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(57)【要約】
【課題】 高濃度のアンモニアを含むガスを効率よく、
目詰まりなど起こすことなく、微生物によって処理する
ことができる方法と装置を提供する。
【解決手段】 アンモニアを酸化処理するための微生物
を担持させた微生物担体１１が収容された微生物担体収
容槽１０と、微生物担体収容槽１０に散水するための設
備１２、２１、２２と、散水した処理水を貯留するため
の循環貯水槽２０とを備えたアンモニア含有ガスの処理
装置に嫌気的アンモニア酸化処理槽３０が連結して設け
てある。嫌気的アンモニア酸化処理槽３０で、上記循環
貯水槽２０に貯留した水に含まれるアンモニウムイオン
と亜硝酸イオンを、嫌気性アンモニア酸化細菌を用いて
窒素ガスにして除去できるようにした。
【効果】 安価で環境にもやさしい処理方法と装置を提
供することができる。
【選択図】 図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
アンモニアを酸化処理するための微生物を担持した微生物担体が収容されている微生物担
体収容槽にアンモニアガスを導入するとともに該微生物担体収容槽に散水を行って、前記
アンモニアガスを散水した水に溶解させ、前記微生物で水に溶解したアンモニアを酸化し
、散水した前記水を回収してその一部または全部について嫌気性雰囲気下で嫌気性アンモ
ニア酸化細菌を用いて、水に含まれるアンモニウムイオンと亜硝酸イオンを窒素ガスに変
換して除去し、前記回収した水の一部または全部を再度前記散水に供することを特徴とす
るアンモニア含有ガスの処理方法。
【請求項２】

10

前記嫌気性アンモニア酸化細菌は、予め培養されて前記除去処理に供されたものであるこ
とを特徴とする請求項１記載のアンモニア含有ガスの処理処理方法。
【請求項３】
前記嫌気性アンモニア酸化細菌によって前記分解を行った水の一部または全部を前記散水
に供する水に還流することを特徴とする請求項１または２に記載のアンモニア含有ガスの
処理方法。
【請求項４】
アンモニアを酸化処理するための微生物を担持させる微生物担体が収容され、アンモニア
ガスの導入が可能とされた微生物担体収容槽と、該微生物担体収容槽に散水するための散
水設備と、前記微生物担体収容槽に散水した水を回収して貯留するための循環貯水槽と、
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該循環貯水槽の水の一部または全部を移送できるように該循環貯水槽に連結された嫌気的
アンモニア酸化処理槽と、前記循環貯水槽の水を前記散水設備に移送する散水ラインとを
備えることを特徴とするアンモニア含有ガスの処理装置。
【請求項５】
上記嫌気的アンモニア酸化処理槽は、上記循環貯水槽の底部側に連結されていることを特
徴とする請求項４に記載のアンモニア含有ガスの処理装置。
【請求項６】
上記微生物担体は、アンモニア吸着能を有することを特徴とする請求項４または５に記載
のアンモニア含有ガスの処理装置。
【請求項７】
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前記嫌気的アンモニア酸化処理槽と前記循環貯水槽とは、嫌気的アンモニア酸化処理槽の
水を前記循環貯水槽に還流できるように連結されていることを特徴とする請求項４〜６に
記載のアンモニア含有ガスの処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は、例えば、有機性廃棄物のコンポスト化プラントのような高濃度のアンモニ
アを含有する気体（臭気）が発生する場所において、アンモニア含有気体から、微生物を
用いてアンモニアを除去する方法および装置に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
有機性廃棄物のコンポスト化プラント等で発生する高濃度のアンモニアを含有する気体
は、悪臭苦情の原因物質となっている。従来、アンモニア等の臭気成分を含む気体は、硫
酸等の薬液による中和や、燃焼による熱分解・酸化処理、そして、硝化細菌等の微生物に
よる酸化処理などで除去されている。これらのうち、薬液による処理では、廃棄液処理が
必要となり、燃焼による処理では、化石燃料の消費やＮＯｘ生成の問題があるために、現
在では硝化細菌等の微生物による酸化処理、脱窒素処理が主流となっている。
【０００３】
微生物による処理が行われる処理装置の基本的な構造は、アンモニアを酸化処理するた
めの微生物を付着させた微生物担体が収容されている微生物担体収容槽と、微生物担体収

