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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機性排水が貯留される原水槽と、
　該原水槽から有機性排水が導入され、細菌により生物処理されて第一生物処理水が生成
する第一生物処理槽と、
　第一生物処理水が導入され、生物処理されて第二生物処理水が生成する第二生物処理槽
と
を有する有機性排水の生物処理装置において、
　第二生物処理槽又はその下流側から第一生物処理槽又はその上流側への汚泥混合液及び
／又は分離汚泥の返送手段を具備せず、
　第一生物処理槽内容液又は第一生物処理水を原水流量に対し２０％以下の割合で原水槽
に返送する返送ラインと、
　該原水槽のｐＨを５．５～８．５に調整する手段と、
　該原水槽のＨＲＴを１時間以上に維持する手段と、
　該原水槽に設けられた撹拌手段とを具備したことを特徴とする有機性排水の生物処理装
置。
【請求項２】
　請求項１の有機性排水の生物処理装置によって有機性排水を処理する有機性排水の生物
処理方法。
【請求項３】
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　請求項２において、有機物分解のための栄養源を前記原水槽に添加するとともに、該原
水槽のｐＨを５．５～８．５に調整することを特徴とする有機性排水の生物処理方法。
【請求項４】
　請求項２又は３において、前記原水槽の水位を、ＨＲＴを１時間以上に維持するように
設定することを特徴とする有機性排水の生物処理方法。
【請求項５】
　請求項２ないし４のいずれか１項において、前記第一生物処理槽で分散状態の細菌によ
り有機物処理を行い、分散状態の細菌を含む第一生物処理水を前記第二生物処理槽に導入
し、該第二生物処理槽で分散状態の細菌と残存する有機物の処理を行うことを特徴とする
有機性排水の生物処理方法。
【請求項６】
　請求項２ないし４のいずれか１項において、前記第一生物処理槽が酸生成槽であり、前
記第二生物処理槽がメタン生成を行う嫌気処理槽であることを特徴とする有機性排水の生
物処理方法。
【請求項７】
　請求項２ないし６のいずれか１項において、前記原水槽に、高さが該原水槽の最大水深
の５０％以下の固定床を設置し、該固定床が水面下にあるように水位を維持することを特
徴とする有機性排水の生物処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生活排水、下水、食品工場やパルプ工場をはじめとした広い濃度範囲の有機
性排水処理に利用することができる有機排水の生物処理方法及び装置に関するものであり
、特に、第一生物処理槽及び該第一生物処理槽からの第一生物処理水が導入される第二生
物処理槽を用いた有機性排水の生物処理方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機性排液の嫌気性処理方法として、高密度で沈降性の大きいグラニュール汚泥を形成
し、溶解性ＢＯＤを含む有機性排液を上向流通液してスラッジブランケットを形成した状
態で接触させて高負荷高速処理を行うＵＡＳＢ法（上向流スラッジブランケット法）、あ
るいは汚泥を粒状担体に高密度で付着させて、流動床を形成し、高負荷高速処理を行う流
動床法などが採用されている。
【０００３】
　これらの方法は、消化速度の遅い固形有機物を分離除去して得られた、消化速度の速い
溶解性有機物主体の液を、嫌気性微生物密度の高いグラニュール汚泥、あるいは粒状担体
に汚泥を担持した担持汚泥の流動床を用いる嫌気性処理によって高負荷で高速処理する方
法である。
【０００４】
　しかし、単にＵＡＳＢのグラニュール汚泥を回分式嫌気処理法に用いても、被処理液に
タンパク質、糖などの高分子の溶解性有機物が多く含まれていると、グラニュール汚泥の
軽量化や崩壊、またメタン生成活性の悪化といった問題が生じる。これは被処理液中のタ
ンパク質や糖を基質とする酸生成菌がグラニュール汚泥に付着して増殖するために生じる
。すなわち酸生成菌はメタン生成菌に比べ増殖速度が速く、グラニュール汚泥に付着した
酸生成菌は羽毛状に増殖するため、グラニュール汚泥の沈降性、メタン生成活性が低下し
