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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
嫌気／無酸素反応槽、好気反応槽および沈殿槽を備えてなる下廃水の処理装置において、
前記嫌気／無酸素反応槽は、
嫌気／無酸素反応槽の前方に設けられた流入水導入部と、
流入水を排出する排出孔が多数形成されており、前記流入水導入部と連通されているとと
もに、前記嫌気／無酸素反応槽の内下部に設けられる流入部と、
駆動手段、前記駆動手段によって回転するように前記嫌気／無酸素反応槽の内部に設けら
れた主軸および前記主軸と直交して離設される複数の攪拌翼からなる混合部と、
前記嫌気／無酸素反応槽によって一次的に処理された処理水を収集するために嫌気／無酸
素反応槽の上部に設けられた流出部（ウィアー）と、
を備えることを特徴とする長方形の上向き流嫌気／無酸素反応槽を含む下廃水の処理装置
。
【請求項２】
複数の前記嫌気／無酸素反応槽が連設されるか、あるいは、複数の前記嫌気／無酸素反応
槽が好気反応槽を挟んで連設されることを特徴とする請求項１に記載の長方形の上向き流
嫌気／無酸素反応槽を含む下廃水の処理装置。
【請求項３】
前記流入水導入部は、導入管または導入空間であることを特徴とする請求項１または２に
記載の長方形の上向き流嫌気／無酸素反応槽を含む下廃水の処理装置。
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【請求項４】
前記沈殿槽に沈殿された汚泥を前記嫌気／無酸素反応槽に搬送するために、一方の側が前
記沈殿槽の下部と連通され、他方の側が前記導入部または嫌気／無酸素反応槽に連通され
た搬送管をさらに備えることを特徴とする請求項１または２に記載の長方形の上向き流嫌
気／無酸素反応槽を含む下廃水の処理装置。
【請求項５】
請求項１または２に記載の下廃水の処理装置を用いた下廃水の処理方法であって、
（Ａ）前記流入水導入部を介して前記流入部に流入水を嫌気／無酸素反応槽内に流入させ
るステップ（流入ステップ）と、
（Ｂ）前記混合部を３～２０ｒｐｍにて攪拌して上向きに流れる水の横流れを防ぎつつ生
物学的な１次嫌気処理を行うステップ（嫌気処理ステップ）と、
（Ｃ）一部の汚泥入りの上向き流の１次処理水を流出部を介して嫌気／無酸素反応槽から
好気反応槽へと流出させるステップ（流出ステップ）と、
（Ｄ）前記好気反応槽内の一部の汚泥入りの１次処理水に酸気管を介して十分な酸素を供
給しつつ２次好気処理を行うステップ（好気処理ステップ）と、
（Ｅ）前記２次処理水を沈殿槽に搬送し、上澄み水と重力によって沈殿された汚泥とに分
離してそれぞれ排出するステップ（分離排出ステップ）と、
を含むことを特徴とする下廃水の処理方法。
【請求項６】
請求項４に記載の下廃水の処理装置を用いた下廃水の処理方法であって、
（Ａ）前記流入水導入部を介して前記流入部に流入水を嫌気／無酸素反応槽内に流入させ
る一方、前記搬送管を介して沈殿槽から汚泥の一部を嫌気／無酸素反応槽内に搬送させる
ステップ（流入ステップ）と、
（Ｂ）前記混合部を３～２０ｒｐｍにて攪拌して上向きに流れる水の横流れを防ぎつつ生
物学的な１次嫌気処理を行うステップ（嫌気処理ステップ）と、
（Ｃ）一部の汚泥入りの上向き流の１次処理水を流出部を介して嫌気／無酸素反応槽から
好気反応槽へと流出させるステップ（流出ステップ）と、
（Ｄ）前記好気反応槽内の一部の汚泥入りの１次処理水に酸気管を介して十分な酸素を供
給しつつ２次好気処理を行うステップ（好気処理ステップ）と、
（Ｅ）前記２次処理水を沈殿槽に搬送し、上澄み水と重力によって沈殿された汚泥とに分
離してそれぞれ排出する一方、汚泥の一部を前記搬送管を介して嫌気／無酸素反応槽に搬
