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汚泥減容化の要因を探る

一―八イブリッド型活性汚泥法の実槽実験――

若林  健
*  二瓶 正彦

*

少化が期待できる。

われわれは,芯人組状担体 と同じ材質ながら異

なる形状の教珠状担体 :サ ンブレオ。(以下,SB)
を開発 し,それをカプセル内に充填 し曝気液の旋

回流に衆って流動するカプセル :バ イオカプセル。

(以下,BC)を 開発 した。バイオカプセル内のサ

ンブレオは逆洗が不要なので,固定床と「lじ生物

が棲息できるな比いがある。BCの 直径は166mmで ,

「流動する固定床Jを称 した。本稿では,BCを食

堂排水処理施設の曝気柑に投入 し,その効果を検

証 したので報告する。この処理施設は20年以上前

に設置され,2012年に現状の活性汚泥法に改造さ

れた。BC投入 日的は,沈殿槽の汚泥界而が低位

置で安定すること,余利汚泥発生率の低減である。

同時に,BCが芯入紐状担体 と同じ効果があるか

を確認する。

2 繊維状担体 を用いたハイフリッ ド型活性

汚泥法

繊維の材質はPVDCであ り, この材質は排水処

理用接触材 として付若性にす ぐれている報告があ

る1)。
高橋 は開発時に,ナ イロン,姉化 ビニル

(PVC),PVDC, ポリプロピレン(PP)の llぇ を下

水道の量初沈殿池に入れ,微生物の付着性をみて

PVDCに 決めた1)。

当初は固定床 として充填 したが,沈殴柑に汚泥

が沈殿する。それを返送 したところ,MLSSが発

生 した。原水BOD濃度が200mg/ど 杜度の場合 ,

MLSS濃度1,000mg/′ 程度で安定 し,原水BOD濃

度が3,000mg/′ 程度の場合 13,000mg/′ 程度で安定

した。原水 に油が多 く含 まれる錫合 は さらに

MLSS濃度は高 くなり,20,000mg/′ イ■度になった。

この施設はBOD兵 荷2 0kg/m3.dで ,10年 間余衆J

汚泥の発生はなかった。水生 ミミズは当初は芯入

紐状担体が真っ赤なl太状になるぐらい密度高 く付

着 していたが, 3年 後には極類が変わり,付着量

も減少 した。

汚泥減容化が食物迎鎖作用のみであれば,水生

ミミズが非常に多いときはMLSS濃度が減少 し,

水生 ミミズが少な くなればMLSS濃 度は高 くな

る。それが,MLSS濃度は18,000～ 22,000mg/′ で

安定 していた。そのために,汚泥減容化の因子と
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して食物迎鎖だけではなく,他に要囚があるので

