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Ⅰ．国際共同研究の概要
■プログラム名： アジア・アフリカ科学技術協力の戦略的推進（国際共同研究の推進）
■課題名： 途上国が適用可能な下水処理技術の創成
■機関名： 東北大学大学院工学研究科
■代表者名（役職）： 原田秀樹 (教授)
■共同研究機関名： 長岡技術科学大学
■共同研究機関代表者名（役職）： 山口隆司 (准教授)
■共同研究機関名： インド工科大学ルーキー校
■共同研究機関代表者名（役職）： Absar A. KAZMI (准教授)
■共同研究機関名： アジア工科大学
■共同研究機関代表者名（役職）： Chettiyappan Visvanathan (教授)
■実施期間： ３年間
■実施経費： ９１．２百万円（間接経費込み）
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○提案課題名
○研究代表者名
○代表機関名

「
「
「

課題の概要
途上国が適用可能な下水処理技術の創成
原田秀樹 」
国立大学法人東北大学 」

」

研究の目標・概要
１．研究の目的
本研究の目的は、途上国の人々の健康に重大な脅威を与えている劣悪な水環境汚染を修復・改善
し、安全で快適な水環境を取り戻すために、現地一体型の新たな枠組の国際共同研究体制を形成し
て、途上国自体の国情や社会経済的条件に合致した適用可能な水処理技術を創成することである。
２．内容
(1) 途上国が適用可能な”self-sustainable”な新規下水処理技術の創成
(2) 処理メカニズムの解明と重要微生物の検出・定量・モニタリング技術の確立
(3) 途上国における UASB+DHS システム普及に向けた社会工学的評価
(4) 病原性微生物による汚染実態および水利用実態調査
３．実施体制
東北大と長岡技科大からなる国内研究開発コンソーシアを組織して、国外参画研究機関（インド工
科大ルーキー校、アジア工科大学 [タイ]）と緊密な連携をとる現地一体型の国際共同研究体制を形
成する。

研究の意義等
１．政策的ニーズ
途上国の人々の健康に重大な脅威を与えている劣悪な水環境汚染を修復・改善し、水起因衛生リス
クを低減し、安全で快適な水環境を取り戻すためには、途上国の国情や社会経済の状況と技術的条件
に合致した水処理技術を開発・普及していく必要がある。わが国はアジア圏の経済・技術両面のリー
ダーとして，この問題に積極的に取り組んでいく責務があり、わが国の科学技術政策上最優先させる
べき緊急課題である。

２．社会経済的な実効性
プロジェクトが成功すれば、参画機関のあるインド、タイのみならず、途上国世界全体への連鎖的
な広範囲の普及という大きなインパクトが期待でき、我が国の途上国地域への真の国際貢献として大
きな意義を持つとともに、我が国の科学技術が世界に誇るべき知的資産の形成と云える。

３．本制度による取組からの付加価値
本プロジェクトのような現地一体型の研究は、現地大学機関などのカウンターパートの協力が不可
欠である。本制度は、現地機関と協力体制を築いて研究を推進するのに有用であり、研究を加速する
ものである。

４．共同研究への参画
長岡技術科学大学、インド工科大学ルーキー校は、パイロットプラントを用いた新規下水処理技術
の創成に関わる。インド工科大学ルーキー校は汚染実態及び水利用事態調査にも協力する。また、長
岡技術科学大学、アジア工科大学は、途上国における UASB+DHS システム普及に向けた社会工学的評価
に協力する。

５．過去の蓄積
東北大学・原田（研究代表者）は、
’89-‘91 の２年間アジア工科大学の准教授として勤務した経験
を有する。それ以来、途上国の適正技術（Appropriate Technology）をライフワークとして来ており、
アジア工科大学時代の同僚教員をはじめとするアジア諸国の研究機関との連携を推し進め、最適な研
究体制を形成するための万全なネットワークをすでに蓄積している。
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ミッションステートメント
○提案課題名
○研究代表者名
○代表機関名

「 途上国が適用可能な下水処理技術の創成 」
「 原田秀樹 」
「 東北大学 」

（１）共同研究の概要
途上国が適用可能な下水処理技術を創成するためにインド政府によって建造設置された DHS 実証
プラント（ハリヤナ州カルナール市, 現在第 3 世代型 [ソフトスポンジ・ランダムパッキング型] として稼
働）に仕切り線を設け、その半分に第６世代型担体（ハードスポンジ・ランダムパッキング型）を投入し，
長期連続処理試験を実施し，両者を比較させながら、途上国の気候や下水性状に合致したプラクティ
カルな条件下での実規模での問題点の把握と対応策を検討して，実用化技術を完成させる。また、シ
ステムの詳細な微生物反応学的メカニズムの解明やそれらの検出・定量・モニタリング技術の開発・確
立を行う。この他、病原性微生物による汚染実態および水利用実態調査、途上国における UASB+DHS
システム普及に向けた社会工学的評価を行う。本研究プロジェクトは国内（東北大学・長岡技術科学大
学）と海外（インド工科大学ルーキー校・アジア工科大学 [タイ]）のあいだで国際共同研究体制を構築
して行う。
(２）実施期間終了時における具体的な目標
既存の標準活性汚泥法と同程度の処理時間で、処理水 BOD 20 mg/L 以下を維持しながら、必要エ
ネルギー量を大幅に削減し、かつ発生余剰汚泥量も削減する。
（３）実施機関終了後の取り組み
途上国が適用可能な下水処理技術の“世界標準”の創成という我が国の科学技術が世界に誇るべき
知的資産の形成に邁進する。
（４）期待される波及効果
１技術開発の成果が実用化されることによる他地域への応用性
本技術は、本邦発の省エネルギーかつサステナブルな技術として安定した稼動が可能であり、世界
の多くの地域で採用が可能である。
２既存の技術と比べた新規技術開発要素
省エネルギー型排水処理新技術は、排水処理技術分野におけるエネルギー問題と環境問題を同時
に解決する技術を開発することを目指したものとして、その技術開発の意義はきわめて大きいと考えら
れる。
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採択時コメント
本提案は、途上国の人々の健康に重大な脅威を与える劣悪な水資源汚染を修復・改善し、安全で
快適な水環境を取り戻すための研究であり、また現地の研究者と協働して実施する新しい枠組みを創
出しようとする意欲的試みである点を高く評価した。先進国が提案する技術は先端技術ではあっても途
上国の実情に配慮されていないものが多い中で、本提案はシンプルなシステムに基づいており、コスト
も低く、現地における可用性（local availability）、適用可能性（local applicability）、受け入れ可能性
（local acceptability）等に配慮したものとなっている。現地での実証実験により、さらなる改良や実用化
が進めば、他の国々での実用化、さらにアジア標準や国際標準の創出にもつながり、日本のプレゼン
スを大いに高めることになると期待される。また、研究上の目標を明確化した計画とするとともに、イコー
ルパートナーシップを確保するため、インドやタイの国外参画機関の研究開発上の貢献を明確化したう
えで相互補完的な研究内容となるよう留意するとともに、対象国における実用化や国際標準化に向け
た道程を具体化する必要がある。
なお、本提案技術はシンプルなシステムに基づいているにも関わらず、高い効果が得られるなど、ユニ
ークな技術と考えられるので、その科学的メカニズムの解明も望む。
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Ⅱ．経費 （振興調整費分）
１．所要経費
(単位：百万円)

（間接経費を含む）
研 究 項 目

担当機関等

1. 国内 UASB+DHS システム開発 東北大学
2. インドでの連続運転モニタリング
3. メカニズム解明と技術開発
4. インドにおける汚染状況に関す
る情報収集

5. タイにおける汚染状況に関する
情報収集

所 要 経 費

所要経費

研 究
担当者

Ｈ20

Ｈ21

Ｈ22

年度

年度

年度

合計

原田秀樹

3.0

2.0

3.0

8.0

長岡技科大

山口隆司

2.0

1.0

2.0

5.0

東北大学

原田秀樹

15.0

18.0

53.0

長岡技科大

山口隆司

0.5

20.0
0.5

0.5

1.5

東北大学

原田秀樹

4.0

4.0

3.3

11.3

長岡技科大

山口隆司

1.0

1.0

1.0

3.0

東北大学

原田秀樹

2.0

1.0

1.0

4.0

長岡技科大

山口隆司

0

0

0

0

東北大学
長岡技科大

原田秀樹
山口隆司

2.0
0.5

1.0
0.5

1.0
0.4

4.0

30.0

31.0

30.2

（合 計）

1.4

91.2

２．使用区分
（単位：百万円）
研究項目１
設備備品費

研究項目２

研究項目３

研究項目４

研究項目５

計

1.1

0

2.7

0

0

3.8

0

6.0

0

0

0

6.0

5.0

15.0

5.0

0.7

1.0

26.7

(H20)

2.0

4.0

3.2

0.5

0.5

10.2

事業実施費

2.5

5

3

0.3

0.5

11.3

（H21、H22）

2.5

5.5

3.5

0.2

0.5

12.2

間接経費

3.9

10.6

5.2

0.5

0.7

21.0

17.0

46.1

22.6

2.2

3.2

91.2

試作品費
（H20 のみ）
人件費
業務実施費

計

※備品費の内訳（購入金額５百万円以上の高額な備品の購入状況を記載ください）
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Ⅲ．実施結果・成果の概要
１．目標達成度
（１）ミッションステートメントの達成状況
１） 実規模での問題点の把握と対応策の検討に基づく実用化技術の完成
インド国内の下水処理場にてフルスケール DHS リアクターを建設し、気候、運転条件などが
プラクティカルな条件のもと実証実験を行った。第 3 世代型および第 6 世代型スポンジ担体を
用いることで両者の比較評価を行い、また従来法との処理水質の比較を行った。その結果、
UASB+DHS システムは圧倒的に優れたパフォーマンスを発揮し、BOD は両者とも 10 mg/L 未
満を達成した。また窒素、糞便性大腸菌などの重要項目についても除去効果が確認された。
DHS 連続モニタリング中に定期的にプロファイリング実験を行い、各レイヤーにおける物質変
動の様子を明らかにした。
２） 微生物反応学的メカニズムの解明やそれらの検出・定量・モニタリング技術の開発・確立
下水処理 UASB+DHS システムの G3 型 DHS リアクターの微生物群集構造を、rRNA アプロ
ーチを用いて解析した。また微生物の高感度検出法としてオリゴプローブと two-pass TSA
FISH 法を組み合わせた新手法の開発に取り組んだ。
微生物群集構造解析においてはリアクター高さ方向において微生物群集が異なり、リアクタ
ー上部において優占化した Dechloromonas 属に近縁なクローンの存在は、有機物分解が嫌気
的酸発酵と好気的酢酸分解により行われている可能性を示唆していた。定量 real-time PCR
法によるアンモニア・亜硝酸酸化に関わる微生物群の rRNA 遺伝子の定量結果は、これら微生
物群の存在率がリアクター中・下部に行くにつれて増加することを示していた。
オリゴプローブと two-pass TSA-FISH 法を組み合わせた手法開発では、オリゴプローブ 1 種
でもシングルコピー遺伝子を十分な感度をもって検出することが可能であった。
３） 病原性微生物による汚染実態および水利用実態調査
刻々と変化するインドの主要河川の汚染状況を把握するために、ヤムナ川沿いの主要地点、
および処理場からサンプルを採取し、各種水質分析を行った。インド国の首都であるデリーに
近づくにつれ、汚染状況が深刻になることが確認され、特に F. coli についてはどの処理場に
おいても沐浴基準を満たすことが出来ていなかった。また工業地帯の下流では窒素成分など
が検出され、染色産業が盛んな地域では BOD の値も高い色のついた廃水が流出していること
も観察された。また未処理の下廃水がそのまま放流されている箇所もあり、これらが深刻な河
川の汚染問題を引き起こしていることが推察された。
４） 途上国における UASB+DHS システム普及に向けた社会工学的評価
アジア地域の下水処理の実態を把握するために、タイ国の下水処理に関連する文献調査を行
った。タイ国のような熱帯地域では下水管渠中でも生物学的処理が進行しており、下水処理場
の負荷が他地域に比べ低くなる傾向が見られた。また好気性酸化池と UASB+DHS 法について
の比較検討を行った。現在のところ、タイ国においては好気性酸化地法が成功を収めているよ
うに見受けられるが、設置面積、維持管理の容易さといった観点から、DHS のメンテンスフリー、
かつ複雑な機械を必要としない点は大きなアドバンテージと考えられ、今後の展開が期待でき
る。
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① 実施期間終了時における具体的な目標（様式７－４ （２））
既存の標準活性汚泥法と同程度の処理時間で、処理水 BOD 20 mg/L 以下を維持しながら、必
要エネルギー量を大幅に削減し、かつ発生余剰汚泥量も削減する。
前段の UASB 法にて処理された都市下水は後段のフルスケール DHS リアクターによって BOD
ではわずか 8 (G3)、9 (G6) mg/L にまで低減可能であった。処理時間は 1.5 (G3)、1.4 (G6) h で
あり、標準活性汚泥法 (UASB 法の後段としては約 4 時間) に比べても非常に短い時間であった。
加えてエネルギーが必要な動作はポンプによる 5 m の揚水のみであり、発生余剰汚泥についても
年に数回、引き抜きを行ったのみであった (その時点でもほとんど余剰汚泥は発生せず)。
② 実施期間終了後の取り組み（様式７－４ （３））
途上国が適用可能な下水処理技術の“世界標準”の創成という我が国の科学技術が世界に誇
るべき知的資産の形成に邁進する。
本プロジェクトで築いた研究体制をさらに発展させ、より多くの人々を巻き込むとともに途上国に
おいて新規プラントの起ち上げを目指し、提案技術 (DHS 法) の導入事例および研究成果を
大々的に発表していく。また地球規模課題対応国際科学技術協力 (JST-JICA) プロジェクトに
採択され、H23 年度 (H22 年度暫定契約期間) からスタートする。当該プロジェクト(科学技術振
興調整費プロジェクト)で得られた科学的・工学的知見を基に、インド・アグラ市の 40 MLD 下水処
理場内に実規模型の DHS リアクターを建造する。加えて UASB-DHS システムの設計指針および
維持管理マニュアルをインド政府・インド研究機関と共同で作成し、当該システムのインド国への
社会実装を推し進める。
③ 期待される波及効果（様式７－４ （４））
１ 技術開発の成果が実用化されることによる他地域への応用性
本技術は、本邦発の省エネルギーかつサステナブルな技術として安定した稼動が可能であり、
世界の多くの地域で採用が可能である。
２ 既存の技術と比べた新規技術開発要素
省エネルギー型排水処理新技術は、排水処理技術分野におけるエネルギー問題と環境問題
を同時に解決する技術を開発することを目指したものとして、その技術開発の意義はきわめて大
きいと考えられる。
これからの成長が期待されているアフリカ、中南米の国々では “水” に関わる問題は非常に重
要かつ深刻である。今回我々は途上国における日本の水処理研究プロジェクトの先駆けとして途
上国の中でも発展著しいインドでの実績を残すことができた。本技術 (DHS 法) は非常にシンプ
ルな装置であり、維持管理が容易で、エネルギーをほとんど必要としない。このシンプルさが、世
界中で DHS 法が活躍できる可能性を大いに高めており、またそれぞれの要件は途上国において
絶対的に必要なものである。
本プロジェクトにおいて DHS 法はわずかなエネルギーで連続運転を行うことが可能であり、また
処理水質は標準活性汚泥法とほぼ同程度であった。よって本技術はこれからの省エネルギー政
策、環境対策を推進する上で非常に有意義であることに違いはない。本技術は、多様なシステム
を構築することが可能であり、従来の標準活性汚泥法一択という先進国における常識を覆す可能

8

性を有する。
（２）実施計画に対する達成状況
① 国内 UASB+DHS システム開発
・ 計画（目標）：パイロットスケール UASB+DHS システムを構築・運転し、実証規模実験へ向け
た基礎的研究を行う。処理水質などのパフォーマンスを評価し、余剰汚泥などの重要項
目について検討を行う。
・ 達成状況： 上記事項についてすべて達成することができた。加えて微小生物等の定量的
な評価や他処理法との比較を行い、DHS 余剰汚泥発生量低減メカニズムに重要な知見
の一部を明らかにした。
② インドでの連続運転モニタリング
・計画（目標）：第３世代型および第６世代型スポンジ担体を搭載したフルスケール DHS リアク
ターをインド国内の下水処理場に建設し、連続モニタリングを行う。特に処理水質を評価
し、また長期連続運転におけるパフォーマンスを評価する。最終的に途上国の気候や下
水性状に合致したプラクティカルな条件下での実規模での問題点の把握と対応策を検討
して，実用化技術を完成させる。
・ 達成状況：上記事項についてすべて達成することができた。加えて DHS リアクターの高さ方
向から搾取した保持汚泥の基質別酸素利用速度を測定し、DHS リアクターにおける有機
物および無機態窒素の処理性能の一端を明らかにした。
③ メカニズム解明と技術開発
・計画（目標）：UASB+DHS システムの詳細な微生物反応学的メカニズムの解明やそれらの検
出・定量・モニタリング技術の開発・確立を行う。
・ 達成状況：上記事項についてすべて達成することができた。上記に加えて、処理性能と微
生物群集構造解析の比較解析を行った結果、DHS リアクターにおける有機物分解は単
純な好気的分解にとどまらず、嫌気的酸発酵も同時に行われている可能性が見出され
た。
④ インドにおける汚染状況に関する情報収集
・計画（目標）：インド国における河川の汚染実態および水利用実態調査を行い、途上国にお
ける UASB+DHS システム普及に向けた社会工学的評価を行う指針とする。
・ 達成状況：上記事項についてすべて達成することができた。河川調査より、特に都市部を流
下する河川水質は水質環境基準に遠く及ばず、人口増加に対応する下水の適正処理技
術の確立が強く求められる結果となった。
⑤ タイにおける汚染状況に関する情報収集
・計画（目標）：タイ国における水域の汚染実態および水利用実態調査によって、途上国にお
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ける UASB+DHS システム普及に向けた社会工学的評価を行う指針とする。
・ 達成状況：上記事項についてすべて達成することができた。タイの下水性状は日本および
インドと比較して有機物濃度が低く、本来嫌気性処理を組み合わせた処理方法を模索し
たが、嫌気性処理を介さずに直接 DHS 技術を適応することで十分に下水を処理できる可
能性が示唆された。