送させるステップ（分離排出ステップ）と、
を含むことを特徴とする下廃水の処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、長方形の上向き流嫌気／無酸素反応槽を含む下廃水の処理装置およびこれを
用いた下廃水の処理方法に関する。さらに詳しくは、本発明は、通気性微生物と長方形の
上向き流嫌気／無酸素反応槽を含む下廃水の処理装置およびこの装置を用いて難分解性お
よび毒性物質、栄養物質（Ｎ、Ｐ）と重金属を含む有機性廃水の安定的な処理を図り、汚
泥を高濃度に維持して汚泥処理コストを節減することはもとより、既存の施設を改造して
使用することができて処理場敷地、建設費および運転費を節減することのできる経済性に
富んだ下廃水の処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、廃水は、窒素やリンなどの栄養物質、難分解性および毒性物性と重金属を含有
している。かような廃水を処理するための方法は、有機物を含んでいる廃水を除去するた
めの生物学的方法と、難分解性および毒性物質と重金属を含んでいる廃水を処理するため
の物理・化学的方法と、に大別できる。
【０００３】
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　前記生物学的処理方法の代表例としては、最初沈殿槽、爆気槽および最終沈殿槽からな
る処理装置を用いる活性汚泥法と、嫌気・好気法を用いた下廃水処理法が挙げられる。し
かしながら、前者の場合、汚泥の濃度を所定のレベルに維持するための手段を必要とし、
後者の場合、単独で利用するよりは、活性汚泥法と、好気反応槽および嫌気／無酸素反応
槽を一列に並べて運転する方法を併用する完全混合型を採択しており、反応槽内の微生物
を高濃度に維持することが困難であり、且つ、脱窒やリンの放出誘導時に完全な嫌気状態
を維持することが困難であるという不都合がある。
【０００４】
　本発明者たちは、難分解性および毒性物質、または窒素やリンなどの栄養物質と重金属
を含む有機性廃水を処理するための従来の問題点を改善した下廃水の処理装置および方法
を大韓民国特許庁に出願し、２００１年１月２７日付けで登録された登録１０－０２８７
４１２号に提案している。
【０００５】
　前記下廃水の処理装置は、筒状の嫌気／無酸素反応槽に混合部を取り付けて使用してい
るため、最初沈殿槽、反応槽、最終沈殿槽からなる従来の下廃水の処理装置にそのまま適
用するよりは、最初沈殿槽を改・補修して嫌気／無酸素反応槽として使用し、ここを従来
の反応槽および最終沈殿槽に取り付けて運転する方法を使用している。
【０００６】
　しかしながら、既存の下廃水の処理装置市場は、筒状の槽を使用する下廃水の処理装置
と、長方形の槽を使用する下廃水の処理装置とに両分されていて、前記改善された下廃水
の処理装置および方法は筒状の槽を使用する下廃水の処理装置にしか適用されていなかか
った。
【０００７】
　もちろん、長方形の槽を有する下廃水の処理装置にも前記改善された方法を適用するこ
とはできるものの、これを適用するためには、長方形の最初沈殿槽を放置／廃棄し、筒状
の嫌気／無酸素反応槽を新設して従来の反応槽と最終沈殿槽を組み合わせて運転すること
を余儀なくされる。このため、施設投資費が嵩んでしまうという不都合がある。
【０００８】
　要するに、本発明者たちが提示した下廃水の処理装置および方法（難分解性および毒性
物質、または窒素やリンなどの栄養物質と重金属を含む有機性廃水を処理する方法）を長
方形の下廃水の処理装置にも適用し得る経済性に富んだ下廃水の処理方法が望まれる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上述した従来の技術の問題点を解消するためになされたものであり、その目