はないかと考えた。過去の実例を 2例示す。

1987年 M社に設置した匹1定床の排水処Щ施設に

おいて, 1年 日のときに lm程度あった処理水透

祝度が10cm以 下になった。原因は,A"Tο ?l,α の大

増殖であった。光学顕微鏡での観察の結へ ,

A"?οあ,は 活発に増殖 していることが確認され

た。活性汚泥法においては,曝気量を低下させて

酸素濃度を下げるという戎ヽす応策を取るのである

が,曝気量をそのままにして例察 した。 1週間後

には,A"lο あαの活動は少 し低下 したが,処毘と水

適視度の改善は小 さかった。 2迎 F「
J]後 ,4",ο みα

は観察されたが,当初の半分以下の量に減少 して

お り,ほ とんど動いていない状況だった。代わり

に縁毛類の yて,肺♂ゼ′′α, ワムシ類のP力 |′ο♂加αが少 し

み られた。 3週 間後 には透机度 も元 に戻 り ,

yρ′√た】ど,,P力 |′ο汀加αが多 くみられ, 活発に活動 し

ていた。一方 ,Attο みαはほとんどみられな くな

り,状況は改善 した。その後,A",ο め,が大繁殖

することはなかった。

1993年 には,S社 の活性汚泥法の曝気柑に固定

床 を入 れる改造 を行 なった。BOD負 荷 が 2.0

kg/m3.dと ぃ ぅ高負荷で設計 し,MLSS濃 度が

10,000mg//以 上で運 lム していた。運転開始 3カ

月後に曝気柑水面 Lに厚さ lm程度の発泡がみら

れ,担当者は泡の除去に追われていた。泡の除去

方法は,味気オヒU ttlflに 水中ポンプを人れたプラス

チックllrlを 浮かべ,泡 をそのなかに入れ,余刺汚

泥貯イ曹に送 り脱水装置で脱水 し,除去 していた。

泡の発生原因は,Ⅳοじ,〃ュβの大発生であった。そ

の対処方法 として,泡 を除去 しないで,そのまま

の状態で稼 lr力 することをlァ.案 した。Ⅳοθα′ゴ,α を完

全に除去できずに少 しずつ除去することは,増殖

する条件が残 るので,減少 した量を元に戻すべ く

版だα,お,の発生を促すことになる。除去せずにそ

のままの状態を和1持すると,vr,ど ,ァ′「
`ど

に姑抗する微

生物が発生 し,その微生物作用でどVて,Gα〃′
`rの

増角ll

を抑制すると考えた。約 1カ 月後に発泡はll丈 まっ

た。Ⅳοじβ′
`l,■

が発生 し増殖する環境 と大発生 した

後の味境では,他の微生物にとっては異なった珠

境である。Ⅳοど,,V,,が 大量に存在する環境では ,

それを柿食する微生物が現われ,増殖 したものと

角甲ヨ沌 ]atta亀]⑤同

1.  tよ じめに

排水の有機物を生物処理する活14と 汚泥法は,処

P卜 時間が短い,比較的高度な処理水が得られるこ

とで広 く普及している。しかし,余来J汚泥発生量

が多いこと,バルキングが起きやすいことなどの

弱点がある。とくに,汚泥処分量は産業廃棄物の

43ο/ο , 1億6,000万 t(2012年 度)を 占め,その大半

が余剰汚泥と考えられる。この余来J汚泥の発Jiを

