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生物性フロックの形成機構に関する研究

丹　保　憲　仁帯

小笠原　紘　一来米

、IM廻GHAN工SMS　o　f　B工OLO（｝工GAL　F工、OG　FOR殴A［HON

Norihito　TAMBO，　Dr・Eng・

Koichi　OGASAWARA．

　　　In　thiSlpaper　meGhanismS　Of　bi。1。giCaユf！OG　fOrmatiO漁are

disGussed　fro皿a　point　view　of　surface　electrOkineもiG　pheno鶏ena．

by　usingもhe皿e七hod　of　microsGopiG　eleGtrophoresis・A！l　of
the　biologiGal　floc　particles　whic！l　Rleasured　in　もhese　expe工’i－

1且e耽Shave　n賠a扱ve　G1ユargeS・GO。d　f10G　fOr磁atiOnS瀟e．、re　obseエVed

on工y　under　七he　lower　abso！uもe　values　of　zeもa　poもenもial・

TherefOre・もhe　Surface　electrokine－bic　phenQmena　are　seemed七〇

be　a　deGisive　factor．　At　the　first　s七age　of　bioエog‡cal
n。GcUlati・n，ユ・wer　p・tentiaエ（abs・1舳e　v孤Ue）par七s　6f頓e

partioユeS　fOm　sO　oaユユed　bioユ0910aユfユoG・0恥er耳igher
poもe漁tial　particles　fOllowed　afもer　this・　Decrease　Of　the

absolute　vaエue　of　these　surfaGe　potentials　seems　to簸aマe

rela・tionship　withもhe　decrease　of　ac七ivity　to　deg9．卑Pgsing

organiG　磁aももers　in　wastes・

　　しまえがき
　生物学的下水処理過程において生物性フロソクの形成は重要な1ポイントである。もし良好なるフ

ロック形成がなされなかった場合，下水中の有機性成．分は安定化されたとしても，固液分離操作を行

ないえず，除去はごく一部分に限られ大部6｝は通過流繊してしまう。良好なフロソクの形成がなされ

た場合活性汚泥法では95～98％のBOD除去率を示す。1）

　この様に生．物学的処理過程の成果がフ禰ソク形成に大きくよっているにもかかわらず，そのフロソ

ク形成原因，フロック形成と下水の安定化との関係，運転管理にお，けるフロック形成のコント罵一ル

等における問題点はまだほとんど解明されていないのが現状である。そこで，本報告においては活性

汚泥のフロック形成について着干の予備的研究を行なったものを報告し，将来の研究の手がかりの1

つとしたい。

帯　　上水工学講簾助教授，工博

兼轍　大学院M．G　4年
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　活性汚泥はその大部分が生物体からなるものと思われる。この活性汚泥・つまり隼物性のフロックの

形成原因をRoss　E・MGkinneyは（1働電学的作用によるもの，（2）化学的作用によるものの2つで

あるとしている。2）　　しかし後者は塩結合，あるいは直接的な化学績合によるものと思われその作用

範囲は電気2：重層の厚さにくらべて・」・さく，化学結合は多糖類よりなる細胞のきよう膜（細菌細胞の外

側に存在する粘性，膠状の厚い層でそれは菌体内で形成され防御的役割を果たしている）の低い化学反

応性からみてフロソク形成の初期の段階においては無視できるのではないかと考えられる。一方強擬拝

を受けるエアレーションタンクからの流出混合水を弱撹拝のフロック形成池に入れると撹拝によるせん

断力で大きくなれなかったフロックの成長が晃られる。5）　従って，本実験はフロック形成を界面動

電学的な見地よりながめることとしその方法として電気泳動法によるゼーター・ポテンシャルの測定を

行なった。

　本実験の踊勺は生物性のフロックの形成原因を界面動電学的に調べようとするときの足がかりのため

のi基礎的なデータを集めることとした。

璽電気泳動による界面動電位の測定乙）

粒子の泳動速度測定にはく形断面電気泳動セル（ブリツクス・セル）を用いた。その本体は石英ガラ

ス製で内寸法厚さ0．097㎝，幅2・0㎝，長さZ5㎝のものである。電極に：はHgおよびHg（㌶03）

の1509／ムKNO・の．窪703／4り濃度溶液を肺・た。

　測定粒子径は2～5μである。

　測定粒子個数はセルの上部静止帯で10個・下部静止帯で10個の計20個を測定しその各々の所要時

間の算術平均をもつてその条件下での所要時間とした。

　　測定随の計算式

荷電懸濁粒子の泳動速度と電場の強さとゼーター・ポテンシャルとの関係を示すのにヘルムホルソは

（1）式を毒えた。

　　　4πμ払
ζ謹

DH
…（1）

粒子がセル中の電気流動の影響を受けないとすると（1）式は（2）式のような実用単位系の式に書

き換えられる。

ζ＝
一4πμ

D
．．塗△．1×9X雀。・・．．
　t　　　乙　　　Rs

…（2）

（で），（2）式において

　ζ漏粒子のゼーター・ポテンシャル（7πV）

　μ＝セル中の液体の粘性係数（Poise）

u＝粒子の泳動速度（㎝／seG）
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　D篇水の透電恒数（無次元）

