
JP 6136699 B2 2017.5.31

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機性排水よりなる原水を分散菌槽に導入し、該分散菌槽内で好気性生物処理して分散
菌を含む低負荷有機排水を生成させ、該分散菌槽の流出水を生物処理槽で好気性生物処理
し、該生物処理槽の後段に設けた膜分離槽で固液分離して処理水と分離汚泥とに分離し、
分離汚泥を該生物処理槽に返送する生物処理方法において、
　前記分散菌槽に担体を充填し、有機成分の７０％以上を酸化分解し、
　ＳＲＴが２５～６０日となるように該生物処理槽の汚泥を引き抜き、
　該膜分離槽の汚泥濃度が２５００～８０００ｍｇ／Ｌに維持されると共に、該生物処理
槽へのＳ．ＴＯＣ汚泥負荷が０．００５～０．１ｋｇ－Ｓ．ＴＯＣ／ｋｇ－ＶＳＳ／ｄに
維持されるように、該膜分離槽から該生物処理槽への汚泥返送流量を原水流量の０．５～
３倍の範囲内で調整する
ことを特徴とする有機性排水の生物処理方法。
【請求項２】
　請求項１において、前記原水の一部を、前記分散菌槽をバイパスさせて前記生物処理槽
に導入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
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性排水処理に利用することができる有機性排水の処理方法に関するものであり、詳しくは
、有機性排水を好気槽で生物処理し、膜で固液分離する処理方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　有機性排水の流入する曝気槽と、曝気槽の汚泥を循環させながら膜で固液分離する膜分
離槽とを備えた膜分離活性汚泥装置（ＭＢＲ）を用いる有機性排水の処理方法（例えば特
許文献１，２）によれば、膜を用いることによって、処理水の水質を良好に保つことがで
き、また、曝気槽のＭＬＳＳ濃度を高く維持でき、高負荷処理が可能となるうえに、沈殿
槽が不要となるため、装置を小さくすることができる。
【０００３】
　特許文献１には、液晶ないし半導体製造工場から排出される有機性排水の流入する曝気
槽と、曝気槽の汚泥を循環させながら膜で固液分離する膜分離槽とを備えた膜分離活性汚
泥装置を用いる有機性排水の処理方法において、該膜分離槽への汚泥の循環量を原水の有
機物負荷量に応じて原水量の１．５～１０倍の間で切り替えること、前記膜分離槽の汚泥
濃度が３，０００～２０，０００ｍｇ/Ｌになるように、膜分離槽に汚泥を循環させるこ
と、及び余剰汚泥として、１日あたり曝気槽および膜分離槽の全保有汚泥量の１／１０～
１／５０を引き抜くことを特徴とする有機性排水の処理方法が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２０５９９２
【特許文献２】特開２０１２－２０５９９７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ＭＢＲは、所定の負荷で処理を行えば、安定した固液分離が可能で良好な処理水質が得
られる。負荷は低ければ低いほど処理は安定するが、低すぎると凝集体捕食型微小動物が
増殖し、汚泥を解体させる。この場合、汚泥が微細化し、膜を閉塞させるだけでなく、汚
泥内容物由来のタンパク質により発泡し、汚泥が浮上し槽外に漏洩する場合がある。また
、低負荷時に所定の汚泥負荷を維持できるよう汚泥を引き抜きすぎると、ＳＲＴが短くな
りすぎ、良好なフロックができず、フラックスが低下してしまう。加えて、汚泥濃度が下
がりすぎると、膜への不可逆汚染物質の吸着が促進され、処理水引き抜き時の差圧が上昇
してしまう。
【０００６】