防ぐため,従来から完全酸化法や微生物溶解法な

どが研究されてきた。

本稿の筆者の 1人である二丼F、 は,30年以 に前か

ら活性汚泥法のなかに固定床を設置したハイブリ

ッド型活性汚泥法の「汗究を行なってきた。回1定床

l」 体として芯入組状担体を使サ十]し た。その担体に

は微小後生Il」 物である水生ミミズ (貧毛類)が大量

に桜虐、し,余来J汚泥発生量が極少である水処ナ上に

貢献していた。この方法は,流入BOD負不fが最

大 3 kg/m3.dと ぃぅ高負荷に刈応した。負ィ可に応

じてMLSS濃度が 0～22,000mg/Jで すに移した。汚

泥は粒状化 してお り,SVIは 40mど /g程 度であっ

た。この芯入糸平た状担体は,被覆銅線にポリ埓t化 ビ

エリデン(PVDC)糸 をリング状に広がるように編

んだもので,汚泥が付着しても内部が嫌気化しな

いようにリング状の径を決めている。これは味気

旗中で固定化されているので,回若部を好む原生

動物,微小後生動物の桜駕、坊所 となっている1)。

基本的に逆洗をしないので,I情殖速度が遅い生物

が無理なく核疱、し,微生物間の姉食作用,牽 1対作

用がlr)Jく ので,余刺汚泥発生量削減に貢献するD。

微生物llの相互作用として,細菌類が原生動物 ,

微小後生 ]:力 物にす「食され,それら動物の分泌物が

和l苗類の食*|と なることは知られているD。 活性

汚泥法では,常時,汚泥引き抜きをするので汚泥

日齢が短 く,増殖速度が迅い生物のlttr息 は困州[で

ある。そのために,食物迎釧による余来」汚泥の減

少はあまり期待できず,内生呼吸による減少しか

期待できない。また,生物‖えによる接触螺気法は,

付着汚泥の増殖により汚泥内部が嫌気化 したり,

固定床内部が閉塞する懸念があり,そ の射処とし

て逆洗をする必要がある。そのために多くの余栞J

汚泥が発生する。一方, 自然界では逆洗というも

のはなく,そのために増殖速度が遅い生物が桜泡、

しており,余来J汚泥等がない肖然な状態が保たれ

る。増′州」速度が迅い生物とは,細西類,原生動物 ,

微小後生動物などが含まれる。つまり,水生ミミ

ズまで高度に紫がった微生物叢においては,それ

ら微小後生I,J物 の分泌物の存在下で細商類の極類

が活1生汚泥法とは変わり,増′州白速度が迅い和‖菌類

の優占化が起こり,結果的に余来」汚泥発生率の減

* I(en WAI(ABAYASIII,Masahiに o NIHEI,ブ 巴化成ホームプログクッlllも サランイJぇ 対に営業部 〒1018101束京都千代圧|

区和「日和物tWJ l-105,Asahi Kasei Home Products Coriloration,1-105 Kanda JinbOcho,Chiyoda ku,Tol(yo 101

8101 Japan(E―】nan i niheiJnb⑫ om asalli kaseicoip)
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推測した。′Vοじα′・汀,α が発生し,大増殖することは,