　4＝粒子の時間t内で泳動した距離（㎝）

　七＝距離4を泳動するに要した時間（seC）

　H一電場の強さ（e・S・U）

　A篇電位勾配に直角方向の泳動用セルの断面積（σの1

　乞＝泳動用セルを流れる直流電流（アπA）

Rs漏測定懸濁液の比抵抗（Ohm一㎝）

本実験の計算においてはD＝80を用い，4mO．0094㎝，A＝1．94翻であった。

　皿　実　　験

　実験に使用した下水，汚泥は金て札幌市真駒内下水処理場から採回したものである。この処理場の

処理：方式は分流式下水の標準活性汚泥法である。

　3一耀　生下水のエアレーション．

　本実験ではエアレーショ

ンタンクの流入直前の下水

404に返送汚泥穏4を　　弔

加え8～12℃の低温のも

とで504入りポリエチレ　　！

ン。。艸でエアレ㌶ヨ歪

　　　　　　　　　　　　　ζ
ンを行なった。これより採　ル
　　　　　　　　　　　　　　　一20　　　　　　　　　　　　　（mV）
水し遠心分離（ろ000r．p．m

－5分間）した．上澄水200

雇で希釈し電気泳動の測定

を行なった。その結果は図

5－1に示す。　　　　　　　　　一25　1　2　3　4　5　6　7　8　9　三〇11121314

顕微搬察・よる・… @　　　　　吻シ潮晦
目まではフロックの増加が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　図　3　－　1
認められその後は・一定とな