　本発明は、好気性生物処理槽と膜分離槽とを別個に設けた有機性排水の生物処理方法に
おいて、生物処理槽へのＳ．ＴＯＣ（溶解性ＴＯＣ）負荷が所定のごく低い負荷条件に維
持されるように膜分離槽からの汚泥返送量を抑えることで、膜分離槽の汚泥濃度が下がり
すぎないように保ちつつ生物処理槽を低負荷で運転できるようにした有機性排水の生物処
理方法を提供することを目的とする。なお、特許文献１，２には生物処理槽をごく低負荷
に維持するという技術思想は開示されてない。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の有機性排水の生物処理方法は、有機性排水よりなる原水を生物処理槽で好気性
生物処理し、該生物処理槽の後段に設けた膜分離槽で固液分離して処理水と分離汚泥とに
分離し、分離汚泥を該生物処理槽に返送する生物処理方法において、ＳＲＴが２５～６０
日となるように該生物処理槽の汚泥を引き抜き、該膜分離槽の汚泥濃度が２０００ｍｇ／
Ｌ以上に維持されると共に、該生物処理槽へのＳ．ＴＯＣ汚泥負荷が０．００５～０．１
ｋｇ－Ｓ．ＴＯＣ／ｋｇ－ＶＳＳ／ｄに維持されるように、該膜分離槽から該生物処理槽
への汚泥返送流量を原水流量の０．５～４倍の範囲内で調整することを特徴とするもので
ある。
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【０００８】
　本発明では、該生物処理槽の前段に、前記原水を好気性生物処理して分散菌を生成させ
て、分散菌を含む低負荷有機排水を生成させる分散菌槽を設け、該分散菌槽の流出水（低
負荷有機排水）を該生物処理槽に導入してもよい。この場合、原水の一部を、分散菌槽を
バイパスさせて微生物処理槽に導入してもよい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明は、生物処理槽と、膜分離槽とを別個に設け、膜分離槽の汚泥濃度が２０００ｍ
ｇ／Ｌ以上に維持されつつ、該生物処理槽へのＳ．ＴＯＣ汚泥負荷が０．００５～０．１
ｋｇ－Ｓ．ＴＯＣ／ｋｇ－ＶＳＳ／ｄに維持されるように、該膜分離槽から該生物処理槽
への汚泥返送流量を原水流量の０．５～４倍の範囲内で調整する。これにより、生物処理
槽と膜分離槽それぞれの汚泥濃度が適切な範囲に調整され、安定した運転が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施の形態に係る有機性排水の処理方法のフロー図である。
【図２】実施の形態に係る有機性排水の処理方法のフロー図である。
【図３】実施の形態に係る有機性排水の処理方法のフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明において、処理対象となる有機性排水は、通常生物処理される有機物含有排水で
あれば良く、特に限定されるものではないが、例えば、電子産業排水、化学工場排水、食
品工場排水などが挙げられる。例えば、電子部品製造プロセスでは、現像工程、剥離工程
、エッチング工程、洗浄工程などから各種の有機性排水が多量に発生し、しかも排水を回
収して純水レベルに浄化して再使用することが望まれているので、これらの排水は本発明
の処理対象排水として適している。このような有機性排水としては例えば、イソプロピル
アルコール、エチルアルコールなどを含有する有機性排水、モノエタノールアミン（ＭＥ
Ａ）、テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド（ＴＭＡＨ）などの有機態窒素、ア
ンモニア態窒素を含有する有機性排水、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）などの有機硫
