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１．まえがき 

 

平成13年 12月に環境大臣に答申された窒素に対する第五次水質総量規制は、平成

16年 3月時点で既設排水設備等への猶予期間が終了し、対象となる閉鎖性海域（東京

湾、伊勢湾、大阪湾）に隣接する都道府県では、目標達成のために従来以上の厳しい

対応を迫られることとなった。 

 石油精油所はこれら閉鎖性海域に隣接することが多く、精油所の立地条件の自由度

を向上させるためには排水中の窒素除去に対する対応が今まで以上に要求されるこ

とになる。 

本技術開発を実用化することで、二酸化炭素発生量原単位の高いセメントを使った

従来型の排水処理設備の代替技術を提供することができ、硝酸性窒素、二酸化炭素な

どの環境負荷物質を低減させることができる。 

 

 

２．技術開発の概要 

   

本技術開発では、従来型の脱窒方法で課題であったセメントを多用することによる

二酸化炭素の排出低減を目指しており、好気的な排水を直接処理可能であり、大規模

な土木工事の不要な地上設置型の脱窒システム開発を目標とする。 

RITE-豊中研究室、加賀研究室では、脱窒菌の栄養源（炭素源もしくは水素供与体

と言う）として、炭素数を制御した固体脂肪酸を用いることで、上記目的が効果的に

達成できるものと考え、石油精油所の大量の排水に対応できる新たな脱窒技術開発を

起案した。 

平成 13 年度は、脱窒反応速度の向上を目的とする微生物からのアプローチおよび

処理機構からのアプローチを行うとともに、本開発のキーテクノロジーである材料開

発、製造技術開発を実施し、実用的な装置規模を想定した滞留時間1時間以内と材料

製造技術の確立を目指した。 

平成 14～15 年度は、単位容積あたりの菌体密度を向上させることにより脱窒反応

速度の更なる向上を目指し、水素供与体とは別の担体を併用添加することを試みた。 

また、水素供与体としてアルコール品、アルコール／脂肪酸エステル、アルコール

／グリセリンエステルを検討し、実排水中に多量に存在するアルカリ金属成分による

性能低下（脂肪酸との塩形成による）回避を図った。 

さらには、直径600mm、高さ2350mm の透明エンビ製円筒型脱窒素実験装置の設計、

製作、据付作業、試運転を行い、連続通水試験を実施することにより実用化に必要な

各種データを取得した。 

 



３．技術開発の内容          

 
3-1 脱窒速度向上に対する研究開発（その1） 

 

(1)目的 

 固体脂肪酸として最適な組成の確認と、自然界から分離した本技術開発の固体脂肪

酸を利用する微生物を用いて、各種カラム試験による連続通水試験の実施と反応速度

解析を行うこと。 

 

(2)方法 

 試薬の単体脂肪酸を混合した試験材料（100g スケール）を用いて、回分試験によ

る窒素低下率を測定した。試験は KNO3 窒素源として窒素濃度 100mg/L に調整した実

験排水 200ml 中に試験材料 12g を添加し、24 時間後の窒素低下率から窒素除去率を

算出することで行った。 

 微生物の分離は、5 ヶ所の自然環境（琵琶湖岸水路，農業用水路（石川県），生活

排水路（静岡県），浄化槽，土壌）にて固体脂肪酸を生分解させ，そこから好気性菌

（脂肪酸資化性菌）と脱窒菌の分離を行った。 

 その他、一般的な水質分析はJIS、下水道試験法などの定法によった。 

 
(3)結果、考察 

 

脂肪酸の最適組成 

 固体脂肪酸の炭素数を変化させた時の窒素除去率は、炭素数 14 前後で一時的に低

下し、TOCは低炭素側で著しく上昇した。窒素除去の視点からは炭素数10程度の選択

が好ましいが、TOCの溶出は有機物の再処理（後工程での再曝気など）などが必要と

なり、従来技術のメタノールを用いた脱窒方法との差別化が困難になると考えられる。

よって、TOCの溶出が少なく、炭素数12前後の次に窒素除去率が高い炭素数18 前後

の脂肪酸を一次選択した。 

 脂肪酸は天然ヤシから分離される材料であり、天然に存在する組成比率に近い炭素

数を選択することが、工業化を考えた際の

コスト面から極めて有利である。この観点

から、天然存在比に近い組成として

C14/C16/C18＝5/30/65 を選び評価した結果、

TOC 溶出量が 1mg/L 以下で窒素除去率も

73%と高い値が得られたため、本組成物を最

適組成とした。 
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図 1 各原水窒素濃度による脱窒速度変化 