（３）採択コメントに対する対応
研究上の目標を明確化した計画とするとともに、イコールパートナーシップを確保するため、インド
やタイの国外参画機関の研究開発上の貢献を明確化したうえで相互補完的な研究内容となるよう
留意するとともに、対象国における実用化や国際標準化に向けた道程を具体化する必要がある。
なお、本提案技術はシンプルなシステムに基づいているにも関わらず、高い効果が得られるなど、
ユニークな技術と考えられるので、その科学的メカニズムの解明も望む。
本採択コメントの対応として、我々は目標の明確化する上で、5 つの研究題目を設定し、それぞれ
にプロジェクト終了後に達成されるべき目標を掲げた。
また本申請課題の相手国パートナーであるインド工科大学ルーキー校、アジア工科大学には、そ
れぞれの国や地域における河川汚染状況や、下水処理事情についての調査を依頼するなど、相
手国参画機関の貢献を具体的に明確化した。
相手国側の貢献は、我々日本側が開発する UASB＋DHS システムが、途上国の実情に沿った形
で導入可能かを検証するための重要な情報となる。
科学的メカニズム解明として、本申請課題では、処理を担う微生物群に着目し、開発する DHS リア
クターの微生物群集構造解析を行った。
（４）所期の計画どおりに進捗しなかった場合の理由、対処、実績
該当なし
２．成果
（１）科学的・技術的成果の内容
①先端技術・世界標準の創出に資するどのような成果が得られたか、記載してください。
国内下水処理場にて連続モニタリング実験を行い、長期間にわたって良好な処理水質を得る
ことができた。また余剰汚泥の抑制メカニズムについて新たな知見を得ることができた。
インド国にて一年以上の実証実験を行い、UASB+DHS システムの従来法に対する優位性を
明らかにすることができた。また運転管理における様々な問題、また解決方法を蓄積することが
できた。今後の途上国への本システムの普及のための課題を抽出することができた。
国内パイロットスケールだけでなくインド国でのフルスケールプラントからもサンプルを採取し、
分子生物学的な解析を行った。その結果、微生物群集に関して興味深い知見が得られ、本シ
ステムのメカニズムの解明が進んだ。また新たな定量技術の開発が進められ、好感度な微生物
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検出法が開発された。
インド国における現地調査の結果、深刻な汚染状況が明らかにされた。
タイ国における状況を調査し、ここにおいても新たな処理システムの開発・適用が急務である
ことが示された。
②共同研究によって得られた新しい科学技術面での知見があれば、どのようなものか、わかりや
すく記載してください。
海外研究機関との共同研究で得られた知見を列挙すると、1. インド国下水処理場の維持管
理状況の実態、2. インド国河川状況の実態調査、3. 下水処理方法の比較検討、4. インド国
における下水処理 UASB 余剰汚泥とバイオガス発生量を調査・把握することができた。
③研究成果の発表状況
【ワークショップ、国際会議の開催】（1 件）
JAPAN-INDIA Joint Workshop on UASB-DHS Integrated Technology –a Sustainable Sewage
Treatment Technology-, 28th Jan, 2011, SCOPE Convention Center (New Delhi, India)
【研究成果発表等】
１)論文等
原著論文発表

左記以外の誌

（査読付）

面発表

口頭発表

合計

(学会、国際会
議、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等)

和文誌

13 件

4件

36 件

53 件

欧文誌

6件

1件

7件

14 件

合

19 件

5件

43 件

67 件

計

２）特許等出願件数（0 件）
３）受賞等（1 件）
1)

松永健吾，小野寺崇, 上村繁樹, 長野晃弘, 久保田健吾, 原田秀樹, 山口隆

司 土木学会優秀講演発表賞 ：「DHS (Down-flow Hanging Sponge) の保持汚泥特
性とその減量化ポテンシャルの評価」 平成 20 年 9 月 10-13 日
４）主な原著論文（査読付き論文、5 件以内）
1) Masanobu Takahashi, Takashi Yamaguchi, Yoshiharu Kuramoto, Akihiro Nagano,
Satoshi Shimozaki, Haruhiko Sumino, Nobuo Araki, Shinichi Yamazaki, Shuji Kawakami
and Hideki Harada, [Performance of a pilot-scale sewage treatment: An up-flow
anaerobic sludge blanket (UASB) and a down-flow hanging sponge (DHS) reactors
combined system by sulfur-redox reaction process under low-temperature conditions],

Bioresource Technology, 102 (2), 753-757, (2010).
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2) Kawakami, S., K. Kubota, H. Imachi, T. Yamaguchi, H. Harada, A. Ohashi,
[Detection of Single Copy Genes by Two-Pass Tyramide Signal Amplification
Fluorescence in situ Hybridization (Two-Pass TSA-FISH) with Single Oligonucleotide
Probes], Microbes and Environments, 25 (1), 15-21, (2010).
3) Uemura, S., Suzuki, S., Abe, K., Kubota, K., Yamaguchi, T., Ohashi, A. Takemura,
Y. and Harada, H., [Removal of organic substances and ammonium oxidation by a
down-flow hanging sponge (DHS) reactor under high salinity conditions], Bioresource

Technology, 101, 5180-5185, (2010).
4) Uemura, S., Suzuki, S., Abe, K., Ohashi, A., Harada, H., Ito, M., Imachi, H. and
Tokutomi, T., [Partial nitrification in an airlift activated sludge reactor with
experimental and modeling investigations of pH gradient inside sponge support
medium], International Journal of Environmental Research, 5 (1), 33-40, (2010)
5) Uemura, S., Suzuki, S., Maruyama, Y., Ohashi, A., Yamaguchi, T. and Harada, H.,
[Direct treatment of settled sewage by DHS reactors with different size sponge support
media], International Journal of Environmental Research,

（２）社会的成果（国内外の各参画機関の共同研究体制・形成された科学技術コミュニティ）の内容
①研究資源の提供や研究実施における役割について、国内機関と海外機関に分けて記載してく
ださい。
東北大学
東北大学は、当該プロジェクトの総括として各研究項目に携わってきた。特にインド国でのモニ
タリング試験による本提案技術のインド国への適用可能性検証・処理メカニズム解明に関する学
術的研究、本提案技術のインド国およびアジア各国への適用可能性調査をはじめとした社会工
学的評価について全体を取り仕切る役割を果たした。
長岡技術科学大学
長岡技術科学大学は、当該プロジェクトでは、唯一の日本国内研究分担機関として参画してお
り、主に UASB-DHS システムの国内試験運転について基礎的な情報収集に取り組んだ。インド現
地では調査が難しい部分や、日本国内の最新機器を利用できる等の利点を生かし、UASB 汚泥
の詳細な分析や、DHS システムにおける余剰汚泥量が少ない原因を明らかにした。またタイ国に
おける近年の下水処理に関する動向調査を行い、提案技術のタイ国への適用可能性についての
調査を行った。
インド工科大学
インド工科大学ルーキー校は、当該プロジェクトの対象相手国のカウンターパートであり、実証
規模リアクターのモニタリング試験、インド国河川の水質調査、本提案プロセスのインド国への適
用可能性検証について東北大学と共同で研究を遂行した。
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アジア工科大学
アジア工科大学は、アジア地域への当該プロセスの適用可能性検証といった社会工学的評価
に関する情報収集を行った。また、カウンターパート代表者であるＰrof. Visvanathan を本邦へ招
聘し、学術講演を行うなど、タイ国の下水処理事情に関する最新動向についての調査報告を行っ
た。
②研究全体会議（運営委員会）等を開催した場合は、会議（委員会）メンバー・出席者及び開催
実績（時期・議題・会議の成果等）を記載してください。
研究全体ワークショップ：

JAPAN-INDIA Joint Workshop on UASB-DHS Integrated

Technology –a Sustainable Sewage Treatment Technologyワークショップ開催日： 28th Jan. 2011
会議参加者： 東北大学、木更津高専、インド工科大学ルーキー校、アジア工科大学、アリガー
ムスリム大学、インド政府環境森林省国家河川保全局、UP 水道公社アグラ支社、ダイナールシン
大学、ハリヤナ公衆衛生局、国際協力機構 (JICA)
成果：当該ワークショップが開催されたことで、提案技術をインド国内の関係者や有識者に認知し
てもらうことができたと考えられる。今後、本技術を世界展開してゆくためには、インド国内におい
て本技術を認識してもらうこと必須であり、当該ワークショップは有効な公表の場として機能したと
思われる。
※ 講演プログラムは以下の通り
JAPAN-INDIA Joint Workshop on UASB-DHS Integrated Technology –a Sustainable Sewage
Treatment Technology28th January 2011 (13:00-17:00) Room “Tagore”, SCOPE Convention Centre, New Delhi, INDIA
13:00-13:10 Mr. Brijesh Sikka (National River Cnservation Directorate, MoEF)
“Opening remarks”
13:10-13:35 Mr. Sikka
“Intiatives in Conservation of River in India under the National River Conservation Plan”
13:35-14:00 Prof. Dr. Chettiyappan Visvanathan (Asian Institute of Technology, Thailand)
“Urban Wastewater Management Issues and Trends in Thailand”
14:40-15:05 Dr. Absar Ahmad Kazmi (Indian Instite of Technology Roorkee, India)
“Sequential Batch Reactor (SBR) for Sewage Treatmetn-Recent Advancements”
15:05-15:30 Prof. Hideki Harada (Tohoku University, Japan)
“Principle and Practice of UASB-DHS technology for Wastewater Treatment”
15:35-16:00 Dr. Nadeem Khalil (Aligarh Muslim University, India)
“UASB Technology for Sewage Treatment in India: 25 Years of Experience and Challenges
Ahead”
16:15-16:30 Dr. Akinori Iguchi (Tohoku University, Japan)
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“Microbial Community Analysis and Significance of UASB-DHS System Treating Municipal
Wastewater”
16:30-16:45 Dr. Tsutomu Okubo (Kisarazu National College of Technology, Japan)
“Long-term Evaluation of UASB-DHS System Treating Municipal Wastewater in Karnal,
Haryana”
16:45-17:00 Prof. Harada
Closing remarks

東北大学・井口晃徳
北
木更津高専・大久保努
津
助教

Dr. Kazmi
IIT-Roorkee D

東北大学・原田秀樹
原
教授
AIT Prof. Visvanathan

集合写真
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Workshop 講演を行っている会場の様子

③実施期間中の各参画機関の組織としての関与（支援）について記載してください。
特になし。
④形成された科学技術コミュニティの今後期待される国際連携への政策的波及効果を記載してく
ださい。
H23 年度よりスタートする JST-JICA プロジェクトを遂行する上で、インド政府機関である環境森
林省 国家河川保全局ディレクターの Mr. Sikka や、UP 州水道公社の Mr. V.P. Singh などとの人
脈形成を構築することが出来た。
⑤今後期待される社会経済の活性化効果を記載してください。
本システムが途上国に導入されることで、衛生リスクの低減による経済損失を低減させることが
可能となり、さらなる経済発展をサポートすることが可能となる。
３．計画・手法（「Ⅱ．経費」とも関連）
①研究項目毎の予算配分方針について記載してください。
当該プロジェクトは、5 つの研究項目 (1. 国内研究、2. インド、3. メカニズム、4. インド河川水
質、5. アジア社会工学評価) を設定した。本プロジェクトにおいて最も重要な部分は、2. にあた
るインド国内においてモニタリング試験を行い、提案技術の途上国への適用可能性を実証するこ
とであり、人件費や業務実施費のウェイトは最も高く、全体予算の 60%を占めた。 また当該プロジ
ェクトに関わる基礎的検討部分として、1. 国内研究に対して、全体予算の 15%を占める。学術的
な研究部分である 3. メカニズムについては、1. 国内研究と同じく 15%を使用した。 3. および 4.
の研究項目は、カウンターパートとの協力が必須な項目となる。振興調整費プロジェクトの予算執
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行上カウンターパートへ研究費を支払うことができないため、日本側研究者の旅費・カウンターパ
ートの日本国内招聘旅費等が中心となり、全体予算の 4〜6%程度となっている。
②課題実施のためのプロジェクトマネジメントについて記載してください。
当該プロジェクトは、インド国を対象に、現地で提案技術の実証試験を行った。特に留意した点
は、現地での研究をスムーズに遂行するよう、綿密な打ち合わせを数多く行い、研究遂行内容に
対してお互いの認識を共有するようにしたことである。プロジェクトが当初の計画通りに遂行するよ
う、特にタイムスケジュールについては最新の注意を払い、最早開始で当初の計画より早い研究
進捗を目指して進めてきたが、結果的に当初の予定通りの進捗となった。
４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
①実施期間終了後、課題実施により培われた研究及びネットワークを継続する体制や仕組みに
対する工夫について記載してください。
本プロジェクト（科学技術振興調整費）は、JST-JICA 地球規模課題対応国際科学技術協力事
業実施期間：H22〜H26）「エネルギー最小消費型の下水処理技術の開発」につながった。本プ
ロジェクトで構築した研究及びネットワークを基に当該プロジェクト（JST-JICA）は実施される。当
該プロジェクトでは、インド・日本の参画研究機関と所管部局（環境森林省(MoEF)国家河川保全
局(NRCD)）が連携しながら、インド国ウッタルプラデシュ州アグラ市に実機規模 DHS リアクター
（処理水量 5000m3/日、処理人口 35000 人/日）を建設し、そこでのオンサイト実験を実施すること
で、インド政府側が普及のために強く要望している設計施工指針と維持管理マニュアルを共同製
作して、提案技術（UASB+DHS システム）の社会実装を図ることを目的としている。
②これまでの研究成果を発展させる明確な研究・交流のビジョンがあれば記載してください。
本プロジェクトは、国外の研究機関と緊密に連携しながら現地研究拠点型の実証的研究を推進
する国際共同研究体制によって、途上国の国情に適した水環境修復技術=水循環インフラを創
成しようとするものであった。本プロジェクトの成功により、インドからさらにアジア・アフリカ圏や中
南米地域等全体への連鎖的な広範囲の普及という大きなインパクトが期待できる。実際にわれわ
れ研究グループが開発した提案技術に対し、ワーゲニンゲン大学（UASB リアクターを開発したこ
とで世界的に著名）、スミソニアン熱帯研究所（スミソニアン博物館の唯一の研究機関）、エジプト
日本科学技術大学（エジプト）、ミナス・ゲレイス連邦大学（ブラジル）など、同様なテーマで研究
開発している世界の有力な研究機関でも本提案技術の開発に着手し始めた。また、DHS 技術の
発展的下水処理技術の開発として、エジプト日本科学技術大学及びエジプト国立研究センター・
水質汚濁研究科との協同プロジェクトを計画中である。本プロジェクトで得られた研究成果は、我
が国の途上国地域への真の国際貢献として大きな意義を持つとともに、開発途上国が適用可能
な下水処理技術の“世界標準”の創成という我が国の科学技術が世界に誇るべき知的資産の形
成と云える。
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Ⅳ．実施結果・成果の詳細
1. 国内 UASB+DHS システム開発
担当機関名：東北大学、長岡技術科学大学
担当研究者名：原田秀樹、久保田健吾、井口晃徳、山口隆司
概要：本実験では長岡市の下水処理場にパイロットプラントを設置し、実下水を用いた連続処理実験を
行うことで新型スポンジ担体の処理性能を評価した。また DHS における余剰汚泥の発生を抑制する要
因を、DHS 保持汚泥特性より検証した。DHS における余剰汚泥発生の抑制要因の検証項目として、有
機物負荷、汚泥の自己酸化活性、微小動物による捕食効果の点に着目し、既往の知見と比較検証を
行った。その結果、最終処理水質は BOD=9 (±7) mg/L、CODcr-total=34 (±17) mg/L、TKN=3 (±3)
mg/L と、DHS は年間を通じて高い処理性能を示した。また、DHS 基軸方向の汚泥負荷は 0.1~0.2
g-BOD/g-SS・day であり、増殖ポテンシャルは活性汚泥の 1/2 程度であることが明らかとなった。自己
酸化速度に着目すると、リアクター上部において水温 25℃で最大 0.18 g-O2/g-VSS・day と COD 除去
速度より高く、汚泥減容化が期待された。
著述論文：
松永健吾， 小野寺崇， 上村繁樹， 山田真義， 山内正仁、高橋優信, 久保田健吾, 原田秀樹, 山
口隆司 下水処 UASB 後段の DHS における余剰汚泥量の抑制要因の評価 (2009) 環境工学論文集
vol. 46 pp. 623-628
(1) 目的
本研究の最終目標は、UASB＋DHS システムの途上国 (特にアジア・アフリカ地域) への適用であり、
本研究はそのための知見を得ることを目的としている。開発システムは、前段処理 UASB で有機物や
SS の粗取りを行い、後段処理 DHS で水質をポリッシュアップする構成とした。DHS は、我々研究グルー
プのオリジナルの技術であり、無曝気でありながら好気性処理が可能な優れた排水処理技術として注
目されており、特に省エネルギー効果は絶大である。しかしながら現段階では、最適なスポンジ担体の
形状やシステムの設計条件の確立に至っていない。本研究では、現状の最適スポンジ担体として、ス
ケールアップの容易性に優れた G3 タイプに着目し、中でも充填率が 50%以上を有する G3.2 を採用し
た。充填率の高い G3.2 を用いることにより、装置に保持可能な微生物量が増す。すなわち、処理性能
の向上、また必要容積のコンパクト化が期待できる。本研究では、UASB+DHS システムを製作し、その
適用性を評価するため長期連続処理実験により処理性能を評価した。
近年、下水道普及率の増加から、下水処理に伴って発生する余剰汚泥量も増加しており、余剰汚泥
の処分コストの増大や埋立地の逼迫が懸念されている。その分野では、余剰汚泥抑制を目的とした生
物処理法の開発が注目されているが、これらは共通して温度、pH、および汚泥管理等の高い技術・ノウ
ハウが要求される。UASB の後段処理として開発した DHS は、余剰汚泥の発生量が極めて低いことをこ
れまで実証してきている。DHS の運転操作は UASB 処理水の散水のみであり、特殊な運転操作を必要
とせず余剰汚泥が少なく管理できることは非常に興味深く、その要因を検証することは極めて高い意義
を有する。本研究では、DHS が有する高い余剰汚泥抑制能力にも着目し、その要因を DHS の保持汚
泥特性から検証した。
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(2) 方法
①実験装置の概要と運転条件
図 1.1.に本実験装置の概要図を示す。本実験装置は都市下水処理プラント内に設置した。UASB は、
容積 1,148 L，塔長 4 m とした。DHS には、立方体のスポンジ（33 mm）をプラスチックネットリング（φ33
）にはめ込んだ G3.2 担体を Box 内にランダムに充填した。その Box は、DHS 内に 10 個積
み上げた。スポンジ総容積は 454 L（スポンジ担体 16,240 個）とした。UASB の植種汚泥は、下水中温
消化汚泥とし 500 L を投入した。なお DHS は植種を行っていない。
運転条件として、UASB の HRT（水理学的滞留時間）は 24 時間で運転を開始し、段階的に負荷を上
昇させ、最終的な HRT は 8 時間とした。UASB 処理水の DHS への供給は、UASB の処理性能が HRT8
時間で安定の後、開始した。また本実験装置は温度制御せずに運転を行った。そのため季節により流
入下水の水温は 10〜28℃と大きく変動した。この条件下で本装置の低温下での適用可能性や、温度
の処理性能への影響を検討した。