黄化合物を含有する有機性排水が挙げられる。
【００１２】
　以下、図１～３を参照して本発明のフローについて説明する。
【００１３】
　図１のフローは、Ｓ．ＴＯＣが５０～５００ｍｇ／Ｌの有機物含有排水の処理に適して
いる。図１のフローでは、原水（有機性排水）は原水配管１を介して生物処理槽２に導入
され、散気管２ａからの散気により撹拌され、好気的に生物処理される。生物処理液はポ
ンプ３、配管４を介して膜分離槽５に導入される。
【００１４】
　この膜分離槽５内には分離膜６が浸漬配置されている。膜分離槽５には散気管５ａが設
置されており、膜分離槽５内においても好気的に生物処理が行われる。散気管５ａからの
散気により、槽内が好気状態に維持されると共に、槽内の液が撹拌され、分離膜６の膜面
への微生物の付着が抑制される。分離膜６の透過液は配管７を介して処理水として取り出
される。膜分離槽５内で濃縮された液（汚泥）は、返送配管８によって生物処理槽に返送
される。なお生物処理槽の生物処理水をポンプでなくオーバーフローで膜分離槽に流入さ
せ、一方、膜分離槽内の濃縮汚泥は返送配管に介設されるポンプによって生物処理槽に返
送するようにしてもよい。
【００１５】
　このフローによる処理方法の詳細は次の通りである。原水（有機性排水）を好気性生物
処理槽２に導入し、曝気することにより、細菌により有機成分（ＢＯＤ、ＴＯＣ、又はＣ
ＯＤｃｒ）の９０％以上が酸化分解される。有機物の分解に伴い、汚泥が生成し、この汚
泥と処理水を分離膜６で分離する。分離膜６はＭＦ膜及びＵＦ膜のいずれでも良い。
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【００１６】
　生物処理槽２内での生物処理により生成し、生物処理槽２に保持されている汚泥に対し
、有機性排水の負荷（Ｓ．ＴＯＣ汚泥負荷）を０．００５～０．１ｋｇ－Ｓ．ＴＯＣ／ｋ
ｇ－ＶＳＳ／ｄ、望ましくは０．０１～０．０５ｋｇ－Ｓ．ＴＯＣ／ｋｇ－ＶＳＳ／ｄに
調整することにより、汚泥はフロック化し、固液分離しやすくなる。加えて、分離膜６を
閉塞させる原因となる細菌の粘質物(細胞外ポリマー)の生成も抑えることが出来る。槽容
積や流入する有機物負荷は決まっているため、汚泥負荷を調整するためには、生物処理槽
２内の汚泥濃度の調整、すなわち汚泥引抜量の調整を行う。このとき、汚泥負荷は生物処
理槽２の汚泥と膜分離槽５の汚泥とを合わせた合計の汚泥量を基に計算するため、引き抜
き汚泥量も生物処理槽２の汚泥と膜分離槽５の汚泥とを合わせた合計の汚泥量を基に計算
する。
【００１７】
　汚泥の引き抜き量を増やし、ＳＲＴが短くなりすぎると汚泥が分散したり、細胞外ポリ
マー生成量が増える恐れがあるため、ＳＲＴは２５～６０ｄ、望ましくは３０～４５ｄと
する。
【００１８】
　ただし、有機物負荷が低い場合、上記の条件で制御すると、生物処理槽２および膜分離
槽５のＭＬＳＳが低くなり、分離膜６への細菌の細胞外ポリマーの吸着が促進され、フラ
ックスが低下してしまう。そこで、膜分離槽５から生物処理槽２への返送汚泥量を原水流
量の０．５～４倍、望ましくは１～３倍の範囲で調整し、膜分離槽５の汚泥濃度(ＭＬＳ
Ｓ)を２０００ｍｇ／Ｌ以上、望ましくは２５００ｍｇ／Ｌ以上、例えば２５００～８０
００ｍｇ／Ｌに維持する。
【００１９】
　図２のフローは、Ｓ．ＴＯＣが１００～１０００ｍｇ／Ｌ望ましくは２００～１０００
ｍｇ／Ｌの有機物含有排水の処理に適している。図２のフローでは、原水（有機性排水）
は原水配管９を介して分散菌槽としての第１生物処理槽１０に導入され、散気管１０ａか
らの散気により撹拌され、好気的に生物処理される。この第１生物処理槽１０には生物担
体１０ｂが充填されている。第１生物処理槽１０で好気的に生物処理された液（低負荷有