原水基質や処理条件に要因があると思われる。し

かし,その後は発泡することもなく,水処理は順

調に推移 した。 これは,そ の ときに発生 した

Ⅳοじαrと′,α に対抗する微生物が棲息し,発泡を防い

でいたものと思われる。つまり,微生物間の抑制

作用が働いていたものと考えられる。

標準活性汚泥法は,除去BOD量 の50°/ο程度の

量で余剰汚泥が発生する90。 一方,自 然界では

余利汚泥というものがみられない。その差は,単

位容積にかける負荷,負荷を処理する範囲の違い

など種々ある。しかし,活性汚泥法の処理を担う

のは浮遊汚泥にかぎることも余剰汚泥が発生する

要因の 1つであろう。また,固定床を利用 した生

物膜法の接触曝気法は,固定生物が主体であり,

浮遊生物が副である。浮遊生物を許容しないとい

う考えもある。

自然界に範をとった微生物処理を行なうのであ

れば,活性汚泥法の曝気オ曹に固定床を入れたハイ

ブリッド型活性汚泥法がよいと考えてきた。前記

の例は,固定床として汚泥の肥厚化が起こり難い

芯入紐】犬担体を用いた。この担体には,その環境

に応じた微生物不二や微生物量が自発的に付着する

ので,有機物濃度が浄水処理の極低濃度から河川

処理,中水処チ里,中濃度の下水処理,高濃度の工

場排水処理など,ほ とんどの水処理に紺応してき

た。

下水処理等の中濃度の原水においてMLSS濃 度

は1,000mg/′ 程度で安定し,食品排水や工場排水

などの高濃度排水ではMLSS濃度が10,000～

20,000mg/Jで 推移 した。微生物は,初期には

S,タカα¢rο サ′′″ド等の糸状菌,Zοο
=ど

οια,ソοrric?J′ ,,

働κ力¢す′脇などが観祭され,徐々に微小後生動物

であるP力 ,Jο′どれ,,Dι rο ,Aιο′ο∫ο″′lα,Ⅳ
`rldな

どが

観察された。これらは,時間の経過とともに移 り

変わった。途中にAttοみα,捻翻別ιO′,77が出現し

たりするが,微生物叢が移 り変わり, 1年後には

原水基質,環境に向いた微生物叢に移行した。そ

の推移の過程で担体がミミズの棒になったりした

が, 3年程度後になると, ミミズの量も棲疱、数が

少なくなり,安定 していた。 ミミズは,初期に

Dgrο とAゼοJο dο脇,が観察され,つ ぎにPr,∫ガ■,が

現われ,そのつぎにⅣとィ,sが現われるころにはD¢ ,'ο

とAιο′ο∫ο
“
,はみえなくなった。 2年程度経つと

プvαるとTI′効鉄 がみられ,安定した。

この方式は余乗J汚泥の発生量が非常に少なく,

流入BOD量の 2ο/ο 以下であった。BOD負荷 :20

kg/m3.d,MLSS濃 度 :20,000mg/′ で10年以上余

剰汚泥が発生しない施設もあった。余剰汚泥が極

少である原因として,当時は,理解しやすいよう

|こ 「微小後生動物による食物連鎖作用Jに よると

説明していた。しかし,ミ ミズを観察していると,

ミミズは担体にへばり付き,浮遊汚泥を旺盛に捕

食しているとはいい難い。確かに多くの原生動物 ,

後生動物が棲抱、しているのであるから,食物連鎖

が起きていることは違いないが,それだけで説明

がつくのか耗間である。食物連鎖だけで余剰汚泥

発生が抑えられるのであれば, ミミズの増加とと

もにMLSS濃度は低下するはずであるが,実際 (前

記 :BOD負 荷2 0kg/m3.dの 施設)は 多少増減する

ものの20,000mg/′ 程度で推移していた。

過去においては,水処理施設が設計通 りの性能

を出すこと,処理性に問題がないことなどを主眼

として活動してきたので,性能が出たことで満足

してきた。今回は,発生する微生物叢やその叢変

化に注目して,ハ イブリッド型活性汚泥法である

バイオカプセル(BC)を 投入 した実槽実験を行な

った。光学顕微鏡観察において微生物叢の変化 ,

何回かの再構築が確認できた。さらに,微生物叢

の分子生物学の解析も行なった。処理性に問題が

なく,汚泥発生率の低下が確認できたので,その

原因について解析 した。

3.バイオカプセル (BC)実槽実験

31方 法

図 1に実験のフローを示す。

原水は,食生排水である。原水の油分濃度が高

いので,調整オ曹に酵素剤を lmg/′ 添加している。

調整オ曹の水位が低下している場合,曝気用のブロ

ワーは停止している。土曜日 '日 曜日等の休業日

は原水の流入がないので,タ イマーにより1時間

ごとに45分問停止後15分問ブロワーを動かし,曇
気している。平日の朝方に調整槽の水位が低下し

たときも同様である。処理水は下水道に放流して

原水

SS調整ポンプ

図 l BC実槽実験処理 フロー

いるので,第一日界ド気槽の味気液をタイマー稼価力の

SS調整ポンプ(定量ポンプ)で 840′ /dを 沈服オ曹上澄

水に混入させている。返送汚泥は,調整槽と眠気

オ苫に返送している。調整楢への返送は,原水の臭

気姑策である。原水は水質を把握するために,調

整槽に入る前にサンプリング箱を設け,返送汚泥

が入る前に採水した。

2016年 5月 22日 (以下,5/22の ように表記す

る),第一曝気オ曹,第二曝気槽にBCを 26個 /m3

(1,248イ固/槽)投入した。点検は,メ ンテナンス業

者が月 2回 行ない,そ のときに各オ曹の曝気液 ,

BC内担体(SB)付 着微生物の検鏡を行なった。点

検時に,各オ曹の水温,pH,DO,ORP,SV30,
MLSSの 測定と放流水透祝度,沈殿楷の汚泥界面

位置,他の測定を行なった。同時に調整柑出日,

20倍 した値を示したもので,大    注)

きさは考慮していない。イ固数は,

味気液はそのままの数を,そこ   表 2

にSB付着生物個数の 1割の数

を味気波に加えている。曝気オ曹

の賑気量は1.6m3/min程 度であ

り,第一曇気オ曹:第二曝気楷は

2:1程度に調整した。水温が

高 くDOが 低 下 し た 場 合

(0.3mg/J未 満)は 曝気量を若千

調節したが,おおむね曝気強度

ORP(mV)