図 1.1. UASB-DHS システム
②水質分析
水質分析に必要な試料の採取は、スポットサンプリングとした。水温、pH、ORP、DO については、ハ
ンディメーターを用いて現地測定した。その他の分析に必要な試料は、必要量を採水し氷水で冷却し
て実験室まで移送した。
分析項目として、BOD は有機物分解に伴う酸素消費量のみの値が得られるよう、硝化反応による酸
素消費を抑制した C-BOD とした（便宜上、以降は BOD と称する）。COD は、二クロム酸カリウム法とし、
HACH 社水質分析器（DR2000）を用いた。また溶解性 COD については ADVANTEC-GB140 濾紙（孔
径 0.45μm）で濾過したサンプルを同様に測定した。アンモニア性窒素、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素
は、イオン交換クロマトグラフ（HPLC）を用いて測定した。ケルダール性窒素は、ダイジェスタール分解
機によるネスラー法により行った。分析は HACH 社水質分析器（DR2000）を用いた。また、その他の一
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般的な水質分析は下水試験方法（1997）に準じて行った。
③DHS 保持汚泥の分析
保持汚泥の自己酸化速度の測定には、DHS リアクターに充填されているスポンジ担体を任意で 4-5
個採取し、それらを絞汁したものを利用した。保持汚泥の微小動物の定量には、スポンジから絞汁した
汚泥をリン酸緩衝液で洗浄したものを用い、それらを実体顕微鏡により観察、計測した。
(3) 結果および考察
①有機物処理性能（BOD、COD）
全 BOD の全運転期間の平均濃度は、下水で
、DHS 処理水で

、UASB 処理水で

であった。DHS では全運転期間を通してばらつきはほとんどな

く、平均除去率 97％と高い処理性能を安定して発揮した。水温 10~28℃においては、DHS は高い処理
性能を維持できることが実証された。
全 COD の全運転期間の平均濃度は、下水で
、DHS 処理水で
は、下水で

、UASB 処理水で 133.3
であった。溶解性 COD の全運転期間の平均濃度

、UASB 処理水で

、DHS 処理水で

であった。溶解性 COD 除去率は、全運転期間を通してばらつきがあるものの、温度の影響は少
なく安定していた。一方、全 COD 除去率は冬期において低下した。このため低温下では固形性の
COD 除去率が低下するものと考えられる。すなわち冬期の水温 10~15℃の環境では、バクテリアによる
溶解性有機物の除去能は維持されるが、微小動物による固形性有機物の分解活性は低下することが
示唆された。なお、DHS の運転開始直後における溶解性 COD 除去率は 72％と高く、微生物による有
機物除去が確認された。DHS は植種を行っていないため、運転開始直後は SS の捕捉のみで溶解性
COD の除去は期待できないと思われたが、この結果より植種なしでも運転開始直後から生物分解反応
が起こりうることが確認された。
表 1.1. 水質分析結果
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②窒素除去性能（ケルダール性窒素、アンモニア性窒素、硝酸性窒素、全窒素）
全ケルダール性窒素（TKN）の全運転期間の平均濃度は、下水で 31.2 (±6.9) mg-N/L、UASB 処理
水で 31.0 (±6.2) mg-N/L、DHS 処理水で 2.5 (±2.6) mg-N/L であった。アンモニア性窒素の全運転
期間の平均濃度は、下水で 20.8 (±4.1) mg-N/L、UASB 処理水で 25.6 (±4.9) mg-N/L、DHS 処理水
で 3.0 (±3.2) mg-N/L であった。DHS は運転開始直後から TKN 除去率 89％と卓越した処理性能を
示した。DHS は水温が高まる夏期においては特に硝化能が高く、最終処理水の TKN 濃度は最高で
0.2 mg-N/L（除去率 99.4％）に達した。水温 20℃以上においては、本装置は高い TKN 処理性能を有
することが確認された。ただし、水温 15℃を下回る冬期において TKN 除去能は低下し、最終処理水の
TKN 濃度は最大で 12.1 mg-N/L （除去率 64.2％）となった。これは低温により硝化細菌の活性が低下
したためと考えられる。
DHS 処理水中の全運転期間の平均硝酸性窒素濃度は 17.0 (±4.0) mg-N/L であった。硝化反応の
程度により多少のばらつきがあるものの、DHS 処理水中には常に 10~25 mg-N/L の硝酸性窒素が含ま
れていた。なお亜硝酸性窒素はほとんどの場合検出されず、検出される場合も 1.0 mg-N/L 以下と極め
て低い濃度であった。硝酸性窒素は毒性があるため除去することが望まれる。
全窒素の全運転期間の平均濃度は、下水で 31.3 (±6.9) mg-N/L、UASB 処理水で 31.1 (±6.2)
mg-N/L、DHS 処理水で 19.5 (±4.0) mg-N/L であった。
DHS は全運転期間を通して全窒素の除去率が低く、平均で 34.3 (±15.7)％であった (データ省略)。
TKN が 90％以上除去されるのに対し、全窒素の除去率が低いということは、窒素態の生物分解プロセ
スが硝化反応でストップしていることが考えられる。脱窒反応のためには有機物が必要となるが、DHS
による生物分解で有機物はほとんど残存していない。このため DHS 単独だけでは硝化・脱窒反応プロ
セスを達成することはできない。全窒素除去には、DHS 処理水をさらに後段処理するリアクターが必要
となる。
③保持汚泥の自己酸化速度
図 1.2.は DHS 基軸方向における汚泥の自己酸化速度を示す。DHS の高さ方向で異なる 3 つの Box
（1, 4, 8）から採取した保持汚泥について温度条件別に自己酸化速度を測定した。DHS 保持汚泥の自
己酸化速度は、25℃の条件下において、流下長 0.4 m で 0.18 g-O2/g-VSS・day、流下長 1.6 m で
0.029 g- O2/g-VSS・day、流下長 3.2 m で 0.018 g-O2/g-VSS・day とリアクター上部において高い値を
示した。保持汚泥の減容期間を考慮すると、水温 20℃程度において自己酸化による汚泥の減容化が
期待できると考えられた。DHS リアクターBox1 の自己酸化速度は、膜分離活性汚泥法における保持汚
泥の自己酸化速度 0.046~0.052 g- O2/g-VSS・day 及び、活性汚泥法における保持汚泥の自己酸化速
度 0.072~0.192 g-O2/g-VSS・day と同程度に高い値を示した。Tandukar ら（2006）は、棒状スポンジ (25
mm×25 mm×500 mm)を同サイズのネットリングに挿入したもの（DHS-G4）を微生物保持担体として用
いた場合、保持汚泥の自己酸化速度は 25℃においてリアクター上部で 0.128 g-O2/g-VSS・day を示し
たと報告している。このことから、DHS はスポンジ担体の形状に関係なく、リアクター上部において高い
自己酸化ポテンシャルを有す汚泥を保持できることが明らかとなった。
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図 1.2. DHS 基軸方向における汚泥の自己酸化速度
表 1.2. 各処理法別の自己酸化速度

図 1.3.より、DHS リアクター基軸方向の COD 除去速度は、リアクター最上部が 0.1 gday、Box2 以降は 0.03〜0.04 g-

-VSS・

-VSS・day 程度である。この結果と比較すると、水温 25℃、35℃

において、DHS リアクターの汚泥の自己酸化ポテンシャルは COD 除去速度に比べ高い。一般に反応
槽内では、有機物分解による汚泥増殖と、内生呼吸による汚泥の自己酸化は同時に平行して進行す
るので、汚泥あたりの有機物除去速度に比べ自己酸化速度が高いとき、汚泥減容化が期待されるとい
える。また、DHS リアクター下部の自己酸化ポテンシャルはリアクター上部にくらべ低い。それにもかか
わらず保持汚泥の挙動にほとんど変化がなかった（図 1.4.）。これはそもそも DHS 下部に流入する処理
水は上部でほとんど有機物分解されることから、微生物増殖のために利用できる炭素源は微量である
ためと考えられる。水温 15℃における自己酸化速度は、リアクター上部でも 0.03 g-

-VSS・day と、

COD 除去速度と比べて低い値を示した。そのため、水温が 15℃以下になる冬期においては汚泥の自
己酸化分解はほとんど期待できない。しかしながら、冬期水温 15℃以下における DHS の汚泥転換率
は、平均 0.32 g-

-COD removed (0.30 g-

-BOD removed)に抑えられていた。この要因として、

汚泥の自己酸化分解以外の要因、すなわち微生物生態系の高次生物による汚泥の捕食効果が示唆
された。
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図 1.3. DHS 基軸方向の COD 汚泥負荷および COD 除去速度

図 1.4. DHS 基軸方向の保持汚泥の挙動
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④DHS における微小動物の定量評価
図 1.5. は DHS および活性汚泥における微小動物の定量結果を示す。活性汚泥は、同時期に長岡
分流式活性汚泥法の曝気槽より採取した。汚泥収率 0.5 といわれる原生動物に着目すると、DHS では
汚泥 1 mg-SS あたりの原生動物の個体数は活性汚泥と同程度であることが明らかとなった。また、DHS
では Euglypha 属、Arcella 属、Centropyxis 属を含む肉質虫類の個体数は、流下長が進むにつれて多
いことが確認された。これらの生物は BOD 汚泥負荷が低く、硝化反応が進行している生物処理反応槽
に出現する。このときの DHS の BOD 汚泥負荷は、流下長 0.4 m では 0.06 g-BOD/ g-SS・day、流下長
3.2 m では 0.01 g-BOD/ g-SS・day であった。アンモニア性窒素濃度は DHS 流入水で 27.3 mg-N/L
であったが、流下長 2.4 m では 0.2 mg-N/L となり、硝化が充分に進行していた。このことから、リアクタ
ー環境と肉質虫類の生息状況が一致していたといえる。繊毛虫類など、他の原生動物の個体数は流
下長が進むにつれて少なくなったが、それでも活性汚泥と比較して同じオーダー単位の個体数が確認
された。回転円盤法に出現する微小動物は、活性汚泥と比較して著しい生物相の相違は認められない
が、汚泥 1 mg 中の個体数は活性汚泥より 1 オーダー多いことが報告されている。DHS は生物膜法であ
るにもかかわらず、微小動物の個体数が活性汚泥と同程度であったことについて、DHS では他の生物
膜法に比べ汚泥（SS）を高濃度に保持できること、また微小動物はスポンジ表面および内部の DO が存
在する場所にしか生息できないことが挙げられる。このため汚泥量あたりに存在する微小動物量は、相
対的に低くなったと考えられた。
汚泥収率 0.3 といわれる後生動物着目すると、DHS の方が活性汚泥より多様性が認められた。この高
次の栄養レベルの生物群の多様性は、散水ろ床法と同程度であった。またリアクター上部において後
生動物の個体数は、下部に比べ多く確認された。このことから、DHS はリアクター上部において高次な
食物連鎖が形成され、汚泥の減容効果が高いことが示唆された。微小動物の至適温度は 15~30℃とい
われており、低温においても比較的活性を維持できると考えられる。また汚泥の著しい減容が確認され
た時、ろ床ハエや貧毛類 Aeolosoma hemprichi などの後生動物の増殖が確認されている。水温の上昇
とともにこれらが大量発生したのは、水温による微小動物の増殖活性の向上や、肥大化した生物膜の
環境が生息に適していたことなどが考えられる。これらろ床ハエなどは、冬から春にかけての水温上昇
時にかけて増殖し、汚泥減容化後はほとんど確認されなくなった。
以上から DHS における微小動物の捕食による汚泥の減容効果について、多様性 (生物ピラミッド)
の観点からは活性汚泥より高いと考えられる。しかしながら、汚泥あたりの個体数で見ると、他の生物膜
法より低いため、結論付けには更なる検討が必要である。
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図 1.5. DHS および活性汚泥における微小動物の定量結果
(4) まとめ
本研究は実下水処理 UASB の後段に、新規の微生物保持担体である G3.2 タイプのスポンジ担体を
用いた散水ろ床型リアクター（DHS）を設置し、外気温による連続運転を行った。その結果、最終処理
水質は

、CODcr-

、

と、高い処理性能を示

した。このため、水温 10〜28℃の条件下では安定した処理を維持できるといえる。
DHS 基軸方向の汚泥負荷は 0.1~0.2 g活性汚泥の

-SS・day と活性汚泥と同程度で、増殖ポテンシャルは

程度であることが明らかとなった。自己酸化速度に着目すると、リアクター上部におい

て水温 25℃で最大 0.18 g-

-VSS・day と COD 除去速度より高く、汚泥減容化が期待された。15℃

以下の環境においては、微小動物による捕食効果が主となると考えられる。定量評価の結果より、DHS
保持汚泥中の微小動物は散水ろ床法と同程度の多様性があることが確認された。しかしながら、DHS
における微小動物の個体数は活性汚泥と比べて著しい差は確認されなかった。以上から、DHS におけ
る微小動物の捕食による汚泥の減容効果は、多様性からみて活性汚泥より高いが、汚泥あたりの個体
数からみて、他の生物膜法より低いと考えられた。
2. インドでの連続運転モニタリング
担当機関名：東北大学
担当研究者名：原田秀樹、久保田健吾、井口晃徳、永井寛之
概要：インド国内の下水処理場にてフルスケール DHS リアクターを建設し、気候、運転条件などがプラ
クティカルな条件のもと実証実験を行った。第 3 世代型および第 6 世代型スポンジ担体を用いることで
両者の比較評価を行い、また従来法との処理水質の比較を行った。その結果、UASB+DHS システムは
圧倒的に優れたパフォーマンスを発揮し、BOD は両者とも