、処理効率が悪化する。
【０００５】
　粒状汚泥の活性および沈降性を高くして効率的よく嫌気性処理を行うことができる生物
処理方法として、特許文献１に、有機性排液を酸生成槽に導入し、酸生成菌を含む汚泥と
嫌気性下に接触させて有機酸生成反応を行う酸生成工程と、酸生成工程の処理液をメタン
生成槽に導入し、メタン生成菌を含む粒状汚泥を流動させた状態で嫌気性下に接触させて
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回分式にメタン生成反応を行い、反応後静置分離して分離液を排出するメタン生成工程と
、を有する生物処理方法が記載されている。
【０００６】
　この特許文献１では、酸生成槽で酸生成菌により有機物をメタン生成細菌が利用可能な
形のアルコールや有機酸まで低分子化するとともに、酸生成菌を増殖させ、メタン生成を
安定化させる。
【０００７】
　特許文献２には、有機性排水を第一生物処理槽で細菌により処理し、排水に含まれる有
機物を酸化分解して非凝集性の細菌の菌体に変換した後、原生動物の担体を有した第二処
理槽で固着性原生動物に捕食除去させる有機性排水の生物処理方法が記載されている。
【０００８】
　この特許文献２の第一生物処理槽では、一過式で分散状態の細菌により有機物の大部分
を処理し、第二生物処理槽でこの分散菌を微小動物により捕食させ、汚泥減量を行う。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０００－２１８２８８
【特許文献２】特開２０１３－１４１６４０
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　特許文献１の酸生成槽や特許文献２の分散菌槽は、浮遊状態で細菌を維持するため、あ
る程度の滞留時間が必要となり、排水の性状によっては必要な滞留時間が長くなり、槽の
容積が大きくなり、大きな設置面積が必要となる。また、装置施工後に原水負荷が設計値
より大きくなると、分散菌槽や酸生成槽の槽容積が不足してしまう。
【００１１】
　本発明は、第一生物処理槽と、その処理水が導入される第二生物処理槽とを有する有機
性排水の生物処理方法及び装置において、生物処理槽の容積を減少可能とすることを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の有機性排水の生物処理装置は、有機性排水が貯留される原水槽と、該原水槽か
ら有機性排水が導入され、細菌により生物処理されて第一生物処理水が生成する第一生物
処理槽と、第一生物処理水が導入され、生物処理されて第二生物処理水が生成する第二生
物処理槽とを有する有機性排水の生物処理装置において、第二生物処理槽又はその下流側
から第一生物処理槽又はその上流側への汚泥混合液及び／又は分離汚泥の返送手段を具備
せず、第一生物処理槽内容液又は第一生物処理水を原水流量に対し２０％以下の割合で原
水槽に返送する返送ラインを具備したことを特徴とするものである。
【００１３】
　本発明の有機性排水の生物処理方法は、本発明の有機性排水の生物処理装置によって有
機性排水を処理するものである。
【００１４】
　本発明の有機性排水の生物処理方法では、有機物分解に必要な栄養源を原水槽に添加す
るとともに、原水槽のｐＨを５．５～８．５に調整することが好ましい。
【００１５】
　本発明の有機性排水の生物処理方法では、原水槽の水位を、ＨＲＴを１時間以上に維持
するように設定することが好ましい。
【００１６】
　本発明の有機性排水の生物処理方法では、原水槽に、高さが原水槽の最大水深の５０％
以下の固定床を設置し、固定床が水面下にあるように水位を維持することが好ましい。
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【００１７】
　本発明の有機性排水の生物処理方法の一態様では、第一生物処理槽で分散状態の細菌に
より有機物処理を行い、分散状態の細菌を含む第一生物処理水を第二生物処理槽に導入し
、第二生物処理槽で分散状態の細菌と残存する有機物の処理を行う。
【００１８】
　本発明の有機性排水の生物処理方法の別の一態様では、第一生物処理槽が酸生成槽であ