50

(3)

JP 2005‑161257 A 2005.6.23

容槽に散水するための設備と、散水した処理水を貯留するための貯水槽とを備えた構成と
されている（例えば特許文献１〜３参照）。また、上記構成に加えてアンモニアの酸化処
理によって生成される硝酸を脱窒菌で窒素ガスに変換するものも提案されている（例えば
特許文献４）。
また、近年、嫌気的条件下で、アンモニアを電子供与体とし、亜硝酸性窒素を電子受容
体として、アンモニアを酸化し、亜硝酸を還元させて窒素ガスを生成する嫌気性アンモニ
ア酸化細菌が発見されており（特許文献５、６、非特許文献１参照）、その活用が期待さ
れている。
【特許文献１】特開平８−２８１０５２号公報
【特許文献２】特開平９−８６３号公報
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【特許文献３】特開平１１−１６９６４９号公報
【特許文献４】特開２００１−２９３３３１号公報
【特許文献５】特開２００３−２４９８１号公報
【特許文献６】特開２００３−２４９８２号公報
【非特許文献１】Ｍ．Ｓｔｒａｕｓ
Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．

ｅｔ

ａｌ．，Ａｐｐｌ．

Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．

５０，ｐ５８９−５９６（１９９８）

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
微生物による酸化処理においては、通常の好気的条件下で、アンモニア酸化細菌と亜硝
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酸酸化細菌の硝化細菌と呼ばれる２種類の細菌によって、アンモニアが硝酸に変換される
。先ず、アンモニアは、アンモニア酸化細菌によって、アンモニアから亜硝酸になる。さ
らに、亜硝酸酸化細菌により、亜硝酸から硝酸まで酸化される。この変化を式で示すと、
次の数１、２式の通りである。
【０００５】
（数１）
ＮＨ３

＋３／２Ｏ２

→

ＮＯ２

−

＋

Ｈ２ Ｏ

＋

Ｈ

＋

【０００６】
（数２）
ＮＯ２

−

＋１／２Ｏ２

→

ＮＯ３

−
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【０００７】
さらに、通気されるアンモニア（気体中に含まれているアンモニア）は、上記反応で生
成した亜硝酸および硝酸との中和反応により、亜硝酸アンモニウムまたは、硝酸アンモニ
ウムの形でも気体中から除去されて処理水に移行する。この変化を式で示すと次のように
なる。
【０００８】
（数３）
ＮＨ４

＋

＋

ＮＯ２

−

ＮＯ３

−

→

ＮＨ４ ＮＯ２

【０００９】
（数４）
ＮＨ４
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＋

＋

→

ＮＨ４ ＮＯ３

【００１０】
このように、従来のアンモニア処理装置において、硝化細菌によってアンモニアを酸化
処理する場合には、硝酸アンモニウム等が生成し、処理水中に蓄積する問題がある。また
処理水中に、アンモニウムイオン、亜硝酸イオン、硝酸イオン等の窒素成分が蓄積すると
、アンモニア酸化細菌の活性が阻害され、アンモニアガスが除去されなくなるため、装置
内の窒素成分濃度をある一定の濃度以下に維持させる必要がある。このため、窒素成分の
除去や希釈等が必要である。
【００１１】
また脱窒素工程として、電子供与体として、メタノール等の有機物を使用し、微生物に
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よる脱窒素する方法が一般的に採られているが、この方法では処理水中のＢＯＤが高くな
り、このような処理水を微生物担体収容槽に循環させると、好気的条件である微生物担体
収容槽では、硝化細菌の他に、ＢＯＤを分解して増殖する従属栄養細菌が増殖するため、
微生物担体に目詰まりを起こしたり、通気不良になってしまう問題がある。このような問
題を避けるためには、汚泥処理装置や、ＢＯＤ処理装置が必要となり、また、薬液も必要
となるためにランニングコストの増加が問題となる。
【００１２】
また、嫌気性アンモニア酸化細菌を用いた処理方法は、下記数５式に示す分解反応を示
し、ＢＯＤ処理などの負担が小さいという利点を有しているが、嫌気性アンモニア酸化細
菌が嫌気性菌であるために、酸素があると活性を失ってしまい、扱いが難しくて確実な処
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理を期待できないという問題がある。
【００１３】
（数５）
ＮＨ４