未満を達成した。また窒素、糞便

性大腸菌などの重要項目についても除去効果が確認された。DHS 連続モニタリング中に定期的にプロ
ファイリング実験を行い、各レイヤーにおける物質変動の様子を明らかにした。また保持汚泥濃度や酸
素消費速度などの保持汚泥特性について各種実験を行い、本システムのメカニズム解明を試みた。
2.1. G6 担体作成と輸送・改造
インドのリアクターに投入する担体 （G6 タイプ）を作成した。図 2.1.1.に中国の工場で作成した担体
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写真を示す。作成した担体の個数は 486,000 個（段ボール箱で 122 箱）である。

図 2.1.1. 中国工場で作成した担体
この G6 担体を投入するリアクターの改造案を図 2.1.2.と図 2.1.3.に示す。以前のリアクターは G3 タ
イプの担体が 4 層で設置されていた。インドの建設会社と詳細な改造案を作成し、主な改造箇所として
リアクターを縦方向に分割し（間仕切りを設ける）、一方には現在投入してある G3 担体をもう一方に新
たに作成した G6 担体を投入した。これにより、同一リアクターにおいて担体の種類による処理水質への
影響評価が同時に可能となった。また、リアクターの段数については、段数を多くすることにより排水へ
の酸素供給能力を高めるため 4 段から 6 段へと増設した。

図 2.1.2. 改造前と改造後の DHS リアクターのイメージ
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図 2.1.3. リアクター改造後の DHS 上部のイメージ
2.2. DHS の連続運転モニタリング
(1) 研究背景および目的
アジア・アフリカ地域では急激な人口の増加、産業の発展に伴い様々な環境問題が発生している。そ
の中でも汚染された水は人々の生活に直接的な影響を与え、下痢などの諸症状を引き起こすことが懸
念されている。これは我々の研究先であるインド国においても同様であり、インド政府は都市下水によっ
て Yamuna や Ganga といった主要河川が汚染されているという事実を受け、標準活性汚泥法や
UASB-FPU の設置など様々な取り組みを行って来た。しかしながら、インド国の技術レベルの低さ、ま
た維持管理の規定が明示されていないという現実があり、下水処理場においては処理装置が十分に
機能していないという事実も知られている。このような状況の中、現地の事情に即した、現地に適用可
能な下水処理技術の開発が求められている。
我々はこれまでのインド国との共同研究の中で、DHS (Down-flow Hanging Sponge) リアクターによる
実証実験を行い、優れた結果を残してきた。本手法は嫌気性処理法である UASB (Up-flow Anaerobic
Sludge Blanket) 法の後段に設置されるものであり、無曝気、メンテナンスフリーでありながら従来法より
も優れた処理性能を発揮する新技術である。その中でもソフトスポンジをランダムパッキングする G3 タイ
プは施工性に優れ、また処理性能も一歩抜きん出ていることがわかってきた。しかしながら同時に国内
では新型担体の研究を進めており、G6 タイプ (中空ハードスポンジ、ランダムパッキング) は G3 に匹
敵する性能を示した。ここに至っては G3 と G6 タイプを現地での実証実験によって比較し、またスポン
ジ担体の違いが実際の処理性能、また維持管理においてどのような差を生み出すのか、将来の実用
化へ向けた知見を収集する必要があるという結論に居たった。また、G3 タイプを用いた実証実験では
十分に検討出来ていない点 (メカニズムの解明、標準活性汚泥法との比較) についても議論を重ねた。
主なデータとしては連続運転のモニタリングデータを基礎とし、プロファイル実験の結果、保持汚泥特
性などを用いた。
(2) 研究方法
DHS 連続運転モニタリングの評価
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本研究はインド国カルナール市の 40 MLD (Million Liter per Day) 下水処理場 (図 2.2.1.) にて行
われた。本下水処理場の最大一日汚水処理量は 40 MLD (4,000,000 L/d) であり、約 3 万人分に相当
する。ここに我々の提案する DHS リアクター (図 2.2.2.) を設置し、連続モニタリングに取り組んだ。
DHS リアクターは高さ 5 m、有効容積 120 m3 であるが G3 系と G6 系を構築しているため、それぞれの
有効容積は 60 m3、スポンジ容積では G3 系で 20.5、G6 系で 19.3 m3 となった。その他のリアクター詳
細は図 2.2.3.に示した。
今回用いたスポンジ担体はプラスチックカバー付きソフトスポンジの G3 と中空六角形ハードスポンジ
の G6 とした。G3 担体のサイズは H 32 x D 32 mm であり、G6 担体のサイズは H 33 x D 43 (ID 18) mm
とした。その他の詳細については図 2.2.4.に示した。
本 DHS リアクターのフローは図 2.2.2.に示した通りであり、UASB 処理水を貯水槽に引き込み、そこか
らポンプを用いてリアクター上部への引き揚げを行った。リアクター上部には機械式の回転式散水装置
(図 2.2.5.) が設置されており、動力なしで散水を行った。

図 2.2.1. インド国カルナール市 40 MLD 下水処理場
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図 2.2.2. フルスケール DHS リアクターのフロー

図 2.2.3. フルスケール DHS リアクターの詳細
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図 2.2.4. フルスケール DHS リアクターに用いたスポンジ担体

図 2.2.5. フルスケール DHS リアクター上部の散水装置
各種分析方法を下記に示す。
・ Temperature: 棒状温度計を用いて測定 (現場にて)
・ pH: pH メーター (TOA DKK) を用いて測定 (サンプリング直後)
・ ORP: ORP メーター (TOA DKK) を用いて測定 (サンプリング直後)
・ DO: DO 瓶にサンプルを採取後，ウインクラーアジ化ナトリウム法で測定
※ 全サンプルとも無希釈
・ Turbidity: 吸光光度法 (n=520 nm) にて測定 (Hach)
・ SS: ガラス繊維ろ紙法 (下水試験法) にて測定
・ BOD total: 一般希釈法の C-BOD5 (硝化抑制) を測定 (下水試験法)
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※ 希釈倍率: Sewage x50, UASB x20, DHS x5, Clarifier x5, FPU x20
・ BOD soluble:一般希釈法の C-BOD5 (硝化抑制) を測定 (下水試験法)
※ 希釈倍率: Sewage x20, UASB x10, DHS x33, Clarifier x33, FPU x10
・ COD total: リアクターダイジェスター法 (Hach パッケージ) にて測定
※ 全サンプルとも無希釈
・ COD soluble: リアクターダイジェスター法 (Hach パッケージ) にて測定
※ 全サンプルとも無希釈
・ Fecal coliform: 試験管を用いた MPN 法により測定 (Standard Method)
※ 希釈倍率: Sewage 106〜104, UASB 106〜104, DHS 105〜103, Clarifier 105〜103, FPU 105〜
103
・ Ammonia nitrogen, NH3: サリチル酸法にて測定 (Hach パッケージ)
・ Nitrate nitrogen, NO3-: カドミウム消費法にて測定 (Hach パッケージ)
・ Total nitrogen: TNT 過硫酸ダイジェスター法にて測定 (Hach パッケージ)
・ Sulfate, SO42-: Sulfa Ver 4 法にて測定 (Hach パッケージ)
DHS 連続運転モニタリングにおけるプロファイル評価
本 DHS リアクターは全 6 層で構成されているため、それぞれのレイヤーを通過したサンプルを採取し
各種水質分析を行った。月に一度のプロファイル実験を行い、連続モニタリング中では計 18 回の分析
を行った。
各レイヤーより、3 個のスポンジをランダムに採取し保持汚泥濃度の測定を行った。指標としては TS
(Total Solid)、および VS (Volatile Solid) を用いた。測定手順としては DW (Distilled Water) を用いて汚
泥を手作業でビーカーに搾り取り、磁皿を使用して TS、および VS を測定した。それぞれの値を求めた
後、平均、および標準偏差を算出した。
各レイヤーよ り、必要量の汚泥を 得るためにスポ ンジを採取し、HOUR (Heterotrophic Oxygen
Utilization Rate) 、 AOUR (Autotrophic OUR) 、 EOUR (Endogenous OUR) の 測 定 を 行 っ た 。 PBS
(Phosphate Buffer Solution) を用いてスポンジから手作業で汚泥を回収し、100 mL ふらん瓶を利用して、
飽和状態の曝気水 (PBS) を用いて各基質が所定の濃度 (表 2.2.1.) となるように調整し、デスクトップ
型の DO メーター (飯島電子 B-100Z) を用いて、溶存酸素濃度を測定した。その傾きから OUR を算出
した。ただし、G6 の中部、下部 (G6-3~6) は汚泥濃度が薄く、必要量の汚泥を採取できなかったため、
測定を行っていない。硝化細菌との比較を行うために HOUR, EOUR には ATU (Allylthiourea) を添加
した。
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表 2.2.1. OUR プロファイル実験条件

(3) 研究結果および考察
DHS 連続運転モニタリングの評価
表 2.2.2.は本実験装置への通水を開始した 2009 年 10 月 9 日から 2011 年 3 月 31 日までの実験条
件の測定結果を示す。HRT は G3 系と G6 系でほぼ同程度であり、これらを既存の FPU と比較すると高
速処理を行っていることが明らかである。また設定処理水量 0.5 MLD (3,500 人級) において、これだけ
の高速処理を行いながらも BOD loading および COD loading は低い値を維持している。すなわち、本
実験装置であれば機械的条件さえ整えば 1 MLD (7,000 人級) での連続試験も十分に可能と考えられ
る。Temp については各サンプルにとも全期間平均で約 23~25℃ (Clarifier は除く) となり、本実験サイ
トは亜熱帯地域であるといえよう。pH は各サンプルとも全期間を通じて安定しており、処理においては
特に問題にならない。DO については後述するが、水温の変化による左右されるものの、最終的に DHS
の運転に必要な溶存酸素量は確保できており、本実験装置において構造上の問題がないことを示して
いる。ORP は DO と同様の傾向を示し、嫌気状態の UASB 処理水は DHS を通過することで、好気状態
となり放流される。一方の FPU 処理水では嫌気性微生物等が増殖しやすい環境下にあり、ORP がポジ
ティブになることは稀である。
表 2.2.2. DHS 連続モニタリングの実験条件

表 2.2.3.は DHS 連続モニタリングの各種測定項目の結果 (平均値と標準偏差) を示す。詳細は各
項目ごとの経日変化と合わせて記述しているため、後述を参考とされたい。

31

表 2.2.3. DHS 連続モニタリングの実験結果

図 2.2.6.は全期間における気温および水温の変化を示す。運転開始の時期はまだ夏期に当たり、水
温も 30℃を維持していた。インド北部では 11 月ごろから冬期に入り、急激に気温が低下し始める。最も
寒いと言われる 1 月度には最低気温で 8℃、DHS 処理水の水温では 11℃を記録した水温で 20℃を下
回るのは 3 ヶ月程度であり、水温低下による処理能力の低下が懸念されるため、この時期の水質データ
には十分注意を払う必要がある。最高気温では 6 月度に 43℃を記録し、DHS 処理水では同様に 30℃
に達した。これらの条件は微生物の活動を利用する処理法において必要な要素である。

図 2.2.6. 気温および水温の経日変化
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図 2.2.7.は全期間における採水サンプルの pH の変化を示す。各サンプルとも季節による若干の変
動はあるものの、一年を通してほぼ同程度 (Sewage: 7.2、UASB eff.: 7.2、DHS-G3 eff.: 8.0、DHS-G6
eff.: 8.1、FPU eff.: 7.6) であった。ただし、FPU 処理水においては夏期に藻類が異常増殖し、その結
果 pH の変動 (CO2 濃度の変動が原因と思われる) を引き起こすことがあった。UASB 処理水はほぼ中
性の値であり、後段の DHS においても良好な処理が期待できる。DHS 最終処理水においては G3 系、
G6 系共にほぼ 8 であった。これらは嫌気性処理水からの炭酸の揮散などが要因と考えられるが、放流
において特に問題となる値ではない。

図 2.2.7. pH の経日変化
図 2.2.8.は全期間における採水サンプルの ORP の変化を示す。全期間を通じて若干の振れ幅があ
るが、実下水、UASB 処理水では嫌気的条件下 (Negative)、DHS 処理水 (G3 系、G6 系) では好気的
条件下 (Positive) にあることが確認された。FPU については藻類等の影響が大きいと考えられ、ORP
の値は同シーズンであっても日によって異なる結果となった。また、ORP は DO と関連性のある指標の
ため、これらを合わせて考えることが望ましい。
図は全期間における採水サンプル (DHS-G3、DHS-G6、FPU) の DO の変化を示す。DO の値は水
温 (図 2.2.6.) によって大きく左右されるため、DHS 処理水においては冬期は値が高く、夏期は値が低
くなりやすい。しかしながら、DHS 処理水の各系列では全期間平均で G3 系: 6.8、G6 系: 6.7 と高い値
を示した。FPU 処理水においては藻類の影響 (光合成など) で過飽和になることがあり、下記において
異常値が観測されるケースがあった。先の ORP はサンプルの酸化還元電位を測定しており、その値か
ら好気もしくは建機条件下にあることが推測可能である。先の結果 (図 2.2.8.) を照らし合わせてみると、
DO が存在する条件では ORP が Positive (好気条件) であり、逆に DO が存在し得ないサンプル
(Sewage、UASB eff.) では Negative、すなわち嫌気条件を示していることが確認できる。
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図 2.2.8. ORP の経日変化

図 2.2.9. DO の経日変化
図 2.2.10.は全期間における濁度とその除去率の変化をそれぞれ示す。実下水の濁度 (256 FAU)
は日変動が大きくモニタリング期間中の最大値は 809、最小値は 105 FAU であった。これらの内約 4 割
が UASB によって除去され、UASB 処理水では全期間平均で 141 FAU であった。この処理水を DHS
に供した場合、G3 系では全期間平均でわずか 16、G6 系では 19 FAU という最終結果が得られた。こ
れを UASB-DHS システムで見た場合は全期間平均で除去率 93% (DHS-G3)、および 92% (DHS-G6) と
なった。一方の UASB-FPU では全期間平均で 53% (117 FAU) であった。固形物の除去において DHS
のパフォーマンスは非常に高く、常に安定した結果が得られている。そもそもスポンジ担体自体が固形
物を吸着しやすいものであることに加え、微生物や原生動物による固形物の分解が良好に進んでいる
と考えられる。現時点では余剰汚泥の引き抜きを一度も行っておらず、従来法 (FPU) のように大掛か
りな清掃作業も全く必要ないことは、維持メンテナンスの観点から DHS の大きなアドバンテージである。
また、濁度と SS はどちらも固形物濃度を表す指標であるため、続けて考察を行う。
図 2.2.11.は全期間における SS とその除去率の変化を示す。実下水の流入濃度
り変動が大きく、モニタリング期間中の最大値は 1,012、最小値は

であった。UASB 処理水では

となり、約 7 割が除去されている。次いで UASB-DHS としては G3 系で 7、G6 系では
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はやは

であった。これは実に 97 および 96%の除去率に相当する。インドの放流基準では TSS で

未

満となっており、DHS は極めて低い濃度まで固形物を除去できることが本結果から伺い知れる。
モニタリング期間中、400 日付近で濁度、SS ともに DHS 処理水の値が高くなる現象が見られた。これ
は 404 日の時点で DHS 表層部 (1st layer) にて G3 系、G6 系とも高濃度の汚泥の堆積が観察されて
おり、内部の様子を確認するためにスポンジの混ぜ返し作業を行った。その結果、DHS 処理水に一時
的に汚泥が混入したと考えられる。その後は多少の変動が見られるものの、一定のレベルに落ち着い
た。SS について放流基準は十分に満たしているが、モニタリング終了時の濁度および SS のレベルが
400 日以前に比べ若干高くなっていることから、上記以外にも何らかの要因によって、DHS 処理水の固
形物濃度が上昇している可能性がある。

図 2.2.10. Turbidity およびその除去率の経日変化

35

図 2.2.11. SS およびその除去率の経日変化
図 2.2.12.は全期間における BOD とその除去率の変化を示す。実下水の BOD は平均で
UASB 処理水では約 6 割が除去され、
理水は G3 系で 8、G6 系で
最終処理水で

、

であった。UASB-DHS システムに供した場合の最終処

あり、除去率では平均 94、95%に達した。一方の UASB-FPU では

、除去率では 71%に留まった。本結果は DHS の卓越したパフォーマンスを示す

ものである。本システムは前段の UASB では嫌気性処理によって有機物の粗取りを行い、後段の DHS
にて好気性の高度処理を行うことが可能であり、有機物除去能力ついては揺るぎない地位を築いてい
る。インドの放流基準

からすると、十分なレベルを維持しており、実用化に向けて非常に有用

な知見が得られた。また FPU 処理水の濃度はこの基準を満たしておらず、安価で維持管理の容易なシ
ステムではあるものの、あまり効果的な処理とは言えないだろう。
250、320、400 日付近で DHS 処理水の濃度が一時的に高まる

以上) 現象が確認されたが、

これは下水処理場の停電やポンプの不調によって DHS の運転が人為的な停止が頻発したためと考え
られる。日によっては半日以上も処理場が稼動しないこともあり、DHS のパフォーマンスに影響を与えた
のではないだろうか (明確な原因の特定は困難であるが)。
COD は BOD と共に有機物濃度を示す重要な指標であるため、続いて考察を行う。
図 2.2.13.は全期間における COD とその除去率の変化を示す。実下水の COD は平均で
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であるが、日変動が大きく最大値で