り、第二生物処理槽がメタン生成を行う嫌気処理である。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明では、第一生物処理槽内容液又は第一生物処理水の一部を原水槽に返送するとこ
ろから、原水槽でも第一生物処理槽と同様の生物処理が進行する。これにより、生物処理
装置全体の処理効率が向上し、生物処理槽特に第一生物処理槽の容積削減を図ることがで
きる。
　特に装置施工後や既設装置において、第一生物処理槽の容積を大きくすることなく高負
荷に対応する運転を行うことが可能になる。
【００２０】
　また、本発明では、第二生物処理槽又はその下流側から第一生物処理槽又はその上流側
への汚泥混合液や分離汚泥の返送を行わないので、第一生物処理槽での分散菌生成効率が
向上する。なお、第二生物処理槽やその下流側から汚泥混合液や分離汚泥を原水槽や第一
生物処理槽に返送すると、好気処理ではワムシなど分散菌を捕食する微小動物が第一生物
処理に供給されるため、濾過捕食性分散菌が捕食されてしまい、分散菌生成の制御が困難
になる。また、嫌気処理では、原水槽や第一生物処理槽においてメタンガスが発生し、ガ
ス処理など第二生物処理槽と同様の付帯設備が必要となる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の基本態様を示すフロー図である。
【図２】本発明の実施態様を示すフロー図である。
【図３】本発明の別の実施態様を示すフロー図である。
【図４】本発明の別の実施態様を示すフロー図である。
【図５】本発明の別の実施態様を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、図面を参照して本発明についてさらに詳細に説明する。
【００２３】
　図１は本発明方法及び装置の基本的な形態を示すフロー図である。本発明では、有機性
排水を原水槽１に導入し、好ましくは撹拌を行う。この攪拌は機械攪拌、曝気攪拌のいず
れでも良い。原水槽１及び第一生物処理槽１０内で嫌気処理を行う場合は、連続通水中は
原水槽１でＤＯが検出されないように攪拌するのが好ましい。原水槽１で好気処理を行う
場合でも、臭気が発生しない程度であるならば、原水槽１のＤＯは検出されなくても良い
。
【００２４】
　原水槽１で反応を進めるため、栄養剤を原水槽１に添加するのが好ましい。この栄養剤
とは、Ｎ、Ｐ、Ｓ、Ｃａ、Ｍｇ、Ｋ、Ｚｎ、Ｃｕ、アミノ酸、ビタミン等、微生物の増殖
に必要な、無機物、有機物、ミネラル、微量金属など、対象原水で不足しているものを示
す。また、原水槽１のｐＨは５．５～８．５となるように酸又はアルカリで調整するのが
好ましい。油分を含有する排水の場合は、油分の固化を防ぐため、ｐＨを８～８．５とす
ることが望ましい。
【００２５】
　なお、原水槽１でのＨＲＴが１時間以上、例えば１～１２時間となるように原水槽１内
の水位を維持するのが好ましい。



(5) JP 6442856 B2 2018.12.26

10

20

30

40

50

【００２６】
　原水槽１に固定床担体を設置し、原水槽１内の菌体保持能を高めても良い。この場合、
固定床の高さが高いと、原水槽１の水位が低い場合に、固定床が水面から出てしまうため
、固定床の高さは原水槽１の最大水深の５０％程度、望ましくは３０％以下、例えば１０
～３０％とするのが好ましい。固定床担体は充填型でも可能だが、板状、紐状、短冊状等
の揺動型が好ましい。なお、流動床は制御が困難であり固定床が好ましい。
【００２７】
　原水槽１内の有機性排水は第一生物処理槽１０に導入され、好気的又は嫌気的に生物処
理される。この第一生物処理槽１０の処理水（第一生物処理水）又は内容液を返送ライン
２によって原水槽１に返送する。このように第一生物処理槽内容液又は第一生物処理水を
原水槽１に返送すると、原水槽１に種菌を接種することとなり、原水槽１でも、第一生物
処理槽１０と同様の生物処理が行われる。返送ライン２による返送は第一生物処理槽１０
の処理水移送ライン又は第一生物処理槽１０の出口付近から行うことが望ましい。
【００２８】
　第一生物処理槽１０での処理は一過式とし、第二生物処理槽２０又はそれよりも下流側
からの汚泥混合液や分離汚泥の返送は行わない。第一生物処理槽１０のＢＯＤ容積負荷は