 

微生物分離および活性 

自然環境から無作為に分離した微生物（脂肪酸資化性菌、脱窒菌の混合系と考えら

れる）を接種した連続通水カラム（容積500cc、通過時間4時間）による通水試験を、

硝酸性窒素負荷濃度を変化させた状態で行った結果（図1参照）、石油精油所排水に

多く見られる50mg/L 以下の窒素濃度範囲での脱窒速度は約 0.72±0.22kg-N/m3/day

であり、この速度から計算される脱窒装置システムとしての滞留時間（HRT）は約2.5

時間であった。 

 

(4）まとめ 

 
・脂肪酸の最適組成としては、窒素除去率の高さ、TOC溶出の少なさ、実用性の点か
らC14/C16/C18＝5/30/65 を選択した。 

・自然環境から分離した微生物を接種したカラム通水試験結果から、50mg/L 以下の

窒素濃度範囲での脱窒速度は約 0.72±0.22kg-N/m3/day 程度であり、脱窒装置シ

ステムとしての滞留時間（HRT）は約 2.5 時間と推定され、目標とする滞留時間 1

時間を達成するためにはさらなる工夫と開発が必要であることがわかった。。 

 

3-2 脱窒速度向上に関する技術開発（その2） 

 

(1)目的 

 パイロットスケール規模の連続通水試験を行う上での基礎データを取得する目的

で、200cc～5Lクラスのカラムおよび水槽を用いた連続通水試験を行うこと。 

 

(2)方法 

 粒径を意図的に変化させて試作した脂肪酸組成物、微生物の棲家となる担体、通水

方向（上向流、下向流）、羽による撹拌（羽形状、羽位置、撹拌速度など）、固液分

離方法、循環率などを系統的に変化させながら、連続通水試験を行った。 

 

(3)結果、考察 

 各運転条件から得られた代表的な結果は以

下の通りであった。 

 

脂肪酸の粒径について 

 脂肪酸を充填する体積（V）と脂肪酸の全

表面積（S）との比 S/V をパラメーターとし
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図 2 S/V 比と窒素除去率の関係 



て窒素除去率を測定した結果を図2に示す。その結果、ばらつきは大きいものの50/m

以上の値で除去率はより向上する傾向が見られたが、ストークス則による脂肪酸粒子

の動きが激しく、流速によりカラムなどから流出する現象が確認され、実用的なS/V

値は20/m 程度と見積もられた。 

 

通水方向について 

 初期段階では、脂肪酸の比重を意図的に増大させ（炭酸カルシウム複合）、多くの

カラム試験で用いられる上向流での通水を行ったが、脂肪酸の流出が多発し、実用上

本現象を回避することは困難と判断した。本開発の脂肪酸はそれ自身が消費され徐々

に小さくなる性質を有しているため、比重が 0.85 であることを逆に利用して、脂肪

酸を浮上性のろ床とした下向処理方式を用いることとした。 

 

撹拌について 

 脱窒反応が盛んに起こっている環境で、市販の撹拌用羽を用いて脱ガス性を評価し

た。一般にろ床中にガスが溜まると、その部分の接触面積が減少するために、できる

限り効率的なガス抜きが必要となると考えられる。 

 図 3に羽の回転頻度（回転数45rpm 一定）による窒素除去率の変化を示すが、頻度

高く回転させることは窒素除去率を低下させる結果となった。このことは回転速度に

対しても同様の傾向が認められ、その際に除去率が減少する過程を観察したところ、

微生物膜の剥離に起因する排水の濁りが認められた。すなわち、本開発の脱窒方法で

は固定床にできる限り近い、微生物膜をで

きるだけ生かした運転が求められる結果と

なった。微生物膜を残したままの水処理手

法として生物膜法といわれる公知技術が存

在し、それらの先行知見を参照しながら来

年度のパイロット試験を行う必要があると

考えた。また、微生物膜を固着させる第二

の担体を併用する系統的な実験（本年度は

参考となる知見は得られなかった。）が今

後必要である。 

 

循環について 

 見かけの滞留時間を増やすために、処理

水の一部を原水へ循環返送することは有効

な手段の一つと考えられる。図 4 にカラム

試験により循環比を変化させた時の窒素除
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図 3 羽の回転頻度と窒素除去率との関係 
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図 4 循環比と窒素除去率の関係 



