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研究代表者 今村 肇（経済学部総合政策学科） 
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キーワード／①社会的企業 Social Enterprise 

            ②社会的起業家 Social Entrepreneur 

      ③社会関係資本 Social Relational Capital 
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研究経過および成果の概要   

１．研究方法 
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人口減少・高齢社会の日本において、これから必要とされる介護・福祉など社会的サービスを、

政府や民営化による市場メカニズムでの供給に求めるのか、あるいは市民のイニシャティブによる

協働に期待するのかは、我々にとって重要な選択である。市民意識の発達した欧州を中心としてア

メリカ大陸、特にラテンアメリカにおいては、市場至上主義に対抗する営利を目的としない組織、

アソシアシオン（NPO）、協同組合、ミューチャリティ（互助組織）、財団などの組織によって構成

される社会的経済、あるいは連帯経済と呼ばれる、市場経済の中で社会的排除されている人たちを

助ける（兄弟愛もしくは友愛、相互の仲間意識）多元的な組織を包含し、哲学・理念によって市場

経済に対する「代替的な経済（Alternative Economy）」を目指そうとする流れがある。この研究は

10 年前に神奈川県の NPO・ワーカーズ・コレクティブの調査と、同時期のストラスブール大学の

ネットワークを通じたフランスの非営利組織の調査にはじまったが、その後、科研費等の取得によ

って CIRIEC（公共・社会・協同経済研究情報国際センター）や EMES（ヨーロッパ社会的企業研

究ネットワーク）等、社会的経済・連帯経済の国際研究ネットワークを通じての研究発表・調査・

プロジェクト参加をとおして、研究の蓄積と主要研究者とのネットワーク形成の両面で大きな進展

を見ることが出来た。 

本研究は、日本における非営利組織や協同組合・NPO などのサードセクター組織・市民社会組

織（CSO）がもつ、民主的なガバナンス構造と高い市民的イニシャティブに着目し、日本の人口減

少社会において社会サービス・福祉サービス供給を確保する政策体系のなかに、これらサードセク

ター・市民社会組織を組み込むための方策を、日本やアジアと欧州との比較研究によって具体的な

提言を目的とする。 

とりわけ、最近公共政策や社会的企業研究で注目が高まっている“New Public Governance”

や”Co-Production”、それを実現する個々の組織の水平的連帯のためのミクロ的基礎として研究代表

者が提案する”Relational Skills”をキーワードに、ヨーロッパの EMES,ISTR,CIRIEC など、研究

代表者・分担者がこれまで深く関わって貢献してきた、高い研究レベルの社会的企業研究ネットワ

ークと連携に基づく精密な現地調査、徹底した理論的・実証的比較研究の蓄積により、国際的研究

拠点として国内外に発信することを目指す。 

 具体的には、人口減少により懸念される日本の財・サービスの供給組織、特に社会的サービス供

給分野の人材不足克服のため、営利企業、非営利組織・社会的企業、政府・地方自治体間で組織の

垣根を超えた人的資本および社会関係資本の流動化の拡大による、社会的視野での有効な人材供給

とガバナンス構造の実現可能性を検討することである。多様化する社会的サービス需要に対応可能

な人的資源供給のために、財政や人口の制約が不可避な日本において避けられない検討課題であり

ながら、依然としてセクターごとの相互排他的ともいうべき個別の人材育成・ガバナンス構造から

脱却できない現状は、いちはやく克服しなければならない。そのため、今後日本の経済発展と福祉

社会の形成のため、欧州の社会的経済・社会的企業等による社会的サービス供給体制整備との較実

証研究をもとにした具体的な将来像を、ミクロ的・制度的視点から描くことを急務とする。 

本研究の特徴は、欧州の研究拠点の準備状況の密度の高さ、関係の稠密さである。1)これまでの

長年にわたるフランスとのネットワークに加えて、2)CIRIEC の社会経済の評価に関する国際比較、

3)スウェーデンの協働による社会的サービス供給、4)イタリアの社会的協同組合における労働イン

センティブ研究、5)イギリスの労働市場・教育訓練政策研究など、ヨーロッパを中心に、研究者同

士の信頼関係に基づく強固なネットワークを準備したことである。本研究の最大の特徴は、そこか
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ら得られる多元的で綿密な実証分析・制度分析による国際比較が行えることであり、その過程での

触発によって独創的な研究成果が生み出されつつあることである。 

 本研究の学術的位置づけで重要なのは、人口減少・高齢社会日本の政策実施や組織のガバナンス

において組織間の水平的連帯強化が重要であり、基本的プレイヤーである個人がもつ社会関係資本

的（ソーシャル・キャピタル）的なスキルを高める必要性に着目したところである。すなわち、こ

れまでの企業社会的な組織特殊的スキルは有効に機能せず、組織の垣根を超えた”リレーショナル・

スキル”によるガバナンスや社会ネットワーク構造の強化が期待される。このメカニズムは十分な解

明が行われていないうえに基礎となるシティズンシップの蓄積が日本では不十分であり、その喫緊

の課題に応える本研究の成果は、さらに雇用・労働や教育・訓練の研究成果と融合することで、組

織論や労働経済学の先端的学術フロンティアとなる。 

 

２．研究経過および成果の概要 

 現在までに出版・報告した研究成果は「研究発表」のところに書いたとおりであり、また、今年

度中に予定している研究成果もあわせて記入してある。詳細はそちらを参照頂きたいが、アジアに

まで広がる現在までの進捗状況は、想定以上の反響を国内外の研究者・実務家から頂いている。ひ

とことで現在までの進捗状況を申し上げると、「想定以上」の反響が国内外とりわけ海外の研究者・

研究機関から頂いている。すなわち社会連帯経済の国際会議組織である「モンブラン会議」や、い

ち早くアジアで社会的企業・協同組合関連法を成立させた韓国政府の社会的企業振興院からの国際

会議招聘である。紙幅の関係により一言で整理すれば、研究の交流そのものが「絆」の形成となっ

ている。さらに付け加えると、マイクロレベルの「絆」スキルから公共政策の領域でのメゾレベル

の「絆」まで実際に入り込んでの研究が行えて順調以上である。 

 そのことは、研究成果の交流による相乗効果だけでなく、我々の研究フレームワークに対する

様々なフィードバックを得られている状態である。具体的には、東アジアの研究ネットワークとの

コミュニケーションが密になることで、欧州との比較研究に「東アジア」という共通の軸が加わり、

より鮮明に日欧比較が行えるようになったことである。この研究にも関係するが、あらたにヨーロ

ッパと対峙する形で「東アジアの社会的企業モデル」を展開しようという試みがスタートすること

になった。そのため当初我々が企図した分析枠組みがより補強されることになり、理論枠組みと分

析計画をより綿密なものに修正していくあらたな必要が生じた。それが実現できれば、日・欧・東

アジアという比較の軸をうちたてて、その中で各国固有の、文化・歴史・社会・制度の次元を加味

した上での、共生のための「絆組織」「絆スキル」のあり方を抽出することができるようになった。

とりわけアジアとの交流で「起業家人材育成」の重要性が強く認識されるに至った。 

 東洋大学とストラスブール大学の共同シンポジウムにおいては、日仏経済・社会・労働の比較研

究を中心に両大学が積み上げた成果に基づき、いま大きく展開するグローバル共生社会のなかで、

今後日仏のイノベーションを支える力となる新たな人財像を提案した。シンポジウム１日目は、こ

れまでの成長を支えた「ものづくり」システムや産業政策から、経済の長期停滞と世界金融危機の

なかでの雇用労働市場の変貌、とりわけ失業・貧困・格差拡大や女性参画の障害から社会意識まで

の幅広い現状分析と問題提起を行った。2 日目には経済・社会が知識・創造性を活性化してイノベ

ーションを実現するためには、これまでの社会・組織慣行にとらわれず、高度な専門性と幅広い人

間関係、柔軟な感性を併せもつ創造的人財が必要であることを、「ナレッジ・エンジェルズ」の挑
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戦として提案した。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

