
 

― 記者発表資料 ― 

平 成 ２ ４ 年 ５ 月 １ １ 日 

日 本 下 水 道 事 業 団 

下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）に 

「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 

に関する技術実証事業」が採択 

 

国土交通省が実施する「下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）」におい

て、地方共同法人日本下水道事業団（JS）と熊本市上下水道局および株式会社タクマが共

同提案した「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

事業」が採択されました。 

本実証事業では、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/日の実証プラントを

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。JS では、本実証事業を通して、低コスト・省エネル

ギー型の窒素除去技術であるアナモックスプロセスの導入を図っていきます。 
 

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

び本邦企業による水ビジネスの海外展開支援などを目的として、新技術の研究開発および

実用化を加速するための「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。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）除去技術の４点に係る革新的技術の実証事業に

対する公募があり、本件は③に係る事業として採択されたものです。 

近年、下水道施設では、処理の高度化･低コスト化に加えて、省エネルギー化・創エネ

ルギーが強く求められるようになっています。その中で、バイオマスとしての下水汚泥か

らエネルギーを回収できる技術として、嫌気性消化プロセスによるメタン回収技術が再び

注目を浴びるようになっていますが、同技術の普及を難しくしている課題の一つに、高濃

度の窒素およびリンを含む返流水の発生により、水処理プロセスの負荷増大や放流水の窒

素・リン濃度増大を招く点があります。その対応策として、返流水から窒素やリンを除去

する工程を新たに設ける返流水個別処理があり、そこでの窒素除去技術として新たに注目

されているのがアナモックスプロセスです。アナモックスは、1990 年代に発見された新た

な生物学的窒素変換反応で、これを排水処理に適用したアナモックスプロセスは、従来の

代表的な窒素除去技術である硝化･脱窒法に比べて、有機物を必要としない、必要酸素量が

少ないなどの利点を持ちます。 

JS では、平成 17 年度からアナモックスプロセスを利用した返流水からの窒素除去技術

に関する技術開発に着手し、民間企業との共同研究によるベンチスケールでの実験結果な



 

どを使用して、平成 21 年度には同技術の技術評価を実施しています。今回の実証事業で

は、そのうちの「固定床型アナモックスプロセス」を対象に、処理能力 50m3/日へと、よ

りスケールアップしたプラントを用いて技術的実証を行います（本プラントは、アナモッ

クスプロセスの実証施設としては国内で最大規模となります）。なお、熊本市、JS、株式

会社タクマの 3 者は、今回の実証事業と並行して平成 24～26 年度の期間で共同研究を実

施することとしており、B-DASH プロジェクトとしての実証事業が終了した後も、更なる

技術的検討を続ける予定です。 

 

 

 

 

（問い合わせ先） 

技術戦略部 

水処理技術開発課長 橋本敏一 

TEL: 03-6361-7844 

FAX: 03-3359-6383 

E-mail: Hashimotot@jswa.go.jp 
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＜補足資料＞ 

 

「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事業」 

について 

 

技術戦略部  水処理技術開発課 

 

１．実証事業の概要 

 
 対象事業： 

下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト） 

栄養塩（窒素）除去技術 

 実証事業名： 

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事業 

 実施者： 

熊本市・地方共同法人日本下水道事業団・株式会社タクマ  共同研究体 

 実施期間： 

平成 24 年度 

※B-DASH プロジェクトと並行して、3者の共同研究を開始し平成 26 年度まで実証

試験を実施予定。 

 実証フィールド： 

熊本市東部浄化センター 

 実証内容： 

嫌気性消化汚泥脱水ろ液を対象とする処理能力 50m3/日の実証プラントを設置し、

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

を行う。 

 
 
２．背景 

  下水処理の過程で発生する汚泥を処理する技術の一つに「嫌気性消化プロセス」があり

ます。これは、微生物の働きで汚泥中の有機物を分解して汚泥量を低減するものですが、

分解された有機物の一部をバイオガスとして回収してエネルギー利用が可能な優れたプロ

セスです。下水道施設における省エネルギー化･創エネルギーが強く求められるようになっ

ている昨今、バイオマスとしての下水汚泥からエネルギー回収が可能な嫌気性消化プロセ

スが、再び脚光を浴びるようになってきています。しかし、同プロセスでは、消化反応の

過程で有機物に含まれる窒素･リンなどの栄養塩が溶液中に放出され、これが下水処理場の
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上流へ返送される結果、反応タンクを始めとした水処理施設の流入負荷量を増加させる点