、最小値で

を記録した。COD は固形性有機

物も含まれるため、特にゴミの多い実下水ではこのような結果になると考えられる (特に雨天時)。UASB
処理水では約 5 割が除去され、平均で
系で

となった。UASB-DHS システムでは G3 系で 33、G6

となり、除去率ではそれぞれ 92、90%に達した。これは UASB-FPU の値

(除去

率では 64%) に比べると非常に高い値である。先に述べたように固形物の除去、有機物の除去ともに高
いパフォーマンスを示した DHS であれば COD 除去においても優秀な性能を示すことは容易に推察で
きる。
全期間中に数回ではあるが、DHS 処理水の濃度が上昇したケースが見られた。これは BOD の場合と
同様に DHS の運転が人為的に停止されたためと考えられる。

図 2.2.12. BOD およびその除去率の経日変化
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図 2.2.13. COD およびその除去率の経日変化
図 2.2.14.は全期間における NH3、NO3-、TN の変化を示す。実下水では平均で 26 mg-

のアン

モニア性窒素が流入し、これは嫌気性処理の UASB 法では除去されない。そのため、UASB 処理水で
は

であった。これを好気性処理である DHS に供すると良好な硝化反応が進行し、最終的には

G3 系で 7、G6 系でも同様に 7 mg-

であった。これは除去率で表すとそれぞれ 74、73%に相当する。

一方の FPU ではこちらもほぼ嫌気状態にあるため、アンモニア性窒素の除去は進まず 26 mg-

とし

て排出されている。これらの窒素成分は環境中で富栄養化を引き起こす可能性があるため、できる限り
低減することが望ましい。インドの放流基準では NH4+で 50 mg-

未満とされているが、その中でも

DHS の優位性は明らかである。
また硝化反応の最終物質である NO3-では 200 日付近で値にバラつき (おそらく DHS 運転停止によ
る) が見られるものの、全期間を通じて G3 系で 7、G6 系で 8 mg-

というレベルであった。これらは

硝化反応が進行したものの、脱窒反応において何らかの要素が足りていないためと考えられる。特に
DHS では有機物のほとんどが除去されてしまうため、脱窒反応に必要な電子供与体が不足しているた
めと推察される。これらの対策としては脱窒槽を設ける、もしくは返送を行うなどの対策があり、検討の余
地がある。
TN の値には有機態窒素およびアンモニア性窒素が含まれており、実下水では 41 mg-
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、UASB 処

理水では 39 mg-

、DHS 処理水では G3 系で 30、G6 系で 32 mg-

、FPU 処理水では 35 mg-

という結果であった。先の結果を考慮すると TN の減少分はほぼアンモニア性窒素であり、その他の成
分としては安定な窒素化合物が考えられる。

図 2.2.14. NH3、NO3-、TN の経日変化
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図は 2.2.15.全期間における SO42-の変化を示す。実下水では 11 mg酸還元反応によってこれらが消費され、処理水としては 4 mg系で 22、G6 系でも同様に 22 mg-

が流入し、UASB 内では硫

であった。これを DHS に供すると G3

という結果となった。これは硫化水素などの硫化物が光合成細菌

によって S0 に変換され、ついで硫黄酸化細菌によって硫酸塩生成反応が進行したためと考えられる。
しかしながら、これらを裏付けるためのデータを揃え、樹分な検討を行う必要がある。

図 2.2.15. SO42-の経日変化
図 2.2.16.は全期間における F. coli 存在量の変化を示す。実下水では平均で 4.5x107
が流入し、UASB 処理水ではバラつきがあるものの 2.0x107

に若干減少する傾向が見ら

れた。DHS では平均としてみた場合には G3 系で 8.7x105、G6 系では 9.1x105

であった。

すなわち、除去量としては LRV で G3 系は 1.9、G6 系も同様に 1.9 (log 10)という結果であった。FPU 処
理水では存在量が 3.7x106 となり、LRV では 1.1 (log 10) であった。これより、既存の処理法と比較した
場合には DHS の F. coli 除去における優位性が確認できる。しかしながら、図に示されたように運転日
数が 200 日を超えるまでは DHS 処理水において 104 から 105 で推移していた F. coli が、その後徐々に
増加し、最終的には 106 を超えることもあった。F. coli の除去性能に影響を与えた因子としては流入下
水の組成変化 (F. coli 存在量増加) や DHS の運転停止によるパフォーマンスの低下などが考えられる
が、はっきりとした原因はわかっていない。病原性の菌は人々の健康に直接影響するものであり、これ
らの存在量を示す F. coli の値には十分な注意を払わなければならない。DHS はある程度の F. coli 除
去性能を有しているが、これらをより高める、もしくは後段処理で更なる除去を行うなどの施策が必要で
あろう。
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図 2.2.16. F. coli (MPN) およびその除去量の経日変化
DHS 連続運転モニタリングにおけるプロファイル評価
図 2.2.17.は高さ方向の水温のプロファイル結果である。G3 系、G6 系とも平均水温は 24〜25℃で推
移しており、ほぼ一定であった。水温は基本的に気温より低いため、DHS では空気に触れることにより、
流下方向に若干ではあるが上昇する。
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図 2.2.17. DHS 高さ方向の水温のプロファイル結果
図 2.2.18.は高さ方向の pH のプロファイル結果である。pH は UASB 処理水の 7.2 から徐々に上昇し、
最終的には G3 系、G6 系共に 8.1 程度であった。G3 系と比べると G6 系の方が pH が上昇しやすい傾
向にあるが、これはスポンジ担体の特性の違いであると推測される。G6 はハードタイプスポンジであり、
その汚泥は表面が大分部であり、処理水はその表面を伝い、流下していくものと思われる。その結果、
G6 の方がより空気に触れやすい状況となっており、pH が速やかに上昇していくものと推察される。

図 2.2.18. DHS 高さ方向の pH のプロファイル結果
図 2.2.19.は高さ方向の ORP のプロファイル結果である。UASB 処理水の時点で-213 mV の ORP は
DHS に散水された時点で直ちにポジティブ状態に移行し、酸化電位を示し、G3 系では 135、G6 系では
133 mV にまで上昇した。これより、第一層の時点で好気性処理がスタートしていることが確認できる。
続いて図 2.2.20.は高さ方向の DO のプロファイル結果である。DHS に流入した時点から処理水には
溶存酸素が含まれ、第一層通過時点で G3 系では 2.2、G6 系では 2.4 に達した。その後徐々に濃度が
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上昇し、最終的には G3 系で 6.2、G6 系で 6.0 であった。これらの値は飽和溶存酸素量 (8.1~8.3 と推
定) からすると十分な酸素を有していると言えよう。

図 2.2.19. DHS 高さ方向の ORP のプロファイル結果

図 2.2.20. DHS 高さ方向の DO のプロファイル結果
図 2.2.21.は高さ方向の濁度のプロファイル結果である。UASB 処理水では 121 FAU であり、DHS 処
理水では第一層および第二層でその大部分が除去され、G3 系で 43、G6 系で 53 FAU
であった。その後は徐々に減少し、最終的には G3 系で 21、G6 系で 26 FAU であった。これらを比較す
ると G3 系の方が G6 系よりも懸濁物質の除去に優れていることが確認できる。これはおそらくスポンジ担
体の形状として、ソフトスポンジとプラスチックカバーを有する G3 がより懸濁物質をトラップしやすいため
と考えられる。
続いて図 2.2.22.は高さ方向の SS のプロファイル結果である。UASB 処理水で
DHS の第一層および第二層で大幅に除去され、G3 系で 20、G6 系で
に濃度は減少し、G3 系では 8、G6 系で

である SS は
であった。その後徐々

にまで低減された。濁度の結果と同様に G3 の方が
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G6 よりも高い固形物除去性能を示し、スポンジ特性の違いによって固形物の除去に違いが見られるこ
とがわかった。また、G3 系での SS 測定結果はあまりにも値が小さく、重量法では測定誤差が大きくなる
ため、特に下部においてバラつきが出ているものと思われる。

図 2.2.21. DHS 高さ方向の濁度のプロファイル結果

図 2.2.22. DHS 高さ方向の SS のプロファイル結果
図 2.2.23.は高さ方向の BOD と COD のプロファイル結果である。UASB 処理水ではその値は 66
であり、第一層でその大半が除去され、G3 系では 33、G6 系では
徐々に濃度が低下し G3 系で 9、G6 系で

であった。その後は

となった。BOD が段階的に減少していることから、

各層ごとに微生物の棲み分けができており、効率的な生態系を構築していることが伺える。COD につ
いては UASB 処理水で
は 58、G6 系では
で

であり、これが第一層とさらに第二層で大分部が除去され、G3 系で
であった。その後段階的に除去されていき、最終的には G3 系で 30、G6 系

であった。ここにおいては G3 系よりも G6 系の有機物除去量が少ない結果となった。これは

おそらく微生物量の違いであり、ハードスポンジである G6 は十分量の微生物を保持するまでに時間を
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要するため、特に中部から下部にかけては未だ微生物量が少ないことが予想される。一方の G3 担体
ではソフトスポンジであるために、微生物量が十分ではなくとも物理的吸着などの要因によって、有機
物除去が良好に進んだものと推察される。

図 2.2.23. DHS 高さ方向の BOD および COD のプロファイル結果
図 2.2.24.は高さ方向の NH3、NO3-のプロファイル結果である。UASB 処理水ではアンモニア性窒素
は 28 mgmg-

であるが、これは DHS によって段階的に除去され、最終的に G3 系で 7、G6 系では 8

にまで低減された。硝酸性窒素は硝化反応によって生成されるが、UASB 処理水ではほぼ 0

であり、徐々に増加していき G3 系では 5.6、G6 系では 6.9 mg-

に達した。これは硝化反応に続く

脱窒反応が十分に進行していないことを示唆している。また、G6 ではアンモニア性窒素の除去が G3 よ
りも少なく、硝酸性窒素は G3 よりも多く残存していることから、両者においては窒素除去の観点から、
G3 に優位性があることが推測される。これは G3 担体の構造上、内部にも十分な汚泥が保持されること
がわかっており、そのため好気性処理から嫌気性処理までの多様な生物処理が進行しているためと考
えられる。さらにそれらが各層で棲み分けを行っているため、高いパフォーマンスを示したのだと考えら
れる。
続いて図 2.2.25.は高さ方向の TN のプロファイル結果である。UASB 処理は 37 mgを通過することにより値は減少し、G3 系では 29、G6 系では 30 mg-

L であり、DHS

であった。これはちょうどアンモ

ニア性窒素の減少分と同程度であり、他の窒素成分は安定な物質であると考えられる (処理には直接
的な影響はない)。
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図 2.2.24. DHS 高さ方向の NH3 および NO3-のプロファイル結果

図 2.2.25. DHS 高さ方向の TN のプロファイル結果
図 2.2.26.は高さ方向の SO42-のプロファイル結果である。UASB 処理水では嫌気的条件下の反応で
硫酸塩は減少しており、わずか 5 mg系で 20、G6 系では 18 mg-

であった。DHS 内では徐々に濃度が増加し、最終的に G3

となった。これにより DHS 内で硫黄酸化に伴う硫酸塩生成が行われて

いることが推察される。
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図 2.2.26. DHS 高さ方向の SO42-のプロファイル結果
図 2.2.27.は高さ方向の F. coli 存在量のプロファイル結果である。UASB 処理水では 9.0x106
の存在量であるが、DHS を通過することによって最終的に G3 系で 1.4x106、G6 系で
1.0x106 に低減された。傾向としては上部よりも下部にて F. coli 除去が進行していることが予想され、こ
れは上部では保持汚泥量が多いことから、酸素暴露によるその不活性化や原生動物の生態系が構築
されにくいと考えられ、これらの F. coli 除去因子が構築されるのは第三層以降であると推察される。しか
し、DHS 処理水のレベルでは未だ放流基準を満たしておらず、後段処理等による更なる除去が必要で
ある。

図 2.2.27. DHS 高さ方向の F. coli (MPN) のプロファイル結果
図 2.2.28.は高さ方向の保持汚泥濃度プロファイルの結果を示す。運転開始後三ヶ月程度では G3 系
では上部にある程度の保持汚泥が確認されたものの、G6 系についてはほとんど汚泥が付着していな
い状態であった。これは G3 がソフトスポンジであり、そもそも固形物を吸着しやすいという点、またプラス
チックカバーを設けていることで、担体同士の距離が適度に保たれ、短絡流が発生しにくいなどの点が
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要因と考えられる。一方の G6 ではやはりハードスポンジということで、表面への汚泥付着が主となり、短
期間では汚泥の確保が難しいのであろう。
約 14 ヶ月後に再度、保持汚泥濃度を測定したが、この際には G3 系、G6 系共に上部では十分な汚
泥の付着が確認された。特に第一層については非常に高濃度の汚泥が付着、保持されており、G3 系
では 140、G6 系では

という結果となった。ここでその濃度に大きな差があるのはスポンジ内

部への汚泥の保持能力である。G3 では内部にもかなりの汚泥が付着していることが確認でき、一方の
G6 では表面のみへの付着であったためと考えられる。しかしながら、G6 系でも処理に必要な保持汚泥
量に達していることは処理性能結果からも明らかである。
サンプル時によく観察してみると、DHS 下部ではスポンジ毎の汚泥の付きに大きな差があり、大部分
のスポンジはほとんど汚泥が付着していなかった。このことから、未だ DHS の保持汚泥量が飽和に達し
ていないことが伺える。しかしながら、1st レイヤーには G3 系、G6 系ともにスポンジ間にも汚泥がしっかり
と詰まっていた。この現象はこれまでの DHS 実証実験では始めてのことであり、これはおそらく DHS の
連続運転が何度もストップしたことにより、微生物の活性が低下し、その結果汚泥の分解能が低下した
ためと考えられる。その結果、上層部では処理水の流れが若干偏っており、最終処理水に汚泥がわず
かではあるが混入した。こういった処理性能の低下を防ぐためにも DHS の連続運転を停止させないよう
努めるべきである (現地事情の要因が大きくはあるが)。

図 2.2.28. DHS 高さ方向の保持汚泥濃度のプロファイル結果
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図 2.2.29.は DHS 各層の保持汚泥の OUR 測定結果を示す。HOUR においては G3、G6 ともに UASB
処理水の溶解性成分を基質とした場合に最も高い値を示した。特にリアクター上部の保持汚泥は OUR
が高く、G3-1 では 3.3、G3-2 で 3.5 mgO2

、G6-1 では 3.1、G3-2 では 3.4 mgO2

と

いう値を示した。また G3 では上部の保持汚泥ほど OUR が高い傾向があり、一方の G6 のおいてはどの
基質においても G6-2 の OUR が G6-1 の OUR を凌ぐ結果となった。G6-1 では高濃度の汚泥が保持さ
れているために、好気性微生物だけでなく、嫌気性微生物も保持されている可能性が高い。特に DO
が低い層であるだけにその影響は大きいと考えられる。
AOUR については単位汚泥量当たりでは、NH3 を基質とした場合に G3 (G3-3: 4.6 mgO2
よりも高い値を示した。しかしながら NO2 を基質とした場合には G6 が

が G6 (G6-2: 3.4 mgO2
高い値 (3.1 mgO2

を示す結果となった。これより硝化活性においては G3 がより高いことが

示唆され、脱窒活性においては G6 が高いポテンシャルを有していることが推察された。G3 の AOUR
については NH3 を基質した場合では G3-1 (1.6 mgO2

に比べて G3-2 (4.2 mgO2

以降の値が大きくなる傾向があり、微生物の棲み分けができていることが示唆された。
EOUR の測定では G3、G6 ともに HOUR の Glucose (G3-1: 1.0 mgO2
(G3-1: 0.74、G6-1: 0.84 mgO2