871

として,第一曝気 1曹 :1.4m3/m3

放流   h'第 二曝気オ曹 :06m3/m3.h

程度です佳移 した。

32 結果 と考察

表 1に BC投入前の現場測定

値,表 2に BC投入後の現場測

定値を示す。数値は左から最低

堡気オ曹(2楷分),沈殿楷上澄水

を採水 し,公定法 (」IS K 0102)  表 l BC投入前の活性汚泥槽内の各測定値 (2015年 11月 4日 ～

で分析 した。時期をみて活性汚     2016年 5月 20日 )

泥,SB付着微生物の16S rRNA

遺伝子に基づく微生物の商叢解

析を,既往研究の方法のに基づ

いて行なった。

検鏡ではサンプル液0.05mJ

程度を採取し,概略の数を数え,

水温 (℃ )

pH(― )

DO(mg/ど )

値～平均値～最大値の順である。気温は,表 1の

期間が秋から春だったので 9～ 15～21℃ で,表 2

の期間は夏か ら冬だったので 6～ 29～ 33℃ だつ

た。表 1に比べて表 2の期間は水温が少 し高めで

あるが,微生物処理の水温 としてはそれほどの達

いはないと考える。

現場測定値 において,BC投入による違いは少

ない。 日立つのは,BC投入直後にORPがマイナ

スになったが,す ぐにプラスになった。マイナス

値が出たのは,6/2の みであ り, 2週 間後にはプ

ラス20mV以上で推移 していた。

図 2に ,第二曝気槽のSVIを 示す。5/22に BC

を投入 したのだが,SVIが低下 して100～ 150m′ /g

で推移 した。 10月 末に嫌気汚泥が入る事故があ

り,一時上昇 したが, 2カ 月余 りで落ち着いた。

項 目 第二味気オ曽

206-258´ ―▼312

72´-73-75

26-38´ヤ48

ORP(mV) 158-177-192

SV(%) 86-91-96

表中の数値は,左から最低値～平均値～最大値

BC投入後の活性汚泥槽内の各測定値 (2016年 6月 2日 ～

2017年 2月 16日 )

項  目

水温 (℃ ) 212-277-330

(― )
67´ヤ71-75

-11

DO

SV

01-31-54
-27´-96～ 216

50-85-96

10-

朧
ｍ

沈
０

調整槽
(51m3) (48m3)

界

第一曝気柑世月整槽

213-260-312 204-260-311

72-7.4´ ―▼7572-73-75

34-47′ -58 49-55-62

142′-162-188 155-175´ヤ189

80-87-9654-66´∀78

調整柑 第一曝気1曹

213´ -276´マ331216-276´▼338

67-71-76 68-71´ -76

28-48´ウ6234-47-59
-56-75～ 148 -55～ 88～ 214

37-65-87 41～ 83-95
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注)表中の数値は,左から最低値～平均値～最大値の順
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BC投入前は沈殿槽で汚泥界面上昇がみ られ,キ

ャリーオーバーが年に 2回 程度あった。BC投入

後は汚泥界面が水面下 lm程度で安定し,キ ャリ

ーオーバーの懸念がなくなった。

表 3に 設計値,実測定値,放流水の計算値を ,

図 3に 曝気オ曹内のMLSSの 推移をそれぞれ示す。

原水のBOD濃度は平均で約300mg/ど であった。

250

響1

E

>
の BCあ り

原水は,w月 整柑の流入部で2016年 の3/1～ 3/5の毎

日,8/1～ 8/6ま での15サ ンプルを採取 した。8/1

と8/2は 時間を分けて 3サ ンプルずつ採取 した。

県気液のMLSS濃度は変化 している(図 3)の で ,

それを含めての計算値が表 3の放流水質 (計算値)

になった。BC投入か ら3カ 月間は,MLSS濃度

に変化はなかった。

図 4に流入BOD量の推移を,図 5に BC投入前

(BCな し)と 投入後(BCあ り)の流入BOD量に対す

る汚泥発生率を示す。汚泥発生率は,第一堡気オ曹

のMLSS濃度にSS調整ポンプの放流水量 (840′ /d)