去率変化を示した。その結果、本試験範囲では循環比を増大させるにつれて除去率が

効果的に向上する結果となった。循環比の上昇はポンプ動力の増大を招くため、最終

的にはトータルエネルギー効率などの総合判断が必要となる。 

 

(4)まとめ 

 
・実用的な脂肪酸表面積（S）/容積（V）は20/m 程度と考えられた。 
・処理方式は脂肪酸を浮上性ろ床として用いた下向流方式が最適と判断した。 
・ガス抜きのための撹拌はできるだけ微生物膜を残す様な、制御された撹拌が必要で

あることがわかった。 
・循環をかけることは効果的に窒素除去率を向上させた。 
 

3-3 材料製造技術の開発 

 

(1)目的 

①面積をできるだけ増大させ、②比重を増大させ、③溶出を制御するために表面被

覆を試みること、以上3点を主な目的として各種材料と脂肪酸との複合製造試験を行

い、パイロット試験に用いる材料製造技術を確立すること。 

 

(2)方法 

 ペレット状造粒試験は単軸押し出し機を用い、大型固形物としては型へ注入するこ

とで試作を行った。 

 用いた複合材料は、炭酸カルシウム、タルク、マイカ、炭素繊維であり、被覆材料

としてはポリプロピレン、ポリエチレン、ＡＢＳ，ポリフェニレンエーテル、ナイロ

ン66、ポリエチレンテレフタレートを用いた。 

 

(3)結果、考察 

 押し出し機を用いた無機材料の複合化は比較的容易に実現できることがわかり、そ

の添加量は上限が45重量％であった。表面積は何れの無機材料でも15重量％程度以

上添加することで上昇し、特に炭素繊維を複合した試作品では 10 重量％添加時で 8

倍（無添加との比較）、20重量％添加時で125倍に向上し最も効果的な材料であった。 

 被覆効果の検討も、同じく押し出し機を用いて行い、樹脂の流れの尺度であるメル

トフローレート（MI）が4.5cc 程度のポリプロピレンと5.1程度のポリフェニレンエ

ーテル樹脂で連続被覆処理が可能となった。一般に MI が大きくなると脂肪酸との分

離が激しく、小さくなると海島状の混合物になり被覆効果の期待できない試作品とな

った。上記2種の試作品を人工排水中で溶出試験（生分解あり、なしの両方）した結

果、何れの試作品も水中で脂肪酸と樹脂との剥離が発生し、被覆材の耐久性として課



題を残す結果となった。そこで、先に評価した無機材料を添加した系に被覆すること

で剥離はかなり解消される結果となったが、これは

SEM観察から無機材料（特にﾏｲｶ、炭素繊維）のアンカ

ー効果と推測された。 

 型注入法による大型成形品の試作では、溶融温度を

60度以内に抑え段階的に注入することで、冷却時の温

度部分布に起因するクラックは1/9 程度に低減した。

さらに、骨材としSUS 製平板の配置を検討した結果、

投影面積の 5％程度の面密度で等方的に配置すること

でクラックの発生をほぼ回避することができた。また、顆粒状で型中に添加しプレス

する乾式工法でも35mmmφの小型成形試作に成功した。主な試作品の写真を図5に示

した。 

 

(4)まとめ 

 パイロット試験に用いるための試作材料製造のための技術開発を行い、求められる

物性（比重、表面積など）、形状（大きさ、取り付け方法など）に応じて、押し出し

機による連続成形（造粒）方式、型注入による湿式成形方式、型を用いた乾式成形方

式による試作工法開発に成功した。ただし、表面被覆工法には課題が残り、他方式の

追加検討（材料組成の改質を予定）が必要となった。 

 

3-4 脱窒反応速度向上に関する技術開発(その3) 

 

(1)目的     

 単位容積あたりの菌体密度を向上させることにより脱窒反応速度の更なる向上を

目指し、脱窒反応速度向上に関する技術開発(その 1)までに得られた実績値（約

0.7kg-N/m3/d）を10%以上向上させること。 

 