１ｋｇ／ｍ３／ｄａｙ以上例えば１～２０ｋｇ／ｍ３／ｄａｙとし、ＨＲＴは２４時間以
下、特に０．５～８時間とするのが好ましい。
【００２９】
　第一生物処理槽１０に担体を添加し、汚泥保持量を増やし、負荷変動に対応できるよう
にしても良い。担体は流動床担体、固定床担体（充填型担体、揺動性担体）のいずれでも
良い。第一生物処理槽１０に流動床を形成する場合、図１に示すように、スクリーンやス
トレーナなどの担体分離手段１１を設け、担体１２と内容液を分離後、内容液を返送する
のが好ましい。
【００３０】
　また、第二生物処理槽２０にも担体を添加し、汚泥保持量を増やし、負荷変動に対応で
きるようにしても良い。担体は流動床担体、固定床担体（充填型担体、揺動性担体）のい
ずれでも良い。第二生物処理槽２０に流動床を形成する場合、図１に示すように、スクリ
ーンやストレーナなどの担体分離手段２１を設け、担体２２と内容液を分離後、処理水を
取り出すのが好ましい。
【００３１】
　第一生物処理槽１０の処理水又は内容液の返送量は、原水流量Ｑの２０％以下、望まし
くは１～１０％、さらに望ましくは１～５％とする。内容液又は第一生物処理水の返送は
、この返送量となるならば、連続でも間欠でもよい。
【００３２】
　内容液又は第一生物処理槽処理水の返送量は負荷変動（水量、原水濃度）に応じて変更
するのが好ましい。時間当たりの変動比（１時間中の最大負荷）／（１時間中の最低負荷
）に対する返送量を表１の通りとするのが好ましい。
【００３３】
【表１】

【００３４】
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　本発明は、第一生物処理槽１０で分散菌を生成させ、第二生物処理槽２０でこれを捕食
する処理、又は第一生物処理槽１０で酸を生成させ、第二生物処理槽２０でメタンを生成
させる処理を行う方法に適用するのに好適である。
【００３５】
　図２は、本発明を微小動物の捕食を利用した生物処理に適用したフローを示している。
有機性排水は原水槽１から第一生物処理槽１０に導入され、散気管１３で曝気される。こ
れにより、分散菌が増殖し、有機成分（溶解性ＢＯＤ）の７０％以上、望ましくは８０％
以上さらに望ましくは９０％以上が酸化分解される。第一生物処理槽１０のｐＨは６～８
．５とするのが好ましい。ただし、原水中に油分を多く含む場合は分解速度を上げるため
、ｐＨを８．０～９．０としても良い。
【００３６】
　第一生物処理槽１０での通水は一過式を基本とし、ＢＯＤ容積負荷は１ｋｇ／ｍ３／ｄ
ａｙ以上、ＨＲＴ２４時間以下、望ましくは０．５～８時間とすることで、非凝集性細菌
が優占化した処理水を得ることが出来る。また、ＨＲＴを短くすることでＢＯＤ濃度の薄
い排水を高負荷で処理することが出来る。二槽以上の多段化や各種の担体の添加によりＢ
ＯＤ容積負荷は５ｋｇ／ｍ３／ｄａｙ以上の高負荷化が可能になる。
【００３７】
　担体として流動床担体を添加する場合、流動床担体は球状、ペレット状、中空筒状等、
任意であり、大きさも０．１～１０ｍｍ程度の径である。材料は天然素材、無機素材、高
分子素材等任意で、ゲル状物質を用いても良い。流動床担体を添加する場合は、図１のよ
うに槽内液の排出部に担体を分離するためのスクリーンなどの担体分離手段１１を設ける
。
【００３８】
　担体は流動床担体に限らず、固定床担体（充填型担体、揺動性担体）でも良い。図２の
符号１５は固定床担体を示している。揺動性固定床担体の形状は糸状、板状、短冊状など
任意であり、材料は天然素材、無機素材、高分子素材等任意である。
【００３９】
　第一生物処理槽１０に添加する担体の充填率が過度に高い場合、分散菌は生成せず、細
菌は担体に付着するか、糸状性細菌が増殖する。そこで、第一生物処理槽１０の担体の充
填率を２０％以下、望ましくは１０％以下、例えば流動床の場合は５～１０％、揺動性固
定床の場合は０．１～２％とすることで、濃度変動に影響されず、捕食しやすい分散菌の
生成が可能になる。また、第一生物処理槽１０内のＤＯを１ｍｇ／Ｌ以下、望ましくは０
．５ｍｇ／Ｌ以下とし、糸状性細菌の増殖を抑制しても良い。
【００４０】
　この第一生物処理槽１０の処理水を第二生物処理槽２０に導入し、散気管２３で曝気し
、残存している有機成分の酸化分解、分散性細菌の自己分解および微小動物による補食に