研究の進捗状況として書いたとおり、研究をスタートさせた初年度から、新たにモンブラン会議

や韓国の社会的企業振興院、北京大学北京フォーラムからの招聘によって、より幅広い欧州と東ア

ジアを中心とした社会的企業・社会連帯経済組織の研究・実践ネットワークとの接点を拡大するこ

とができた。 

 そのことは、研究成果の交流による相乗効果だけでなく、我々の研究フレームワークに対する

様々なフィードバックを得られている状態である。具体的には、東アジアの研究ネットワークとの

コミュニケーションが密になることで、欧州との比較研究に「東アジア」という共通の軸が加わり、

より鮮明に日欧比較が行えるようになったことである。 

この研究にも関係するが、あらたにヨーロッパと東アジアを対峙する形で「東アジアの社会的企

業モデル」という試みがスタートすることになった。それだけに反省点・改良点でもあるが、当初

我々が企図した分析枠組みがより補強されることになったために、理論枠組みと分析計画をより綿

密なものに修正していく必要が生じ、現在その作業に鋭意取りかかっているところである。明確に

日・欧・東アジアという比較の軸をうちたてて、その中でそれぞれの国の文化・歴史・社会などの

次元を加味した上での、それぞれに固有の共生のための「絆組織」「絆スキル」のあり方を抽出す

ることができるようになった。 

 その上で、研究プロジェクトメンバーの役割分担により既存のものづくり組織や労働統合型社会

的企業、あるいは縦割りの法制度によるよこの絆への障害の影響とその除去の方策につい

て、”Co-production”、および ”Relational Skill”を軸にした、より具体的な成果を得ることが可能

となり、これらは社会的企業家を育成する現場においてもきわめて需要の高い素材となることがよ

り明確に期待されることとなった。 

最終年度にあたり重要なことは、海外の研究拠点を通じた”Co-Production”の実態と、必要なスキ

ル形成の比較実証研究のまとめである。これまでの成果をより深く掘り下げ、①ヨーロッパにおい

て組織の壁を超えた協働”Co-Production”による社会的サービス供給や調達に成功するためのイン

センティブ・ガバナンス構造、②そこでの様々な技能・経験や情報・ノウハウの伝播が行われるメ

カニズムの特徴析出、③そうした協働の過程において必要なスキル、とりわけ”Relational”な視点

に基づく各種スキルの必要性・有効性検証を行う。 

国際比較にあたり、社会的・連帯経済と社会関係資本が有効に機能して協働の実績を持つ地域を

重点的にとりあげ、協働にあたって自治体や営利組織との組織の垣根はどのように設定されるべき

か、組織を超えて活動することで協働の成功をもたらす望ましい人材像はどう実現されるべきかの

二つの視点から比較研究を整理。 

これまであつめた資料から、社会関係資本すなわちソーシャル・キャピタルの視点から、閉じた

「組織」ではなく、さまざまな社会的ニーズを充足するための広義の「組織」のあり方について、

また、そのなかに位置づけられる個々の多様な経済組織のガバナンスとインセンティブ構造のあり

方について整理・検討を行う。 

なにより本研究において重要なのは、「組織」の中だけでなく、非営利と営利あるいは非営利と

地方自治体など「組織」と「組織」の間において「個人」が持つべき人的資本や社会関係資本を高
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めるものとして”リレーショナル・スキル”（組織とは独立した対人関係スキル）である、イタリア

をはじめとしてそれが蓄積されている社会的企業・社会的経済をとりまく人的ネットワークに着目

した研究の整理を行う。 

さらに最終的には、研究成果をもとに持続的な共生のための「絆」組織・「絆」スキル形成のた

めの政策提言を行うこととする。これまでの研究領域の境界を越えて、雇用・労働や教育・訓練の

研究成果と融合することで、組織論や労働経済学に至るまでのこれからの日本やアジアの持続的共

生のための組織や人材のあり方を提言としてまとめる。 

 

Summary 

In this research period, we have worked in two main aspects. 1) The survey of precedent 

literatures of the current research attainment in this field. 2) Empirical research on current 

actuality of “Co-production” and “Relational skills” 

Since social economy enterprises in Japan have long been expected to be a primary 

contributor to the empowerment of public and social general interest service provision in the 

process of renewing the welfare system. European models of the collaboration between social 

economy enterprises and public authorities under independent citizenship participation have 

been the ideal model for Japanese social economy enterprises in the public policy sphere. 

However, such organizations have not yet attained a fully co-productive role in public policy in 

Japan. This is our point of investigation for the current and future positioning of the social 

economy enterprises in the Japanese public policy for social service provision. 

In that context, the effective sharing of human resources among the different social service 

provider organizations is inevitable to ensure the existence of the social economy enterprises in the 

public policy of Japan.  

Japanese human capital accumulation, especially of organization-specific human capital, is done 

through the sharing of management and governance within the organization. The mechanism for 

intra-organizational sharing of human capital between for-profit and non-profit enterprises should 

not be much different. 

A problem in this regard is the mutually exclusive mechanism of accumulation of 

intra-organizational social capital and inter-organizational social capital, owing to the longstanding 

concept of lifetime employment. The effective sharing of human and social capital among the 

different sectors will make creating a new platform for human and social capital development in 

Japan sustainable. 

Relational skills enabling the cooperation among the different sectors are especially required for 

people in the public sector. These skills include the mobilization of resource mapping for providing 

social services. The ability of various sectors to co-produce and co-construction will facilitate the 

cooperative structure. These abilities include the ability to grasp the reality, communicate, and 

improve systems. 

People in the private for-profit sector also require skills, namely social participation not through 

the workplace, but through regional and civil organizations. In addition, they need the ability to 
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change the work attitudes through negotiation and collaboration with other enterprises without 

concerns about past institutions and traditions. This would encourage the introduction of a 

corporate social responsibility (CSR) policy-designing process through flexible collaboration with 

third sector organizations. 

Meanwhile, people in private NPOs also require skills, namely strong professional and 

management abilities and the ability to share skills and information in their network without 

depending on their charismatic leader. 

Lastly, sustaining the Japanese society after “the Great East Japan Earthquake in 2011, it is 

required independent grassroots democratic bodies of civil society organizations, particularly 

cooperatives and NPOs. In addition, cross-sectoral collaboration and movement from the concept of 

lifetime employment and organization-oriented decision making to a grassroots democratic 

architecture of decision making is required. It is important to address lifetime employment because 

it affects decision making by promoting intra-organizational consistency, membership homogeneity, 

and low flexibility in organizing heterogeneous initiatives and cultures into a positive power. 