(2) 方法 

 用いる固体水素供与体は、平均炭素数 17.1 と大きな分子量を有するために疎水性

が高く、微生物膜の付着力に乏しいため、高密度に微生物膜や有用汚泥を保持するた

めの材料改良が必要である。 

 微生物膜や有用汚泥保持量を増やすための方法としては表１に示す手段を予備検討

し実用化に近い手法の模索を行った。 

 生物保持量の増大には表面積と材料表面性の改質がパラメーターとなるが、微細加

工を伴う細孔形成のコスト増大度合いが大きく、水処理産業への適用は現実的ではな

い。従って、材料表面の改質を中心とした手法を選択し、現時点で実用化している水

図 5 代表的な試作開発材料 



処理用担体を利用技術として用いることとした。 

 表面改質の手法としては従来から知見のあるシランカップリング処理により、陰電

荷表面（固体水素供与体および担体）に両性官能基を有する物質を結合させ、見かけ

上の表面電荷を陽電荷転換させることにより行った。この処理によって、その多くが

負に帯電している水中の微生物群を電気的に担体に結合することができ、結果として

微生物膜の保持量を増大させることが期待できる。本開発では、陽電化処理条件とし

てシランカップリング剤濃度1%、浸漬時間5時間、架橋温度95℃とした。 

  

表１ 水素供与体の微生物付着量向上のための主な手法とその評価 

手  法 長  所 短  所 

表面の多孔質化 表面積の増大 加工方法、ｺｽﾄ高 

表面の陽電荷修飾 生物膜の電気的吸引 薬剤選定、微生物への安全性 

微 粉 化 表面積の増大 加工ｺｽﾄの増大 

別担体の併用 微生物担持空間の形成 担体材質の選定、担体ｺｽﾄ 

親水性増大 生体親和性の向上 溶出量の制御が必要 

 

水処理用の担体としては4 種の市販品を選択、評価し、表面処理の有無と担体の種

類による脱窒菌付着密度で評価した。用いた市販品はいずれも下水処理や排水処理の

活性汚泥法やろ床法で実績のあるものであり、浮上性ろ床を構成するために比重が

1.0以下の材質を限定して評価した。 

脱窒菌密度は、硝酸態窒素濃度 100mg/L、リン酸態リン濃度 10mg/L の人工排水溶

液500ml を充填し、平均炭素数17.1 の固体水素供与体50ml、各単体約100ml を添加

後25℃で27 日間培養し、担体に付着している脱窒菌数を MPN 法で測定した。MPN 法

は土壌微生物分離の定法を適用した。 

脱窒速度の測定は直径10cm、長さ 50cm の円筒製カラムを用い、水素供与体と併用

担体の体積比率を 70：30 に固定して評価した。速度の算出には通水速度と原水濃度

の価から1日、単位容積当たりの窒素除去量で算出した。 

 

(3)結果、考察 

各単体と表面処理の有無に対する脱窒菌密度を表2に示す。 

担体表面を陽電荷表面処理によって試みた結果、処理効果が顕著に確認され脱窒菌

密度向上効果が見られたのはPP 製不織布担体であり、担持量の絶対値として 105/g-

担体を唯一示した。さらに汚泥保持性も良好であったが撹拌時に繊維の絡み、ほつれ

の発生が課題となった。高密度担持を最優先項目としているため、表面処理を施した

PP製不織布を水素供与体と併用する担体として選定した。 

 本結果より、PP 製不織布担体と固体水素供与体を併用（体積比 70：30）した小型



カラム実験を行い脱窒速度を求めた結果、平均で 1.2kg-N・m-3・d-1 となり、担体併

用を行うことで本年度の当初目標を達成できた。 

表2 評価した主な担体の特性概要 

  担体の種類    表面処理の有無   脱窒菌密度     その他所見 

 

  ウレタン多孔体     あり     2.1×104/g-担体   ｶﾞｽ抜け良好 

ウレタン多孔体      なし     4.4×104/g-担体    

  PP 製不織布        あり     7.6×105/g-担体     汚泥保持良好 

  PP 製不織布        なし     9.4×103/g-担体     

  PE ペレット        なし     5.8×102/g-担体   膜保持性不良 

  市販PP製担体      あり     7.0×103/g-担体     

  市販PP製担体     なし     1.6×104/g-担体     

 

(4)まとめ 

 

  表面を陽電荷処理したPP製不織布を担体として併用することにより、単位容積当

たりの脱窒菌の保持量を増大させることが可能となり、その結果として脱窒速度とし

て当初目標値を達成した。 

 

3-5 脱窒速度向上に対する技術開発（その4） 

 