と同程度の値

を示しており、自己酸化反応についてもポテンシャルを有し

ていることが示された。

図 2.2.29. DHS 高さ方向の OUR 測定結果
(4) まとめ
濁度について UASB-DHS システム G3 系では全期間平均でわずか 16、G6 系では 19 FAU という最
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終結果が得られ、全期間平均で除去率 93% (DHS-G3)、および 92% (DHS-G6) となった。一方の
UASB-FPU では全期間平均で 53% (117 FAU) であった。SS としては UASB-DHS としては G3 系で 7、
G6 系では 9 mg/L であり、実に 97 および 96%の除去率となった。これら DHS のハイパフォーマンスの
要因として、スポンジ担体自体が固形物を吸着しやすいものであることに加え、微生物や原生動物によ
る固形物の分解が良好に進んでいると考えられる。インドの放流基準では TSS で 100 mg/L 未満となっ
ており、DHS は極めて低い濃度まで固形物を除去できることが本結果から伺い知れる。
BOD について UASB-DHS システムに供した場合の最終処理水は G3 系で 8、G6 系で 9 mg/L あり、
除去率では平均 94、95%に達した。一方の UASB-FPU では最終処理水で 46 mg/L、除去率では 71%
に留まった。本システムは前段の UASB では嫌気性処理によって有機物の粗取りを行い、後段の DHS
にて好気性の高度処理を行うことが可能であり、有機物除去能力ついては揺るぎない地位を築いてい
る。インドの放流基準 30 mg/L からすると、十分なレベルを維持しており、実用化に向けて非常に有用
な知見が得られた。
COD について UASB-DHS システムでは G3 系で 33、G6 系で 38 mg/L となり、除去率ではそれぞれ
92、90%に達した。これは UASB-FPU の値 146 mg/L (除去率では 64%) に比べると非常に高い値であ
った。先に述べたように固形物の除去、有機物の除去ともに高いパフォーマンスを示した DHS であれ
ば COD 除去においても優秀な性能を示すことは容易に推察できる。
NH3 については UASB-DHS システムでは最終的に G3 系で 7、G6 系でも同様に 7 mg-N/L であり、
これを除去率で表すとそれぞれ 74、73%に相当した。一方の FPU ではこちらもほぼ嫌気状態にあるため、
アンモニア性窒素の除去は進まず 26 mg-N/L であった。インドの放流基準では NH4+で 50 mg-N/L
未満とされているが、その中でも DHS の優位性は明らかである。
NO3-では全期間を通じて G3 系で 7、G6 系で 8 mg-N/L というレベルであった。これらは硝化反応が
進行したものの、脱窒反応において何らかの要素が足りていないためと考えられる。特に DHS では有
機物のほとんどが除去されてしまうため、脱窒反応に必要な電子供与体が不足しているためと推察され
る。これらの対策としては脱窒槽を設ける、もしくは返送を行うなどの対策があり、検討の余地がある。
TN の値は DHS 処理水では G3 系で 30、G6 系で 32 mg-N/L、FPU 処理水では 35 mg-N/L という結
果であった。先の結果を考慮すると TN の減少分はほぼアンモニア性窒素であり、その他の成分として
は安定な窒素化合物が考えられる。
F. coli について DHS 処理水では平均で G3 系で 8.7x105、G6 系では 9.1x105 MPN/100 mL であっ
た。除去量としては LRV で G3 系は 1.9、G6 系も同様に 1.9 (log 10)という結果であった。FPU 処理水
では存在量が 3.7x106 となり、LRV では 1.1 (log 10) であった。これより、既存の処理法と比較した場合
には DHS の F. coli 除去における優位性が確認できる。
濁度のプロファイル結果において UASB 処理水では 121 FAU であり、DHS 処理水では第一層および
第二層でその大部分が除去され、G3 系で 43、G6 系で 53 FAU であった。その後は徐々に減少し、最
終的には G3 系で 21、G6 系で 26 FAU であった。これらを比較すると G3 系の方が G6 系よりも懸濁物
質の除去に優れていることが確認できる。これはおそらくスポンジ担体の形状として、ソフトスポンジとプ
ラスチックカバーを有する G3 がより懸濁物質をトラップしやすいためと考えられる。
SS のプロファイル結果において UASB 処理水で 61 mg/L である SS は DHS の第一層および第二層
で大幅に除去され、G3 系で 20、G6 系で 27 mg/L であった。その後徐々に濃度は減少し、G3 系では 8、
G6 系で 10 mg/L にまで低減された。濁度の結果と同様に G3 の方が G6 よりも高い固形物除去性能を
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示し、スポンジ特性の違いによって固形物の除去に違いが見られることがわかった。
BOD と COD のプロファイルについて UASB 処理水ではその値は 66 mg/L であり、第一層でその大
半が除去され、G3 系では 33、G6 系では 35 mg/L であった。その後は徐々に濃度が低下し G3 系で 9、
G6 系で 11 mg/L となった。BOD が段階的に減少していることから、各層ごとに微生物の棲み分けがで
きており、効率的な生態系を構築していることが伺える。COD については UASB 処理水で 181 mg/L で
あり、これが第一層とさらに第二層で大分部が除去され、G3 系では 58、G6 系では 72 mg/L であった。
その後段階的に除去されていき、最終的には G3 系で 30、G6 系で 36 mg/L であった。ここにおいては
G3 系よりも G6 系の有機物除去量が少ない結果となった。これはおそらく微生物量の違いであり、ハー
ドスポンジである G6 は十分量の微生物を保持するまでに時間を要するため、特に中部から下部にかけ
ては未だ微生物量が少ないことが予想される。一方の G3 担体ではソフトスポンジであるために、微生
物量が十分ではなくとも物理的吸着などの要因によって、有機物除去が良好に進んだものと推察され
る。
NH3、NO3-のプロファイル結果において UASB 処理水ではアンモニア性窒素は 28 mg-N/L であるが、
これは DHS によって段階的に除去され、最終的に G3 系で 7、G6 系では 8 mg-N/L にまで低減された。
硝酸性窒素は硝化反応によって生成されるが、UASB 処理水ではほぼ 0 であり、徐々に増加していき
G3 系では 5.6、G6 系では 6.9 mg-N/L に達した。これは硝化反応に続く脱窒反応が十分に進行してい
ないことを示唆している。また、G6 ではアンモニア性窒素の除去が G3 よりも少なく、硝酸性窒素は G3
よりも多く残存していることから、両者においては窒素除去の観点から、G3 に優位性があることが推測さ
れる。これは G3 担体の構造上、内部にも十分な汚泥が保持されることがわかっており、そのため好気
性処理から嫌気性処理までの多様な生物処理が進行しているためと考えられる。さらにそれらが各層
で棲み分けを行っているため、高いパフォーマンスを示したのだと考えられる。
TN のプロファイル結果では UASB 処理は 37 mg-N/L であり、DHS を通過することにより値は減少し、
G3 系では 29、G6 系では 30 mg-N/L であった。これはちょうどアンモニア性窒素の減少分と同程度で
あり、他の窒素成分は安定な物質であると考えられる (処理には直接的な影響はない)。
F. coli 存在量のプロファイル結果において UASB 処理水では 9.0x106 MPN/100 mL の存在量である
が、DHS を通過することによって最終的に G3 系で 1.4x106、G6 系で 1.0x106 に低減された。傾向とし
ては上部よりも下部にて F. coli 除去が進行していることが予想され、これは上部では保持汚泥量が多
いことから、酸素暴露によるその不活性化や原生動物の生態系が構築されにくいと考えられ、これらの
F. coli 除去因子が構築されるのは第三層以降であると推察される。しかし、DHS 処理水のレベルでは
未だ放流基準を満たしておらず、後段処理等による更なる除去が必要である。
高さ方向の保持汚泥濃度プロファイルの結果から運転開始後三ヶ月程度では G3 系では上部にある
程度の保持汚泥が確認されたものの、G6 系についてはほとんど汚泥が付着していない状態であった。
約 14 ヶ月後に再度、保持汚泥濃度を測定したが、この際には G3 系、G6 系共に上部では十分な汚泥
の付着が確認された。特に第一層については非常に高濃度の汚泥が付着、保持されており、G3 系で
は 140、G6 系では 38 mgTS/L という結果となった。ここでその濃度に大きな差があるのはスポンジ内部
への汚泥の保持能力である。G3 では内部にもかなりの汚泥が付着していることが確認でき、一方の G6
では表面のみへの付着であったためと考えられる。しかしながら、G6 系でも処理に必要な保持汚泥量
に達していることは処理性能結果からも明らかである。
DHS 各層の保持汚泥の OUR 測定結果から HOUR においては G3、G6 ともに UASB 処理水の溶解
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性成分を基質とした場合に最も高い値を示した。特にリアクター上部の保持汚泥は OUR が高く、G3-1
では 3.3、G3-2 で 3.5 mgO2/gVSS/hr、G6-1 では 3.1、G3-2 では 3.4 mgO2/gVSS/hr という値を示し
た。また G3 では上部の保持汚泥ほど OUR が高い傾向があり、一方の G6 のおいてはどの基質におい
ても G6-2 の OUR が G6-1 の OUR を凌ぐ結果となった。G6-1 では高濃度の汚泥が保持されているた
めに、好気性微生物だけでなく、嫌気性微生物も保持されている可能性が高い。特に DO が低い層で
あるだけにその影響は大きいと考えられる。
AOUR については単位汚泥量当たりでは、NH3 を基質とした場合に G3 (G3-3: 4.6 mgO2/gVSS/hr)
が G6 (G6-2: 3.4 mgO2/gVSS/hr)よりも高い値を示した。しかしながら NO2 を基質とした場合には G6
が高い値 (3.1 mgO2/gVSS/hr) を示す結果となった。これより硝化活性においては G3 がより高いこと
が示唆され、脱窒活性においては G6 が高いポテンシャルを有していることが推察された。G3 の AOUR
については NH3 を基質した場合では G3-1 (1.6 mgO2/gVSS/hr) に比べて G3-2 (4.2 mgO2/gVSS/hr)
以降の値が大きくなる傾向があり、微生物の棲み分けができていることが示唆された。
EOUR の測定では G3、G6 ともに HOUR の Glucose (G3-1: 1.0 mgO2/gVSS/hr) と同程度の値
(G3-1: 0.74、G6-1: 0.84 mgO2/gVSS/hr) を示しており、自己酸化反応についてもポテンシャルを有し
ていることが示された。
2.3. インドでの連続運転モニタリングにおける諸問題
下水処理場自体の運転管理が不十分であった。下水を UASB に供給するメインポンプは旧型のため
か故障が多く、ほぼ毎日掃除、メンテナンスを行っている状態であった。その結果、DHS にも影響が出
ることがしばしば見受けられた。またこの問題についてはハリヤナ州公衆衛生局も察知しているが、経
済的な事情から根本的な解決は見送られている。
雨天時は下水の総水量が UASB の許容量を超えてしまうため、別経路を利用し未処理のまま河川に
放流することがあった。雨水によって薄まっているとはいえ、そのまま放流することは推奨すべきことで
はない。インドの爆発的な人口増加に従来の処理場などは対応出来ていないことが推察される。
下水中にはタバコの箱、落葉、ビニールの切れ端などが多量に混入しており、UASB 上部にはこれら
が頻繁に堆積していた。ワーカーらの手によって日々掃除が行われていたが、これらは配管の目詰まり
や汚泥ウォッシュアウトなど処理装置に悪影響を及ぼすことが多く、DHS においても散水装置が詰まる
などの問題が確認された。これはインド国では道端や下水道にごみを捨てる習慣があり、それらが全て
処理場に流れ着いているということに起因する。人々への啓蒙活動などを行うことも必要であるが、それ
と同時に下水処理場のスクリーンをより効果的なものにするなど、実質的な対策も必要と考えられる。
本下水処理場では供給電源の不安定さから、電圧が変動することがしばしばであった (220~240 V 程
度)。これらはポンプ等の機械を動かす上で、流量を変動させるなどの変化を生み出すため、一定条件
が作り出しにくいという問題が発生する。インド国のような途上国をターゲットにする場合にはこれらの点
も踏まえたシンプルかつ効果的な処理方法を提案しなければならない。
UASB の老朽化が進んでおり、ガスコレクターが破損、発生したバイオガスが大気中に放散されている
状態が見受けられた。これらは地球温暖化という観点からも、また UASB のメリットをデメリットに変えてし
まっているという点からも改善すべき点であろう。インド国では既設の下水処理場のメンテナンスを行う
時期 (約 10 年) が迫っており、耐久性に優れた施設を建設していく必要がある。
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3. メカニズム解明と技術開発
担当機関名：東北大学、長岡技術科学大学
担当研究者名：原田秀樹、久保田健吾、井口晃徳、山口隆司
概要：下水処理 UASB-DHS システムの G3 型 DHS リアクターの微生物群集構造を、rRNA アプローチ
を用いて解析した。また微生物の高感度検出法としてオリゴプローブと two-pass TSA FISH 法を組み合
わせた新手法の開発に取り組んだ。
微生物群集構造解析においてはリアクター高さ方向において微生物群集が異なり、リアクター上部に
おいて優占化した Dechloromonas 属に近縁なクローンの存在は、有機物分解が嫌気的酸発酵と好気
的酢酸分解により行われている可能性を示唆していた。定量 real-time PCR 法によるアンモニア・亜硝
酸酸化に関わる微生物群の rRNA 遺伝子の定量結果は、これら微生物群の存在率がリアクター中・下
部に行くにつれて増加することを示していた。
オリゴプローブと two-pass TSA-FISH 法を組み合わせた手法開発では、オリゴプローブ 1 種でもシン
グルコピー遺伝子を十分な感度をもって検出することが可能であった。また、1 ミスマッチを識別できる
可能性が示唆された。
著述論文：
Kawakami, S., K. Kubota, H. Imachi, T. Yamaguchi, H. Harada, A. Ohashi, Detection of Single Copy
Genes by Two-Pass Tyramide Signal Amplification Fluorescence in situ Hybridization (Two-Pass
TSA-FISH) with Single Oligonucleotide Probes, Microbes and Environments Vol. 25 (2010), No.1 pp.
15-21
3.1. UASB+DHS システムの処理メカニズム解明
(1) 研究目的
都市下水処理における UASB システムの後段処理技術として開発された DHS リアクターは、優れた有
機物除去能及びアンモニア除去能を示す新規処理技術である。中でも円柱状のポリウレタンスポンジ
をポリプロピレン製ネットリングに埋め込んだ G3 型 DHS リアクターはその施工の容易さから将来的な普
及が見込まれている。
第 3 世代 DHS リアクターの G3 型担体は、無曝気にも関わらず表面は好気状態を維持している一方、
スポンジ内部は酸素がほとんど無い嫌気環境になっている。このように 1 つのスポンジにおいても好気、
微好気、嫌気環境が存在し、かつリアクター高さ方向において有機物やアンモニア負荷が日々変化す
る環境に生息している微生物群集構造は、工学的かつ微生物学的観点から興味深く、その知見は
DHS リアクターにおける有機物およびアンモニア除去メカニズムを理解する上で重要となると思われる。
そこで本研究では rRNA アプローチを用いて、DHS リアクター汚泥の微生物群集構造解析を行った．ま
たその結果をリアクター高さ方向の水質プロファイルと照合し、DHS リアクターの処理特性の把握を試
みた。
(2) 研究方法
供試汚泥、DNA 抽出
供試汚泥は長岡市下水処理場に設置された UASB-DHS システムの DHS リアクター (G3 型) から採
取した (1. 国内 UASB+DHS システム開発参照)。各ボックスに設置してあるサンプリングポートからボッ
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クス中央付近にある担体を数個取り出し解析に用いた (以後これらサンプリングポートから採取された
汚泥を上部から Box1、 Box2 ･･･、 Box9、 Box10 と呼ぶこととする)。採取した汚泥は PBS を用いて
洗浄し、DNA 抽出に供した。
16S rRNA 遺伝子を標的としたクローン解析
真正細菌の 16S rRNA 遺伝子を標的としたクローン解析を行った。汚泥より抽出した全 DNA をテンプ
レートに、真正細菌の 16S rRNA 遺伝子を標的としたプライマーセットを利用し PCR 反応を行い、その
PCR 産物をクローン化した。その後タカラバイオ株式会社ドラゴンジェノミクスセンターに外注し、各クロ
ーンの E. coli position 338 - 800 付近までの V3 領域を含む約 500 塩基程の遺伝子配列を決定した。
得られた遺伝子配列情報を元にクローン配列の OTU 分類を行った。各 OTU の代表配列は NCBI の
BLAST 相同性検索ツールおよび塩基配列解析ソフト ARB を用いて近縁種の推定を行った。
リアルタイム PCR 法による定量
リアクター内でアンモニア酸化および亜硝酸酸化に関与していると考えられるグループに関して
SYBR Green 法による real-time PCR によ る定量を行った。アンモニア酸化には Nitrosomonas

oligotropha 系統群、亜硝酸酸化には Nitrospira 系統群のグループを標的とした。また全抽出 DNA 1ng
あたりの定量値の参照として真正細菌についても定量を行った。 PCR 後全ての増幅産物は、融解曲
線解析およびアガロースゲル電気泳動にて特異的な増幅が行われていることを確認した。
(3) 結果および考察
G3 型 DHS リアクター汚泥の微生物群集構造
クローニングによる解析は Box1、4、8 からそれぞれ 93、99、96 クローン、総数 288 クローンを採取し、
V3 領域を含む約 500 塩基を解析した。門・網レベルでの分類結果を図-1 に、またその代表的なクロー
ン配列の Blast 検索結果を 表-1 に示す。全ての Box において Betaproteobacteria 網およ び