The theme of the symposium in 2015 was “Innovative Human Capital in the Global Symbiotic 

Society - Creative Challenge of “Knowledge Angels” for the future work and Economy: France and 

Japan –.“ Based on result piled up in the 30 years history of research and education exchange 

between Toyo University and University of Strasbourg, we first compared France and Japan from 

the point of economic, industrial and employment policy and also compare the consequences of 

those policies on production systems, labor market and citizen life. And, we discussed about the 

necessity of symbiotic nature in global economy. Then, we argued what kind of human capital or 

work style would be required to promote creative innovation of economy and society in France and 

Japan under global symbiosis society. One possibility was the “Knowledge Angels” in the Knowledge 

Intensive Business Services for creative innovation in France and Japan. Starting from the 

possibility of this hopeful human capital model, we extended our agenda into more innovative 

economic, industrial and labor market policies. 
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タイにおける被災後のコミュニティ開発プロセスと公衆衛生基盤の形成要因 

 

The Relationship between Public Health and Community Development after the Tsunami Disaster 

in Takua Pa, Thailand  

     

研究代表者 金田 英子（法学部法律学科） 

 

 

研究期間／平成 2７年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①コミュニティ開発 Community development 

            ②公衆衛生  public health 

      ③災害 disaster 

        ④復興支援 recovery support7       

⑤タイ Thailand 

 

平成 26 年度交付額／1,194,000 円 

 

研究発表／ 

論文： 

・金田英子「スマトラ沖地震１０年後の災害記憶と防災意識：タイ国パンがー県の高校生を事例とし

て」『東洋大学スポーツ健康科学紀要』13 号、pp1-4, 2016  

報告： 

・金田英子、川澄厚志、安相景、髙橋一男「タイにおける被災後のコミュニティ開発プロセスと

公衆衛生基盤の形成要因」『東洋大学スポーツ健康科学紀要』13 号、pp45-57, 2016 

 

１．研究方法 

 タイ国は 2004 年 12 月のスマトラ沖地震で、大規模な津波被害を受けた。とりわけ南部のパンガー県

は被害が大きく、復興政策の一つとして、初期の段階からバンマンコンプログラム（Baan Mankong 

Program、BMP：安心できる住まい計画）[以下、BMP 事業]を展開している。BMP とは、タイの国家

機関である Community Organisations Development Institute (CODI)によって、2003 年から開始され

た住宅建設への制度的プロジェクトのことである。 

 本調査研究では、平成 25 年度（2013 年）から 3 年間にわたり、このプログラムが展開されている、

Takua Pa 郡の、Ruam suk tawee sup (BMP1; 49 世帯)と Mittra parb pattana (BMP2; 56 世帯)を対

象に、コミュニティ開発プロセスと公衆衛生基盤の形成要因について検討してきた。また、プロジェク

ト 3 年目からは、コミュニティとつながりの深い、地域の学校にも介入し、災害対策および防災教育の

現状にも視座を拡大し、調査研究を実施した。 

 

２．研究経過および成果の概要 

１）コミュニティでのインタビュー調査 
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具体的には、世帯ごとの出身地調査と、コミュニティの代表者へのインタビュー、コミュニティーマ

ップの作成などの継続調査を 3 年にわたり行い、人の移動や生活変化に関する前向き研究を実施した。

BMI 事業は、順調に進んでいるように見受けられるが、実際には、空きやが多くなってきたり、賃貸生

活のために人の移動があったりと、小さなコミュニティでありながらも年単位での生活の変化が確認で

きた。これが、開発プロセスに今後、どのような影響を与えることになるかについての詳細は、川澄が

現在、分析・執筆中である。そしてその進捗状況についてを、最終報告書に詳述している。 

２）学校でのインタビュー調査 

Takua Pa Senanukul School の 3 校を訪れた。それぞれの学校で、現在、津波を初めとする自然災害に

対して、どのような教育や訓練が実施されているかの聞き取り調査を行った。また、Takua Pa 

Senanukul School では、教科として、いつ、どのような内容を教育目標としているか、社会科および

理科の指導要領のコピーを入手するとともに、担当の教員から話を聞いた。これらの調査を総括すると、

大まかに、以下の点が明らかとなった。 

10 年が経過した時点で、津波のことを記憶している生徒は全体の 11.3％、覚えていないと回答をした

生徒は 83.1％であった（n=727）。海から現在の居住地まで、バイクでの所要時間により分類した生徒

の津波の記憶は、表１のとおりである。海岸近くに居住している生徒ほど記憶があり、海岸から離れて

いる地域に居住している生徒ほど記憶にない傾向がある。また、当時、家屋が全壊した生徒は 55 名

（7.5％）、被害を少し受けた生徒は 53 名（7.2％）であった。家屋が全壊した生徒のうち、津波の記憶

があると回答をしたのは 22 名だった。 

 今後の災害予想については、同様の津波が 5 年、あるいは 10 年以内に起きると思っている生徒が、

全体の 61％（n=716）であった。 

 また防災対策について、災害時に家族との待ち合わせ場所を決めていると答えた生徒は、30％（n= 

659）だった。さらに、災害時に備え、3 日分の食料を備えていると答えた生徒は、23％（n= 713）だ

った。防災訓練について、今後、学校以外での防災訓練が開催された場合に、参加する意志があるか否

かについては、参加したい（52.2%）、参加したくない（7.5%）どちらでもよい（40.3%）であった（n=719）。 

  

３．今後の研究における課題または問題点 

 プロジェクト開始から、現地での人間関係の構築に時間をかけてきた。したがって、助成対象期間は

終了してしまったが、今後も、なんらかの形で現地の人たちとのよい関係を保っていきたい。 

小学校や中学校では、ほとんどの子どもたちが震災を知らない、あるいは当時のことを忘れてしまった

年代になっている。その中で、いかにして災害記憶を風化させず、後世に伝えていくかも大きな課題と

いえよう。 

 

Summary 

The Enryo grant period ended in March 2016. Our study was carried out smoothly, and following is 

a summary of the project: 

 After the 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami, the Baan Mankong Program (BMP) 

for secure housing assisted in Thailand’s recovery process, with many other countries supporting 

the programme. BMP’s development work had an important influence on the state of public health 

within Thai communities following the disaster. This study clarified BMP’s contribution to 
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reconstruction efforts by examining its impact on public health, specifically through local school 

health education programmes. We conducted surveys in two separate communities in Namkhen 

Village, located in Thailand’s Thakua pa province, over a period of three years. 

 The survey items encompassed people’s relationship to BMP as well as their family’s 

composition, background, and economic and social status. We also surveyed the communities’ public 

health situation and created community maps. The first community study area was Ruam suk 

tawee sup (BMP1; forty-nine households), and the second was Mittra parb pattana (BMP2; fifty-six 

households). 

 We analysed the relationship between the surrounding community and the effect of school 

health education among high-school-aged children in each community. We found many 

commonalities between the two communities’ development processes. Although BMP2 maintained 

more environmental aspects compared to BMP1, the effect was not due to school-based health 

education. 

