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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アンモニア含有水を硝化槽に通水してアンモニアを分解する方法において、
　該硝化槽内に、メタン菌グラニュールを核として、アンモニア性窒素を電子供与体とし
亜硝酸性窒素を電子受容体として脱窒反応を行う脱窒細菌を自己造粒させた一次生物膜体
を保持し、
　該硝化槽内にて、該一次生物膜体の表面をアンモニア酸化細菌で覆った生物膜二重構造
体を生成させることを特徴とするアンモニア含有水の処理方法。
【請求項２】
　アンモニア含有水を硝化槽及び脱窒槽に通水してアンモニアを分解する方法において、
　該硝化槽内に、メタン菌グラニュールを核として、アンモニア性窒素を電子供与体とし
亜硝酸性窒素を電子受容体として脱窒反応を行う脱窒細菌を自己造粒させた一次生物膜体
を保持し、
　該硝化槽内にて、該一次生物膜体の表面をアンモニア酸化細菌で覆った生物膜二重構造
体を生成させることを特徴とするアンモニア含有水の処理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、アンモニア含有水の処理方法に係り、特に、アンモニア含有水の硝化脱窒処
理に当たり、アンモニア性窒素を電子供与体とし亜硝酸性窒素を電子受容体とする独立栄
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養性脱窒細菌を利用することにより、処理コストの低減を図る方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　排液中に含まれるアンモニア性窒素は河川、湖沼及び海洋などにおける富栄養化の原因
物質の一つであり、排液処理工程で効率的に除去する必要がある。一般に、排水中のアン
モニア性窒素は、アンモニア性窒素をアンモニア酸化細菌により亜硝酸性窒素に酸化し、
更にこの亜硝酸性窒素を亜硝酸酸化細菌により硝酸性窒素に酸化する硝化工程と、これら
の亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素を従属栄養性細菌である脱窒菌により、有機物を電子（水
素）供与体として利用して窒素ガスにまで分解する脱窒工程との２段階の生物反応を経て
窒素ガスにまで分解される。
【０００３】
　具体的には、図１（ａ）に示す如く、原水を硝化槽１に導入して曝気下、硝化処理し、
硝化処理水を脱窒槽２に導入して脱窒処理する。脱窒処理水は沈殿池３で固液分離し、分
離水を処理水として取り出す。分離汚泥は必要に応じて一部を余剰汚泥として系外へ排出
し、残部を硝化槽１に返送する。なお、図１（ｂ）に示す如く、脱窒槽２を硝化槽１の前
段に配置し、原水を脱窒槽２、硝化槽１の順で通水し、硝化槽１の流出水の一部を脱窒槽
２に循環する方法もある。
【０００４】
　しかし、このような従来の硝化脱窒法では、硝化工程においてアンモニア性窒素を亜硝
酸性窒素を経て硝酸性窒素に酸化するために多量の酸素を必要とし、硝化槽１への酸素供
給のための曝気電力量が高い。また、アルカリ性のアンモニア性窒素を酸性の亜硝酸性窒
素や硝酸性窒素に変換することから、ｐＨ条件を維持して生物活性を保つために多量のア
ルカリを硝化槽１に添加する必要がある。
【０００５】
　一方、脱窒槽２では、硝酸性窒素を窒素に転換するために、電子供与体としてメタノー
ル等の有機物が多量に必要となる。また、脱窒槽２では、酸性の亜硝酸性窒素や硝酸性窒
素が窒素として除去されるために、ｐＨ条件を維持して生物活性を保つための酸の添加も
必要となる。
【０００６】
　このように、従来の硝化脱窒法では、硝化のための曝気量、脱窒のための有機物添加量
、及び生物活性維持のための薬品（アルカリ及び酸）添加量が多く、このために電力費や
薬剤費等のランニングコストが高いという欠点があった。
【０００７】
　このような硝化脱窒法に対して、近年、アンモニア性窒素を電子供与体とし、亜硝酸性
窒素を電子受容体とする独立栄養性脱窒細菌を利用し、アンモニア性窒素と亜硝酸性窒素