(1)目的    

固体脂肪酸の分子構造を改良することにより、有機物溶解度を制御することで脱窒

反応速度を安定した脱窒速度を確保すること。さらには、水素供与体の官能基を変化

させることにより、実排水中に多量に存在するアルカリ金属成分による性能低下を回

避すること。 

 

（2）方 法 

 水素供与体の溶解度と脱窒速度の関係を調べるために、脂肪酸として炭素数12～18、

アルコールとして炭素数 14～18 のものから構成される脂肪酸-アルコールエステル

群のうち８種を選択した。また、アルコール部分をグリセリンに変更したエステル（脂

肪酸グリセライド）を4種、炭素数14および16の高級アルコール2種を選択した。

エステル構造の水素供与体の組み合わせを表3に示す。選択の基準としては、常温で

固体であり商業的に入手が容易なものを中心に行った。 

 

 



 

 

表 3 評価した水素供与体の種類 

                    －ＯＨ 

               Ｃ１８  Ｃ１６  Ｃ１４ 

        Ｃ１８     １    ５     ９ 

  －ＣＯＯＨ Ｃ１６     ２    ６    １０ 

        Ｃ１４     ３ 

        Ｃ１２     ４ 

  Ｃ12～18：炭素数      1～10：試験に供した材料の番号 

例）例えば表中2は、炭素数18のアルコールと炭素数16の脂肪酸のエステルを示す。 

 

 昨年実績で担体として最適であると判断された不織布製担体（充填体積約１０％）

と各材料20ｇを全量500cc（有効容積380cc）の縦型カラムの底部に充填し、上向流

により通過時間（HRT）2.5 時間で連続通水を行った。通水した原水は硝酸体窒素濃

度200mg/L、リン酸体リン濃度22mg/L に調整し、水温20～25℃の室温条件にて硝酸

体窒素濃度の減少値から脱窒速度を測定した。 

 また、有効な材料については、粒径と脱窒速度の関係を調べるために、乳鉢で機械

的に粉砕し、メッシュにより整粒した材料を試作し試験に供した。 

 各エステル類の溶解度を調べるために、蒸留水80cc 中に各材料35ｇを添加し、48

時間25℃の恒温槽で放置した後のDOC（溶存全有機体炭素）を測定した。 

 

(3) 結果、考察 

 図 6と 7に各材料の窒素除去率と通過時間の関係を示す。図中には昨年度までに水

素供与体として選択していた炭素数 18 の高級脂肪酸を比較材料とし、エステル類は

アルコールの炭素数が18のものを代表として示した。 

その結果、炭素数18の脂肪酸は通水時間70時間以降から、従来の課題であったア

ルカリ金属成分による脂肪酸-アル

カリ金属塩形成による性能低下（詳

細データ省略）現象が確認された。

一方、官能基をアルコールに変換し

た材料はこの様な性能低下現象は見

られず、アルカリ塩形成はないもの

と考えた。 

エステル類は炭素数16 の脂肪酸/

炭素数 14 のアルコール以外のエス
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図 6 各材料の窒素除去率と通過時間 
C18OH as ref：炭素数 18のアルコール 
C18：炭素数 18の脂肪酸 
C14：炭素数 14のアルコール 



テルは、定常状態までの立ち上がり

時間が長い現象が確認されたが、ア

ルカリ塩形成による性能低下現象は

実験時間範囲では認められなかった。

立ち上がり時間が長い原因としては、

エステル結合の加水分解反応にエネ

ルギーを要することが考えられる。 

アルコール部をグリセリンに変換

した材料（グリセライド類）も、基

本的にエステル類と同様に立ち上が

り時間が長い傾向を示した（図 8 参

照）。 

表 4 に各エステル類の溶解度量を

示すＤＯＣ値を示した。その結果、

炭素数が好くなるにつれＤＯＣ量が

上昇するという一般的な結果が得ら

れ、ＤＯＣ溶出量はエステルの組み

合わせでほぼ任意に選択できること

がわかった。また、ＤＯＣ量と脱窒

速度にはほぼ正の相関関係が得られ

たが（図 9 参照）、脱窒反応速度が

最も高かった炭素数16 の脂肪酸/炭

素数 14 のアルコールエステルはＤ

ＯＣ値で 43mg/L と他のエステル類

に比べて必ずしも高い値とはなっていない。これは、溶存ＤＯＣのみで脱窒速度を説

明することが困難である事実を示しているが、一般的に低炭素数の脂肪酸は生物反応

を阻害することが知られており、脂肪酸として炭素数12または14付近を選択すると

それらの効果が現れる可能性が高い。 

 