を乗じて排出汚泥量を求め,それに沈殿梢上水の

SS濃度に流入水量を乗 じて求めた放流SS量 を加

算 して発生汚泥量とした。その値を流入BOD量

で除して汚泥発生率を求めた。除去BOD量 を分

母にしなかったのは,処理水BOD濃度がほとん

ど lmg/Jと ,ご く低濃度だったので,原水BOD
濃度に比べて無視できると考えた。流入BOD量
は,流入水量にBOD濃度である300mg/′ を乗 じ

た値である。流入水量は, 2週間に 1回のメンテ

放流水質(計算値)

6-20

56-157

0´-2

BCあ り

ナンス時に放流水量計の値を稼働 日で除して求め

た 2週間の平均 日水量である。BCな しは,2015

年11月 4日 ～2016年 5月 20日 の汚泥発生率で21～

57ο/ο ,平均37°/ο であった。BCあ りは,2016年 11

25
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月 2日 ～2017年 2月 16日 の汚泥発生率で17～ 25

°
/。 ,平均22ο/οであった。2016年 6月 ～10月 は微生

物叢の変遷が想定され,汚泥発生率は40ο/ο から28

°
/。 と徐々に低下した。

写真 1に ,投入約 9カ 月後の第一曝気槽のBC
を示した。左が全体で,右が付着汚泥の拡大写真

である。担体 :SBに は,汚泥が空間をもって付

着している。黒い嫌気汚泥は見当たらず,ほ とん

どが赤みを帯びた付着物である。これはミミズの

塊で,Pttrlヵ ,,Ⅳα,∫ が観察された。点検時の観

察では,BC投入して 1カ 月後にうっすらと赤み

のある汚泥が付き始め, 2カ 月日で写真 1に確認

されるような付着状況となった。 4カ 月日(9月 )

には付着生物がほとんど確認できなくなったが ,

5カ 月日(10月 )に赤みをおびた汚泥が少し付着し

た。 6カ 月日(11月 )に ほとんど付着汚泥が消え,

8カ 月日(1月 )に写真 1よ り少ないが赤みのある

付着汚泥が確認できた。検鏡では,初期にⅣα′d

が観察された。これは従来からの眠気液のなかに

存在 したものと思われる。約 3カ 月後にミミズは

消え,少 し後にDθ胞が現われたが 6カ 月後にな

ると少なくなった。 7カ 月後にPr,s,ηαが現われ,

少し遅れてⅣ
`ど

んが現われた。現われた順序は,2.

で示 した過去の例と同じであつた。

33 微生物群集構造の変遷の

細菌類のフロック形成状況を図 6に示す。当初

は,高MLSSでBOD負 荷が0.03kg/kg・ d程度で推

移していたので,フ ロツクが粒状化 していた。そ

れが, 2カ 月程度経過後に新しい薄めのフロック

が現われ始めた。さらに 3カ 月

経過後に粒子が大 きセヽフロック

が現 わ れ た。 そ れ と と もに

MLSS濃 度が低下 し始めた。 し

だいに粒状化 したフロツクはみ

られなくなり,通常のフロック,

新 しい薄いフロック,泣子が大

きいフロックが共存 した。

前述のように10/30に 事故が

あり,嫌気汚泥が流入して曝気

楷で少し発泡した。粘性をもっ

た細かい泡で,沈殿梢にも緑が

かったクリーミーな泡が薄いス

Ｇ
し
工）∩
ｏ
ｍ
≪
娯

｀`二‖阜Sミ (1慰 ミ`ヨiS｀ヽ

pH(― )

12-

図4 流入BOD量の推移
0言

二と二
辞載岳毎

二lii誠
舜長遷

ミ2阜7S

図 2 第二曝気槽内のSⅥ の推移

表 3 設計値 と測定値

項  目

水量 (m3/d)

（課
）猟
剖
報
熙
嗅

60

10
BOD(mg/r)

SS(mg/r)

n― Hex(mg/ザ )

10,000 ,

9,000

0

― 腱 オ曹

― 第一曝気槽

‐
=一 第二曝気槽

BCな し      BCあ り

図 5 汚泥発生率

写真 1 投入 9カ 月後のBC(左 )お よびその拡大部 (右 )
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沈殿オ封冒F上澄水 規制値設計原水 実原水 設計処理水