Gammaproteobacteria 網 に 属 す る ク ロ ー ン が 優 占 し て い た 。 こ の 他 Alphaproteobacteria 網 、
Bacteroidetes 門、Firmicutes 門、Acidobacteria 門、Verrucomicrobia 門、Nitrospirae 門が数%以上存在
した。
得られた配列について OTU 分類を行った結果、Box1、4、8 においてそれぞれ 32、70、61 の OTU が
得られた。 Box1 において OTU 数が Box4、8 に比べ半数程度の理由は、塩基配列を解読したクローン
の約 40%が Dechloromonas 属に近縁なクローンで 1 つの OTU を形成したためである。Dechloromonas
属に近縁なクローンで形成される OTU は、Box4 でも 2 OTU 得られ、全体の約 14%を占めていた。しか
しながら Box8 ではそのクローン検出頻度は 1%以下にまで減少した。Dechloromonas 属に近縁なクロー
ンの OTU の他に DHS 高さ方向に特徴的な変化を見せたのは、Gammaproteobacteria 網のメタン酸化
細菌に近縁なクローンで構成される OTU (Box1 で 4 OTU、9 クローン)、硫黄酸化細菌に近縁なクロー
ンで構成される OTU (Box1 で 2 OTU、5 クローン)、Gammaproteobacteria 網の Xanthomonadaceae 科
のクローンクラスターに属するクローンで構成される OTU (Box8 で 11 クローン)、アンモニア酸化細菌あ
るいは亜硝酸酸化細菌に近縁なクローンで構成される OTU (Box4 および Box8 のみで検出) であっ
た。
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図 3.1.1. 本研究で得られたクローンの門・網レベルでの分類結果
表 3.1.1. 本研究で得られた代表的なクローンの Blast 検索結果
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アンモニア除去に関わる微生物群集とその定量
水質のリアクター高さ方向のプロファイルから、DHS リアクターでは有機物の除去および溶存酸素の
増加に伴いアンモニア除去が行われている。クローン解析の結果も Box1 ではアンモニア酸化細菌、亜
硝酸酸化細菌に近縁なクローンは得られなかったのに対し、Box4 でアンモニア酸化細菌に近縁なクロ
ーンが 1 クローン、Box8 ではアンモニア酸化細菌、亜硝酸酸化細菌共に近縁なクローンがそれぞれ 3、
6 クローンずつ得られている。しかしリアクタープロファイルにおいて、クローン解析でアンモニア酸化細
菌が観察されるよりも上部の Box3 において既にアンモニアの減少および硝酸の生成が確認されている。
そこでクローニングで得られた配列情報および DHS リアクターに流入するアンモニア濃度を踏まえた既
往の知見から、アンモニア酸化細菌として Nitrosomonas oligotropha 系統群、亜硝酸酸化細菌として

Nitrospira 系統群を標的としたプライマーを用いた定量 real-time PCR を行い、そのポピュレーションの
把握を試みた。
定量 real-time PCR による N. oligotropha 系統群、Nitrospira 系統群および Bacteria の ng total
genome DNA あたりの定量結果を図 3.1.2. (a) に示す。Bacteria の ngDNA あたりのコピー数は高さ方
向においてほとんど差は見られなかった。一方 N. oligotropha 系統群および Nitrospira 系統群はリアク
ター高さ方向で変化が見られ、Bacteria の定量値を 100%とした場合、N. oligotropha 系統群はリアクタ
ー上部の Box1-2 では 0.1-0.3%、Box3-5 においてはおよそ 0.7%、リアクター下部の Box6-9 において
は 3-5%ほど存在していた。Nitrospira 系統群は Box1 では 0.1%程だったが、Box2-5 で 1.2-5.6%、リアク
ター下部の Box6-9 においては 12-25%も存在していた。Nitrospira 系統群は、Box1 を除くと全体的に

N. oligotropha 系統群の 4-10 倍の rRNA 遺伝子が検出されている．この現象はクローン解析で
Nistrosomonas 属に近縁なクローンよりも Nitrospira spp.に近縁なクローンが多く得られた結果と一致す
るほか、他の研究者らも報告している。アンモニアが亜硝酸を経て硝酸まで酸化される時に獲得できる
熱力学的エネルギー量において、アンモニアから亜硝酸の時の方が亜硝酸から硝酸の時に比べて大
きく、Nitrospira 系統群がアンモニア酸化細菌群に比べて数が多くなることは考えづらい。Nitrospira 系
統群が N. oligotropha 系統群に比べ多数検出された理由として、Nitrospira 系統群の rRNA 遺伝子の
ゲノム上におけるコピー数が多い可能性がある。本研究で用いたプライマーペアが亜硝酸酸化以外の
エネルギー獲得方法を有する Nitrospira 系統群も検出している可能性などが挙げられる。
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図 3.1.2. DHS リアクターの高さ方向のプロファイル
(a) 定量 real-time PCR 法による Bacteria、N. oligotropha 系統群、Nitrospira 系統群の定量プロファイ
ル
(b) DO、CODCr、NH4-N、NO2-N、NO3-N の水質プロファイル．図中の Box1、4、8 はクローニングサン
プル採取位置を示す
水質プロファイルと微生物群衆構造から見た DHS リアクターの処理特性
DHS リアクターの COD、アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素、DO に関する高さ方向のプ
ロファイルを図 3.1.2. (b) に示す。このプロファイルは運転開始後 300 日 (6 月中旬) に取ったデータ
である。この時の流入水の COD 濃度、アンモニア濃度は、ともに長期運転モニタリングの平均値に近
い値 (300 日以上のモニタリングにおける有機物濃度の平均値は
平均値は 25 mg NH4-

、アンモニア濃度の

であった。クローニング解析結果は DHS 上部における COD の減少が、

有機物の嫌気的分解とその副産物である酢酸を資化する Dechloromonas 属によって行われている可
能性を示唆していた。またメタン酸化細菌の存在など、全段に UASB リアクターという嫌気的処理を有
する本システムに特徴的な微生物群集構造が見られた。
Real-time PCR 法による定量結果は、N. oligotropha 系統群および Nitrospira 系統群ともに存在率が
高いリアクター中下部においてアンモニア除去および亜硝酸生成が行われているわけではなく、比較
的存在量が少ない Box2-6 のあたりでアンモニアの大部分が酸化され、硝酸が生成されていることを示
していた。N. oligotropha 系統群および Nitrospira 系統群の全体に占める存在率が少ないにも関わらず
アンモニア酸化および亜硝酸酸化反応が進行している理由として、DHS リアクター担体の優れた汚泥
保持能力および DO 摂取能力が挙げられる。通常の活性汚泥では SS が

程に制御されて

いるのに対し、DHS リアクターではその 10 倍以上の汚泥がスポンジ 1L あたり存在している。従って全
体に対する存在率は少ないものの、絶対量的な存在量で見ると処理水あたりの菌体数は多いと考える
ことが出来る。また COD で見た有機物の減少も Box3 辺りまでで生分解されるものの殆どが分解されて
おり、酸素競合の面からもアンモニア酸化および亜硝酸酸化が起こりやすい環境になっていると考えら
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れる。
下水の流入有機物負荷は大きく変動するが UASB リアクターによる前処理によって DHS リアクターへ
の流入水質は比較的安定している。しかし高濃度の有機物もしくはアンモニアによる DHS リアクターへ
の一時的過負荷環境が生じ、有機物分解がリアクター中部においても行われる様な事態が生じたとし
ても、本研究で得られた微生物学的知見によれば、リアクター下部に存在する高濃度のアンモニア酸
化細菌および亜硝酸酸化細菌によりアンモニア除去が行われるため、DHS リアクターでは安定した処
理水質を得ることが出来ていると考えられる。
(4) 結論
下水処理 UASB-DHS システムの G3 型 DHS リアクターの微生物群集構造を、rRNA アプローチを用
いて解析した。微生物群集構造はリアクター高さ方向において異なり、リアクター上部において優占化
した Dechloromonas 属に近縁なクローンの存在は、有機物分解が嫌気的酸発酵と好気的酢酸分解に
より行われている可能性を示唆していた。定量 real-time PCR 法によるアンモニア・亜硝酸酸化に関わ
る微生物群の rRNA 遺伝子の定量結果は、これら微生物群の存在率がリアクター中・下部に行くにつ
れて増加することを示していた。これら微生物群の存在率が比較的低いリアクター上部からのアンモニ
ア除去は、DHS リアクターの高い汚泥保持能力および酸素供給能力に由来すると推察される。またリア
クター下部におけるアンモニア酸化細菌および亜硝酸酸化細菌の高い存在率は、DHS リアクターが一
過的なショックロードを許容し、安定した処理水質が得られる一因であると考えられた。
3.2. 重要微生物 (群) の新規検出技術の開発
(1) 研究目的
環境ゲノム時代の到来により、環境工学、衛生工学の分野においても、メタゲノム解析あるいはマイク
ロアレイ解析といった遺伝子網羅的解析が盛んに行われるようになってきた。しかし、このような解析か
ら得られた大量の遺伝子プールからは、対象サンプルの全体像 (代謝経路や有用遺伝子の発見) は
掴めても、どの微生物がどの遺伝子を保有しているかまでは分からず、微生物個々の生態を推定する
までに至らない。こうした事を理解するには、遺伝子をシングルセルレベルかつ in situ (原位置) で検
出可能な技術が不可欠である。これまでに報告されている遺伝子検出技術には、in situ PCR 法、 in

situ LAMP 法、in situ RCA 法、cycle PRINS-FISH 法や RING-FISH 法などがある。しかし、これらの方
法では、複数のプライマーあるいは設計に制約のあるプローブ、長い塩基長を有するポリプローブなど
を必要とすることから、検出レンジに柔軟性がない、特異的配列箇所が制約される、特異的な検出が困
難になるといった問題が懸念される。このような問題に対し、ミスマッチ識別能に長け、設計が容易なオ
リゴプローブは有効である。しかし、これまでにオリゴプローブにより遺伝子を検出した例は報告されて
いない。これは、オリゴプローブでは多数のレポータ基を標識できないため、遺伝子を直接検出するだ
けの十分な感度が得られないことが主な理由の 1 つである。
我々はこれまでに、酵素触媒反応を 利用したシグナル増幅法の 1 種である Tyramide Signal
Amplification (TSA) 反応に着目し研究を行ってきた。そして TSA-FISH 法よりも高感度な two-pass
TSA-FISH 法を開発し、これまでにメタン生成古細菌の Methyl coenzyme M reductase (mcr) 遺伝子を
標的とし、オリゴプローブにて mRNA を、ポリプローブにて mcr 遺伝子を十分な感度をもって検出するこ
とに成功した。我々はこれらの研究を通し、two-pass TSA-FISH 法を用いれば、オリゴプローブでも遺
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伝子を検出できる十分なポテンシャルがあると判断した。本研究では、two-pass TSA-FISH 法を用い、
オリゴプローブにより微生物の遺伝子を検出する技術の開発を目的とした。
(2) 研究方法
モデル微生物と標的遺伝子
モデル微生物には、全ゲノム配列が解読され、細胞壁処理を施さなくとも TSA-FISH 法が適用可能な

Methanococcus maripaludis S2 株 (JCM13030) を用いた。また、ネガティブコントロール微生物として
Methanococcus vanneilii (DSM1229) を用いた。両者は対数増殖期に回収し、パラホルムアルデヒドで
固定した。
標的遺伝子は、M. maripaludis S2 株のゲノム上にシングルコピーとして存在する mcr 遺伝子とした。プ
ローブは、mcr の alpha subunit に特異的なプライマーとして知られる ME1、ME2、ME3 と MR1 の 4 種を
それぞれ M. maripaludis のセンス鎖に特異的に結合するように設計した。また、プローブと標的分子と
の親和性を高めるためにプローブの一部を人工核酸 locked nucleic acid に置換した。プローブの両端
には DIG を修飾した。
Clone-FISH 法に用いるクローン菌体の作成
Clone-FISH 法は Schramm らの方法に若干の変更を加えて行った。クローン菌体の作成には、まず

M. maripaludis の mcrA 遺伝子の全長を PCR により増幅し、TOPO TA cloning kit (invitrogen) によりク
ローン化した。また、この際にコントロール菌体としてセルフライゲーションのプラスミドを組込んだクロー
ン菌体も作成した。クローン化した菌体は、LB 培地で震盪培養を行い、対数増幅期に回収しパラホル
ムアルデヒドで固定した。
TSA-FISH 法
TSA-FISH 法は、以下の手順で行った。まず染色体とプローブを変性させた後、同時に 4 種のプロー
ブを交雑させた。その後、抗原抗体反応により anti-DIG-HRP を結合させ Tyramide-Cy3 を用いた TSA
反応により可視化した。
Two-pass TSA-FISH 法
Two-pass TSA-FISH 法は、上述の TSA-FISH 法と同様に 4 種のプローブを交雑させた後、抗原抗体
反応により anti-DIG-HRP を結合させ、Tyramide-DNP を用いた TSA 反応を行い、DNP を菌体内に沈
着させた。続いて anti-DNP-HRP を抗原抗体反応により結合させ、TSA 反応により Tyramide-Cy3 を沈
着させ、可視化した。
(3) 結果および考察
Clone-FISH 法によるプローブの in situ hybridization 法への適用可能性評価
本手法で用いるプローブが in situ hybridization 法に適用可能か Clone-FISH 法により確認した。mcrA
遺伝子を挿入したプラスミドを組込んだクローン菌体に対し two-pass TSA-FISH 法を適用したところ、
全てのプローブにおいて強い蛍光が得られた。また、セルフライゲーションのプラスミドを組込んだ菌体
に対し同様の実験を行ったところ、蛍光は得られなかった。これは、プローブが組み込んだ mcrA 遺伝
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子に特異的に結合していることを示唆するものである。以上のことから、本手法で用いるプローブは、in

situ hybridization 法に適用可能だと判断した。
純粋菌株を用いたシングルコピー遺伝子の検出
モデル微生物である M. maripaludis に対し、本手法を適用し標的遺伝子の検出を試みた。まず、４種
のプローブを同時に交雑させ TSA-FISH 法を適用ところ、菌体からは全く蛍光が得られなかった。そこ
で、two-pass TSA-FISH 法を適用したところ、菌体から強い蛍光が得られた。しかし、全ての菌体から
蛍光を得ることはできなかった (検出率: 28.5 ± 4.6%)。また、得られた蛍光は菌体から一様に得られる
ものではなく局所的なものであった。これは標的遺伝子の近傍でシグナル増幅が生じたものだと思われ
る。また、DNase 処理により M. maripaludis の染色体を消化した後に two-pass TSA-FISH 法を適用した
ところ、シグナルは得られなかった。これは、得られた蛍光が標的遺伝子に交雑したプローブ由来であ
ることを示している。
次に、プローブの数を減らしても検出可能か検討した。まず、2 種のプローブを同時に交雑させ
two-pass TSA-FISH 法を適用したところ、十分な感度をもって検出することが可能であった。しかし、4
種のプローブを同時に用いた場合に比べ若干検出率が低下した (検出率: 17.1 ± 1.9%)。さらに 1 種
のオリゴプローブでも十分な感度をもって検出可能であった。しかし、検出率は 2 種の場合に比べ、さら
に低下した (検出率: 15.5 ± 6.6%)。これは、プローブの標的遺伝子への交雑効率が低いことが原因と
考えられる。今後、プローブのマウント量や交雑温度、時間などを検討し、交雑効率の向上を試みる予
定である。
本手法の特異性について

M. maripaludis と M. vanneilii を用いて本手法の特異性について検討した。まず、M. vanneilii の mcrA
遺伝子と 3 ミスマッチを有する ME3 と MR1 プローブの 2 種で two-pass TSA-FISH 法を行い、両者が
識別可能か検討した。結果、両者をほぼ識別できたが、M. vanneilii に若干の非特異的な蛍光が観察
された (図 3.2.1. B)。そこで、両者に対しプローブをマウントせずに two-pass TSA 反応のみを行ったと
ころ、同様に若干の非特異的な蛍光が観察された。従って、この非特異的な蛍光は HRP 標識抗体が
菌体に非特異的に吸着したことが原因であると考えられ、プローブ由来の蛍光ではないと思われる。今
後、抗体の洗浄等実験条件を最適化することが必要である。また、M. vanneilii の mcr 遺伝子と 1 ミスマ
ッチを有する ME1 と ME2 プローブの２種で行ったところ、先の実験と同様の結果が得られた。これら結
果は、本手法がミスマッチを識別できる特異性を有している可能性を示唆するものであった。
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図 3.2.1. Detection of mcrA gene in M. maripaludis (A) or M. vanneilii (B) by two-pass TSA-FISH.
Circles show nonspecific signals. Phase contrast (left) and epi-fluorescence micrograph (right) show
identical fields. Exposure time was 200 ms.
(4) 結論
オリゴプローブと two-pass TSA-FISH 法を組み合わせた本手法において、オリゴプローブ 1 種でもシ
ングルコピー遺伝子を十分な感度をもって検出することが可能であった。また、1 ミスマッチを識別でき
る可能性が示唆された。今後、抗体の洗浄条件やプローブの交雑効率の改善などの問題点を解消す
ることで、本手法は in situ かつシングルセルレベルで遺伝子を検出できる強力なツールになると考え
られる。
4. インドにおける汚染状況に関する情報収集
担当機関名：IIT Rookee、東北大学
担当研究者名：Absar Ahmad Kazmi、原田秀樹、久保田健吾、井口晃徳、永井寛之
概要：刻々と変化するインドの主要河川の汚染状況を把握するために、ヤムナ川沿いの主要地点、お
よび処理場からサンプルを採取し、各種水質分析を行った。インド国の首都であるデリーに近づくにつ
れ、汚染状況が深刻になることが確認され、特に F. coli についてはどの処理場においても沐浴基準を
満たすことが出来ていなかった。また工業地帯の下流では窒素成分などが検出され、染色産業が盛ん
な地域では BOD の値も高い色のついた廃水が流出していることも観察された。また未処理の下廃水が
そのまま放流されている箇所もあり、これらが深刻な河川の汚染問題を引き起こしていることが推察され
た。
(1) 調査目的
都市部における人口増加とそれと比例して悪化の一途をたどる河川水質の汚染状況を調査した。イ
ンドの首都デリーを流下するヤムナ川では 1997 年より河川浄化計画として Yamuna Action Plan（YAP）
が国家事業として実施された。しかしながら、依然として一部の下廃水はそのままヤムナ川に垂れ流し
の状況にあることや人口増加により新しい汚染ポイントが発生していることにより、効果的な河川浄化が
されていないと報告されている。そこで、このヤムナ川の水質汚染状況を調査するために、ヤムナ川上
流部から Karnal Bridge（Haryana 州）、Wazirabad 浄水場取水口付近（Delhi）、Nijamuddin Bridge
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（Delhi）、Okhla Bridge（Delhi）から採水した（図 4.1.）。また下水処理場からの処理水を Karnal 40 MLD
処理場（UASB+FPU 法）、Panipat 35 MLD 処理場（UASB+FPU 法）、Okhla 564.5 MLD 処理場（活性汚
泥法）の三箇所から採水した（図 4.1.）。