機排水）は、配管１１を介して第２生物処理槽１２に導入され、散気管１２ａからの散気
により撹拌され、好気的に生物処理される。第２生物処理槽１２の生物処理液は、ポンプ
１３、配管１４を介して膜分離槽１５に導入される。
【００２０】
　この膜分離槽１５内には分離膜１６が浸漬配置されている。膜分離槽１５には散気管１
５ａが設置されており、膜分離槽１５内においても散気管１５ａからの散気により、槽内
が好気状態に維持される。分離膜１６の透過液は配管１７を介して処理水として取り出さ
れる。膜分離槽１５内の液（汚泥）は、返送配管１８によって第２生物処理槽１２に返送
される。なお第２生物処理槽の生物処理水をポンプでなくオーバーフローで膜分離槽に流
入させ、一方、膜分離槽内の濃縮汚泥は返送配管に介設されるポンプによって第２生物処
理槽に返送するようにしてもよい。
【００２１】
　図２のフローにおける処理の詳細は次の通りである。有機性排水は第１生物処理槽１０
において、細菌により、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１生物処理槽のｐＨは好ましくは６～８
．５とする。しかしながら、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。第１生物処理槽１０での通水は一過式を基本とする。
【００２２】
　第１生物処理槽１０のＢＯＤ容積負荷を１ｋｇ／ｍ３／ｄ以上、例えば１～１０ｋｇ／
ｍ３／ｄ、ＨＲＴ２４ｈ以下、望ましくは８ｈ以下、例えば２～６ｈとすることにより、
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を短くすることによ
りＢＯＤ濃度の低い排水を高負荷で処理することが出来る。さらに、後段の第２生物処理
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槽１２からの汚泥の一部を返送したり、二槽以上に多段化したり、担体１０ｂを添加する
ことによりＢＯＤ容積負荷５ｋｇ／ｍ３／ｄ以上例えば５～１０ｋｇ／ｍ３／ｄの高負荷
化が可能になる。
【００２３】
担体１０ｂは球状、ペレット状、中空筒状、糸状、板状の任意であり、大きさは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。また、第１生物処理槽１０における担体１０ｂ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。第１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１～１０％とするこ
とにより、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１
生物処理槽１０内のＤＯを１ｍｇ／Ｌ以下、特に０．５ｍｇ／Ｌ以下、例えば０．２～０
．５ｍｇ／Ｌとして、糸状性細菌の増殖を抑制しても良い。また担体を流動床担体ではな
く揺動型などの固定床担体としてもよい。
【００２４】
　第１生物処理槽１０からの第１生物処理水（低負荷有機排水）を第２生物処理槽１２に
導入し、曝気し、ここで、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
び微小動物による捕食による余剰汚泥の減量化を行う。第２生物処理槽１２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２生物処理
槽１２には流動床担体や揺動型などの固定床担体を添加することで微小動物の槽内保持量
を高めるのが好ましい。
 
【００２５】