 In addition, we conducted a questionnaire study among high school students of the same 

areas in the last academic year too. The results showed that 10 years after the tsunami, 11.3% 

students remembered the disaster of the whole (N=727). The percentage of students whose houses 

were completely destroyed and partially damaged by the disaster was 7.5% (n = 55) and 7.2% (n = 

53), respectively. Of the students whose houses were completely destroyed, 40% (n = 22) 

remembered the event. 

 The percentage of students who thought that a similar tsunami would recur within the 

next five to ten years was 61% of the whole (N=716). The percentage of students who agreed on a 

meeting point with the family in case of a future disaster was 30% (n = 659). Moreover, 23% (n = 

713) students stockpiled a three-day supply of food. In the event a disaster prevention drill is 

conducted, the percentage of students who responded that they ‘want to participate’, ‘do not want to 

participate’, or ‘either’ was 52.2%, 7.5%, and 40.3% respectively. In sum, it was clear among the 

high school students surveyed that memories of the earthquake disaster had diminished with time 

and public health consciousness in expectation of future disasters was low. 
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アジア開発途上国における水供給・衛生分野の技術選択および 

普及手法に関する研究 

 

A Study on Spread of Method and Appropriate Technology for Water 

Supply and Sanitation in Developing Countries in Asia 

 

研究代表者 北脇秀敏(国際地域学部国際地域学科) 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①水供給   Water Supply 

            ②衛生    Sanitation 

      ③開発途上国 Developing Countries 

        ④アジア   Asia 

平成 27 年度交付額／1400,000 円 

 

研究発表／(1)学会および口頭発表 

・ 2015年ネパール地震３か月後の被災者の生活状況ー被災者の水使用に着目してー、

眞子、要旨査読有、国際開発学会、205 年 11 月 

・ ミャンマー農村部における電化による女性の収入向上の課題、小貫桃花、眞子岳、

北脇秀敏、農村計画学会（採用、4 月 9 日発表） 

・ 2015 年ネパール自身３か月後の被災者の生活状況、眞子岳、東洋大学国際共生社

会研究センター、ニュースレター10 月号、2015 年 

・ 空間デザインと知識，松行輝昌，ナレッジ・マネジメント研究，14，2016 年 03 月，

学術論文 

・ 社会的調整過程としての起業，松行彬子、松行輝昌，現代社会研究，13，2016 年

03 月，学術論文 

・ 「適正技術教育」への新たなアプローチに向けて 「Design for Life ー 

地域が変わるものづくり」プロジェクトを手掛かりに，辻田俊哉，市田秀樹，津田

和俊，敦賀和外，中内政貴，松行輝昌，Communication-Design， 

2005-2015，2016 年 03 月，大学・研究所等の報告 

・ 交渉過程としての建築Ⅱ：調整デバイスとしての空間デザインと契約，松行輝昌，

交渉学会誌，25(1)，2015 年 06 月，学術論文 

・ リノベーションまちづくりにおける交渉，松行輝昌，交渉学会誌（投稿中） 

・ 科学技術商業化の教育モデル（その２）受講者インタビューに見る日米教育効果の

比較考察，松橋俊彦、高田仁、加藤浩介、松行輝昌，第 13 回日本知財学会 

学術研究発表，2015 年 12 月，会議報告/口頭発表 

・ 科学技術商業化の教育モデル（その１）プロジェクト推進のプロセスに見る商業化
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促進メカニズムの考察，高田仁、加藤浩介、松橋俊彦、松行輝昌，第 13 回日本知

財学会学術研究発表会，2015 年 12 月，会議報告/口頭発表 

・ 技術商業化効果を兼ねた起業家プログラムの開発と実績，松橋俊彦、加藤浩介、松

行輝昌、高田仁，研究・技術計画学会 

第３０回年次学術大会，2015 年 10 月，会議報告/口頭発表 

 

(2) 著書 

・ 「第 3 章、関西圏－医療等イノベーション拠点、チャレンジ人材支援－」安田信之

助[編]『日本経済の再生と国家戦略特区』，松行輝昌，創成社，ＩＳＢＮ，4794431651，

2015 年 06 月 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

 研究代表者らのグループは、これまで科学研究費、厚生労働科学研究費などによりバングラデ

シュやカンボジアにおいて地下水のヒ素汚染による影響の軽減に関する研究を行って来た (p9研究

業績No.5参照)。また2011年度よりJICAの「バングラデシュにおける安全な水供給のためのBOPビ

ジネス事業協力準備調査(BOPビジネス連携促進)」に調査団員として参加し、実務的な水プロジェ

クトにも携わってきた。その過程でわが国の多くの優良な技術が普及しない一方で、中国等アジア

製の低コストの技術が低い耐久性にも拘わらず普及する現状を見てきた。そのためリバース・イノ

ベーション（現地の状況に応じたダウンスペック）や様々な主体を巻き込んだソーシャルビジネス

の考え方を取り入れる必要性を痛感した。グローバル化した世界でわが国の技術を途上国に普及さ

せるためには現地で得られた教訓に基づき、普及活動の実践を伴う研究が不可欠であると考え、本

研究の着想に至った。 

 研究における調査対象は、中国南方に位置する沿岸諸国を想定しており、西から順に南アジアのバン

グラデシュ、東南アジアのミャンマー、タイ、カンボジア、ベトナムと沿岸部に隣接する諸国が対象で

あった。ただしこれらの諸国を同等な密度で調査することは投入時間的に難しいため、現地調査と実証

試験を重点的に行う国はバングラデシュおよびカンボジアとした。これら両国の調査を行う際には、こ

の地域のハブ空港が立地するタイ経由で移動する。その際に研究協力者であるアジア工科大学とともに

タイに関する調査を合わせて行う。またミャンマーでは、同じく研究協力者であり、両国をフィールド

として活動している BAJ のネットワークを用いて情報収集を中心として研究活動を行った。 

 

２．研究経過および成果の概要 

研究経過としては、科研費を使用して包括的に実施している。特にミャンマーでは他の研究費も

投入して、ミャンマーへ現地調査を実施した。研究グループでワークショップやヒアリング調査を

実施し、情報収集を行った。 

成果としては、「ミャンマー農村部における電化による女性の収入向上の課題」、小貫桃花、眞子

岳、北脇秀敏、農村計画学会を投稿しており、平成 28 年 4 月 9 日に発表予定である。分担者の松

行も今後ミャンマーについて論文を執筆する計画である。 
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３．今後の研究における課題または問題点 

これまでの研究では、アジア各国で普及している水・衛生分野等の適正技術の分析、日本の技術の普

及の上での問題点の把握、技術の適正化に必要な要件の整理と家計分析を主に実施してきた。さらに

水・衛生設備や製品の普及活動を通じたソーシャルビジネスの可能性についてミャンマー国村落部にて

ワークショップを実施した。今後はこれらで得られたデータを基に、技術の適正化と普及モデルの構築

を行い、論文を執筆して行く予定である。 

 

 Summary 

This study is focusing on the spreading of methodology of water supply and sanitation for 

developing countries in Asia. Our research member participated with JICA project such as public 

and private partnership, it was called “Base of the pyramid business”. This JICA project was 

implemented in Cambodia and Bangladesh. We aimed to spread the Japanese technologies for 

improving issue such as SDGs in developing counties. This research implement on our experience of 

JICA and so on.  

