。  
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図５ 結果表示画面  

（6）結果表示（図５）  
シミュレーション結果は計算後に自動で保存される。このデータはシミュレータ上で読

み出し、各水質項目について、時系列や回路別の推移、両者を組み合わせた 3 次元グラフ

など様々な形式のグラフで表示させることができる。また、MS-Excel 形式で出力すること

も可能である。なお、同一条件のもとプラント作成から結果表示までのシミュレーション

操作を行うために要する時間は 2 時間程度である。  
 

２．４ シミュレータ使用上の留意点 

本シミュレータは、活性汚泥モデルに基づき膨大なパラメータを用いている。シミュレ

ーション結果を実測値と一致させるには、施設や処理条件により異なる各パラメータを正

確に設定する必要があり、それには複雑な調査・検討の実施など多大な労力が必要となり

実用的でない。  
そのためには、シミュレーション結果に過大な精度を求めず、ある程度の誤差の中で濃

度変化の傾向（上昇か下降か、変化が大きいか小さいか）の把握に用いるという利用方法

が実用的であると考えられる。この方法では、実用上問題ないレベルの予測精度を得るた

めに必要な 小限のパラメータのみ変更を行い、その他は標準値を用いればよい。また、

処理水質予測において、シアンなど毒物流入による活性汚泥の活性度低下はシミュレータ

で再現できないことや、NH4-N の酸化により生成する亜硝酸性窒素はシミュレータ上では

区別できず（合計が NO3-N として表示される）、亜硝酸蓄積は予測できないことにも留意

する必要がある。  
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３．シミュレーション（浮間水再生センター） 

３．１ プラントの作成 

本検討では、浮間水再生センターの水処理施設をモデルとして A2O 法のプラントを作成

した。実施設および作成したプラントの諸元を表３および表４に示す。  
実施設は嫌気槽 4 回路、無酸素槽 4 回路、好気槽 5 回路の計 13 回路×6 系列から成るが、

シミュレーションではソフトウェアの制約と計算時間短縮のため 10 回路×1 系列のプラン

トに変更している。また、好気槽のうち I から L 回路の MLDO は実測データが不足してい

るため、事前の予備シミュレーションを基に表４に示した値とした。  
 

 
３．２ 反応槽流入水質データ 

反応槽流入水質のデータは、浮間水再生センターの通日試験結果を用いた。また、 2.3

（2）で述べた STOWA の方法により、混合試料の CODMn、溶解性 CODMn、BOD 濃度を用

いて流入水質の設定（有機性成分の分画 )を行った。  
 

３．３ ウォームアップ 

通日試験混合試料の流入水質及

び運転データを用いて、90 日間分

のウォームアップを行った。ウォ

ームアップ終了時の処理水質（計

算値）と通日試験（実測値）の結

果を表５に示す。両者の差は、

NH4-N 、NO3-N で約 1mg/L、PO4-P
で約 0.1mg/L であり、NH4-N の差

は実測データ不足によるものである。作成したプラントは実施設の処理状況を概ね再現で

きていると判断した。  
 

４．高濃度 NO3-N 含有排水流入時の対応シミュレーション 

3.3 で、作成したプラントの再現性を確認できたため、次に、課題となっている高濃度

NO3-N 含有排水流入時の対応を検討するためにシミュレーションを行った。  

表３ 実施設の諸元  

嫌気槽 無酸素槽 好気槽 
回  路 

A B C D E F G H I J K L M 

容量(m3) 905 544 544 544 544 544 544 906 1087 1087 1087 1087 906

MLDO(mg/L) ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 3.5

 
表４ 作成したプラントの諸元  

嫌気槽 無酸素槽 好気槽 
回  路 

A + B C + D E F G + H I J K L M 

容量(m3) 8694 6528 3264 3264 8700 6522 6522 6522 6522 5436

MLDO(mg/L) 0 0 0 0 0 1.2 1.8 2.5 3.2 3.5

表５ 日平均値を用いたウォームアップ結果 

計算値と実測値の比較 

流入水 処理水 

  (実測値) （実測値） （計算値） 差 

NH4-N(mg/L) 15 0.1 未満 1.1 約 1.0

NO3-N(mg/L) 0.1 未満 8.8 7.9 0.9 

PO4-P(mg/L) 0.9 0.1 0.01 約 0.1
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図６ 高濃度 NO3-N 含有廃水流入幹線分析結果 