よる余剰汚泥の減量化を行う。
【００４１】
　第二生物処理槽２０では、細菌に比べ増殖速度の遅い微小動物の働きと細菌の自己分解
を利用するため、微小動物と細菌が系内に留まるような運転条件および処理装置を用いな
ければならない。そこで、第二生物処理槽２０には、流動床担体や固定床、揺動性担体を
添加することで微小動物の槽内保持量を高めることが好ましい。図２の符号２５は第二生
物処理槽２０内の固定床担体を示している。流動床担体は球状、ペレット状、中空筒状、
糸状など任意であり、大きさも０．１～１０ｍｍ程度の径である。材料は天然素材、無機
素材、高分子素材等任意である。揺動性固定床担体は、担体の少なくとも一部が、第二生
物処理槽２０の底面、側面、上部のいずれかに固定される。形状は糸状、板状、短冊状の
任意で、材料は天然素材、無機素材、高分子素材等任意である。
【００４２】
　第二生物処理槽２０の後段に固液分離装置３０を設け、第二生物処理液を固液分離し、
分離した汚泥の少なくとも一部を第二生物処理槽２０内に返送しても良い。この固液分離
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は、沈殿池、膜分離、上向流分離いずれでも良い。
【００４３】
　図３～５は本発明を嫌気処理に適用したフローである。このフローでも、有機性排水は
原水槽１を介して第一生物処理槽１０に供給される。第一生物処理槽１０は酸生成槽とな
り、メタン生成細菌が直接利用できない有機物を有機酸やアルコール等に低分子化する。
【００４４】
　第一生物処理槽（酸生成槽）１０の条件は、空気や酸素で曝気せず、第一生物処理槽１
０内を非曝気式の撹拌手段で撹拌する点を除いては上記図２のフローの第一生物処理槽（
分散菌槽）１０と同様である。非曝気式の攪拌手段としては、槽内液の循環、槽内ガスの
循環、機械攪拌、原水の上向流添加等、任意である。図３～５では、第一生物処理槽１０
内の底部に水中ポンプ１６を設置し、その吐出水の一部を配管１７によって第一生物処理
槽１０の上部に流出させて槽内を撹拌している。ポンプ吐出水の残部は、返送ライン２を
介して原水槽１に返送される。
【００４５】
　第一生物処理槽（酸生成槽）１０で生成した有機酸やアルコール等を含む第一生物処理
水は、第二生物処理槽（メタン生成槽）２０に導入され、有機酸、アルコール等がメタン
に変換される。メタン生成細菌は、酸生成細菌より増殖速度が遅いため、第二生物処理槽
２０では高濃度で菌体を維持する必要がある。そのため、第二生物処理槽２０では、グラ
ニュール法、担体法（流動床、固定床いずれでも可）など生物膜法を採用するのが好まし
い。これらの処理法の場合、図３～５の通り、第一生物処理水は第二生物処理槽２０の下
部又は中継槽４０に導入される。
　即ち、図３においては、第一生物処理水は中継槽４０を経て第二生物処理槽２０の下部
に導入される。第二生物処理槽２０内の上部にはＧＳＳ（気固液分離装置）２６が設けら
れており、分離ガスが系外へ排出されると共に、分離水の一部が処理水として取り出され
、残部は中継槽４０に循環される。また、第二生物処理槽２０の下部からは余剰汚泥が引
き抜かれる。
　図４においては、第二生物処理槽２０は流動床担体２２を有する。また、流動床担体２
２を分離するためのスクリーンやストレーナなどの担体分離手段２１が設けられており、
上部からガスが排出されると共に、担体分離手段２１で担体２２と分離された分離水の一
部が処理水として取り出され、残部は中継槽４０に循環される。
　図５においては、第二生物処理槽２０の処理水を処理する膜分離装置５０が設けられて
いる。第二生物処理槽２０で発生したガスは上部から排出されると共に、第二生物処理槽
２０の処理水は膜分離装置５０で膜分離処理され、分離汚泥は第二生物処理槽２０に返送
され、分離水が処理水として取り出される。
【００４６】
　本発明では、第二生物処理槽２０の後段にさらに生物処理槽やその他の処理手段を設け
てもよい。
　また、嫌気処理の場合、酸生成槽でのｐＨ調整剤の使用量削減のため、ＧＳＳや膜分離
の処理液（図３の処理水又は図５の処理水）、担体を用いる場合はスクリーンにより担体
が分離された処理液（図４の処理水）を第一生物処理槽に返送してもよい。