表 4 エステル類の溶解度（ＤＯＣ値 単位 mg/L） 

－ＯＨ 

              Ｃ１８   Ｃ１６   Ｃ１４ 

        Ｃ１８        23          38           29 

 －ＣＯＯＨ  Ｃ１６        39          41           43 

        Ｃ１４        54          67          102 

        Ｃ１２       109         133          142 
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以上の結果から、脂肪酸の官能基を単

にアルコールに変換するだけで、アルカ

リ塩形成反応の防止と、昨年実績に比べ

て高い脱窒反応速度が維持できる可能

性が認められたため、炭素数 14 のアル

コールを選択し、機械粉砕により約

0.1mm 程度まで粉砕した場合の効果を調

べ、炭素数 18 の脂肪酸との比較におい

て図 10 に示した。その結果、立ち上が

り速度と硝酸性窒素除去率の両方で性

能向上が認められた。この条件における

脱窒反応速度は約 1.2kg-N/m3/日に相当

し、その後約半年間硝酸性窒素除去率

70％以上を維持した。（生物膜による閉

塞が著しく実験自身は 174 日で終了し

た。） 

 

(4)まとめ 

不織布製担体と水素供与体としてア

ルコール品、アルコール／脂肪酸エステ

ル、アルコール／グリセリンエステルを

検討し、実排水中に多量に存在するアル

カリ金属成分による性能低下（脂肪酸との塩形成による）回避を図った。その結果、

脂肪酸／アルコールの組み合わせを変えることにより、水素供与体としての溶解度を

ほぼ任意に変化させることができ、溶出有機物量と脱窒速度とはほぼ正の相関が見ら

れた。最適条件（C14アルコール微粉末使用）での脱窒速度は1.2kg－N/m3/日を約半

年間維持でき、性能低下は見られなかった。 

 

3-6 脱窒素実験装置による連続処理実験 

 

(1)目的 

 パイロット規模の実験を行うための脱窒素実験装置の設計、製作、据付、連続通水

試験を行い、連続運転時の課題をできるだけ抽出し対策技術を検討すること。 

 

 

回帰直線

y = 0.23Ln(x) + 0.036
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図 9 溶出DOCと脱窒速度の関係 
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(2)方法 

 

設 計 

 本装置の外観写真を図 11 に示す。設計上考慮

した点は、固体水素供与体の比重が0.84 程度の

ため、浮上性のろ床として用い、ろ床部分は全て

水位面から900mmm 付近までに浮上している。こ

のような構成にすることにより、微生物反応に伴

う余剰汚泥類や余剰 SS 成分はろ床部分と重量分

離され、底に設けたホッパー部分により排出され

る。 

 上部には撹拌用モーターを設置し撹拌回転数、

撹拌頻度の設定が可能である。 

 また、処理水の一部はポンプにより原水部へ循

環される構成であり、循環比を変更した実験が可

能である。 

 用いた固体脂肪酸は、すでに各種脱窒特性の判

明しているC14/C16/C18＝5/30/65 組成（粒子径1mm）を用い、同容積のPP製不織布担

体（表面処理あり）を併用使用した。 

 原水は水道水を用いた人工排水がポンプにより定量供給され、供給量および他の運

転条件はシーケンス制御により事前設定が可能であり、異常停止装置などの安全対策

も施されている。表5に代表的な設計仕様の一覧を示す。 

 

表 5 脱窒素実験装置の代表仕様 

 

    外形     1000×1000×2350mm（うち槽部：600φ×1400mm） 

    保有水量   620L（反応部：339L、沈殿部：281L） 

    処理水量   0.4～5.0m3/ｄ 

    材質     槽部：硬質透明エンビ、その他：鉄、SUS304 

    ポンプ能力  0.2KW/100V 

    安全装置   ﾓｰﾀ停止、漏水、漏電、異常発熱対策など 

 

 

連続運転 

 

図 11 脱窒素実験装置の外観 

原水導入部 

反応容器 

制御部 
汚泥 

排出部 
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 処理量 4m3/日を標準として連続運転を行い、装置に設けた採水ポートから採水を