的は、１以上の混合部を設け、流入装置と流出部を改善した長方形の上向き流嫌気／無酸
素反応槽を通常の好気反応槽および沈殿槽と組み合わせた下廃水の処理装置を用いて、難
分解性および毒性物質、または窒素やリンなどの栄養物質と重金属を含む有機性廃水を処
理することにより、浄化効率を画期的に向上させることのできる装置を提供するところに
ある。
【００１０】
　すなわち、本発明は、下廃水の処理装置を新設することなく、従来の長方形の下廃水の
処理装置を補修して用いることにより、施設費の無駄使いを防ぐことのできる装置および
方法を提供するところにその目的がある。
【００１１】
　課題を解決するための手段
　上述した課題を達成するための本発明は、下廃水の処理装置およびそれを用いた下廃水
の処理方法に関する。
【００１２】
　（１）下廃水の処理装置
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　本発明は、嫌気／無酸素反応槽、好気反応槽および沈殿槽を備えてなる下廃水の処理装
置において、前記嫌気／無酸素反応槽は、（１）嫌気／無酸素反応槽の前方に設けられた
流入水導入部と、（２）流入水を排出する排出孔が多数形成されており、前記流入水導入
部と連通されているとともに、前記嫌気／無酸素反応槽内の下部に設けられる流入部と、
（３）駆動手段、前記駆動手段によって回転されるように前記嫌気／無酸素反応槽の内部
に設けられた主軸および前記主軸と直交して離設される複数の攪拌翼からなる混合部と、
（４）前記嫌気／無酸素反応槽によって一次的に処理された処理水を収集するために嫌気
／無酸素反応槽の上部に設けられた流出部（ウィアー）と、を備える長方形の上向き流嫌
気／無酸素反応槽を含む下廃水の処理装置に関する。
【００１３】
　本発明においては、嫌気／無酸素反応槽の流入部と流出部との間の空間である「混合空
間」の全体に亘って均一な攪拌および水流を維持するように前記主軸から異なる間隔をあ
けて複数の副軸を離設してもよい。
【００１４】
　本発明に係る前記嫌気／無酸素反応槽の混合空間の下部には、沈殿された汚泥を寄せ集
め、必要に応じて排出する汚泥集積装置をさらに設けてもよい。
【００１５】
　本発明において、前記流入部は、排出孔が多数形成されている板であってもよく、排出
孔が多数形成されている複数の管であってもよく、末端が混合空間の底面に均一に分布さ
れた複数の管であってもよい。
【００１６】
　本発明に係る下廃水の処理装置は、前記嫌気反応槽が１つ設けられていてもよいが、複
数の前記嫌気／無酸素反応槽が直結／連設されてもよく、複数の前記嫌気／無酸素反応槽
が好気反応槽を挟んで連設されてもよい。
【００１７】
　本発明において、前記流入水導入部は、導入管であってもよく、導入空間であってもよ
い。前記流入水導入部が導入空間である場合には、嫌気／無酸素反応槽の前端に一種の溜
り槽が形成されるような構造を取る。
【００１８】
　本発明において、前記好気反応槽の下部には、汚泥が沈殿される場合にこれを寄せ集め
、必要に応じて排出する汚泥集積装置をさらに設けてもよい。
【００１９】
　一方、本発明に係る下廃水の処理装置の嫌気／無酸素反応槽が最適に運転されるために
は、反応槽内に適切な濃度の汚泥が存在している必要がある。このため、必要に応じて、
前記沈殿槽に沈殿された汚泥を前記嫌気／無酸素反応槽に搬送するために、一方の側が前
記沈殿槽の下部と連通され、他方の側が前記導入部または嫌気／無酸素反応槽に連通され
た搬送管をさらに備えることが好ましい。
【００２０】
　（２）下廃水の処理方法
　本発明は、請求項１または２に記載の下廃水の処理装置を用いた下廃水の処理方法であ