This research was implemented in Myanmar and Bangladesh in this fiscal year. Dr. Kitawaki 

researched in Bangladesh about water supply and sanitation. Especially, he checked water 

qualities and soil of contamination. Dr. Matsuyuki and Manago visited to Myanmar to research 

water supply system and spreading system for water supply in rural area.  

These result of research was being corrected. We are going to plan to publish the thesis from 

these date.  
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理工学部英語カリキュラムにおける 

学生の英語習熟度とモチベーションの調査 

Investigation of engineering students’ English proficiency and motivational change 

  

研究代表者 岩本 典子（理工学部生体医工学科） 

 

研究期間／平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①EFL EFL 

            ②理工学部生 Engineering Majors 

      ③モチベーション Motivation 

        ④質的研究  Qualitative Research 

      ⑤縦断的調査  Longitudinal Study 

平成 27 年度交付額／ 149,000 円 

研究発表／口頭発表 

     ・English Proficiency Growth and Motivational Change of First-Year Undergraduates 

            大学英語教育学会国際大会 平成 27 年 8 月 29 日口頭発表 

 

研究経過および成果の概要   

１．研究方法 

本研究では、これまでに測定した理工学部生の 2 年間に渡る英語能力の変化とモチベーションの変動

に基づき、インタビュー調査を実施した。昨年まで実施したアンケート調査の質的分析の結果、「英語

学習意欲」の有意の低下がみられたため、インタビュー調査では大学入学後の英語学習意欲変化の理由

について聞き取りをした。 

①インタビュー調査 

 本研究の被験者である理工学部 3 年生のうち 50 名を任意抽出し、個別インタビューを実施して、大

学 2 年間の英語学習意欲の変化とその理由について述べてもらった。 

②インタビューデータの分析 

 IC レコーダーに録音した音声データを分析した。 

 

２．研究経過および成果の概要 

インタビューした学生を、モチベーションの下がったグループ（Low-Low Group）、モチベーシ

ョンが最初は低下したがのちに上昇したグループ(Low-High Group)、モチベーションが 2 年間高

いままであったグループ(High-High Group)に分けて、モチベーションの低下または上昇の理由を

分析した。 

① モチベーションの下がったグループ（Low-Low Group） 

これまで大学生の英語学習に対するモチベーションを調査した多くの研究において、大学入学後

にモチベーションが低下する傾向が示されてきた。大学受験というプレッシャーが無くなった後、
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多くの大学生は、自分の専門科目や課外活動などに興味が向き、英語に対する学習意欲は下がって

しまうと言われている（e.g., Hayashi, 2005; Sawyer, 2007）。本研究で Low-Low グループ学生の

モチベーションが下がった最大の理由は、これまで大学受験のために英語を学習してきたが、受験

後、英語を勉強する目的や理由を見失ってしまったというものだった。そのため必修英語授業では、

単位取得のための英語学習となり、やる気が低下した。2 年生になると専門科目の実験やレポート

の課題が多くなり、さらに英語学習から離れていってしまったという意見が多く聞かれた。 

② モチベーションが低下して上昇したグループ(Low-High Group) 

Low-High グループ学生も、Low-Low グループと同様の理由で大学入学当初はモチベーションが

低下したが、途中からいくつかの理由でモチベーションが上昇した。まず短期留学を経験した学生

は、現地で英語によるコミュニケーションを体験し、もっと英語を勉強しなければいけないと感じ

たと述べた。また、英語を使用する授業を受講した学生は、留学をした学生と同様に、英語の重要

性に気付いてモチベーションが上がったと答えた。さらに 2 年生の後半就職活動が間近になってき

た時期に、ガイダンス等で就職や仕事で英語が重要であることを知って、英語を勉強するようにな

ったという学生もいた。 

③ 高いモチベーションを維持したグループ(High-High Group) 

大学入学当初から 2 年間高いモチベーションを維持していた学生にその理由を聞いたところ、モ

チベーションが低下したグループとの一番の違いは、英語を勉強する目的を持っていたということ

だった。このグループの学生には、例えば大学在学中に留学をする、英会話力を伸ばすという明確

な目標があった。また高校時代から英語の重要性について認識しており、将来は仕事や研究で英語

を使う必要性を感じていた。さらに全員が英語学習を楽しいと感じる内発的動機も持っていること

がわかった。 

 

Low-Low, Low-High, High-High の 3 グループを分析した結果、大学入学後に英語学習の理由や

目標を見出せない場合、モチベーションが低下する傾向にあることがわかった。しかしその後、留

学や授業で英語を使用する経験を得たことにより、英語の重要性を認識し、英語学習のやる気が出

たということがわかった。さらに、就職活動を通して英語の重要性を認識した学生も多かった。 

これらの結果から、学生の英語学習モチベーションを高めるため、平成 28 年度からの新カリキ

ュラムでは以下の 2 点に焦点を当てたい。 

① 英語に触れる機会の増加 

 平成 28 年度は英語による授業数の増加により、語学の授業以外にも基礎科目や専門科目で英語

を使用する機会が多くなる。さらに Global Communication Space の設置により、授業以外にも学

生が英語に触れることができるようになる。 

② キャリア教育を取り入れた英語授業 

 将来のキャリアを見据えて 1 年次から英語授業の中で英文履歴書を作成させる。将来の英語力な

どの目標を設定させ、英語学習の動機づけを図る。学期ごとに履歴書を更新することで、目標の達

成具合を確認し、さらに新たな目標の設定をさせる。 

 

３．今後の研究における課題または問題点 

  平成 28 年度から始まる新カリキュラムの学生においても引き続きアンケート調査を実施し、今回の
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旧カリキュラムの学生の結果と比較・検討していく予定である。 

 

Summary 

This study investigated engineering students’ L2 motivational change over two years using 

questionnaire data. Following a statistical analysis, student interviews were conducted to 

investigate the reasons for motivational change. One-on-one interviews were conducted with 50 

students who were also participants in the quantitative study. The participants were divided into 

three groups; those who had decreased L2 motivation over two years (Low-Low Group), those who 

had decreased L2 motivation at first but later increased it (Low-High Group), and those who 

maintained high motivation during two years (High-High Group).  

With Low-Low group students, the reason why they had decreased motivation to study English 

after entering university was investigated. The primary reason was that after finishing their study 

for university entrance examinations, the number of reasons they had to study English decreased. 

While Low-Low group students decreased L2 motivation further during the second year, Low-High 

group students improved motivation for several reasons. Overseas experience in which they spoke 

English in genuine situations made them realize the importance of English communication. Even 

though they did not go abroad, some increased motivation by engaging in authentic L2 

communication in university classes. English use for job hunting and future research is also a 

reason why some Low-High group students had increased motivation, especially during the second 

semester of the second year. Finally, High-High group students were able to maintain high 

motivation over two years because they had various reasons to study English such as study abroad 

or job hunting. Moreover, what distinguishes High-High group students from other groups is that 

High-High students are all intrinsically motivated: they all said that they liked English, and they 

especially enjoyed speaking English. 