＋

＋ 1.32Ｎ Ｏ ２

−

＋ 0.066Ｈ Ｃ Ｏ ３

1.02Ｎ ２ ＋ 0.26Ｎ Ｏ ３

−

−

＋ 0.13Ｈ

＋ 0.066Ｃ Ｈ ２ Ｏ ０

＋

． ５

→

Ｎ０

． １ ５

＋ 2.03Ｈ ２ Ｏ

【００１４】
この発明は、以上のような種々の問題点に鑑みて成されたものであり、嫌気性アンモニ
ア酸化細菌を用いて、確実かつ効率的にアンモニア処理をできるようにしたアンモニア含
有ガスの処理方法と装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
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【００１５】
上記の目的を達成する、本発明のアンモニア含有ガスの処理方法は、アンモニアを酸化
処理するための微生物を担持した微生物担体が収容されている微生物担体収容槽にアンモ
ニアガスを導入するとともに該微生物担体収容槽に散水を行って、前記アンモニアガスを
散水した水に溶解させ、前記微生物で水に溶解したアンモニアを酸化し、散水した前記水
を回収してその一部または全部について嫌気性雰囲気下で嫌気性アンモニア酸化細菌を用
いて、水に含まれるアンモニウムイオンと亜硝酸イオンを窒素ガスに変換して除去し、前
記回収した水の一部または全部を再度前記散水に供することを特徴とする。
【００１６】
なお、上記処理方法では、前記嫌気性アンモニア酸化細菌は、予め培養したものを前記
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除去処理に用いることができる。
さらに、前記嫌気性アンモニア酸化細菌によって前記分解を行った水の一部または全部
を前記散水に供する水に還流することができる。
【００１７】
また、本発明のアンモニア含有ガスの処理装置は、アンモニアを酸化処理するための微
生物を担持させる微生物担体が収容され、アンモニアガスの導入が可能とされた微生物担
体収容槽と、該微生物担体収容槽に散水するための散水設備と、前記微生物担体収容槽に
散水した水を回収して貯留するための循環貯水槽と、該循環貯水槽の水の一部または全部
を移送できるように該循環貯水槽に連結された嫌気的アンモニア酸化処理槽と、前記循環
貯水槽の水を前記散水設備に移送する散水ラインとを備えることを特徴とする。
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【００１８】
上記嫌気的アンモニア酸化処理槽は、循環貯水槽の底部側に連結するのが望ましい。
また、上記微生物担体は、アンモニア吸着能を有するものが望ましい。
さらに、前記嫌気的アンモニア酸化処理槽と前記循環貯水槽とは、嫌気的アンモニア酸
化処理槽の水を前記循環貯水槽に還流できるように連結してもよい。
また、微生物担体としては、アンモニア吸着能に優れたゼオライト、または、ゼオライ
トを含有するものが好ましい。そのアンモニア吸着能は、微生物担体１Ｌに対し、窒素と
して２ｇ以上のアンモニアを吸着できる担体（２ｇ−Ｎ／Ｌ（担体）以上）が好ましく、
より好ましくは、１０ｇ−Ｎ／Ｌ（担体）以上のものを用いるのが良い。
【００１９】
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本発明においては、先ず、処理対象となるガス中に含まれるアンモニアは、アンモニア
酸化処理するための細菌を担持した微生物担体を収容した微生物担体収容槽に通気され、
散水された水に溶解する。水に溶解したアンモニアの一部は、アンモニア酸化細菌により
、亜硝酸に酸化される。微生物担体に、アンモニア吸着性能の高いゼオライト若しくはゼ
オライトと同等のアンモニア吸着能を示すものを使用すると、担体表面のアンモニア濃度
を高くでき、アンモニア酸化細菌の菌密度を上げることができ、効率よくアンモニアを亜
硝酸化させることができる点で望ましい。また、微生物担体表面でのアンモニウムイオン
または亜硝酸イオンの濃度が一定濃度以上になると、亜硝酸を硝酸に酸化させる亜硝酸酸
化細菌の活性が阻害されて、処理装置内に亜硝酸酸化細菌が存在しにくくなり、微生物担
体に保持されて活性化している菌体は、アンモニア酸化細菌が主になり、亜硝酸の硝酸化
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を有効に防ぐことができる。このように、アンモニアを亜硝酸化するまでに止めて、亜硝
酸が硝酸化されないようにすることで、嫌気的条件下での脱窒を効率よく行うことが可能
となる。
【００２０】