が問題となります。このような栄養塩負荷の返流を軽減する方法として、返流される水（こ

れを「返流水」などと呼びます）を個別に処理する「返流水個別処理」があります（図１）。 
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図１  下水処理場における返流水個別処理のイメージ 

 
 
  排水から窒素を除去する技術として、微生物による硝化･脱窒反応を利用した生物学的方

法が広く使用されていますが、本方法では、脱窒反応を行なうために有機物が必要です。

ここで、嫌気性消化で発生する返流水には有機物があまり含まれていないため、硝化･脱窒

法を適用しようとすると、メタノールなどの有機物を多量に投入する必要があり、コスト

高となってしまいます。一方、近年になって発見された「アナモックス反応」を利用する

と、有機物を必要とせずに脱窒を行うことが可能なため、窒素濃度が高く有機物濃度が低

い排水に対する適用が期待されています。本技術の確立により、嫌気性消化プロセスの導

入促進や、同プロセスを既に導入している下水処理場での処理水質の高度化などを図るこ

とが可能となります。 
  JS では、平成 17 年度からアナモックスプロセスに関する技術開発を開始し、民間企業

との共同研究により、ベンチスケールの実験プラントを用いて実下水処理場の嫌気性消化

汚泥脱水ろ液を対象とした試験を実施しました。この成果は、平成 21 年度に実施した「ア

ナモックス反応を利用した窒素除去技術の評価」として整理されています。 
  今回の実証事業では、前記技術評価で対象としたアナモックスプロセスの一つ「固定床

型アナモックスプロセス」について、より実規模に近いスケールでの実証試験を行うこと

により、窒素除去性能を確認するとともに、嫌気性消化汚泥脱水ろ液の個別処理技術とし

ての適用性および有効性を評価します。 
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３．アナモックスプロセスとは？ 

  「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。

本反応の化学式を以下に示しますが、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）へと変換されます。これは、「アナモックス

細菌」と呼ばれる特殊な細菌により行なわれますが、現在では、アナモックス細菌は自然

界にも広く分布することが明らかとなっています。 

1 NH1 NH44
++ ++ 1.32 NO1.32 NO22

-- ++ 0.066 HCO0.066 HCO33
-- ++ 0.13 H0.13 H++

→→ 1.02 N1.02 N22 ++ 0.26 NO0.26 NO33
-- ++ 0.066 CH0.066 CH22OO0.50.5NN0.150.15 ++ 2.03 H2.03 H22OO

 

  この反応を排水処理へ適用したものが「アナモックスプロセス」です。本プロセスでは、

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

よっては更に「前処理工程」が必要となります）。部分亜硝酸化工程では、従来の硝化･脱

窒法で登場する硝化反応を利用しますが、通常は硝酸性窒素（NO3--N）までの酸化が進む

硝化反応を途中で止めて NO2--N を生成させることになります（図２）。従来の硝化･脱窒法

と比べて、アナモックスプロセスでは以下のようなメリットが期待できます。 
 

 容積当りの反応速度が高いため、反応タンク容量を縮小できる。 
 有機物を添加する必要が無いため、メタノール添加が不要である。 
 必要酸素量が少ないため、送風量を低減できる。 
 汚泥発生量が少ないため、処理汚泥量を低減できる。 
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図２  アナモックスプロセスと従来の硝化･脱窒法における窒素の流れ 

 
 
４．固定床型アナモックスプロセスの概要 

  アナモックスプロセスには、前処理工程、部分亜硝酸化工程、アナモックス工程を含め

た個別プロセスの組み合わせ方や、各工程のリアクター方式などにより、様々な種類があ

ります。このうち、本実証事業で対象とするものを「固定床型アナモックスプロセス」と

呼んでいます。 
  本プロセスは、平成 17～20 年度に JS が(株)タクマと実施した共同研究「新たな生物反

応等を用いた高度処理技術の開発」で共同開発したもので、部分亜硝酸化槽とアナモック

ス槽の各々において、固定床型の生物固定化担体を使用するのが特徴です（図３）。この共

同研究では、JS 技術開発実験センターに設置したベンチスケールの実験プラントを用いて

処理機能や処理特性を確認しましたが、今回の実証事業では、処理能力 50m3/日と実規模に

近いプラントを熊本市東部浄化センター内に設置し、実機を想定した性能評価を行います。 
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図３  本事業で実証する固定床型アナモックスプロセスのフロー図 

 