とを反応させて脱窒する方法が提案された。この方法であれば、有機物の添加は不要であ
るため、従属栄養性の脱窒菌を利用する方法と比べて、コストを低減することができる。
【０００８】
　この独立栄養性脱窒細菌（以下「ＡＮＡＭＭＯＸ菌」と称す。）を利用する生物脱窒プ
ロセス（ＡＮＡＭＭＯＸプロセス）は、Strous,M,et　al.,Appl.Microbiol.Biotechnol.,
50,p.589-596(1998)に報告されており、後述のＡＮＡＭＭＯＸ反応式に示すような反応で
アンモニア性窒素と亜硝酸性窒素が反応して窒素ガスに分解される。
【０００９】
　しかして、特開２００１－２９３４９４号公報には、アンモニア酸化細菌とＡＮＡＭＭ
ＯＸ菌とが共存する汚泥を利用して一工程で硝化脱窒を行う方法が提案されている。
【００１０】
【特許文献１】
　　　　　特開２００１－２９３４９４号公報
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
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　特開２００１－２９３４９４号公報には、ＡＮＡＭＭＯＸ菌の表面をアンモニア酸化細
菌が覆うように生物膜二重構造体を生成させた汚泥についての記載もなされているが、こ
のような生物膜二重構造体をどのように生成させるかについての検討はなされておらず、
また、特開２００１－２９３４９４号公報記載の方法では、このような生物膜二重構造体
を形成した汚泥により、一工程で硝化と脱窒を行うものであるために、処理条件の設定が
容易ではなく、処理水水質の安定性において、より一層の改善が望まれる。また、後述の
ＡＮＡＭＭＯＸ反応式からも明らかなように、ＡＮＡＭＭＯＸ反応では、アンモニア性窒
素と亜硝酸性窒素との反応で硝酸性窒素が生成するため、硝酸性窒素が残留することとな
る。
【００１２】
　本発明は上記従来の問題点を解決し、アンモニア含有水の硝化脱窒処理に、ＡＮＡＭＭ
ＯＸ菌を有効に利用して処理コストの大幅な低減を図った上で、高水質な処理水を安定に
得る方法を提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　請求項１のアンモニア含有水の処理方法は、アンモニア含有水を硝化槽に通水してアン
モニアを分解する方法において、該硝化槽内に、メタン菌グラニュールを核として、アン
モニア性窒素を電子供与体とし亜硝酸性窒素を電子受容体として脱窒反応を行う脱窒細菌
を自己造粒させた一次生物膜体を保持し、該硝化槽内にて、該一次生物膜体の表面をアン
モニア酸化細菌で覆った生物膜二重構造体を生成させることを特徴とする。
【００１４】
　請求項２のアンモニア含有水の処理方法は、アンモニア含有水を硝化槽及び脱窒槽に通
水してアンモニアを分解する方法において、該硝化槽内に、メタン菌グラニュールを核と
して、アンモニア性窒素を電子供与体とし亜硝酸性窒素を電子受容体として脱窒反応を行
う脱窒細菌を自己造粒させた一次生物膜体を保持し、該硝化槽内にて、該一次生物膜体の
表面をアンモニア酸化細菌で覆った生物膜二重構造体を生成させることを特徴とする。
【００１５】
　アンモニア性窒素を電子供与体とし亜硝酸性窒素を電子受容体として脱窒反応を行うＡ
ＮＡＭＭＯＸ菌を、メタン菌グラニュールを核として自己造粒させた一次生物膜体を好気
性の硝化槽内に保持すると、一次生物膜体の外周囲にアンモニア酸化細菌が付着してこれ
を覆う生物膜が生成し、生物膜二重構造体が形成される。この生物膜二重構造体では、外
側のアンモニア酸化細菌による亜硝酸化反応で生じた亜硝酸性窒素と、残存するアンモニ
ア性窒素とを、生物膜の内側の嫌気性雰囲気中に存在するＡＮＡＭＭＯＸ菌により反応さ
せて窒素に分解することができ、このＡＮＡＭＭＯＸ菌による分解量に相当する酸素量や
薬品使用量が削減される。
【００１６】
　以下に、本発明による曝気量、電力量及び薬剤使用量の低減効果を、硝化脱窒反応式に
基いて説明する。
【００１７】
　アンモニア酸化細菌、硝酸化細菌及び脱窒菌による従来の硝化脱窒法では、次のような
反応が起こる。
［硝酸化反応（硝化槽内）］
　ＮＨ4