70 49-71

68-74 5´-96^ヤ 8 64-73 58´ヤ86

1-8 600未満460 180-410 400上状
~F

2-18 600未満210 13-190 400上火
~F

1以 下 30'火
~F
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■

5年

図 3 蹂気槽内のMLSSの 推移
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カムとして現われた。その泡がSBに付着 し,蹂

気液面上に浮上 して,BCが流動 しな くなった。

その泡を検鏡 したが,′Vοθαrとザ,α は確認できなかっ

た。その影響で細菌叢が変化 したと思われ, ミミ

ズ が 極 端 に 減 少 し ,代 わ り に ク マ ム シ

(れイ,θ胞うlοr,d),渦 虫 (Crι rιη
"′

α)が現われた。

12/20の 点倹時には,曝気液表面ではBC流動を

確認できなかったが,塩ビ管を曝気液中に入れた

ところBCが衝突する街撃があ り,水中では流動

していることを確認 した。1/12に は以前同様に曝

気液面上からもBC流動を確認 した。以後,BCは

正常に流動 している。

図 7に ,原生動物数と微小後生動物数の推移を

示した。個体の大 きさ(お もに長さ)は ,現われた

原生動物の有殻アメーバ ロのど,ど l、 P力αは80μ m程

秘状1し した
フロック

がほとんど

粒】大化したフロックがなく
なり,薄 いフロックと率立子
がキ女ぃフロwクが健加

2016年

図 6 細菌フロック状況の推移 (BCあ 切)