り9日目からはフロックの破壊が認められた。

　エアレーション開始後5日自までは直線的なゼーター・ポテンシャルの増加がみられ，その後はほ

ぼ三線的に緩慢にわずかのゼーター・ポテンシャルの増加が認められる。これは最初の5日間で急速

速なバクテリヤの増殖が起こり，それに伴ない急速に下水中の栄養分は消費される。その後バクテリ

アは内生呼吸相，あるいは死亡網に入りそれ以上のバクテリアの増殖は行なわれない。このためにそ

れ以上のゼーター・ポテンシャルの変化は認められなかったものと推論される。エアレーションの後

期にみられるフロックの破壊はフロックを構成しているバクテリアの自身の崩壊によるものと思われ

る。
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　3－2　人工下水のエアレーション

　生下水中には下水管中を流下する過程においてすでに形成されている生物性．フロックが含まれてい

る。従ってその形成過程をよりょく観察するためには溶解性物質を生物が採り，フロックを形成し始

める初期の実験が必要になる。そこで以下の実験においては人工下水を用いた。人工下水の組成は表

5一竃に示す。

　実験装置：実験装置は図5－2に示す。

寧ろ一1　人口下水の組成（㎎）

ヒ5タi。目

O　　　　　　o

S　　　　　　　0

X　　　　　　　　　σ

　学

@散
@気B球。

V．・

，裡空鄭．プ

図　5　－　2

　5－2｝1　フロソク形成過程の顕微鏡観察

　エアレーション開始時におけるバクテリア数は非常に

少数のためその開始50分後に認められる／」藻塊（宝0

～29μ）は1個のバクテリアが分裂しそれがそのまま

遊離することなく結びついているのではないかと思われ

るQ5時間後においては小粒子（フロック構成単位とす

る）の多数の発生が認められる。この時ゼーター・ポテ

ンシャルの急激な増加が観測された。それ以降のエアレ

ーションにおいてはほぼ一定のポテンシャル（約一奄7

那V）を示しこの時小粒子の数の減少が認められた。こ

れは小粒子は相互の吸合作用でフ窟ツクを形成．したり，

また平行して既成のフロックに吸着されたものと思われ

る。この場念のゼーター・ポテンシャルの変化は図5－

5に示すようである。カオリン（50P・P・鵜，ヤ200

メツシユ通過）を無機性の共存懸濁質として入れた孫の

実験を次に行なったがその変化は図一ろ一4に示すよう

である。この時にはエアレーションが50分ないし歪時

間でフロック形成が認められた。この時のポテンシャル

は一25mV位であり5μ以下の粒子がフロック形成を

行なう（約一20磁V以上）には低すぎる。しかしエァ

ペプトン

肉エキス
尿　　　素

塩免ナトリウム

塩化カルシウム

硫酸マグネシウム

館二隣酸カリウム

第一隣i酸カリウム

5750
25DO
　625
　窪50

　　75

　　5G

4000
10DO

希釈水 104

一15

ζ

ぢ

；

ζ一2c

ル

｛mV｝

　25

ζ3・・

馬

素

ζ

ζ15‘」

、㌫｝

100

G　　l 2　　3　　4　　5　　6

　　　エアレーション時間α㍑｝

　　8
PH

　　7

0　　玉　　2　　3　　4　　5　　6

　　　　　　エアレーション時間（hr｝

G　　1　　零　　3　　4　　5　　6

　　　　　　エアレーション時1瑚（轟r｝

図　3　－　5
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シーシヨンの増加に伴なって高ポテンシャル粒子（負側