って、（Ａ）前記流入水導入部を介して前記流入部に流入水を嫌気／無酸素反応槽内に流
入させるステップ（流入ステップ）と、（Ｂ）前記混合部を３～２０ｒｐｍにて攪拌して
上向きに流れる水の横流れを防ぎつつ生物学的な１次嫌気処理を行うステップ（嫌気処理
ステップ）と、（Ｃ）一部の汚泥入りの上向き流の１次処理水を流出部を介して嫌気／無
酸素反応槽から好気反応槽へと流出させるステップ（流出ステップ）と、（Ｄ）前記好気
反応槽内の一部の汚泥入りの１次処理水に酸気管を介して十分な酸素を供給しつつ２次好
気処理を行うステップ（好気処理ステップ）と、（Ｅ）前記２次処理水を沈殿槽に搬送し
、上澄み水と重力によって沈殿された汚泥とに分離してそれぞれ排出するステップ（分離
排出ステップ）と、を含む下廃水の処理方法に関する。
【００２１】
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　本発明に係る前記下廃水の処理方法のうち、嫌気／無酸素反応槽内の汚泥濃度を所定の
レベル以上に維持するために、（Ａ）流入ステップにおいて、前記搬送管を介して沈殿槽
から汚泥の一部を嫌気／無酸素反応槽内に搬送させることが好ましい。
【００２２】
　前記「流入部」とは、一方の側が流入水導入部に直結されている板または管であり、流
入水を嫌気／無酸素反応槽の全面に均一に排出するように嫌気／無酸素反応槽の内下側に
設けられている装置のことを言う。
【００２３】
　本発明において、前記混合部（駆動手段と前記駆動手段によって回転する主軸など）を
回転可能に固定するために、所定の支持フレームが採用されてもよい。
【００２４】
　前記流入水導入部は、流入水を流入させる管または空間であり、嫌気／無酸素反応槽の
外側の下部に設けられている。流入水導入部には流入水と搬送汚泥などが流入するため、
これらを均一に混合するための別途の混合装置（例えば、攪拌翼および駆動モーター）を
流入水導入部の任意の位置に設けることが好ましい（図示せず）。
【００２５】
　前記流入部は、前記流入水導入部に一方の側が連結されて嫌気／無酸素反応槽内の下部
に設けられ、流入水導入部によって搬送された流入水（または、搬送汚泥入りの流入水）
を嫌気／無酸素反応槽（混合部）の水平全面に均一に噴き出す役割を果たす。このため、
前記流入部は、流入水導入部と直結されるものであり、排出孔が多数形成された平板から
構成されてもよく、排出孔が多数形成された１本または複数本の主管から構成されてもよ
く、排出孔が多数形成された１本または複数の主管と、この主管に連通されており、排出
孔が多数形成された多数本の副管とから構成されてもよく、末端が混合部の底面に均一に
分布された複数の管であってもよい。
【００２６】
　また、前記混合部は、所定の支持フレームに攪拌翼付き主軸が取り付けられており、前
記攪拌翼の回転によって嫌気／無酸素反応槽に流入した流入水を攪拌して嫌気条件下での
微生物による嫌気処理反応を活発に起こらせて嫌気／無酸素反応槽内の難分解性および毒
性物質と栄養物質を含む有機性廃水を効率よく浄化する。
【００２７】
　このような混合部は、嫌気／無酸素反応槽のサイズに応じて、支持フレームに取り付け
られる主軸および副軸の数を調節して、嫌気／無酸素反応槽の全面に亘って均一な攪拌を
行う。
【００２８】
　さらに、流出部はウィアーからなることが好ましいが、必要に応じて、別途の搬送管を
付設してもよい。前記ウィアーは、嫌気／無酸素反応槽に流入した流入水が反応して上昇
した処理水を捕集するためのものであり、嫌気／無酸素反応槽の内周に設けるか、あるい
は、向かい合う内壁を連結する方式により設けるなど処理水と汚泥の一部が捕集可能な様
々な方式により設けてもよい。
【００２９】
　さらに、嫌気／無酸素反応槽に汚泥が過多に含まれているとき、これを排出するために