+＋2Ｏ2＋2ＮａＯＨ→ＮａＮＯ3＋Ｎａ+＋3Ｈ2Ｏ
［脱窒反応（脱窒槽内）］
　ＮａＮＯ3＋2.5Ｈ2＋ＨＣｌ→0.5Ｎ2＋ＮａＣｌ＋3Ｈ2Ｏ
【００１８】
　上記の反応は各槽で個別に行われるため、ＮａＯＨ、ＨＣｌがそれぞれ必要となり、Ｎ
Ｈ４

＋１モルの硝化脱窒のために酸素が２モル、苛性ソーダが２モル必要となる（なお、
計算を簡単にするため、脱窒での塩酸使用量は苛性ソーダと当量とする）。
【００１９】
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　これに対して、本発明では、生物膜二重構造体の形成により、生物膜の内側の嫌気性雰
囲気中に存在するＡＮＡＭＭＯＸ菌が、嫌気性条件下で、外側のアンモニア酸化細菌によ
る下記亜硝酸化反応で生じた亜硝酸性窒素と、原水中のアンモニア性窒素とを下記ＡＮＡ
ＭＭＯＸ反応で反応させて脱窒する。
［亜硝酸化反応］
　ＮＨ4

+＋1.5Ｏ2＋2ＮａＯＨ→ＮａＮＯ2＋Ｎａ+＋3Ｈ2Ｏ
［ＡＮＡＭＭＯＸ反応］
　ＮＨ4

+＋1.32ＮＯ2
-＋0.066ＨＣＯ3

-＋0.13Ｈ+

　　　→1.02Ｎ2＋0.26ＮＯ3
-＋0.066ＣＨ2Ｏ0.5Ｎ0.15（菌体）＋2.03Ｈ2Ｏ

【００２０】
　従って、硝化槽では全体として、次のような反応が起こる。
【００２１】
　ＮＨ4

+＋0.853Ｏ2＋1.14ＮａＯＨ＋0.028ＨＣＯ3
-＋0.056Ｈ+

　　　→0.440Ｎ2＋0.112ＮＯ3
-＋0.028ＣＨ2Ｏ0.5Ｎ0.15（菌体）＋1.14Ｎａ＋＋2.58Ｈ

２Ｏ
【００２２】
　即ち、ＮＨ４

＋１モルの脱窒のために必要な酸素は０．８５３モル、苛性ソーダは１．
１４モルであり、従来法に比べて大幅に低減される（なお、計算を簡単にするため、脱窒
での塩酸使用量は苛性ソーダと当量とする。）。
【００２３】
【発明の実施の形態】
　以下に本発明のアンモニア含有水の処理方法の実施の形態を詳細に説明する。
【００２４】
　まず、本発明において、硝化槽内に保持する一次生物膜体について説明する。本発明で
用いる一次生物膜体は、ＡＮＡＭＭＯＸ菌の自己造粒物である。
【００２５】
　ＡＮＡＭＭＯＸ菌の自己造粒物としては、常法に従って、ＡＮＡＭＭＯＸ菌を自己造粒
させることによって形成することができる。
【００２６】
　なお、ＡＮＡＭＭＯＸ菌の自己造粒物の場合、ＡＮＡＭＭＯＸ菌だけでは自己造粒に期
間を要するので、核となる物質を添加し、その核の周りにＡＮＡＭＭＯＸ菌の生物膜を形
成させる。この場合、核として用いられる微生物自己造粒物としては、メタン菌グラニュ
ールの嫌気性微生物の自己造粒物を用いる。メタン菌自己造粒物は、ＵＡＳＢ（Upflow　
Anaerobic　Sludge　Blanket；上向流嫌気性汚泥床）法もしくはＥＧＳＢ（Expanded　Gr
anule　Sludge　Bed；展開粒状汚泥床）法でメタン発酵が行われているメタン発酵槽で使
用されているものを適用できる。これらの自己造粒物はそのままの状態で、又はその破砕
物として用いることができる。ＡＮＡＭＭＯＸ菌はこのような微生物自己造粒物に付着し
やすく、自己造粒物の形成に要する時間が短縮される。また、核として非生物的な材料を
用いるよりも経済的である。
【００２７】
　本発明で用いる一次生物膜体の形状には特に制限はなく、粒状（球状、立方体状、その
他の異形形状）、ひも状、棒状等の長尺状、フィルム状等の平面形状等の多種多様の形状
を採用することができ、その大きさについても任意であるが、取り扱い性、生物膜二重構
造体の形成効率等の面から、次のような大きさであることが好ましい。
【００２８】
　粒状の場合：直径又は一辺の長さが３～２０ｍｍ
　長尺状の場合：長さ３～２０００ｍｍ程度、太さ０.１～５ｍｍφ
　平面状の場合：面積制限なし、厚み０.１～５ｍｍ
【００２９】
　本発明のアンモニア含有水の処理方法は、このような一次生物膜体を硝化槽に投入し、
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これを硝化槽から流出しないように保持する。従って、硝化槽に一次生物膜体を投入した
のみでは流出のおそれがある場合には、硝化槽に、一次生物膜体が流出しないように、ス
クリーンを設けることが好ましい。または、一次生物膜体を硝化液と共に流出させ、沈殿
槽に導入して固液分離し、分離した一次生物膜体を硝化槽に戻してもよい。
【００３０】
　硝化槽への一次生物膜体の投入量は、原水中のアンモニア濃度や、処理水量等の硝化槽