From these results, we are able to suggest some implications for the new curriculum that starts 

in 2016. First, as it was found that English exposure is effective to increase L2 motivation not only 

in a study abroad program, but also in university classes, the new curriculum will offer more classes 

where students can engage in authentic English communication that will help enhance their 

motivation. Secondly, some elements of career education are to be offered in required English 

classes, such as writing an English resume that requires the students to set goals for their English 

achievement and future career. In a future study, L2 motivation of the students in the new 

curriculum will be investigated and compared with the present results.  
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アナモックス菌群を用いた畜産屎尿発酵液肥の処理技術開発 

Development of a livestock wastewater treatment technology  

using anammox bacteria 

 

研究代表者 角野 立夫（生命科学部応用生物科学科） 

 

研究期間／平成 27 年４月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

キーワード／①廃水処理 wastewater treatment 

      ②アナモックス菌 anammox bacteria 

      ③畜産廃水 livestock  wastewater 

      ④固定化微生物 immobilized microorganisms 

      ⑤アンモニア性窒素 ammonium nitrogen 

平成 27 年度交付額／1,520,000 円 

 

研究発表／学会発表 

学会発表 7件 

(1)田畑 良祐、北澤 卓也、三界 雅忠、毛塚 杏奈、角野 立夫：流動床式生物膜リアクターを用い

たアナモックスプロセスに関する基礎検討、化学工学会秋季大会（北海道大学、2015/9/9-11）  

(2)北澤 卓也、田畑 良祐、角野 立夫：下水処理向けアナモックス担体投入型循環変法にお ける水温

の影響、 化学工学会秋季大会（北海道大学、2015/9/9-11）  

(3)北澤 卓也、田畑 良祐、角野 立夫：実下水を用いたアナモックス担体投入型循環変法の検討、 

日本水処理生物学会第52回大会（北九州市、2015/11/11-13） 

(4)田畑 良祐、北澤 卓也、角野 立夫：流動床生物膜担体でのアナモックス菌群の高速付着、 日本水

処理生物学会第52回大会（北九州市、2015/11/11-13）   

(5)三界 雅忠、田畑良祐、角野 立夫：アナモックス菌群を用いた懸濁粒子法における生物膜形成の

検討、化学工学会桐生大会（2015/11/27）   

(6)海老根会、高品知典、角野立夫：生物膜と包括担体を併用したSNAP法による窒素除去の試み、

日本農芸角学会2016札幌大会（札幌、2016/3/30） 

(7) 佐久間智士、菅野匠、北澤卓也、角野立夫：アナモックス担体投入型循環変法を用いた下水と

養豚廃水の処理特性、第53回下水道研究発表会（2016/7/27～29） 

 

展示会、講演会 4件 

(1)角野立夫：東洋大学研究成果・シーズ展2015（朝霞キャンパス、2016/11/25）  

(2)角野立夫：微生物固定化法による水処理技術、情報機構セミナー（東京、2016/1/26）  

(3)角野立夫：次世代包括固定化微生物技術、川崎国際環境技術展2016 

（川崎、2016/2/18～19）  

(4) 2016ＮＥＷ環境展・地球温暖化防止展（東京ビッグサイト2016/5/24～27） 
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新聞、雑誌掲載 2件 

(1)日経産業新聞「下水処理、利用する細菌固定」（2015、11月19日）  

(2)日経ビジネス（2015年12月28日・2016年1月4日合併号）  

 

研究経過および成果の概要 

１．研究目的 

畜産屎尿発酵液肥にはアンモニア性窒素が 1000～2000mg/L 含有され、農地に散布すると悪臭を生じ

且つ地下水汚染の原因となる。液肥のアンモニア性窒素を 100mg/L 以下にすることにより、液肥窒素

成分の適正化を図る。曝気と還元力（メタノール）の供給が不要なアナモックスプロセスの養豚廃水へ

の適合性を実験とコストの両面から検証し、適正な液肥に調整するための低コスト窒素除去技術を開発

する。 

目標：畜産屎尿発酵液肥のアンモニア性窒素を 100mg/L 以下にするシステムの構築 

      処理水 NH4-N 濃度 夏場＜50mg/L、冬場＜100mg/L 

 

平成 27 年度は、昨年度に選定した固定化方法（生物膜法と包括法）を用いて高速培養と畜産廃水への

適用を検討するとともに、アナモックス菌の純粋分離条件について検討した。 

 

２．実験方法 

２．１ 懸濁粒子型リアクターを用いたアナモックス菌群の高速大量培養方法 

前年度に引き続き懸濁粒子法によるアナモックス菌群の生物膜形成について、生物膜形成のための補

助剤（プロピオン酸）添加の効果について検討し、高速培養の可能性を検討した。 

（１） 実験装置 

 実験装置の概略図を図 1 に示す。装置は反応容積 9.3 L のリアクターを用いた。装置の上部から原

水を流入し、装置側面の排水口から処理水が流出する構造とした。また、反応槽を 120～200 rpm で撹

拌した。 

（２）供試担体 

 球状の多孔性ポリビニールアルコール（PVA）樹脂担体（4 mmφ）を反応槽に充填率 20 ％の割合

で充填し、F 市下水処理場の汚泥から集積培養したアナモックス汚泥を種汚泥として用いた。 

（３）供試廃水と運転方法 

 原水は NH4-N 濃度 50～120 mg/L、NO2-N 濃度 50～80 mg/L の無機合成廃水を用いた。プロピオ

ン酸 0.1 mol/L を 2 時間ごとに 3.6 ml 添加した。装置内の温度は 30 ℃に制御をし、pH 制御は行わな

かった。滞留時間は 0.6～15 時間の間で推移させ、原水流量を増加させ負荷を増大させた。また、微量

金属をイオン交換水に溶かし作成したトレースエレメント（Trace Metal Solution，TMS）2 種を原水

1L ごとに各 1ml ずつ添加した 1)。 

●運転条件 

  ・リアクター容量：9.3L 

  ・担体充填率：20％ 

  ・HRT：0.6 ～ 15ｈ 

  ・撹拌強度：120 ～ 200rpm 
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  ・温度：30℃制御 

  ・プロピオン酸添加：2 時間ごとに 3.6ml 添加 

 

図 1 実験装置概略図 

 

２．２ 包括固定化法での畜産廃水処理の検討方法 

畜産糞尿発酵液肥のアンモニア性窒素を 100mg/L 以下にするシステムの構築として、これまで集積

培養したアナモックス菌群を包括固定し養豚廃水の処理を検討した。 

（１） 実験装置 

実験装置は既報 1)より引き継いだもので図２、３に示す。装置フローは脱窒槽, 硝化槽および処理水

槽からなる。また, 処理水槽から脱窒槽へ硝化液の一部を循環させた。脱窒槽および硝化槽の容積は 1.3 

L とし, 脱窒槽では常時スターラー撹拌を行った。 

 

（２）供試担体 

下水処理場の活性汚泥をポリエチレングリコール（PEG）系のプレポリマで包括固定化し, 3 mm 角

に成形したものを脱窒担体（充填率 5 %）および硝化担体（充填率 10 %）とした。AX 担体（充填率 5 %）

は, アナモックス細菌を集積した汚泥を PEG 系プレポリマで包括固定化 1)したものを用いた。なお, ア

ナモックス担体は脱窒速度 20 kg-N / m3担体/d になるまで合成廃水で馴養したものを用いた。 

（３）供試廃水と運転条件 

原水は茨城県の大木牧場（養豚場）の養豚廃水（BOD10,000 mg/L、NH4-N1,500～2,300 mg/L）を

供試した。原水にはトレースエレメント（微量金属）溶液と必要に応じてリンとして Na2HPO4・12H2O, 

を添加した。運転条件は, HRT 24 h、 25℃、循環率 3～6Q とした。 
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図２ 養豚廃水処理の処理実験装置 