行い常法にしたがい速やかに測定に供した。 

　運転流量から配管の閉塞などを判断し、異常部分については速やかに改善措置を

（分解、清掃など）とり、出来る限り一定の処理量を維持できるように努めた。 

 

(3) 結果、考察 

 約 5ヶ月間の連続運転から得られた主な結果、課題と今後の対策を以下に順に説明

する。 

 

・窒素容積負荷を0.2kg-N・m-3・d-1から段階的に上昇させ、水温 20℃、窒素容積負

荷1.2kg-N・m-3・d-1、撹拌頻度 15 分・d-1、循環比 100%の標準運転条件において、

図12に示すように窒素除去率50～60%程度の安定した性能が得られた。 

急激な負荷量変化に対する除去率の追従性は10～15 日程度で比較的鈍く、循環

比を 10～15 日間に変化させることで、0.2～1.2kg-N・m-3・d-1 程度の負荷変動

には追従し得ることが示唆された。 

撹拌条件はほぼ妥当な値であり、ガスの槽外への除去が効果的に行われ、余剰汚

泥はホッパー部に分離された。分離された汚泥成分は無機/有機比率が 44/56 程度

であり、有機物成分の約85％は脂肪酸アルカリ金属塩（ステアリン酸カルシウムが

主要物質）の形を示した。つまり生物反応の連鎖にともなう生物汚泥としては8.4%

（0.56×0.15）程度であり、窒素負荷量と汚泥中の窒素含有量から計算される汚泥

転換率も10％以内であり、活性汚泥に代表される通常の生物処理の汚泥転換率（通

常 50%程度といわれている）に比べて非常に小さい値となった。この事実は、汚泥

が少ないこと自身は好ましいことであるものの、本来有効に水素供与体として使わ

れるべき成分が金属塩としてより水に不溶な脂肪酸アルカリ金属塩に消費されてい

ることを示しており、脱窒反応速度の向上と不要な水素供与体の消費を抑制（運転

寿命の増加とランニングコストの低下に直結する）に検討の余地があるものと考え

られる。 

 

・選定した担体は生物膜、汚泥など

を 6.9×104  ～7.3×105/g-担体

程度の高密度に担持することがで

き、当初目的とした単位容積当た

りの脱窒菌密度を向上させること

ができたと考えた。（向上効果65%

以上、微生物分布は未同定） 

 

図 12 窒素容積負荷と除去率の関係 
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・浮上性ろ床の下向流処理を基本構

成した場合、原水（上部から添加）

で好気的な環境が流動方向に沿っ

て徐々に嫌気性に変化し、この変

化に従って溶存有機物量（DOC）と

窒素除去率の上昇が見られた（図

13参照）。溶存有機物の定性分析

結果からは、炭素数2～6程度の直

鎖状有機物を示すスペクトルが多

く確認され、原水部に存在する多

量の溶存酸素濃度により固体水素

供与体がβ－酸化を受け、TCA 回

路へ結びつく好気的な生分解反応により低分子量の有機物を槽下部へ供給している

と考えた。今後、実効的な水素供与体の同定と関与する微生物の関係を明らかにす

ることが必要であると考えられる。 

 

・担体の絡みなどによって発生する SS 粒子、沈降汚泥の流動などによる配管系の目

詰まり対策が連続運転時の課題として認められ、担体の移動、流出防止のためのメ

ッシュを槽内に設置すること、攪拌羽の形状変更などを行うことで回避できること

がわかった。 

 

(4)まとめ 

固体水素供与体以外の担体として表面処理を施したPP製不織布を併用することで、

単位容積当たりの脱窒菌密度を効果的に向上させることができ、脱窒速度として

1.2kg-N・m-3・d-1の値を得ることが出来た。 

新規に作成した脱窒素実験装置による連続通水試験を行い、窒素容積負荷

1.2kg-N・m-3・d-1、撹拌頻度15分・d-1、循環比100%の標準運転条件において、窒素

除去率50～60%程度の安定した性能が得られた。 

 

3-7 フェノール含有排水による連続処理実験 

 

(1)目的 

石油精油所排水を模したフェノール含有排水処理による実用性の確認を行うこと。 

 

(2)方法 

窒素除去率が約 80%で安定している状態で、ＣＯＤ成分としてフェノールを 15mg/L
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図 13 流向に沿った各種ﾊﾟﾗﾒｰﾀｰ変化 