この発明で使用する嫌気性アンモニア酸化細菌は、嫌気的条件下で、アンモニアを電子
供与体とし、亜硝酸性窒素を電子受容体としてアンモニアを酸化し、亜硝酸を還元させて
窒素ガスを生成する菌であるが、酸素に対して非常に弱く、扱い難い問題があったのは前
記の通りである。しかしながら、散水の回収水を貯留する循環貯水槽にも、微生物担体に
付着しているアンモニア酸化細菌が存在していることで、嫌気性アンモニア酸化細菌に有
害な酸素を消費させることができる。実際の測定において、循環貯水槽中の酸素濃度は、
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貯水しているだけでも酸素が好気性のアンモニア酸化細菌によって消費され、溶存酸素濃
度が０．１〜４ｍｇ／Ｌに低下することが判明している。また、この溶存酸素濃度は、循
環貯水槽の上部と底部を比較すると、底部のほうがより低濃度であることが判明している
。したがって、循環貯水槽中の処理水は、嫌気的アンモニア酸化処理槽を、酸素濃度が相
対的に低い循環貯水槽の底部側と連結するのが好ましい。回収水の一部または全部を嫌気
的アンモニア酸化処理槽に供給し、この槽内で、嫌気性アンモニア酸化細菌の活性を失う
ことなく、処理水から窒素を除去することができる。
回収した水は、一部または全部で上記のように脱窒素処理を行うようにして、再度散水
に供するので、嫌気的アンモニア酸化処理に供する水の量や処理頻度などを調整すること
で再度散水に供する水の成分調整を行うことができ、微生物担体収容槽での分解効率を上
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げることができる。また、嫌気的アンモニア酸化処理を施した水の一部または全部を散水
用の水に還流することで散水の成分調整を一層確実に行うことができる。
【００２１】
この発明で使用する嫌気性アンモニア酸化細菌は、増殖速度が通常の従属栄養細菌に比
べて非常に遅いため、汚泥の発生量が非常に少ないのが特徴である。また、従来の脱窒方
法で使用されていたメタノール等の有機物水素供与体を供給しないことにより、微生物担
体の目詰まりの原因となる菌体の増殖も防ぐことができ、良好な通気性を維持することが
できる。更に、メタノール等の有機物や、リン酸等を添加しないことにより、ランニング
コストの大幅な削減も可能である。
【発明の効果】
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【００２２】
以上のように、この発明によれば、アンモニアを含む気体から、アンモニアを除去する
方法と装置において、循環処理水中にアンモニア態窒素や、硝酸態窒素が濃縮されて細菌
のアンモニア除去性能が低下する問題や、メタノール等を用いて窒素成分を除去する際に
生じていたアンモニアの好気的処理槽（微生物担体収容槽）での目詰まりを解消し、安価
で環境にもやさしい処理方法と装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
以下、この発明の実施の形態を添付の図１を参照して説明する。
図１において、１０は微生物担体収容槽であり、２０は循環貯水槽であり、３０は嫌気
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的アンモニア酸化処理槽である。微生物担体収容槽１０には、アンモニア酸化細菌を担持
させた微生物担体１１が収容され、この微生物担体１１の上部に散水設備１２が設置され
ている。微生物担体１１としては、好適にはアンモニア吸着能に優れているゼオライトま
たはゼオライト同等のアンモニア吸着能を示すものが用いられる。この微生物担体１１に
、予め培養したアンモニア酸化細菌を必要かつ十分な量で担持させておく。
また、嫌気的アンモニア酸化処理槽３０には、予め培養した嫌気性アンモニア酸化細菌
を必要かつ十分な量で投入しておく。
【００２４】
微生物担体収容槽１０の底部には排水管１３が接続されており、該配水管１３の先端は
、循環貯水槽２０内に開口させてある。また、循環貯水槽２０内には、揚水パイプ２１が
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立設されており、該揚水パイプ２１は、散水ポンプ２２を介して散水設備１２と接続され
ている。これら揚水パイプ２１、散水ポンプ２２によって散水ラインが構成されており、
微生物担体１１に散水した水を循環させて散水できるようにされている。なお、アンモニ
アを含む気体は、矢示４０のように微生物担体収容槽１０の底部から供給し、微生物担体