【実施例】
【００４７】
　以下、実施例及び比較例について説明する。
【００４８】
［実施例１（フロー：図２）］
　図２のフローにより、飲料水系排水（ＣＯＤｃｒ＝８００ｍｇ／Ｌ、ＳＳ＝０ｍｇ／Ｌ
）を処理した。
【００４９】
　容量５０Ｌの原水槽１と、容量２５Ｌの第一生物処理槽（分散菌槽：汚泥返送なし）と
、容量１５０Ｌの第二生物処理槽（活性汚泥槽）２０と沈殿槽３０を図２の通り接続した
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。ＣＯＤｃｒ容積負荷２．３ｋｇ／ｍ３／ｄａｙ、水量５００Ｌ／ｄａｙ、第一生物処理
槽ＨＲＴ１．２時間の条件で運転した。第一生物処理槽１０及び第二生物処理槽２０に板
状の固定床担体１５，２５を充填率１体積％にて充填した。第一生物処理槽１０から槽内
液を１０Ｌ／ｄａｙにて原水槽１へ返送した。原水槽１では、曝気攪拌を行った。
【００５０】
　その結果、第一生物処理槽１０出口の溶解性ＣＯＤｃｒ濃度は１００ｍｇ／Ｌとなり、
溶解性ＣＯＤｃｒ除去率は８７．５％に達し、良好な分散菌が生成した。汚泥転換率は０
．１ｋｇ－ＳＳ／ｋｇ－ＣＯＤｃｒと非常に低い汚泥発生量となった。
【００５１】
［比較例１］
　第一生物処理槽内容液の原水槽１への返送を行わないこと以外は実施例１と同様にして
試験を行った。その結果、第一生物処理槽１０出口の溶解性ＣＯＤｃｒ濃度は５００ｍｇ
／Ｌで、溶解性ＣＯＤｃｒ除去率は３７．５％に留まり、多量の糸状性細菌が生成した。
そのため、沈殿槽３０では沈降不良を起こし、安定して処理することが出来なかった。汚
泥は大量に引き抜く必要があり、汚泥転換率は０．３５ｋｇ－ＳＳ／ｋｇ－ＣＯＤｃｒと
非常に高い汚泥発生量となった。
【００５２】
［実施例２（フロー：図３）］
　図３のフローにより、飲料水系排水（ＣＯＤｃｒ＝１５００ｍｇ／Ｌ、ＳＳ＝０ｍｇ／
Ｌ）の処理を行った。
【００５３】
　容量５０Ｌの原水槽１と、容量２５Ｌの第一生物処理槽（酸生成槽：汚泥返送なし）１
０と、容量５０Ｌの第二生物処理槽（メタン生成槽（ＵＡＳＢ槽））２０とを図３の通り
中継槽４０を介して接続した。ＣＯＤｃｒ容積負荷１０ｋｇ／ｍ３／ｄａｙ、水量５００
Ｌ／ｄａｙ、第一生物処理槽ＨＲＴ１．２ｈの条件で運転した。第二生物処理槽（ＵＡＳ
Ｂ槽）２０にはグラニュールが槽容積で５０％維持されていた。第一生物処理槽１０から
槽内液を２０Ｌ／ｄａｙとなるように原水槽１へ返送した。なお、原水槽１は機械攪拌と
した。
【００５４】
　その結果、第一生物処理槽１０出口の溶解性ＣＯＤｃｒ濃度に占める有機酸の割合は１
００ｍｇ／Ｌ（１５００ｍｇ／Ｌ中）から１０００ｍｇ／Ｌ（１３００ｍｇ／Ｌ中）に上
昇し、酸生成が良好に進行した。第二生物処理槽（ＵＡＳＢ槽）２０では生成した有機酸
の９５％がメタンに変換され、原水中の溶解性有機物の８０％が最終的にメタンに変換さ
れ、良好な処理が維持された。
【００５５】
［比較例２］
　第一生物処理槽１０内容液の原水槽１への返送を行わないこと以外は実施例２と同様の
運転を行った。その結果、第一生物処理槽１０出口の溶解性ＣＯＤｃｒ濃度に占める有機
酸の割合は１００ｍｇ／Ｌ（１５００ｍｇ／Ｌ中）から３００ｍｇ／Ｌ（１４００ｍｇ／
Ｌ中）まで上昇しただけであり、酸生成が殆ど進行せず、後段のＵＡＳＢ槽２０ではグラ
ニュールの浮上が頻発した。そのため、全体での溶解性有機物の除去率は４０％に留まっ
た。
【００５６】
　以上の実施例及び比較例より、本発明によると、有機性排水の効率的な生物処理が可能
になり、槽容積削減の効果があることが認められた。
【符号の説明】
【００５７】
　１　原水槽
　１０　第一生物処理槽
　１１，２１　担体分離手段
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　１２，２２　流動床担体
　１５，２５、　固定床担体
　２６　ＧＳＳ
　２０　第二生物処理槽
　３０　固液分離装置
　４０　中継槽
　５０　膜分離装置

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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