となるように原水に添加した。 

(3) 結果、考察 

フェノールの添加による脱窒反応速度の低下は無く、本実験においては阻害要因とは

ならずむしろ硝酸性窒素除去率を向上させた。しかしながら、溶出ＴＯＣ値が

10.5mg/L 上昇しており、フェノールを十分分解して脱窒反応の水素供与体として用

いたのではなく、むしろフェノールの存在が固体水素供与体を利用した脱窒反応への

影響が少なかったためと考えた。溶出ＴＯＣの存在は本開発が回避すべき基本的な用

件であり、循環比を向上させてフェノール成分を十分に資化し得る運転条件または機

構を検討する必要があることが判明した。 

 

(4)まとめ 

実排水に含まれるとされるフェノールによる反応速度低下は見られなかったが、未分

解フェノールに起因すると思われるＴＯＣ溶出が課題であることがわかった。 

 

４．技術開発成果の概要 

 

得られた技術開発成果の概要は以下の通りである。 

 
・脂肪酸の最適組成としては、窒素除去率の高さ、TOC溶出の少なさ、実用性の点か
らC14/C16/C18＝5/30/65 を選択した。 

・自然環境から分離した微生物を接種したカラム通水試験結果から、50mg/L 以下の

窒素濃度範囲での脱窒速度は約 0.72±0.22kg-N/m3/day 程度であり、脱窒装置シ

ステムとしての滞留時間（HRT）は約2.5時間と推定された。 
・実用的な脂肪酸表面積（S）/容積（V）は20/m 程度と考えられた。 
・処理方式は脂肪酸を浮上性ろ床として用いた下向流方式が最適と判断した。 
・ガス抜きのための撹拌はできるだけ微生物膜を残す様な、制御された撹拌が必要で

あることがわかった。 

・循環をかけることは効果的に窒素除去率を向上させた 

・パイロット試験に用いるための試作材料製造のための技術開発を行い、求められる

物性（比重、表面積など）、形状（大きさ、取り付け方法など）に応じて、押し出

し機による連続成形（造粒）方式、型注入による湿式成形方式、型を用いた乾式成

形方式による試作工法開発に成功した。ただし、表面被覆工法には課題が残り、他

方式の追加検討（材料組成の改質を予定）が必要となった。 

・表面を陽電荷処理した PP 製不織布を担体として併用することにより、単位容積当

たりの脱窒菌の保持量を増大させることが可能となり、その結果として脱窒速度と

して当初目標値を達成した。 

・不織布製担体と水素供与体としてアルコール品、アルコール／脂肪酸エステル、ア



ルコール／グリセリンエステルを検討し、実排水中に多量に存在するアルカリ金属

成分による性能低下（脂肪酸との塩形成による）回避を図った。その結果、脂肪酸

／アルコールの組み合わせを変えることにより、水素供与体としての溶解度をほぼ

任意に変化させることができ、溶出有機物量と脱窒速度とはほぼ正の相関が見られ

た。最適条件（C14アルコール微粉末使用）での脱窒速度は1.2kg－N/m3/日を約半

年間維持でき、性能低下は見られなかった。 

・固体水素供与体以外の担体として表面処理を施したPP製不織布を併用することで、

単位容積当たりの脱窒菌密度を効果的に向上させることができ、脱窒速度として

1.2kg-N・m-3・d-1の値を得ることが出来た。 

・作成した脱窒素実験装置による連続通水試験を行い、窒素容積負荷1.2kg-N・m- 3・

d-1、撹拌頻度 15 分・d-1、循環比 100%の標準運転条件において、窒素除去率 50～

60%程度の安定した性能が得られ、装置としての目標滞留時間 1 時間の目処が付い

た。 

・実排水に含まれるとされるフェノールによる反応速度低下は見られなかったが、未

分解フェノールに起因すると思われるＴＯＣ溶出が課題であることがわかった。 

 

５．あとがき 

 

 平成15年度をもって3年間の技術開発を終了し、当初2～3年間は比較的小規模排

水（1～10 トン/日規模）をターゲットとした展開を考えているが、将来的には循環

ろ過分野や浄化槽、下水道への展開も狙っており、経済や市場動向および法整備の進

捗を見極めながら実用化を図って行く予定である。 

 ただし、総量規制のリミットを目前とした現在においても各企業における設備導入

の意欲は乏しく、さらには暫定排水基準の適用を延長する動きもあり、企業化時期（発

売時期）の経営的な見極めは要求されることになると思われる。
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