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下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト） 

「固定床型アナモックスプロセスによる高効率窒素除去技術に関する技術実証研究」 

アナモックス実証設備 本格稼動開始 

 

日本下水道事業団（JS）では、国土交通省の「下水道革新的技術実証事業（B-DASH プ

ロジェクト）」において、「固定床型アナモックスプロセスによる高効率窒素除去技術に関

する技術実証研究」※を実施しています。 

去る 12 月 6 日（木）に、熊本市東部浄化センター内へ設置した当該アナモックスプロ

セスの実証設備へ、アナモックス細菌が付着した担体（アナモックス担体）が投入されま

した。これに合わせて開催された現地見学会では、アナモックス研究の国内第一人者であ

る古川憲治 熊本大学顧問･名誉教授からご講演を頂いた後、約 40 名の参加者が見守る中、

トレーラーにて輸送されてきたアナモックス担体が、アナモックス反応槽へ設置されまし

た。これをもって本実証設備は本格的に稼動し、アナモックス細菌の更なる増殖期間を経

た後、来年 1 月から実証用の運転データを採取する見込みです。 
※本実証研究は、熊本市上下水道局･日本下水道事業団･株式会社タクマから構成される共

同研究体が国土交通省国土技術政策総合研究所から受託したものです。 
 

本実証研究では、下水処理場の汚泥処理返流水を対象に、新たな窒素除去技術である固

定床型アナモックスプロセスによる高効率栄養塩（窒素）除去技術の実証・評価を行いま

す。熊本市東部浄化センター内に国内最大規模となる処理能力 50m3/日の実証設備を設置

して嫌気性消化汚泥脱水ろ液を処理対象とした連続運転を実施し、実施設相当規模での技

術的実証および評価を行います。 

本プロセスにおいて中心的な役割を担うアナモックス細菌は、増殖速度が極めて小さい

ため、プロセスの立上げ時に種汚泥を如何に投入するかが重要な検討事項となります。本

実証研究では、実証施設の建設と平行して、兵庫県内の株式会社タクマの研究所内にてア

ナモックス細菌の大量培養を実施しており、これを種汚泥として使用します。今回は、こ

の大量培養されたアナモックス細菌を実証設備へ移設する作業に相当します。 

 

【補足資料】 
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国土交通省 下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト） 

「固定床型アナモックスプロセスによる高効率窒素除去技術に関する技術実証研究」について 

 
 
１．実証事業の概要 

国土交通省では、下水道事業における大幅なコスト縮減や再生可能エネルギー創出を実

現し、併せて、本邦企業による水ビジネスの海外展開を支援するため、平成 23 年度から「下

水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト；Breakthrough by Dynamic Approach in 
Sewage High Technology Project）」を実施しています。本実証事業は下水道施設のコスト

を大幅に低減し、省エネルギー・創エネルギー効果の増大に寄与する革新的技術について、

実規模レベルの施設を設置して実証を行なうことを目的としています。平成 24 年度事業と

して、①下水汚泥固形燃料化技術、②下水熱利用技術、③栄養塩（窒素）除去技術、④栄

養塩（リン）除去技術が対象とされ、熊本市、地方共同法人日本下水道事業団（以下、JS）、
株式会社タクマの共同研究体は、低コストで省エネルギーな栄養塩（窒素）除去を図る「固

定床型アナモックスプロセスによる高効率窒素除去技術に関する技術実証研究」を提案し、

平成 24 年度事業として採択されました。 
本実証事業は、国土交通省国土技術政策総合研究所の委託研究であり、熊本市東部浄化

センター内に実規模レベル（施設能力 50m3/日）の実証設備を設置して、嫌気性消化汚泥脱

水ろ液を処理対象とした連続運転を実施し、返流水の個別処理施設としての適用性、有用

性を実証します。なお、本実証設備はアナモックスプロセスとしては国内で最大規模とな

ります。詳細につきましては、添付資料 1 の実証事業パンフレットをご参照ください。 
 
２．背景 

近年、下水道施設においても省エネルギー・創エネルギーが強く求められるようになり、

下水汚泥をバイオマスとして活用しエネルギーを回収する技術として、メタンガスを生成

できる嫌気性消化プロセスが再び注目されています。しかしながら、嫌気性消化の過程で

発生する消化脱離液または消化汚泥の脱水ろ液などの汚泥処理返流水（汚泥処理施設から

水処理施設へ返流される脱離液や分離液を総合して返流水と呼びます）は高濃度の窒素や
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リンを含んでおり、水処理施設に直接返流された場合、放流水質の悪化や処理コストの増