負荷等に応じて適宜決定されるが、通常の場合、ＭＬＳＳとして５００～５０００ｍｇ／
Ｌとなるように投入することが好ましい。
【００３１】
　前述の如く、硝化槽に一次生物膜体を投入して保持することにより、一次生物膜体の表
面にアンモニア酸化細菌の生物膜が形成され、ＡＮＡＭＭＯＸ菌の一次生物膜体をアンモ
ニア酸化細菌で覆った生物膜二重構造体により、アンモニア性窒素の亜硝酸化と、生成し
た亜硝酸性窒素と残留するアンモニア性窒素とのＡＮＡＭＭＯＸ反応が行われる。このよ
うに、硝化槽内でアンモニア性窒素が分解されることにより、硝化に必要な曝気量とｐＨ
調整のためのアルカリ添加量を大幅に低減することができる。
【００３２】
　硝化処理水は、次いで脱窒槽に通水され、従来法と同様にして脱窒処理される。この脱
窒処理に当たり、硝化槽では硝化により生成した亜硝酸性窒素の一部がＡＮＡＭＭＯＸ菌
により分解されているため、従来法に比べて脱窒槽でのメタノール等の水素供与体添加量
、ｐＨ調整のための酸添加量は大幅に低減される。
【００３３】
　なお、本発明のアンモニア含有水の処理方法は、図１（ａ）に示す如く、硝化槽１及び
脱窒槽２に順次通水して処理する方法であっても良く、図１（ｂ）に示す如く、脱窒槽２
及び硝化槽１に順次通水し、硝化槽１の流出水の一部を脱窒槽２に循環する方法であって
も良い。また、後述の実施例に示す如く、後段に更に再曝気槽を設けて原水中のＢＯＤ成
分を分解除去するものであっても良い。
【００３４】
　本発明で処理の対象となる被処理水はアンモニア性窒素を含む水であり、有機物、亜硝
酸性窒素、硝酸性窒素、その他の不純物などを含んでいても良い。有機性窒素化合物を含
む被処理水は、そのまま本発明に供しても良いが、嫌気性処理又は好気性処理などにより
有機性窒素化合物をアンモニア性窒素に変換した後、本発明に供しても良い。本発明で処
理の対象となる被処理水の例としては、し尿、下水、食品排水、肥料工場排水などが挙げ
られる。
【００３５】
【実施例】
　以下に比較例及び実施例を挙げて、本発明をより具体的に説明する。
【００３６】
　比較例１
　図２に示す如く、硝化槽１、脱窒槽２、沈殿池３及び再曝気槽４で順次処理する硝化脱
窒装置において、本発明を適用しない従来法では、硝化槽（容量３５０ｍ３）１での曝気
電力量及び苛性ソーダ添加量と、脱窒槽（容量２４０ｍ３）２での３５％塩酸添加量及び
メタノール添加量を表１に示す条件として、アンモニア性窒素を１００ｍｇ／Ｌ含む排水
を１００ｍ３／ｈで処理して、表１に示す水質の処理水を得ていた。
【００３７】
　実施例１
　比較例１において、一次生物膜体として、下記のものをＭＬＳＳとして１０００ｍｇ／
Ｌとなるように硝化槽１に添加し、曝気量を約１／２に低減して同様に処理を行ったとこ
ろ、得られた処理水の水質は表１に示す通り比較例１の場合とほぼ同等であり、苛性ソー
ダ、３５％塩酸及びメタノールの必要量も表１に示す通り、比較例１に比べて大幅に低減
することができた。
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【００３８】
［一次生物膜体］
　嫌気性グラニュールを核としてＡＮＡＭＭＯＸ菌を自己造粒させたもの
　形状：ほぼ球状（粒状）
　粒径：２～５ｍｍ
【００３９】
　なお、硝化槽１は、この一次生物膜体が槽外へ流出しないように、目幅２ｍｍのウェッ
ジワイヤスクリーンを流出口直前に設置した。
【００４０】
【表１】

【００４１】
　表１より、本発明によれば、従来法に比べて曝気電力費を約半分に低減すると共に、苛
性ソーダ使用量は６５％に、３５％塩酸使用量は７０％に、メタノール使用量は２５％に
低減することができ、ランニングコストを大幅に低減することができることがわかる。
【００４２】
【発明の効果】
　以上詳述した通り、本発明のアンモニア含有水の処理方法によれば、アンモニア含有水
を低コストで処理して良好な水質の処理水を安定に得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　一般的な硝化脱窒法を示す系統図である。
【図２】　実施例１及び比較例１で用いた硝化脱窒装置を示す系統図である。
【符号の説明】
　１　硝化槽
　２　脱窒槽
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　３　沈殿池
　４　再曝気槽

【図１】

【図２】
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