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Appendix
博士論文概要

世界各地の湖沼や内湾等の閉鎖性水域は、窒素・リンなどの栄養塩類の蓄積が進行し、
アオコ・赤潮の発生などの富栄養化現象が顕在化している。この問題の解決のためには
排水中の窒素･リンを取り除く処理、すなわち高度処理の普及が必要不可欠である。高度
処理のために広く採用されている生物学的栄養塩除去プロセスにおいては、処理に関与
した微生物が最終的に余剰汚泥として廃棄される。我が国において、この余剰汚泥は産
業廃棄物の２割を占め、その削減が急務の課題である。また、我が国は枯渇化資源であ
るリン鉱石を 100%輸入に頼っているが、その２割が排水として放流されており、排水あ
るいは余剰汚泥に含まれるリンを回収することが重要である。一方、栄養塩除去プロセ
スの性能を大きく左右する微生物の生態を把握することは極めて重要であるが、リン除
去を担うリン蓄積細菌群（PAOs）は系統学的な同定も未だ不十分であり、その詳細な生
態については不明である。
上記の点を踏まえ、本論文では、余剰汚泥減容・リン回収型の高度処理プロセスの開
発を行い、プロセスに存在する微生物の生態について解析することを目的とする。具体
的には、余剰汚泥発生を抑制することが可能となる脱窒性リン蓄積細菌(DNPAOs)を活用
した嫌気/好気/無酸素（A/O/A）リアクターを用い、微細気泡化オゾン処理を導入するこ
とにより余剰汚泥の可溶化を促進し、リンに対して高い選択吸着性をもつジルコニウム
フェライト系吸着剤を用い、可溶化したリンを回収するプロセスを開発した。さらに、
分子生物学的手法を活用することにより、プロセス内に存在する微生物叢を評価した。
また、処理性能に大きな影響を及ぼす微生物の生態に着目し、密度勾配遠心分離法によ
るスクリーニング技術の開発を行うと共に微生物の基質資化活性を in situ に評価する
MAR-FISH 法の導入を行った。
本論文は６章より構成されている。以下に各章の概要を述べる。