　添加する流動床担体は球状、ペレット状、中空筒状、糸状の任意であり、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。
【００２６】
　固定床担体は糸状、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、ゲル状物質を用いても良い。固定床担体は、望ましくは多孔質のウレタンフォー
ムであり、例えば第２生物処理槽１２の深さ方向の長さ１００～４００ｃｍ、幅５～２０
０ｃｍ、厚さ０．５～５ｃｍの短冊状または板状とする。固定床担体は好ましくはその板
状ないし短冊状の長手方向が第２生物処理槽１２の深さ方向となるように、板状ないし短
冊状の担体の板面が鉛直方向となるように、また、第２生物処理槽１２に第１生物処理水
が流入して第２生物処理槽から流出する水の流れに対して、板状ないし短冊状の担体の板
面が交叉する(好ましくは直交する)方向となるように第２生物処理槽１２内に設置される
のが好ましい。固定床担体は、その少なくとも一部が、第２生物処理槽１２の底面、側面
及び上部のいずれかに固定されるのが好ましい。
【００２７】
　第２生物処理槽１２の担体充填率は流動床で５～５０％、固定床で１～１０％とするこ
とが望ましい。
【００２８】
　微小動物による捕食を促進させるため、第２生物処理槽１２のｐＨを７．０以下として
も良い。第２生物処理槽１２では、分散状態の菌体を捕食する濾過捕食型微小動物だけで
なく、フロック化した汚泥を捕食できる凝集体捕食型微小動物も増殖する。後者は遊泳し
ながら、フロックを捕食するため、優先化した場合、汚泥は食い荒らされ、微細化したフ
ロック片が散在する汚泥となる。このフロック片により、沈殿池では処理水が悪化し、膜
分離槽では分離膜の目詰まりが発生する。そこで、凝集体捕食型微小動物を間引くため、
ＳＲＴは望ましくは１５～６０ｄ、より望ましくは２５～６０ｄ、さらに望ましくは２５
～４５ｄ、特に望ましくは３０～４５ｄとする。
【００２９】
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　第１生物処理槽１０で溶解性有機物を完全に分解した場合、第２生物処理槽１２ではフ
ロックが形成されず、また、微小動物増殖のための栄養も不足し、圧密性の低い汚泥のみ
が優占化した生物処理槽となる。そのため、前述のように、第１生物処理槽１０では有機
物の大部分、すなわち排水ＢＯＤの７０％以上、望ましくは８０％以上を分解し、菌体へ
と変換しておくのが好ましいが、適度の有機物負荷も必要となるため、本発明では、第２
生物処理槽１２及び膜分離槽１５の汚泥に対するＳ．ＴＯＣ汚泥負荷を０．００５～０．
１ｋｇ－Ｓ．ＴＯＣ／ｋｇ－ＶＳＳ／ｄ、望ましくは０．０１～０．０５ｋｇ－Ｓ．ＴＯ
Ｃ／ｋｇ－ＶＳＳ／ｄに調整する。ただし、有機物負荷が低い場合、上記の条件で制御す
ると、第２生物処理槽１２および膜分離槽１５のＭＬＳＳが低くなり、分離膜への細菌の
細胞外ポリマーの吸着が促進され、フラックスが低下してしまう。そこで、本発明では、
膜分離槽１５から第２生物処理槽１２への返送汚泥量を原水流量の０．５～４倍、望まし
くは１～４倍、さらに望ましくは１～３倍の範囲で調整し、膜分離槽１５の汚泥濃度(Ｍ
ＬＳＳ)を２０００ｍｇ／Ｌ以上、望ましくは２５００ｍｇ／Ｌ以上、さらに望ましくは
２５００～８０００ｍｇ／Ｌに維持するのが好ましい。
【００３０】
　また、本発明では、図３のように、原水の一部をバイパス配管９’によって第２生物処
理槽に直接に供給して、第２生物処理槽１２及び膜分離槽１５への溶解性ＴＯＣによる汚
泥負荷を上記範囲に調整しても良い。
【実施例】
【００３１】
［実施例１］
　図１のフローを用い、原水として液晶製造排水（Ｓ．ＴＯＣ：５０ｍｇ／Ｌ、ＳＳ：０
ｍｇ／Ｌ）を下記の条件にて処理した。　