A2O 法や嫌気好気活性汚泥法（AO 法）などの高度処理施設において、高濃度 NO3-N の

流入は、反応タンク嫌気槽での嫌気度が保てず、りんの吐出しが阻害され好気槽でのりん

の過剰摂取が弱まることから、りん処理の障害となるといわれている。  
浮間水再生センターが過去に行った調査では、高濃度 NO3-N 含有事業場廃水が流入する

幹線において、NO3-N 濃度が 100～400mg/L 程度にまで上昇していることが観測されてい

る。（図６）  
現在、この幹線の

流入下水については

新河岸水再生センタ

ーに全量送水されて

いるが、今後、浮間

水再生センターの施

設増強に伴った幹線

の切回しにより、浮

間水再生センターへ

流入させることも予

定されている。  
そこで、反応槽流

入 水 中 に 高 濃 度 の

NO3-N が存在する場

合、りん処理にどの

ように影響するのか

シミュレータを用い予測を行った。  
４．１ 条件設定 

反応槽への NO3-N 流入条件としては、前述の幹線中の NO3-N 濃度（100～400mg/L 程度）

が他幹線と合流することにより反応槽流入水中での濃度は 1/10 程度に希釈されること、及

び過去に行った高濃度 NO3-N 含有事業所排水中の NO3-N 濃度変動調査結果をもとに、以

下の条件とした。  
（1）シミュレーション条件 1 スポット流入  

5、10、20、30、50mg/L の濃度の NO3-N が、1 日 2 回、2 時間ずつ（3 時～5 時、14 時

～16 時）スポット流入する場合。 

（2）シミュレーション条件 2 常時流入  
流入濃度変動を平準化した場合を想定し、3.4、5.0、8.4mg/L の濃度の NO3-N が常時流

入する場合。（流入負荷量としてスポット流入時の 20、30、50mg/L に相当する。）  
 

５．シミュレーション結果 

５．１ シミュレーション条件 1 スポット流入予測（図７）  
高濃度 NO3-N が反応槽へ流入する時間帯（3 時～5 時、14 時～16 時）による影響を受け

た結果、グラフ上で濃度のピーク回数がそれぞれ 15 時と 1 時の 2 回となった。りん処理へ

の影響は NO3-N 濃度が 20mg/L 以上で顕著に現われ、50mg/L の場合、約 0.7mg/L まで上昇

するという結果となった。予測誤差及び処理状況悪化などを考慮すると、処理水りん濃度

が規制値である 1mg/L 付近まで上昇する可能性もある。また、H21 年度浮間水再生センタ
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   図８ 硝酸性窒素常時流入条件でのシミュレーション  

ー自主管理基準値が 0.5mg/L であることから時間帯によっては PAC 添加で対応できる。  

※図７、図８についてシミュレーションでは処理水の SS は含まれない設定となっている。そのため

PO4-P を全りんとみなし、全りん基準値と比較している。  

 

５．２ シミュレーション条件 2 常時流入予測（図８）  

全りん放流基準値 1.0mg/L 

自主管理基準値 0.5 mg/L 

全りん放流基準値 1.0mg/L 

自主管理基準値 0.5 mg/L 

図７ 硝酸性窒素スポット流入条件でのシミュレーション  
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図９ 処理水 PO4-P 負荷量の比較 

スポット流入の場合と同様に、時間変化とともに処理水 PO4-P 濃度は変動している。こ

れは反応槽に流入する PO4-P 濃度変動の影響を反映しており、ピーク回数は 1 時の 1 回と

なった。  
流入 NO3-N 濃度 3.4mg/L（スポット流入 20mg/L 相当）、5.0mg/L（スポット流入 30mg/L

相当）及び 8.4mg/L（スポット流入 50mg/L 相当）の条件で、それぞれ 0.2mg/L、0.3mg/L、
0.6mg/L 程度となった。流入濃度変動を平準化した場合、スポット流入に比べてりん処理

への影響はやや小さくなっている。しかし、流入 NO3-N 濃度が 8.4mg/L の条件については、

スポット流入の場合と同様に、PAC 添加で対応が必要となる。  
また、図９は、前述のそれぞれの

場合における処理水PO4-P負荷量

（kg/日）を比較したものである。  
流入負荷を平準化させた場合の処

理水PO4-P負荷量のほうがスポット

流入の場合に比べて、幾分低くなる

傾向がみられるが、平準化した場合

でも十分な改善効果は得られていな

い。これは、どちらの場合において

も、りんの吐出しが阻害され好気槽

でのりんの過剰摂取が弱まり、りん

処理の障害となっていることを示唆

している。  
ただし、H21年4月1日から適用さ

れた第6次総量規制において、浮間水

再生センターのりん負荷量規制値は

130kg/日であるが、スポット流入、常時流入それぞれの条件ともりん負荷量は規制値以内

であった。  
 

 ６．まとめ 

高度処理施設への高濃度の NO3-N が流入した場合の放流水質への影響についてシミュ

レーションを行った結果、放流水のりん濃度が上昇し、PAC 注入が必要になることを予測

できた。  
一方、浮間水再生センターでは、現在他の水再生センターに送水している高濃度 NO3-N

含有汚水を施設能力の増強に伴い幹線を切回し、汚水全量を当センターにおいて処理する

計画が予定されていた。環境管理課では、今回の予測結果を関係部署及びセンターに対し

て全量受け入れた場合の放流水質への影響について説明を行った。その結果、高濃度の

NO3-N 排出事業場への指導を行うと共に、浮間水再生センター新規稼働施設への流入幹線

の切回しについて、再検討を行う等により安定した放流水質を維持することができた。  
なお、本シミュレータの今後の活用については、水質事故等による水再生センターへの

悪質廃水の流入や、施設の稼動･休止、流入幹線切回しに伴う施設の運転条件を変更する場

合等において、事前に処理水質への影響の有無を予測することで即時対応が可能となるな

ど安定した水質管理を行うことが可能となることから、本シミュレータの活用を図ってい

きたい。  
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