であるからポテンシャルの絶対値は低下する）の増加が

認められるのでこの粒子同志でフロソクを形成するので

はないかと思われる。

　5－2－2ジゼーター・ポテンシャルによる粒子の分

布

　入船下水に対する種付には純粋に培養されたバクテリ

プPseudGmonas　daGU皿haeの1白金耳を用い生

下水中に混在する未知成分の影響等を無くして実験を試

みた。カオリン50p．p・皿を添加共有させエアレーシ

ョンの進行と共にそのポテンシャルの変化していく状態

を測定した。測定粒子個数は毎回80個とした。

．エアレーションを行なって形成されたフロックはその

ままでは泳動セル中で速やかに沈殿し測定ができないの

で，フロックを測定可能な大きさにまで細分するのに市

販のミキサーで行なった。

　実験結果は図5一5に示す。4時間程度でフロソク形

成が見られ，72時間程度で人工下水申の栄養分はバク

テリ・アによつて殆んど利用あるいはバクテリア表面に吸

着され，バクテリアはフロソクを形成しエアレーション

タzクの底に沈積したQ

椋

内

数

エアレーンヨンド寺田」Oh「

一30　　　　胸t〔》　　　一30　　　　－20　　　　－10　　　　　〔）

　　　　　　　　　　　ζ一ポテンシャル（r酷り

　　｝20ζ

　！

グ

；

ζ

ル　　『25

（mV）

（mV）

一30

3〔｝

20

1G

o

－5〔｝　　　rl〔〕　　　一30　　　－2〔｝　　　一1〔） o

4hr

200

150

100

　　8’
P匠1

　　7

摯　・・

駿　，。

　　叱

G　　1　　2　　3　　4　　5　　6

　　　　　　エアレーション時間α1r）

0歪23456　　　　　　エアレーション時置（hr）

0　　1　　2　　3　　4　　5　　6

　　　　　　エアレーション時間（hr）

図　5　－　4

「2‘，

．且o

o

2σ

日〔1

峰

6卜r

5〔》　　　一4〔炉　　　一3〔〉　　　一2〔」　　　一且〔｝　　　　・（，

　　　　　　　　ζ…ボラ．「ンンヤル｛mV｝

　　　　　　　　　　　　8hr

30

20

10

0

50　　－4ポ1　　－31，　　一21，　　一紛　　　ε

　　　　　　　　　　　　lOhr

一5‘，　　　　　一4〔｝　　　　　一39　　　　　　鼎2〔，　　　　　　一一牽1｝　　　　　　　〔｝

20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12翻r

綿

ll

一50　　－4（1　　－3（，　　一2〔｝　　＿1じ　　　δ

20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乏4hr

lo

O

一53　　　　　　－4D　　　　　　－30　　　　　　－2G　　　　　　－10

　　　　麹蕊一5・　窟

0

噛騎　　　　一4G　　　－30　　　－20　　　．一10　　　　0

図5－5
2
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腰

20

1D

o

16hrr

2（，

互0

0

20

且0

0

…50　　　－4〔｝　　　一3〔1　　　－20 一1し｝　　　　o

ζ一rぱテンシャル（mV）

　　　24hrr

5〔｝　　一10　　　－30　　　－2し｝　　　一1〔｝ ｛｝

72hr

一50　　　　　　－4（，　　　　　一3（♪　　　　　　一2巳｝　　　　　一1〔）

図5－5－　3

表　5 2

o

バクテリアの種類

ESGherlchia

PseudOmOnus

混合バクテリア

COユi－1

ζ一ポテンシャル

一歪1．5mV

一丁z5

－16．4

・霧

ヨ

判

RepuIsive　Po之en之ial　Energy　Curve

Resultant　Interactioa　Energy　C蔑rve

o 湿職ax．

DistanceξrGm

Partile　surξace

凡Va顎der　Waals　Attractive　Energy　Curve
Particle

，

1 II

図　4
て

　最初せ熱範囲に分布していたカオリン粒子

界面動電位の分布はエアレーション時間の延長

と共に広がりはじめる。　10聴間位まではその

ピークが低ゼーター・ポテンシヤノL側にあるが，

それ以後は高方への移動の傾向がある。フロソ

ク形成には高ポテンシャル側（負業であるから

絶対値の低いことを言う。）が有利であること

を：考えると低い絶対値を持つた粒子の存在がフ

ロック形成現象を解く1っの鍵ともなろう。

　3－3　ある種のバクテリアで優先されたフ

日ツクのゼーター・ポテンシャル

　エアレーションに用いる空気は昇胆水で洗浄，

殺菌をしたものを用い，5日間エアレーション

して後測定した。その結果は表3－2に示すQ

フロックの量でこの5者を比較すると相対的に

ゼーター・ポテンシャルが低い絶対値を持つ

EscheriGhiaの場合が多く他の2者は

同程度の大きさのポテンシャルと同程度の量を

腐していた。このことはバクテリアの種類によ

ってゼーター・ポテンシャルが異なる一：方，生

物性フ識ツクの形成原因の1つに動電学的作用

があることを推論させるものと：考えられる。

　　　　　　　　　W結　　論

　　　　　　　　　生物性フロソクの形成は次

　　　　　　　　のような諸段階に分けうるも

　　　　　　　　のと推察される∩

　　　　　　　　　（1），生物自体の増殖に

　　　　　　　　よる集塊の形成。

　　　　　　　　　（2），（窪）によって形

　　　　　　　　成された集塊同志の2次的結

　　　　　　　　合に界面動電学的作用が問題

　　　　　　　　となる段階。

　　　　　　　　　（1）はさらに（a）生物

　　　　　　　　が有機性固形丹州をイ亥として

　　　　　　　　増殖し集塊を形成するもの，

　　　　　　　　（b）生物自体が主に分裂増

一6一
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殖し，その分裂した各々が分離しないで集塊を形成するものとに分類されよう。懸濁粒子（集塊）間

の凝集の問題は図一4－1に示すようにフロソクを形成しようとする粒子間の相互作用のエネルギー
マド

を：考えることによつて理解されよう。粒子相互間に働く力は粒子同志が合成相互作用エネルギー曲線

の極大点（皿皿ax）よりも遠方にある場合く厳密には合成曲線の値が0となる点より外側にある場合）

は界面動電学的反町力が作用し，このエネルギー障壁が粒子の合一をさまたげる1つの因子となる。

この点よりも内側に粒子同志が緩していれば，プアン．・デア・バールスの力が常に車越し更に化学結

合力等のより強力な力も作用して粒子同志は結合している。生物性粒子（集塊）においても遠方にあ

髣ｱ子が接近し集塊する場合は水道にぶける凝集フ・ツク形成の場合などのものと同様であるが（範

1囲H）・自己増殖などの場合のように内側から舞が大きくなって行く様な場合はファン・デァ・バー

ゾルスの力とさらに至近距離においてプアン・デア・バールスの力よりもさらに強力な化学的力や他の

何らかの力が作用している（範囲1）と思われる。従ってフロック形成段階の（1）．において

は麟4一霊における工の範囲の距離内での作用であり界面動電学的反擬力による作用は影響しない。

（2）においては∬の範囲でのフアン・デア・バールスの力や界面動電学的力の作用によるものが最

大の現象支配因子となるであろう。

　以上のことは高ゼーター・ポテンシャル（絶対値　）における集塊の出現，低ゼーター・ポテンシ

ャル（絶対値）一粒子の出現時に郭ける大集塊（フロソク）の形成によって推察される。

　バクテリアの種類によって各バクテ’リ．アフロツクのゼーター・ポテンシャルが異なったことはバク

テリアの表面の界面動電学的性質の差異によるもので各種バクテリアのフロック形成能の差違を示す

ものと思われる。

V　：文

（1）

（2）

（5）

献

Brother　Joseph　McGabe　and　W・W

Eckenfelder；　BiQ工ogica：L　田reatlBent　of

Sewage　and　工ndus敬ial　Was．tes，
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