、汚泥集積装置を嫌気／無酸素反応槽の底面に設けてもよい。具体的には、嫌気／無酸素
反応槽の底面を傾設して前記斜面の下方に溜まった汚泥を排出する方法または嫌気／無酸
素反応槽の底面の近くにスクラッパーを設けて汚泥を溜めて排出する方法を採用すること
ができる。
【００３０】
　一方、本発明の下廃水の処理装置には、前記沈殿槽に寄せ集められた汚泥を嫌気／無酸
素反応槽に搬送する搬送管をさらに付設してもよい。前記搬送管の一方の側は沈殿槽の下
部に連結され、他方の側は流入水導入部に連結されてもよく、あるいは、嫌気／無酸素反
応槽内に別設された搬送装置に連結されてもよい。
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【００３１】
　前記搬送管は、嫌気性微生物が棲息し易い環境である汚泥を再活用するために嫌気／無
酸素反応槽に搬送する管である。
【００３２】
　前記搬送装置は、搬送された汚泥を嫌気／無酸素反応槽に均一に排出するための装置で
あり、多数本の管が格子状に結合され、管の上側に搬送された汚泥を排出する排出孔が多
数形成されたものであってもよい。前記搬送装置は、上述した流入部と同一または類似す
る構造を有しており、嫌気／無酸素反応槽に別設されてもよく、流入部そのものであって
もよい。
【００３３】
　前記搬送装置が嫌気／無酸素反応槽に別設される場合には、搬送管が搬送装置に直結さ
れ、搬送装置が別設されていない場合には、搬送管が流入水導入部に連結されて搬送され
た沈殿汚泥が流入水導入部において流入水と混合されて嫌気／無酸素反応槽へと供給され
る。
【００３４】
　発明の効果
　本発明に係る長方形の上向き流嫌気／無酸素反応槽を含む下廃水の処理装置を用いると
、難分解性および毒性物質、または窒素やリンなどの栄養物質と重金属を含む有機性廃水
を生物学的に処理することができるだけではなく、反応槽において高濃度の汚泥を維持し
て他の生物学的な反応槽よりも体積を減らすことができるので、経済的に廃水を処理する
ことができる。
【００３５】
　とりわけ、本発明に係る長方形の上向き流嫌気／無酸素反応槽は、汚泥の高濃度によっ
て、下水処理場の場合に濃縮槽を省くことができ、従来より用いられてきている長方形の
下廃水の処理装置をそのまま用いることができて、処理場の敷地はもとより、建設費用と
運転費用を節約することができて付随効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】本発明の実施形態を示す平面図である。
【図２】本発明に係る流入部の様々な例を示す平面図である。
【図３】本発明に係る流出部の様々な例を示す平面図である。
【図４】嫌気／無酸素反応槽が複数設けられた例を示す平面図である。
【図５】嫌気／無酸素反応槽が複数設けられた別の例を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　以下、添付図面に基づき、本発明をより詳述する。しかし、これらの図面およびこれら
の図面に関する説明は本発明の技術的思想の内容と範囲を容易に説明するための例示に過
ぎず、これらによって本発明の技術的範囲が限定または変更されることはない。また、こ
れらの例示に基づいて本発明の技術的思想の範囲内において様々な変形および変更が可能
であるということは当業者にとって自明である。なお、図中、嫌気／無酸素反応槽－好気
反応槽－沈殿槽が隣り合うように示してあるが、これらの反応槽の位置、規格、形状など
は様々に変形可能であるということは当業者にとって自明である。
【００３８】
　図１は、本発明に係る長方形の上向き流嫌気／無酸素反応槽を含む下廃水の処理装置を
示す図である。図中、流入水導入部１１０を嫌気／無酸素反応槽１００の前端に別途の空