　　生物処理槽容量：１５０Ｌ
　　膜分離槽容量：７５Ｌ
　　生物処理槽および膜分離槽溶存酸素（ＤＯ）：２～３ｍｇ／Ｌ
　　Ｓ．ＴＯＣ容積負荷：０．０２２ｋｇ－Ｓ．ＴＯＣ／ｍ３／ｄ
　　ＨＲＴ：４５ｈ
　　ＳＲＴ：４５ｄ
　　槽内(生物処理槽及び膜分離槽)の平均ＭＬＳＳ：１５００ｍｇ／Ｌ、（ＭＬＶＳＳは
１２００ｍｇ／Ｌ）
　　汚泥負荷：０．０１９ｋｇ－Ｓ．ＴＯＣ／ｋｇ－ＶＳＳ／ｄ
【００３２】
　膜分離槽からの返送量を原水流量に対し２～３倍に調整したところ、膜分離槽のＭＬＳ
Ｓは２０００～３０００ｍｇ／Ｌとなり、分離膜フラックス０．５ｍ／ｄで安定した運転
を行うことができた。処理水のＳ．ＴＯＣは１ｍｇ／Ｌ未満であった。
【００３３】
［比較例１］
　実施例１において、膜分離槽からの返送量を原水流量に対し５倍に調整したこと以外は
同様にして同一の原水を処理したところ、膜分離槽のＭＬＳＳは２０００ｍｇ／Ｌ以下と
なり、分離膜のフラックスを０．４ｍ／ｄに下げる必要があった。処理水のＳ．ＴＯＣは
２～３ｍｇ／Ｌであった。
【００３４】
［実施例２］
　図２のフローを用い、原水として液晶製造排水（Ｓ．ＴＯＣ：２００ｍｇ／Ｌ、ＳＳ：
０ｍｇ／Ｌ）を下記の条件で処理した。　
　　第１生物処理槽(汚泥返送なし)容量：７５Ｌ
　　第２生物処理槽容量：７５Ｌ
　　膜分離槽容量：７５Ｌ
　　第１生物処理槽のＤＯ：０．５ｍｇ／Ｌ
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　　第２の生物処理槽及び膜分離槽のＤＯ：２～３ｍｇ／Ｌ
　　Ｓ．ＴＯＣ容積負荷：０．１ｋｇ－Ｓ．ＴＯＣ／ｍ３／ｄ
　　ＨＲＴ：１２ｈ
　　ＳＲＴ：３０ｄ
【００３５】
　その結果、第１生物処理槽出口のＳ．ＴＯＣ：１０ｍｇ／Ｌ、槽内(第２生物処理槽及
び膜分離槽)の平均ＭＬＳＳ：１５００ｍｇ／Ｌ、ＭＬＶＳＳ＝１２００ｍｇ／Ｌとなり
、第２生物処理槽以降の汚泥負荷：０．０１１ｋｇ－Ｓ．ＴＯＣ／ｋｇ－ＶＳＳ／ｄであ
った。膜分離槽からの返送量を原水流量に対し２～３倍に調整したところ、膜分離槽のＭ
ＬＳＳは２０００～３０００ｍｇ／Ｌとなり、分離膜フラックス０．７ｍ／ｄで安定した
運転を行うことができた。処理水のＴＯＣは１ｍｇ／Ｌ未満であった。
【００３６】
［比較例２］
　実施例２において、ＳＲＴを６０ｄとしたこと以外は同一条件にて同一原水を処理した
。その結果、第１生物処理槽出口のＳ．ＴＯＣは１０ｍｇ／Ｌ、槽内(第２生物処理槽及
び膜分離槽)の平均ＭＬＳＳは３０００ｍｇ／Ｌ、ＭＬＶＳＳ＝２７００ｍｇ／Ｌとなり
、第２生物処理槽以降の汚泥負荷は０．００４９ｋｇ－Ｓ．ＴＯＣ／ｋｇ－ＶＳＳ／ｄで
あった。この結果、第２生物処理槽で発泡し、フラックスも０．５ｍ／ｄまで低下した。
処理水のＳ．ＴＯＣは５ｍｇ／Ｌであった。
【００３７】
［比較例３］
　実施例２において、膜分離槽からの返送量を原水流量に対し５倍に調整したこと以外は
同一条件にて同一原水を処理したところ、膜分離槽のＭＬＳＳは２０００ｍｇ／Ｌ以下と
なり、フラックスを０．５ｍ／ｄに下げる必要があった。処理水のＳ．ＴＯＣは３ｍｇ／
Ｌであった。
【００３８】
　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、排水処理時に発生する汚泥の大幅な減量化、高負荷運転による処理効率の向上及び
安定した処理水質の維持を図ることができることが認められた。
【符号の説明】
【００３９】
　　２　生物処理槽
　　５，１５　膜分離槽
　　６，１６　分離膜
　　１０　第１生物処理槽（分散菌槽）
　　１２　第２生物処理槽
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