１１を通過して矢示４１のように大気中に放出できるようになっている。
【００２５】
循環貯水槽２０と嫌気的アンモニア酸化処理槽３０は、矢示４２のように、循環貯水槽
２０の底部の水がポンプ３１を介して嫌気的アンモニア酸化処理槽３０へ供給されるよう
に連結されている。また、循環貯水槽２０と嫌気的アンモニア酸化処理槽３０は、嫌気的
アンモニア酸化処理槽３０に供給された水を、矢示４３のように循環貯水槽２０に還流で
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きるように連結されている。なお、この図では、嫌気的アンモニア酸化処理槽３０に供給
された水の全量を循環貯水槽２０に返流させる構成が示されているが、嫌気的アンモニア
酸化処理槽３０で分解処理した水の一部は、処理水として系外に排出してもよい。
【００２６】
上記処理装置の動作について以下に説明する。
コンポスト化プラントから発生するアンモニアを含む気体を矢示４０に示すように微生
物担体収容槽１０に導入する。この際には、循環貯水槽２０に収容されている水を揚水パ
イプ２１および散水設備１２を介して散水ポンプ２２によって微生物担体収容槽１０に散
水する。すると、散水された水にアンモニアが溶解し、空気中からアンモニア成分が除去
される。この空気は、矢示４１に示すように大気中に排出させるなどして微生物担体収容
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槽１０外へ移動する。水に溶解したアンモニアは、微生物担体１１に接触し、該担体１１
に担持されているアンモニア酸化細菌によって一部が亜硝酸に酸化され、水に溶存する。
【００２７】
上記微生物担体収容槽１０でアンモニアおよび亜硝酸を含むに至った水は、排水管１３
によって循環貯水槽２０に移動して貯水（回収）される。この循環貯水槽２０に収容され
た水は、ポンプ３１を介して矢示４２に示すように嫌気的アンモニア酸化処理槽３０に移
送することができる。嫌気的アンモニア酸化処理槽３０では、嫌気的アンモニア酸化細菌
によって水に含まれるアンモニアおよび亜硝酸が除去される。すなわちアンモニアは電子
供与体として酸化され、亜硝酸が電子受容体として還元されて窒素ガスが生成される。脱
窒素処理がなされた水は、矢示４３に示すように嫌気的アンモニア酸化処理槽３０から循
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環貯水槽２０に還流される。前記脱窒素処理がなされた水を含む循環貯水槽２０の水は、
前記と同様に揚水パイプ２１および散水設備１２を介して散水ポンプ２２によって微生物
担体収容槽１０に再度散水される。なお、上記のように、循環貯水槽２０は、貯水を嫌気
的アンモニア酸化処理槽３０との間で循環させることができるように連結され、かつ散水
ラインとも連結されているので、散水動作を中断することなく嫌気的なアンモニア酸化処
理を行うこともできる。
上記処理を繰り返すことによってアンモニアを含む気体の脱臭処理を継続かつ安定して
行うことができる。
【実施例】
【００２８】
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上記処理装置を用いてアンモニアを含むガスを脱臭処理した。微生物担体収容槽１０の
入口における処理ガスのアンモニアガスの濃度は、平均３００ｐｐｍ（１５０ｐｐｍ〜４
００ｐｐｍ）であった。一方、微生物担体収容槽１０の出口側のアンモニアガス濃度は、
平均１ｐｐｍ以下（０．５以下〜３ｐｐｍ）であり、アンモニアが効率よく、かつ長期に
亘って安定的に分解処理されていた。また、微生物担体収容槽１０、循環貯水槽２０およ
び嫌気的アンモニア酸化処理槽３０を循環している処理水の水素イオン濃度（ｐＨ）は、
６．８〜８．２であり、処理水中の窒素濃度は、１０〜５００ｍｇ−Ｎ／Ｌ以下であった
。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
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【図１】この発明の一実施形態の処理装置の構成図である。
【符号の説明】
【００３０】
１０

微生物担体収容層

１１

微生物担体

１２

散水設備

１３

排水管

２０

循環貯水槽

２１

揚水パイプ

２２

散水ポンプ

３０

嫌気的アンモニア酸化処理槽

３１

ポンプ

【図１】
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