間として形成しているが、必要に応じては、管状に流入部と直結させる構成も採用可能で
あることは当業者にとって自明である。
【００３９】
　同図に示すように、嫌気／無酸素反応槽１００、好気反応槽２００、沈殿槽３００を含
む本発明の下廃水の処理装置のうち、嫌気／無酸素反応槽１００は、嫌気／無酸素反応槽
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に廃水を流入させる流入水導入部１１０と、前記流入水導入部１１０に直結されて流入し
た流入水を嫌気／無酸素反応槽１００内に均一に分散させる流入部１２０と、前記流入水
と汚泥を攪拌する混合部１３０と、前記処理水を好気反応槽に搬送させる流出部１４０と
、反応後に嫌気／無酸素反応槽の下部に沈殿された汚泥を捕集する汚泥集積装置（図示せ
ず）と、を備える。
【００４０】
　前記流入部１２０は、流入水を嫌気／無酸素反応槽の水平面の全面に均一に排出可能で
ある限り、様々な構造に形成することができる。例えば、図２に例示するように、排出孔
１２４が多数形成された平板１２１から構成（図２におけるＡ）されてもよく、排出孔１
２４が多数形成された１本または複数本の主管１２２から構成（図２におけるＢ）されて
もよく、排出孔１２４が多数形成された１本または複数本の主管１２２と、この主管に連
通されており、排出孔１２４が多数形成された多数本の副管１２３とから構成（図２にお
けるＣ、Ｄ）されてもよく、末端が混合部の底面に均一に分布された複数本の管から構成
（図２におけるＥ）されてもよい。
【００４１】
　また、前記混合部１３０において、支持フレーム１３１および前記支持フレームに回転
自在に結合されている主軸１３２には、３～６個の攪拌翼１３３が設けられている。必要
に応じて、前記主軸１３２からの離隔距離が異なる複数の副軸１３５を設けてもよい。
【００４２】
　前記攪拌翼１３３は、流入水と汚泥に多量棲息する嫌気性微生物を攪拌するものであり
、主軸１３２に上下に０．５～１ｍ程度の等間隔をあけてそれぞれ取り付けられて嫌気／
無酸素反応槽の上下層を均一に攪拌して流入水と嫌気性微生物との接触面積を増やすこと
により嫌気反応を促す役割を果たす。
【００４３】
　また、前記流出部１４０は、処理水を捕集するウィアー１４１と、好気反応槽２００に
搬送する搬送管１４２と、から構成されてもよい。この流出部は、図１に示すように、嫌
気／無酸素反応槽１００の内壁に設けられてもよいが、嫌気／無酸素反応槽１００の混合
空間の上部の全面に様々な構造に設けられてもよい。図３には、本発明に係る流出部の様
々な例が示してある。ウィアー１４１の設置形態と搬送管１４２の数および位置は、必要
に応じて適切に調節して選定可能であることはいうまでもない。
【００４４】
　前記嫌気／無酸素反応槽１００の内底面には、汚泥集積装置（図示せず）を設けてもよ
い。前記汚泥集積装置は、過多に沈殿された沈殿汚泥を一方の側に捕集して外部に排出す
る。
【００４５】
　一方、好気反応槽２００は、通気性の微生物に十分な活性を与えるべく十分な酸素を供
給するために、下部に酸気管２１０を有していることが好ましいが、このような好気反応
槽２００は、通常、当業界において用いられる材質および構造のものであれば、制限なし
に使用可能である。
【００４６】
　また、沈殿槽３００は、前記好気反応槽２００の処理水内の通気性微生物によって効率
よく分解された汚泥を除去するために用いられるものであり、重力によって汚泥を徐々に
除去して廃水を浄化して純水を得るような重力式の沈殿槽であることが好ましいが、スカ
ム防止用板を設けた沈殿槽などを用いてもよい。なお、沈殿槽において沈殿された汚泥は
、汚泥集積装置３５０によって捕集されて排出される。
【００４７】
　一方、本発明によれば、前記沈殿槽において沈殿された汚泥を再使用するために搬送す