 

運転条件

図3 実験装置の概略図

3Q

1Q

原水ポンプ有機物ポンプ

有機物

1.3L脱窒槽

スターラー

1.3L硝化槽

処理水タンク

処理水

循環ポンプ

循環液 原水、有機物流入

 

図５ 養豚廃水処理の処理実験装置 

 

２．３ アナモックス菌の純粋分離の検討方法 

（1）超音波処理条件の検討 

超音波発生装置（TOMY 精工 UD-201）を使用し、本学角野研究室の集積培養装置内の不織布から
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採取したアナモックスバイオフィルムの超音波による分散を行った。1min、DUTY 100 の条件下で、

出力を OUT PUT 1、0.5、0.5 以下と変えることで出力を検討した。また、OUT PUT 1、DUTY 100

の条件下で、処理時間を 1min、2min、3min と変えることで処理時間を検討した。分散状態は顕微鏡

を使用して観察した。 

（2）DAPI および CFDA による染色 

 OUT PUT 1、3min 間の条件で超音波処理を行った菌体を、核酸を染色する-Bacstain- DAPI solution

と生細胞を染色する-Bacstain- CFDA solution で二重染色した。DAPI により染色された細胞は紫外線

励起光下で青色蛍光を発し、CFDA により染色された細胞は青色励起光下で緑色を発する。この染色し

た菌体を蛍光顕微鏡で観察し、比較をすることで、超音波処理によるダメージで菌が死滅していないか

確認した。 

 (3)FISH 法による菌叢解析 

超音波未処理のアナモックスバイオフィルムおよび超音波処理後の菌体において、アナモックス菌と

硝化菌の存在や位置関係を確認し、超音波分散後のアナモックス菌の生存を確認するため、FISH 法に

よる菌叢解析を行った。解析にはアナモックス細菌の 16S rRNA 遺伝子に特異的な Amx820 および

Nitrosomonas の 16S rRNA 遺伝子に特異的な Nso190 の 2 種類のプローブを用いた。 

 

２．４ 分析方法 

（１）水質分析方法 

水質分析項目は, アンモニア性窒素 (NH4-N)、 亜硝酸性窒素 (NO2-N)、硝酸性窒素 (NO3-N)、全窒

素 (T-N)、 溶解性の全有機体炭素 (S-TOC)、生物学的酸素要求量 (BOD) の 6 項目とした。T-N は

TOC-V CPH/CPN (TNM-1)、 BOD は JIS-0102 に準じ、分析した。 

（２）リアルタイム PCR 分析方法 

アナモックス菌群が有するヒドラジン酸化還元酵素遺伝子 hzo 遺伝子を標的として、担体１ｇ当たり

のコピー数を調べた。DNA 抽出方法は MORA-EXTRACT kit (Kyokuto Pharmaceutical, Tokyo)を用

いて行った。PCR ではプライマーをヒドラジン酸化還元酵素遺伝子 (hzo 遺伝子：hzocll F1 2）- hzocll R2 

2)) とし, スタンダート DNA を Uncultured planctomycete gene for putative  hydrazine 

oxidoreductase, partial cds, clone：TCU121201 (AB795271) (hzo 遺伝子コピー数測定用) とした。ス

タンダード試薬は SYBR®Premix Ex TaqTM Ⅱ (Tli RNaseH Plus)(Takara, Shiga)を用い, リアルタイ

ム PCR 装置は Rotor-GeneTM Q (QIAGEN, Germany) を用いた。 

 

３．結果 

３．１ 懸濁粒子型リアクターを用いた生物膜法でのアナモックス菌群の 

高速大量培養の検討結果 

 T-N（全窒素）除去速度の経日変化を図４に示す。運転開始後 80～100 日目にかけて除去速度が若干

向上し始めた。その後、滞留時間の短縮に伴って、T-N 除去速度が急速に増大し、最大速度が 3.15 

kg-N/m3・d を得た。除去 NO2-N/除去 NH4-N 比＝1.0～1.8 となりアナモックス反応が確認され。これ

まで懸濁粒子法では生物膜が剥離し易く生物膜の形成が困難であった。アナモックス菌群が生物膜形成

した要因は、プロピオン酸添加により従属栄養細菌が生育し、生物的な緩衝作用が働いたためだと推察

した。また、生成された NO3-N が 0.2～16.1 mg/L と比較的少なかった。これは、NO3-N がプロピオ
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ン酸添加により生育した従属栄養細菌が NO3還元を行い、生じた NO2-N がアナモックス反応に利用さ

れたと推察した。この結果、アナモックス菌群が付着しやすい環境が維持され生物膜形成ができ、T-N

除去速度が向上したと考えられる。 

 本研究の結果から、アナモックス菌群を用いた懸濁粒子法における流動床生物膜形成は、NH4-N 濃

度 50～120 mg/L、NO2-N 濃度 50～80 mg/L でプロピオン酸を添加することにより形成ができること

が示唆された。 

 

 

図４ T-N 除去速度の経日変化 

 

アナモックス反応では ΔNH4-N と ΔNO2-N の反応比が約 1：1.3 の割合である。そこで運転結果から

ΔNH4-N 及び ΔNO2-N を算出し、その反応比を図５に示す。赤い線で示したものが報告されている理論

値 ΔNO2-N/ΔNH4-N＝1.3 である。図５を見ると、プロットが 1.5 ～ 3.0 に分散し、亜硝酸の消費の割

合が大きかった。図５で示した運転結果から硝酸の生成濃度を算出し図６に示す。また、原水の NH4-N

濃度から硝酸の生産量の理論値を算出した結果も示す。生成された硝酸が理論値より少ない結果になっ

た。アナモックス担体のリアルタイム PCR 法による解析結果を表１に示す。リアルタイム PCR のコピ

ー数と脱窒速度が必ずしもリンクせず、今後さらにデータを蓄積する予定である。 
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             図５ NO2-N/NH4-N の反応比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ NO3-N 生産量の経日変化 
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表１ アナモックス担体のリアルタイムPCR法による解析結果 

運転日数 

(日) 

脱窒速度 

（kg-N/m3/day） 

リアルタイムPCR、hzo 

(コピー/g-担体) 

132 0.31 1.82×1010 

299 3.27 1.40×1010 

618 2.29 1.68×1010 

 

 

 