124

第１章では、DNPAOs を活用した高度処理プロセス、汚泥減容化技術およびリン回収
技術についてまとめ、また、リン蓄積細菌（PAOs）の生態解析について過去の研究動向
を整理して、本研究の研究背景をまとめ、意義および目的を述べた。
第２章では、汚泥減容化技術として微細気泡化オゾン処理を導入するための評価を行
った後、AOA プロセスにオゾン処理を用いた汚泥減容化工程およびリン回収工程を付加
したプロセスを運転し、最適運転条件の探索を行った。通常のオゾン処理と微細気泡化
オゾン処理による汚泥可溶化効果（S-TOC/TOC）および生物分解性（BOD5/CODMn）を
比較した結果、微細気泡化オゾン酸化処理を適用することで、通常のオゾン処理に比べ
単位汚泥量あたり 1/10 以下のオゾン注入量（51 g-O3/kg-MLSS）で、高い汚泥可溶化効率
および高い生物分解性が得られることを示した。つぎに、実際の農業集落排水を用いた
連続運転を行った結果、オゾン処理を行う汚泥量の変化が、処理性能、特に窒素除去性
能に大きく影響を及ぼすことが確認された。これはオゾン処理液および残渣が硝化細菌
の活性に影響を及ぼしたのではなく、オゾン処理により微生物が死滅することから、オ
ゾン処理汚泥量が多い条件では汚泥滞留時間（SRT）が短くなり、増殖速度の遅い硝化
細菌の個体数密度が減少したためであることを示した。最終的に、オゾン処理汚泥量
8%-total MLSS/day、オゾン濃度 40g-O3/m3、オゾン注入量 30g-O3/kg-MLSS の条件におい
て処理性能の安定化を図ることに成功し、本プロセスの有用性を示した。また、各槽の
濃度分布から、オゾン処理液に含まれる有機物により好気槽での PAOs によるリン摂取
が抑制され、後段の無酸素槽において DNPAOs によるリン摂取および脱窒が活発に行わ
れていることを確認した。この無酸素槽での脱窒反応については、DNPAOs のみならず、
他の内生脱窒細菌も寄与していることが示唆された。さらに、余剰汚泥から溶出したリ
ン酸のほとんどをジルコニウムフェライト系吸着剤によって回収することができ、プロ
セスに流入したリンの約 50%を回収可能であったことを示した。
第３章では、第２章において良好な処理性能を示した期間において、分子生物学的手
法を用い、微生物叢を評価・解析することにより栄養塩除去を担う微生物の特定を行っ
た 。 Cloning 法 に よ る 解 析 の 結 果 か ら 、 本 プ ロ セ ス に お い て は 、 Bacteroidetes 、
β-Proteobacteria および α-Proteobacteria に属する微生物が多く検出された。窒素除去を担
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う微生物としては、亜硝酸酸化細菌である Nitrospira 属が確認され、脱窒細菌としては、
α-Proteobacteria に属する Hyphomicrobium 属、β-Proteobacteria に属する Rhodocyclales、
Comamonadaceae が確認された。Hyphomicrobium 属、Rhodocyclales および Comamonadaceae
の多くは細胞内にエネルギー源として polyhydroxyalkanoate（PHA）を蓄積することが報
告されていることから、これらの微生物が無酸素槽において PHA を利用した脱窒反応を
行っていることが示唆された。一方、リン除去性能に影響を及ぼすことが確認されてい
る既知の PAOs および PAOs の阻害微生物であるグリコーゲン蓄積細菌（GAOs）、
G-bacteria についてはほとんど検出されなかった。FISH 法による定量的解析からも、
α-Proteobacteria および β-Proteobacteria がそれぞれバクテリア全体の 24%、21%と優占化
していることが確認されたが、既知の PAOs である Candidatus ‘Accumulibacter phosphatis’
についてはわずかに 1%であり、GAOs として報告されている GB group については検出
されなかった。以上のことから、本プロセスにおいては、既存のプロセスとは微生物叢
が異なり、特に既知の PAOs の検出頻度が低いことから、従来とは異なる微生物が処理
において重要な役割を担っていた可能性を示した。
第４章では、密度勾配遠心分離法による PAOs、GAOs および G-bacteria の集積効果に
ついて検討を行った。第３章における群集構造解析の結果からでは、新規の PAOs 等の
候補を推定することは不可能である。硝化細菌および脱窒細菌とは異なり、PAOs は指標
となる機能遺伝子の報告が無いことから、新規のスクリーニング技術の開発が必要とな
る。そこで、モデルプロセスとして運転した嫌気/好気回分式活性汚泥リアクター（SBR）
の汚泥を密度勾配遠心分離法に供試し、密度勾配遠心分離前後の微生物叢を T-RFLP 法
により評価・解析した。その結果、Cand. ‘Accumulibacter phosphatis’および GB group は
高密度側のフラクションに選択的に回収された。一方、これまで PAOs、GAOs および
G-bacteria として報告のない、Acidobacteria、Bacteroidetes、Nitrospira は低密度側のフラ
クションに回収された。このように、密度勾配遠心分離法により、生物学的リン除去に
おいて重要な役割を担わないと考えられる多くの微生物種が排除され、重要な役割を担
う一部の微生物種のみを選択的に回収することが可能であることを示した。
第５章では、PAOs の基質資化状態を MAR-FISH 法により評価した。第２章において、

126

オゾン処理により可溶化された有機酸により、好気槽におけるリン摂取を阻害すること
に成功したが、その効率については不明であり、そのためには標的細菌における有機物
資化状態を評価する必要がある。本研究では、リン除去性能が良好である汚泥（EBPR
汚泥）およびリン除去性能を低下させた汚泥（non-EBPR 汚泥）を４種の混合比で混合し
SBR にて運転を行い、各種水質評価において良好な処理性能を確認した時点において
Cand. ‘Accumulibacter phosphatis’の酢酸資化状態を評価した。その結果、EBPR 汚泥のみ
の系では全ての Cand. ‘Accumulibacter phosphatis’が酢酸を資化することが確認された。そ
の一方で、non-EBPR 汚泥のみの系では一部の Cand. ‘Accumulibacter phosphatis’が酢酸を
資化しておらず、PAOs とは異なる微生物との基質競合関係にあることが確認された。こ
のことから、MAR-FISH 法は、各種水質評価法に比べ、より詳細に微生物の活性を評価
することが可能であり、また、本手法が好気槽での有機物によるリン取り込み抑制評価
に適当であることを示した。
第６章では、本論文の総括および展望を記述した。
以上，本論文では生物学的栄養塩除去プロセスにおいて問題となる余剰汚泥対策およ
び枯渇化資源であるリン回収に着目したプロセスの開発・効率化を行った。余剰汚泥減
容工程に微細気泡化オゾン処理、リン回収工程にジルコニウムフェライト系吸着剤を充
填した吸着塔を付加した新規栄養塩除去プロセスを開発し、実排水への適用を行い、余
剰汚泥を発生させることなく十分な栄養塩除去性能を得ることに成功した。また、特定
が困難である PAOs 等を選択的に回収する手法を開発した。さらに、PAOs と他微生物群
との基質競合関係について明らかにした。これらの研究成果は栄養塩除去プロセスの高
度効率化のみならず環境浄化技術・資源循環技術および環境微生物学の発展に寄与する
ことが期待される。
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