る装置を付設してもよい。すなわち、沈殿槽３００において汚泥集積装置３５０によって
捕集された汚泥の一部を搬送管１５０を介して嫌気／無酸素反応槽１００に再投入する。
搬送された沈殿汚泥は、流入水導入部１１０に投入されてもよく、嫌気／無酸素反応槽１
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００に直接的に投入されてもよいが、究極的には、流入する流入水と混合される。
【００４８】
　前記方法は、微生物が棲息する汚泥を再使用することにより、嫌気／無酸素反応槽１０
０内における反応がなお一層促される。嫌気／無酸素反応槽１００に汚泥が過多に投入さ
れたり過多に生成された場合には、嫌気／無酸素反応槽の汚泥集積装置３５０を用いて余
剰の汚泥を外部に排出する。
【００４９】
　一方、本発明に係る下廃水の処理装置には、図１に示すように、嫌気反応槽が１つ設け
られてもよいが、複数の前記嫌気／無酸素反応槽が直結／連設されてもよく、複数の前記
嫌気／無酸素反応槽が好気反応槽を挟んで連設されてもよい。
【００５０】
　図４に２つの前記嫌気／無酸素反応槽が直結／連設されて［嫌気／無酸素反応槽→嫌気
／無酸素反応槽→好気反応槽→沈殿槽］の順に構成される例を、図５に２つの嫌気／無酸
素反応槽と２つの好気反応槽が交互に連結されて［嫌気／無酸素反応槽→好気反応槽→嫌
気／無酸素反応槽→好気反応槽→沈殿槽］の順に構成される例をそれぞれ示す。このよう
な様々な構造は、下廃水の処理装置の全体的な構造と規模、処理すべき廃水の属性などに
応じて適切に選択可能である。
【００５１】
　このように、本発明に係る下廃水の処理装置は、難分解性および毒性物質と栄養物質（
Ｎ、Ｐ）を含む有機性廃水を、通気性微生物と長方形上向き流の嫌気／無酸素反応槽を用
いて処理を行うことにより、従来の下廃水の処理装置や筒状の上向き流嫌気／無酸素反応
槽に比べてより効率よく廃水を処理することができるというメリットがある。
【００５２】
　以下、本発明の長方形の上向き流嫌気／無酸素反応槽を含む下廃水の処理装置を用いた
下廃水の処理方法を、前記下廃水の処理装置の作用および効果とともにステップ別に詳述
する。
【００５３】
　流入ステップ：嫌気／無酸素反応槽内への流入水の流入
　難分解性および毒性物質と栄養物質（Ｎ、Ｐ）を含む有機性廃水などの流入水を長方形
の嫌気／無酸素反応槽の外下部に設けられた流入水導入部を介して嫌気／無酸素反応槽内
に誘導した後、流入水導入部と連結された嫌気／無酸素反応槽内の流入部を介して嫌気／
無酸素反応槽内に流入させる。
【００５４】
　嫌気処理ステップ：嫌気／無酸素反応槽内における発酵
　前記工程において嫌気／無酸素反応槽内に流入した難分解性および毒性物質と栄養物質
（Ｎ、Ｐ）を含む流入水をより効率よく浄化するために、嫌気／無酸素反応槽内に活性汚
泥を導入する。しかる後、反応槽内に混合部を３～２０ｒｐｍの範囲において連続して攪
拌して十分な嫌気反応を誘導する。
【００５５】
　このような攪拌は、嫌気／無酸素反応槽内の汚泥と有機性廃水との混合物が反応しつつ
上昇するとき、汚泥の濃度が高い起因して流入混合物の短絡流現象が起こることを防ぐこ
とができる。このとき、もし、前記混合部の攪拌速度が３ｒｐｍ未満である場合には短絡
流現象が起きて十分な反応が起こらず、且つ、前記混合部の攪拌速度が２０ｒｐｍを超え
る場合には完全混合が起きて押出型反応槽の長所を利用することができないため好ましく
ない。
【００５６】
　流出ステップ：好気反応槽への流出
　前記工程において沈殿された一部の汚泥は、嫌気／無酸素反応槽内の下部に配されてい
る汚泥集積装置によって溜められた後、汚泥排出ポンプによって排出され、上昇している
一部の汚泥入りの処理水は、嫌気／無酸素反応槽の上部に配されている流出部（ウィアー