図 4.1. Yamuna 川流域のサンプリング地点
(2) 調査結果
図 4.2.にヤムナ川水質調査の DO と BOD の測定結果を示す。Karnal からデリーの浄水場がある
Wazirabad までは DO、BOD 共に沐浴基準（DO > 5

、BOD < 3

）を満たす比較的清浄な水

質であるが、デリー市街地に入るとその水質は悪化する。Haryana 州でも町中を流れる小河川は下水と
同程度の汚染状況であるが、ヤムナ川に到達するまでに農業の灌漑用水としてその殆どが使用されて
いる。また Karnal のヤムナ川サンプリングポイント付近では、河川水が干上がっている場所も多かった。
Haryana 州では川沿いに大都市がないため、このように伏流を繰り返す自浄作用でデリーまでは良好
な水質が保たれていると考えられた。図 4.3.にヤムナ川水質調査のふん便性大腸菌群（F.coli）とアン
モニア性窒素（NH4+-N）の測定結果を示す。驚くことに F.coli は全ての場所で沐浴基準を満たしていな
かった。特に Delhi の Nijamuddin bridge の下では 105 オーダーの F.coli が検出された。NH4+-N は
Karnal や Okhla では検出されず、Nijamuddin と Okhla で検出された。特に Nijamuddin では
の NH4+-N が検出された。Nijamuddin は工業地帯になっており、工場からの排水が流入することに加え、
市街地から流入する大きな Drain も合流する場所である。

図 4.2. Yamuna 川水質調査における DO および BOD の結果
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図 4.3. Yamuna 川水質調査における F.coli および NH4+-N の結果
ヤムナ川沿いの下水処理場から採水した処理水質結果を図 4.4.に示す。Karnal 処理場で実施して
いる連続水質調査では、下水の F.coli 濃度は 106-107 オーダー、BOD は

前後で流入してく

6

る。Karnal 処理場の処理水質は F.coli で 9.2x10 となり UASB+FPU 法の F.coli に対する処理効率は低
い結果となった。一方、BOD は下水処理場からの排水基準である

は満たす 22

たが、サンプリング日により処理水質の濃度変化もあり連続処理性能結果からは 40

であっ
前後で測定

されており排出基準を満足する結果は得られていない。
Panipat 処理場周辺は染色工場が乱立しており、下水処理場へもそれら染色排水が流入することが
確認されている。Panipat 処理場からの処理水質は BOD で
あった。また、処理場近くの小河川より採取したサンプルも BOD で

、F.coli の値も高く 106 オーダーで
と高く、見た目にも濃い紫

色をしており未処理の下廃水がそのまま河川へ放流されていると推察される。
Okhla 処理場はデリー南部に位置し、564.5 MLD（Million Liter per Day: 1000m3

）の活性汚泥法を

適用した下水処理場である。エアレーションは羽のついたモーターによる水面曝気で行っている。訪問
した所感は思ったよりエアレーションタンクが小さかったが、BOD は良好に除去されており、排出基準を
満たす

であった。しかし、最終処理水の F.coli は 106 オーダーであり、処理水の塩素消毒は行

っていないようである。

図 4.4. 各下水処理場における最終処理水の結果
調査した水質結果を表 4.1.に示す。調査結果より、ヤムナ川の水質は Delhi に入ってから急激に水質
が悪化することが明らかとなり、その主要因は未処理の下廃水が直接ヤムナ川に流れ込むことが原因
として考えられる。また Delhi の河川水質は、調査した全ての水質項目において河川水質の指標となる
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沐浴水質基準をみたしていなかった。ヤムナ川沿いの下水処理場の処理水を調査した結果、全ての
場所で F.coli は基準値を満たしておらず、塩素消毒をしていない処理水がそのまま放流されていた。
表 4.1.

Yamuna 川流域の水質調査結果一覧

5. タイにおける汚染状況に関する情報収集
担当機関名：AIT、東北大学
担当研究者名：Chettiyappan Visvanathan、原田秀樹、久保田健吾、井口晃徳
概要：アジア地域の下水処理の実態を把握するために、タイ国の下水処理に関連する文献調査を行っ
た。タイ国のような熱帯地域では下水管渠中でも生物学的処理が進行しており、下水処理場の負荷が
他地域に比べ低くなる傾向が見られた。また好気性酸化池と UASB-DHS 法についての比較検討を行
った。
(1) 調査目的
タイや他の発展途上国では酸化池処理、活性汚泥処理などの従来の生物学的処理が下水の処理に
広く用いられている。しかしながら、これらの従来法は施設面積が大きい、維持管理が容易でない、高
コストといったデメリットを抱えている。これらの課題を解決する魅力的な下水処理方法として、UASB 法
を始めとする嫌気性処理法が世界的に注目されてきている。本調査ではこれら嫌気性処理法のタイで
の下水への適用性についてまとめた。
(2) 調査結果
嫌気性システムの途上国への適合性の評価
表 5.1.は、タイの下水性状についてまとめたものである。タイの下水は、SS、BOD、COD のレベルが低
い状況にある。タイでは平均気温が高いために、下水管渠のなかで生物分解が進行するためと考えら
れる。
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表 5.1. Sewage wastewater characteristics in Nonthaburi Municipal area (1992)
引用元：

表 5.2.はタイと、その他の国の下水性状の一般的レベルを比較したものである。この結果からも、タイ
における下水の処理対象物質である BOD、SS 濃度レベルが低いことが分かる。ただし、Cl-, SO4,
TKN ,PO4-P はほぼ同じレベルであった。
表 5.2. Comparison of several sewage wastewater characteristics
(1) US EPA (1977) “Wastewater Treatment Facilities for Sewer Small Communities” Process Design
Manual, USA
(2) WPCF (1922) “Design of Municipal Wastewater Treatment Plant”
(3) Metcalf & Eddy (1991) “Wastewater Engineering : Treatment, Disposal and Reuse” Mc-Graw Hill
Book
(4) Qusim, S.R. (1985) “Wastewater Treatment Plants : Planning, Design and Operation” CBS
International Edition

表 5.3.は、タイの各都市における下水の排出量、BOD および SS 濃度のレベルを示す。何れの地域
においても主な処理対象である BOD および SS 濃度のレベルは低いことが分かる。
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表 5.3. Various sewage wastewater sources in Thailand

嫌気生成物処理単独でのタイ下水への適用のまとめ
タイ国において下水の嫌気性処理単独での処理は BOD レベルで低いことから、嫌気性微生物の基
質親和性が低いことを勘案すると、最適とは言い難い。しかしながら、都市部においては SS が高いため、
この SS を補足する役目を担うことも可能な嫌気性処理が有用であると考えられる。また、温暖な条件下
では嫌気生微生物の増殖収率が BOD に対しておよそ 5〜10％程度と低いことから、汚泥排出量の削
減効果が考えられる。
好気性酸化池（エアレーテッド・ラグーン、タイ）法と UASB＋DHS システム（インド）の比較
タイの代表的な嫌気性処理法である好気性酸化池法（Khon Kean のデータ）と、UASB＋DHS システ
ムの下水処理の比較を行った。
①好気性酸化池
処理方式：好気性酸化池（タイ東北部コンケーン）
面積：188,800 m2
最大下水処理量：78,000 m3
システム構成：好気性酸化池（Aerated Lagoon）、水質向上槽（Polishing Pond）、 消毒槽（Chrorine
Contact Chamber）
曝気装置：酸素供給のために表層曝気装置（surface aerator）、タービン型曝気装置（turbine aerator）、
沈積可能型曝気装置（submersible aerator）、およびジェット型曝気装置（jet aerator）などの曝気装置
を備えている
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表 5.4. Information Khon Kean Aerated Lagoon System
Source : Faculty of Engineering, Khon Kean University, Thailand 2008
The comparison was calculated in 15 years term of operating and maintenance cost in Thai currency
(Baht).

②UASB＋DHS システム
処理方式：UASB＋DHS（インド、カルナール）
最大下水処理量：40,000 m3
システム構成：UASB 40,000 m3

、DHS 500 m3
表 5.5. Information Karnal DHS

The comparison was calculated in 15 years term of operating and maintenance cost in Thai currency
(Baht).

好気性酸化池（エアレーテッド・ラグーン、タイ）法と UASB＋DHS システム（インド）の比較まとめ
タイの都市部では下水の BOD および SS 濃度のレベルは
て単独で適用することが可能と考えられる。
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であり、DHS を下水処理装置とし

現在のところ、タイ国においては好気性酸化地法が成功を収めているように見受けられる。しかしなが
ら、これらの方法は広大な面積を必要とし、さらには曝気設備などいくつかの機械を必要とする。これら
は維持管理の面から非常に手間がかかることが予想され、よりシンプルな手法が望ましいと考えられる。
UASB+DHS 法では前段の嫌気性処理によって SS、BOD の大部分は除去され、バイオガスとして回収
が可能である。さらに DHS では標準活性汚泥法と同等のレベルに処理水質を向上させることが可能で
ある。また設置面積という点においてはどの方法と比べても DHS が優れている。そして途上国において
重要なファクターである維持管理の容易さという観点からも DHS のメンテンスフリー、かつ複雑な機械を
必要としない点は大きなアドバンテージと考えられ、今後の展開が期待できる。
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Ⅴ． 自己評価
１．目標達成度
われわれのオリジナルである提案技術（UASB-DHS システム）の実証試験装置をインド政府の予算で
建造して、インド、タイの C/P との国際共同研究の枠組みでオンサイト連続実証実験を２年以上の長期
間にわたって遂行して、提案技術の卓越した処理性能をインドの地でデモンストレーション出来たこと
は 大変 意義 深い こ と であっ た。 そ の結 果 、 イン ド政府 関 係者 （環 境森 林省 MoEF: Ministry of
Environment and Forest と都市開発省 MoUD: Ministry of Urban Development）は、われわれの提案技
術を高く評価して、インド政府から日本政府へ提案技術の技術援助ＯＤＡを正式要請して、JST-JICA
の地球規模課題対応国際科学技術協力事業（SATREPS）に繋がった。提案技術の大規模実機（処理
水量 5,000m3/日，処理人口規模 35,000 人／日）がインド国アグラ市の下水処理場（STP）に建造され
るという実用化・社会実装を実現したことは極めて輝かしい成果といえる。このアグラ市の STP は、インド
の至宝タジマハールからわずか 2.5km の距離にあるインドでもっとも重要な STP であることからしても、
インド政府が提案技術に寄せる期待の大きさが窺える。
２．成果
本プロジェクトは、学術面では、査読つき論文 24 本、国内外での学会発表 43 件という輝かしい成果
を挙げた。また、国際協同研究という側面からみれば、インド、タイから共同研究者が日本の基幹研究
機関（東北大学）に滞在して生物学的廃水処理技術の開発における分子生物学的手法を用いて微生
物生態学的アプローチをするという最先端の研究手法を修得したことは、今後の両Ｃ／Ｐの研究ポテン
シャルの向上に資するところが大きい。
３．計画・手法の妥当性
本プロジェクトでは、海外の下水処理場に大規模なデモンストレーション・プラントを建造して（相手国
政府の予算で）、長期間にわたって現地の困難な状況のなかでオンサイト連続実証試験を遂行すると
いう、とてもカウンターパート（C/P）が居なければ到底実現不可能な研究内容を実施した。また、C/P
側は、われわれが現地で導入した遺伝子工学的手法を用いたモニタリング手法をよく修得して、キャパ
シティ・ビルディングに大いに役立った。このように、日本側研究者と C/P 研究者の間で相互助け合い
と相互利益がうまく噛み合ったベスト・マッチングと言える。
４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
本プロジェクト（科学技術振興調整費）は、JST-JICA 地球規模課題対応国際科学技術協力事業（実
施期間：H22〜H26，課題名：エネルギー最小消費型の下水処理技術の開発）につながっている。本プ
ロジェクトで構築した研究ネットワークを基に実施される。インド国ウッタルプラデシュ州アグラ市に実規
模 DHS リアクター（処理水量 5,000m3/日，処理人口規模 35,000 人／日）を建設し、インド政府・インド
共同研究者側と協力しながら提案技術である DHS リアクターの設計指針と維持管理マニュアルを作成
しようとするものであり、まさに提案技術のインド国内での広範囲の普及を目指している。UASB 方式の
下水処理技術が既に広範囲で普及しているインドで提案技術 DHS が普及すれば、周辺国から途上国
世界全体への普及が大いに期待できる。まさに、日本発のオリジナル環境技術が初めて世界標準化
するという快挙が成し遂げられることになり、日本の科学技術の世界に誇れる知的貢献となる。
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Ⅵ．その他
１．代表研究者・国内参画機関研究者への質問
①課題実施また推進において、直面した困難、障害となった事柄について、ご説明ください。
電力事情が不安定で頻繁な停電があったため、実証試験装置の運転や実験分析、日本との
通信等に大きな支障が出た。
②アジア・アフリカ地域における国際共同研究推進に向けて、提案事項があればお示しくださ
い。
現地での消耗品類・実験機材の購入から納品まで多くの時間を費やした。また、商品によって
は日本で購入するより高い価格の物もあり、日本からの手荷物輸送等により対応しようとしたが、
ときには空港税関で没収されたこともあった。
実証試験装置（DHS リアクター）の改造工事では、現地の建設業者との意思疎通が難しく、こ
ちらの要求する品質の達成に多大な労力を費やした。また、実証試験装置（DHS リアクター）の
改造工事では、直接経費が使用できず（JST 側の言い分では間接経費でやれといわれたが）、
大学側は一度間接経費というかたちでオーバーヘッド（管理費として徴収）された予算はＰＪの
経費としてはけっして使途出来ず、けっきょく校費（運営費交付金）で対応せざるを得ず、制度
の不備・矛盾に大いに悩まされた。
２．国外参画機関への質問
課題の事後評価にあたり、国外参画機関から、共同研究についての感想・コメントを求めます。
Please answer to the following questions regarding the participation of institutes which you belong
to the international research collaboration funded by the Special Coordination Funds for
Promoting Science and Technology (SCF). The answer is not mandatory, although your input is
important for the evaluation process. We appreciate your kind cooperation.
1) Please describe your evaluation of the research collaboration you have participated. Your
comment may not necessarily be limited to the specific issues regarding your research
project/interest, but may also be related to the concept/system of this program. Format
unspecified.
・

The C/P in Thailand implemented the collaborative study on the subject "Present Status of
Sewage Dissemination in Thailand and the applicability of UASB-DHS technology in
Thailand", which includes the followings: to conduct secondary data collection on the
status of sewage dissemination, through surveys from available sources in Thailand, to
analyze the collected data by and through the guidance of expertise and on the
wastewater and sewerage, to compare the obtained wastewater quality data with the
successfully applied influent qualities of the UASB-DHS systems over the world, and
to conclude the applicability of UASB-DHS technology for the treatment of sewage
related wastes and wastewater in Thailand. (Prof. C Visvanathan, AIT, Thailand)
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2) Please describe specific issues that you consider as problems, difficulties or subjects for
improvements in executing collaborative research. Same as the question 1), your comment may
cover wide range of aspects. Please show them by a run of the item, if possible.
・

The C/P in India conducted data collection, and settling up laboratory scale
unit.

UASB- DHS

As well, the C/P in India made dialogue with the national policy makers, to

investigate the possibility of settling up a pilot scale demonstration unit as part of
decentralized
・

wastewater treatment strategy. (Dr. Kazmi, IIT Roorkee, India)

In terms of human resources development, I am happy to inform one of our masters'
research

student did the early part of the research on this topic, and 2 student

assistants helped to collect the raw data, and prepare the detailed technical report.
In addition one research associate, who was assisting me to coordinate this project
between IIT Roorkee and TU. (Dr. Kazmi, IIT Roorkee, India)
3) This international collaboration research has been operated under the spirit of

“equal

partnership manner.” Specifically, participating bodies are required to provide all the resources
necessary for their own activity. In this regard, please describe what were the contributions by
your side in the following categories;
・

It would have been better, if JST could allocated a portion of JST budget to C/P in Thailand,
thus, we could prepare a demonstration pilot unit in Bangkok. It is important to have
such demonstration unit to develop the local technical skills to operate the DHS
system, and convince the policy makers to adopt such new and appropriate technology
as part of their decentralized wastewater treatment system for the urban context. (Prof.
C Visvanathan, AIT, Thailand)
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