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

忍
:選 1淫 1墨 i器 1室 |ぷ 1霞 1彗 i昌 i妻 |:1苺 |ミ

ミ
＼∞

度の大 きさで,原鞘児毛虫日は10μ m程度,下毛 日

のAdガ′,dθαは40μ m程度,縁毛 日のどr'J♂ ヴねは

150μ m程度,毛 日日の乃 rと7,,「 ゼOF,服 は250 μ m程度 ,

裸口目のCοどで′,dは 50μ m程度の大 きさであつた。

微小後生動物であるワムシ類のP力 IJο〃Jれαは500

μm程度 ,Rοナ,′
'α

は250μ m程度 ,腹毛類 の

c力α¢rοηοす′∫は100μ m程度,渦虫類のCα rθμ′′αは

500 μ m程 度,貧毛類 のⅣα,sは 1～ 2cm程 度 ,

D?′っとPrね″
",は

1～ 1 5cm程 度,マ クロビオッ

タス属のデИとィθЮう′οr,1,は 500～ 1,000 μ m程度の大 き

さであった。

原生動物は,初期の80体/m′ から 2カ 月後以降

は40～50倍 の個数であった。微小後生市l」物は,初

期の240体/mJか ら15カ 月後には 5倍程度に増加

し,Ⅳαおも多量み られた。 このⅣα,dは ,従来か

らの汚泥中に存在 していたもの

と思われる。 3カ 月後には細菌

類の再 |ヽす+築 に伴 い,Ⅳ加dが消

え,その後にD¢胞が出始めた。

同時に,原生動物ではじοり dが

多数確認 された。 5カ 月後 (10

月末)ま でDι rο は増加 したが ,

10/30の事故で嫌気汚泥が原水

に流入 したためにミミズは確認

できなくなった。直後の11/2に

は原 生 動 物 の下 毛 日で あ る

れ /,ι
れ∫じ,が 出現,増 加 してい

た 。 微 小 後 生 動 物 は ,

Cο J`rrて ,′ ′α,  ル4rl ε′οうJο r,ld,

2017年

写真 2 月0どa施 と思われる微小後生動物

C,rじ ガ々,が増加した。

倹鏡による細菌類業は主立った変化はなかった

が,少 しずつ変化した。具体的には,12/7に かけ

て原生動物のAダメ
'ユ

′
'dc,,Pと

rrθ plιε,′ ,′ lが増加して

お り,異毛日のSr''′οdr。粗,粗 も確認できた。その

細菌類叢の変化は微小後生動物に影響を与えたよ

うで,12/21に は微小後生動物のν,♂ rο うテό,d,

働 rじηガαが確認できなくなった。Cο′
"κ

′′αも半減

した。

その細商類叢の再々々構築が現われたのが1/12

に観察した微小後生動物で,全体の個数は激減し

たが ,cヵ αιrο ο々r"∫ 主体 とな り,わ ずか に

Cο′,躍′′α,Pお 加́αが確認されている。細菌類は,

粒子が大きいフロックが多 くなった。原生動物も

Cο′¢P∫ とともに縁毛日のFP,dr)′ んが増力用してい

る。ワムシの数も急速に回復している。不二類もそ

れ以前はcο′,rゼ ′′αが主体であったが,以降は大

きなP力 ,Jο♂加α,Rο rα r,α が主体 となった。その

Rο r,′どαは,写真 2に示 したようにフロックのな

かに卵を 3個程度抱えている種で,通常の活性汚

泥法ではみられない種類である。棲′彎、する細菌群

集により,原生動物,微小後生動物の種が決まる

ということが生物処理の原則であれt畔
),BC存在

下でこのような微小後生動物が主体的に棲息して

いるということは,明 らかに通常の活性汚泥法と

は異なる細菌類種であると考えられる。

34 汚泥発生率と微生物

図 7か ら,原生動物量は当初 (6/2)か ら2カ 月
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で15倍以上に,微小後生動物量は, 5倍以上増加

している。それでも3カ 月間は,螺気槽内MLSS
濃度に変化はなかった(図 3)。 汚泥発生率に関わ

る汚泥減容化の主要因が微生物問の食物連鎖によ

るものであれば, この期間が最も汚泥発生率が低

くなるはずである。しかしながら,汚泥発生率は

流入BOD量の約40ο/ο のまま変化がなかった。

粒子が大きいフロックが確認された9/7か ら呪

気オ曹内MLSS濃度が低下し始めた。9/7～ 10/20ま

での汚泥発生率は40ο/ο から28ο/οへ徐々に低下 し

た。11月 から 1月 までは25%か ら17°/ο と低下し,

2月 から22ο/ο と安定した。この時期に10/30の事

故,それに伴 うBCの 流動不具合などがあった。

それでも原生動物不亘の変化はあったが,量はおお

むね保たれた。一方,微小後生動物の種の変化 ,

量の変化はあったものの,汚泥発生率に変化はな

かった。以上に鑑みると,汚泥発生率に大きく影

響を及ぼしているのは,細菌類の種である可能性

が考えられる。

細菌類を16S rRNA遺伝子に基づ く商叢解析を

行なった。初期の菌叢と最後の菌叢の違い,曝気

液と付着汚泥の菌叢に違いはみられた。しかし,

科レベルの解析であり,種 レベルでの違いは不明

だった。種レベルの解析が必要と考えられた。

4.結 論

以前からの考えと今回の実験からわかったこと

は,以下の通 りである。

1)刑R菌類は,広義の活性汚泥法 と比較して ,

多 くの原生動物,微小後生動物の存在下では

活性汚泥法とは異なる菌叢の細菌がフロック

を形成した。この原因は未だ明らかになって

いないが,微小後生動物の排泄物 (溶解性微

生物代謝物質 iSMP)の 影響が考えられる。

2)BCを 導入した効果により,汚泥発生率が

低下した。汚泥発生率の低下は,原生動物 ,

微小後生動物による食物連鎖の影響だけでは

ないことがわかった。

3)原生動物,微小後生動物を多 く, しかも長

い期間安定して棲息させるためには,安定し

た微生物環境を保つ必要がある。そのために,

担体を充填したハイブリッド型活性汚泥法が
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図 7 原生動物数 (左 )お よび微小後生動物数 (右 )の推移 (BCあ り)
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向いてお り,その11体を逆洗浄 しないで もよ

い把体が必要 であ る。
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