大を招く恐れがあることが嫌気性消化の普及を難しくしている課題の一つです。 
返流水対策としては、高濃度の窒素を含む消化脱離液または消化汚泥の脱水ろ液を個別

に処理することが有効とされ、それにともない水処理施設の処理の安定化や放流水質の向

上が期待されます。従来、排水からの窒素除去には、微生物による硝化・脱窒反応を利用

した生物学的方法が広く用いられてきましたが、この方法では、硝化反応を行なうために

多量の空気供給が必要であり、また脱窒反応を行なうために、特に消化汚泥の脱水ろ液の

ように窒素濃度に対して有機物濃度が低い排水（C/N 比が小さい排水）の場合はメタノー

ルなどの有機物を多量に添加する必要があり、処理コストが増加します。 
近年、窒素の画期的な除去技術として、アナモックス細菌の反応（アナモックス反応）

を利用したアナモックスプロセスが注目されています。アナモックスプロセスは有機物を

必要とせずに窒素除去を行なうことができるため、C/N 比が小さい排水に対する適用が期

待されています。汚泥処理返流水（嫌気性消化汚泥脱水ろ液）の個別処理にアナモックス

プロセスを適用する（図 1）ことで、効率的かつ低コストで省エネルギーな窒素除去が可能

となり、下水道施設における処理の安定化や放流水質の向上が期待されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 下水道施設におけるアナモックスプロセスの導入イメージ 

 
３．アナモックス細菌を利用した窒素除去技術 

アナモックスは 1990 年代にオランダで発見された微生物による窒素変換反応で、

「anaerobic ammonium oxidation；嫌気性アンモニア酸化」の頭文字に基づく造語です。

この反応を担うアナモックス細菌は独立栄養性の細菌で、深い赤色を帯びているのが特徴

です。従来の硝化・脱窒反応による窒素変換経路とは全く異なり、アナモックス反応では

アンモニア性窒素（NH4＋-N）と亜硝酸性窒素（NO2－-N）が酸素の存在しない条件で窒素

ガス（N2）に変換されます。下記の実験式に基づけば、1mol の NH4＋-N に対して 1.32mol
の NO2－-N が反応し、1.02mol の N2ガスと 0.26mol の硝酸性窒素（NO3－-N）を生成しま
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す。従来の従属栄養性の脱窒反応とは異なり、有機物を必要としない窒素除去が可能であ

る点が大きな特長です。 
 

NH4＋＋1.32NO2－＋0.066HCO3－＋0.13H＋ 
          →1.02N2＋0.26NO3－＋0.066CH2O0.5N0.15＋2.03H2O 
 

窒素成分として NH4＋-N を主体とする排水に対してアナモックスを適用する場合は、図

2 に示すように、排水中の NH4＋-N の約半量を NO2－-N へ変換する「部分亜硝酸化工程」

が必要で、これと「アナモックス工程」を組み合わせることでアナモックスプロセスが成

立します。排水の性状によっては別途「前処理工程」を設ける場合があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2 実証アナモックスプロセスの処理フロー 

 
従来の生物学的硝化脱窒法に対して、アナモックスプロセスでは以下の効果が期待でき

ます。 
 
①空気供給量の削減 

従来の硝化反応では排水中に含まれる NH4＋-N の全量をNO2－-N 経由でNO3－-N まで酸

化しなければならないのに対し、アナモックスプロセスでは NH4＋-N の約半量を NO2－-N
に酸化すればよいことから、空気供給量は従来の 1/2 以下となります。 
 