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【００５７】
　好気処理ステップ：好気反応槽内における爆気
　前記工程において嫌気／無酸素反応槽から搬送された汚泥を一部含んでいる処理水に酸
気管を介して十分な酸素を供給する。すると、汚泥中の好気性菌、または通気性菌の活性
が高くなって廃水中の様々な有機物などが酸化分解されてＨ２ＯやＣＯ２などの無機物と
して浄化され、アンモニア性窒素と有機窒素は硝酸性窒素となり、汚泥はリンを過剰に摂
取することとなる。
【００５８】
　このとき、難分解性および毒性物質、または窒素やリンなどの栄養物質と重金属を含む
有機性廃水をより効率よく浄化するために、選択的に前記好気反応槽内において爆気工程
を終えた処理水の一部を前ステップである嫌気／無酸素反応槽に再投入することができる
。
【００５９】
　分離排出ステップ：純水の分離、排出および汚泥の搬送
　前記爆気工程を終えた処理水は、沈殿槽に移されて純水は別途に分離排出され、重力に
よって沈殿された汚泥は最終沈殿槽の下部の汚泥集積装置に溜まって排出される。
【００６０】
　前記汚泥集積装置によって捕集された汚泥は、汚泥搬送ポンプを用いて嫌気／無酸素反
応槽の外下部に配されている流入水導入部または嫌気／無酸素反応槽内に付設された搬送
装置に搬送された後、嫌気／無酸素反応槽の反応を一層促し、過多に含有されている汚泥
は周期的に前記嫌気／無酸素反応槽に設けられた汚泥集積装置を用いて捕集した後、汚泥
煮沸消毒器や脱水装置などの汚泥減量装置を介して外部に排出する。
【００６１】
　以上、本発明に係る下廃水の処理方法は、嫌気／無酸素反応槽または好気反応槽などに
、ニトロソモナス（Ｎｉｔｒｏｓｏｍｏｎａｓ）、ニトロバクター（Ｎｉｔｒｏｂａｃｔ
ｅｒ）、脱窒菌（Ｄｅｎｉｔｒｉｆｉｅｒ）、硫酸塩還元細菌（Ｓｕｌｆａｔｅ ｒｅｄ
ｕｃｉｎｇ ｂａｃｔｅｒｉａ）、シュードモナス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ）、アクロ
モバクター（Ａｃｈｒｏｍｏｂａｃｔｅｒ）、アルスロバクター（Ａｅｒｈｏｒｂａｃｔ
ｅｒ）、ミクロコッカス（Ｍｉｃｒｏｃｏｃｃｕｓ）、バチルス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）、
プロテウス（Ｐｒｏｔｅｕｓ）、フラボバクテリウム（Ｆｌａｖｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）
、アシネトバクター（Ａｃｉｎｅｔｏｂａｃｔｅｒ）、コリネバクテリウム（Ｃｏｒｙｎ
ｅｂａｃｔｅｒｉｕｍ）またはマイコバクテリウム（Ｍｙｃｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ）など
の微生物を用いることができ、あるいは、これらの他にも目的とする有機物などに応じて
商業的に利用可能な様々な通気性微生物を用いることができる。
【００６２】
　また、上述した例は、本発明を説明するための一例に過ぎず、本発明が属する技術分野
における通常の専門家がこの詳細な説明を参照して部分変更して使用したものも本発明の
範囲に属するということはいうまでもない。
【００６３】
　産業上の利用可能性
　本発明に係る長方形の上向き流嫌気／無酸素反応槽を含む下廃水の処理装置は、従来よ
り用いられてきている長方形の下廃水の処理装置をそのまま利用しつつ、難分解性および
毒性物質または窒素やリンなどの栄養物質と重金属を含む有機性廃水を経済的に且つ生物
学的に処理することができる。
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