３．２ 包括固定化法での畜産廃水処理の検討結果 

畜産糞尿発酵液肥のアンモニア性窒素を 100mg/L 以下にするシステムの構築として、これまで集積

培養したアナモックス菌群を包括固定し養豚廃水の処理を検討した。結果を図７に示す。運転 593～605

日目で処理水 NH4-N 9～40 mg/L 、T-N65～97 mg/L 、T-N 除去率 85～97％を得た。その後 606～634

日目で処理水が悪化した。りんの不足が考えられ、635 日目からリンを添加した。その後、処理水は安

定し 635～658 日目に処理水 NH4-N 20mg/L 以下、T-N427～590 mg/L 、T-N 除去率 75～85％を得た。

660 日目に負荷 0.2kg-N/m3/day に上昇させ運転した。処理水 NH4-N 51～414mg/L に悪化し、T-N427

～603 mg/L 、T-N 除去率 63～81％を得た。TOC/N 比に伴う窒素除去率の変化を図８に示す。原水の

窒素濃度および TOC/N 比の低い条件下において, T-N 除去率が理論線より高い傾向が得られた。全窒素

量に対する脱窒量の寄与率（AX 寄与率）を図９に示す。RUN１～2 の期間でアナモックス寄与率が高

く 16～18％であった。その後負荷を増加させるとアナモックス寄与率が低下し 2～6％になった。これ

らのことから今回の実験範囲では負荷 0.16～0.18 kg-N/m3/day の範囲で運転することによりアナモッ

クス反応が進行しながら処理水 NH4-N 9～40 mg/L を得、処理目標 NH4-N 100mg/L 以下を達成できる

見通しを得た。本システムは養豚廃水において適応の可能性があると示唆された。   
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図７ 連続処理実験での経日変化 
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図８ 窒素除去率に及ぼす C/N 比の影響 
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図９ アナモックス寄与率 

RUN1 運転 595～621 日目、RUN2 運転 622～635 日目 

RUN3 運転 637～661 日目、RUN4 運転 663～684 日目 

 

３．3 アナモックス菌の純粋分離の検討結果 

（1）超音波処理条件の検討 

 超音波発生装置（TOMY 精工 UD-201）を使用した場合、OUT PUT 0.5 および 0.5 以下では 1min

間の超音波処理を数回行っても、凝集体が観察された。一方 OUT PUT 1 で 1min 間の超音波処理を複

数回行うと、顕微鏡下でバイオフィルムが分散されていることが観察された。しかしながら OUT PUT 

1 での 1min 間および 2min 間の超音波処理では、凝集体が観察された。さらに条件検討を進めたとこ

ろ、OUT PUT 1 で 3min 間の超音波処理を行うと、顕微鏡下でバイオフィルムが分散されていること

が観察された。このことから、出力は OUT PUT 1 以上で 3min 間の超音波処理を行うことが、バイオ

フィルムを分散させることができる最適条件であると考えられた。超音波未処理の菌体と超音波処理後

の菌体を図 10 に示した。 

 

   

図 10 超音波未処理の菌体と超音波処理後の菌体 

（a）超音波未処理   （b）超音波処理後 

（a） （b） 
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（2）DAPI および CFDA による染色 

 超音波処理後の菌の生死判定を行うために、超音波未処理のアナモックスバイオフィルムおよびOUT 

PUT 1、DUTY 100、処理時間 3min の条件で超音波処理を行った菌体を DAPI 溶液および CFDA 溶液

を用いて二重染色を行い、蛍光顕微鏡による観察を行った。OUT PUT 1、DUTY 100、処理時間 3min

の条件で超音波処理をした菌体は、DAPI により染色され青色蛍光を発したところの全てが緑色蛍光を

発していたことから、超音波処理後の菌体はほぼ全て生存しており、超音波処理の影響によって菌は死

滅しなかったと考えられた。最終的に、出力 OUT PUT 1 以上で 3min 間の超音波処理を行うことが、

菌体に与えるダメージが少なく、且つバイオフィルムを分散させることができる最適条件であると考え

られた。 

 

(3)FISH 法による菌叢解析 

超音波未処理のアナモックスバイオフィルムのFISH 法解析の結果を図 11に示した。この結果より、

Merge 画像を見ると、赤色蛍光と緑色蛍光が重なりオレンジ色になっているところが多く観察された。

また、赤色蛍光のみ、あるいは緑色蛍光のみが観察されたところも存在した。このことから超音波未処

理のアナモックスバイオフィルム内にはアナモックス菌と硝化菌 Nitrosomonas が共存しているところ

とそれぞれが単独に局在しているところの両方が存在すると考えられた。
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(a)                         (b)                         (c) 

   

図 11  FISH 法を行った超音波未処理のアナモックスバイオフィルム 

（a）アナモックス菌検出 （b）硝化菌 Nitrosomonas 検出 （c）Merge 

 

OUT PUT 1、DUTY 100、3min の条件で超音波処理をした菌体の FISH 法解析を行った結果を図 12

に示した。図 11 より、DAPI により核酸染色を行ったものと、アナモックス菌検出時および硝化菌

Nitrosomonas 検出時を比較すると、アナモックス菌を示す赤色蛍光は多く検出されたが、硝化菌

Nitrosomonas を示す緑色蛍光はわずかにしか検出されなかった。 

超音波処理による分散後もアナモックス菌と硝化菌 Nitrosomonas が存在し、特にアナモックス菌が多

く存在していた。 

 

(a)                         (b)                         (c) 

   

図 12 FISH 法を行った超音波処理後の菌体 

（a）DAPI（核酸染色） （b）アナモックス菌検出 （c）硝化菌 Nitrosomonas 検出 

 

４．今後の研究における課題 

今回、養豚廃水（NH4-N 1,500～2,300 mg/L）を用いて循環返法で処理し0.16～0.18 kg-N/m3/day

の範囲で運転することによりアナモックス反応が進行しながら処理水NH4-N 9～40 mg/Lを得、処理目

標NH4-N 100mg/L以下を達成できる見通しを得た。またアナモックス菌の分離については分離条件の前

処理について詳細を詰めることができ、今後さらに分離することを試みる予定である。  
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Summary 

Nitrogen compounds represent some of the most important pollutants in bodies of water.  

Recently, a novel anaerobic process in which ammonia is oxidized to N2 has been observed.  To 

develop a livestock wastewater treatment technology using anammox bacteria for providing a liquid 

fertilizer, accumulation and immobilization of anammox bacteria were investigated.  Effects of 

nitrogen loading using continuous wastewater treatment by immobilized anammox bacteria on T-N 

removal rate were investigated. Continuous wastewater treatment using a complete mixed reactor 

was carried out by a synthetic inorganic wastewater containing NH4-N 30-130 mg/L and NO2-N 

20-50 mg/L.  Immobilized anammox bacteria attached PVA-pellets was placed in a continuous 

reactor.  Synthetic wastewater was treated at 30℃ and 4.3-8h of retention time.  T-N removal 

rate was 3.15 kg-N/m3/day.  To apply a livestock wastewater treatment, a 

predenitrification/nitrification system was carried out using immobilized anammox bacteria.  The 

livestock wastewater was collected from Ouki-bokujou at Jousou in Ibaragi Prefecture.  The 

livestock wastewater  contained 10,000mg/L of BOD and NH4-N1,500～2,300 mg/L was treated 

using a predenitrification/nitrification system.  Influent was treated under a loading rate of 0.15～

0.2 kg-N/m3/day.  Influent NH4-N could be removed to 100mg/L or less and the nitrogen removal 

was 90%. The present method with immobilized anammox bacteri is considered to be feasible for 

the livestock wastewater treatment.  As the second purpose of this study, method for optimizing of 

dispersion of biofilms formed by anammox bacteria were investigated. Under the use of an 

Ultrasonic Disruptor TOMY UD-201, condition of “OUTPUT 1 / TIME 3min” was the optimal for 

dispersion of the biofilms. Result of the DAPI-CFDA double staining method revealed almost cells 

were still alive and FISH analysis indicated both anammox bacteria and Nitrosomonas were 

coexistent. 

 