②メタノール添加が不要 

従来の脱窒反応では従属栄養性の細菌を用いることから、排水中に十分な有機物がない

場合はメタノールなど有機物の添加が必要ですが、アナモックス細菌は独立栄養性の細菌

であるため、有機物を必要とせずに窒素除去できます。 
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③設備の省スペース化 
部分亜硝酸化工程では流入する NH4＋-N の約半量を NO2－-N に酸化すればよいこと、ま

たアナモックス槽ではアナモックス細菌の高密度化により窒素容積負荷を高く設定できる

ことから、反応槽容量を大幅に縮小できます。 
 
④余剰汚泥発生量の削減 

独立栄養性のアナモックス細菌は、従属栄養性の脱窒細菌に比べて増殖収率が小さいた

め、余剰汚泥の発生量が大幅に少なくなります。 
 
 
４．実証設備の現状と本日の作業内容 

平成 24 年 12 月 6 日現在、実証設備はほぼ完成し、試運転を実施しています。年内は立

ち上げを実施し、平成 25 年 1 月から実際の排水での連続運転・データ収集を予定していま

す。 
本日は、本実証設備において最も重要な要素となるアナモックス細菌の実証設備への設

置を実施いたします。アナモックス細菌は深い赤みを帯びた色が特徴的で、下水処理場な

どの排水処理施設にある一般的かつ多量に存在する活性汚泥とは異なり、国内では数少な

い貴重な細菌です。 
本実証設備では、写真①のようにアナモックス細菌を担体に保持します。アナモックス

細菌はこれまで長期にわたりタクマ播磨工場にて独自に培養してきました。このアナモッ

クス細菌用の担体を写真②のように担体ユニットに設置しています。なお、赤いものはア

ナモックス細菌が充分に付着した担体、白いものは未付着の担体で、今後速やかにアナモ

ックス細菌が増殖できるように適切に配置しています。そして、写真③の培養槽に入れた

状態でタクマ播磨工場から輸送してきています。本日はこの担体ユニットを培養槽から取

り出し、実証設備に設置する作業を実施します。詳細につきましては、添付資料 2 の作業

工程表をご参照ください。 
 
 
別添資料 

資料１ 実証事業パンフレット 
資料２ 作業工程表 
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アナモックス細菌移設作業工程表（12/6 作業手順） 
手順 作業内容 備考 

 
① 
 
 

② 
 
 

③ 
 
 
 
 
 

④ 
 
 
 

⑤ 
 

 
アナモックス細菌の培養槽（全 4 基）を積み込んだ搬送

トレーラー2 台（A、B）が東部浄化センター到着 
 
搬送トレーラー（A） 実証設備横付け 
現場にて設置準備 
 
培養槽（2 基）より担体ユニットを取出し道路へ吊りお

ろし 
実証設備のアナモックス槽へ移設、設置 
搬送トレーラー（A） 待機場へ 
搬送トレーラー（B） 実証設備横付け 
 
培養槽（1 基）より担体ユニットを取出し道路へ吊りお

ろし 
手順③の作業を繰り返す 

 
残作業 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
10:30 より現地見学会を開催いたします。 
見学会では手順③、④の工程を見学していただく予定です。 
見学は添付資料の見学エリア 1、2 にてお願いいたします。 
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写真① アナモックス細菌が付着した担体 
（左：小型培養器 右：小型培養器から取り出した菌付着担体） 

 

 
写真② 担体ユニット 

（左：担体ユニットへの担体取り付け状況 右：培養槽への設置状況） 
※赤いものはアナモックス細菌が充分に付着した担体、白いものは未付着の担体 



 

写真③ アナモックス細菌の培養槽 



 
写真１  実証設備全景 

 

 
写真２  アナモックス反応槽設置前の担体 

（下部：アナモックス細菌が付着した担体、上部：新品の担体） 
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写真３  アナモックス反応槽内に設置された担体 

 

 
写真４  アナモックス担体のサンプル 

（左：アナモックス細菌が付着した担体、右：新品の担体） 

 


