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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理水の曝気を行う第１散気手段を有し、活性汚泥を用いて前記被処理水の生物反応
処理を行う第１生物反応槽と、
　被処理水を撹拌する撹拌手段を有し、活性汚泥を用いて無酸素条件下で前記被処理水の
生物反応処理を行う第２生物反応槽と、
　前記第２生物反応槽に隣接して備えられ、前記第１生物反応槽及び前記第２生物反応槽
の少なくとも一方において生物反応処理された処理水と活性汚泥とを固液分離する膜分離
器及び前記膜分離器を曝気洗浄すると共に前記処理水の曝気を行う第２散気手段を有し、
活性汚泥を用いて好気条件下で前記処理水の生物反応処理を行う膜分離槽と、
　前記第１生物反応槽と前記膜分離槽とを接続し、前記第１生物反応槽における処理水を
前記膜分離槽に流入させる第１処理水流路と、
　前記第２生物反応槽と前記第１生物反応槽とを接続し、前記第１生物反応槽及び前記第
２生物反応槽のいずれか一方における処理水を他方の生物反応槽に流入させる連結流路と
、
　前記第２生物反応槽と前記膜分離槽とを接続し、前記第２生物反応槽における処理水を
前記膜分離槽に流入させる第２処理水流路と、
　前記膜分離槽と前記第２生物反応槽とを接続し、前記第２生物反応槽と前記膜分離槽と
の間に前記第２処理水流路と共に循環路を形成して、前記膜分離槽における処理水を前記
第２生物反応槽に返流させる返流流路と、
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を備えることを特徴とする膜分離活性汚泥処理装置。
【請求項２】
　前記返流流路が、前記膜分離槽と前記第２生物反応槽との間に設けられる越流堰によっ
て形成され、
　前記膜分離槽において生物反応処理された処理水は、前記越流堰を越流して前記第２生
物反応槽へ返流される
ことを特徴とする請求項１に記載の膜分離活性汚泥処理装置。
【請求項３】
　前記第２散気手段が、気泡径が１００μｍ以上の粗大気泡を前記被処理水に散気し、
　前記第１散気手段が、前記粗大気泡よりも気泡径が小さい微細気泡を前記被処理水に散
気する
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の膜分離活性汚泥処理装置。
【請求項４】
　さらに、
　前記第１処理水流路を開閉する第１処理水流路弁と、
　前記連結流路を開閉する連結流路弁と、
　前記第２処理水流路を開閉する第２処理水流路弁と
を備えることを特徴とする請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の膜分離活性汚泥
処理装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の膜分離活性汚泥処理装置の運転方法であって、
　前記第２処理水流路弁を開弁、且つ、前記第１処理水流路弁及び前記連結流路弁を閉弁
させると共に、前記第２生物反応槽に系外から被処理水を流入させて、前記第２生物反応
槽、前記膜分離槽の順に前記被処理水の生物反応処理を行う
ことを特徴とする膜分離活性汚泥処理装置の運転方法。
【請求項６】
　請求項４に記載の膜分離活性汚泥処理装置の運転方法であって、
　前記連結流路弁及び前記第２処理水流路弁を開弁、且つ、前記第１処理水流路弁を閉弁
させると共に、前記第１生物反応槽に系外から被処理水を流入させて、前記第１生物反応
槽、前記第２生物反応槽、前記膜分離槽の順に前記被処理水の生物反応処理を行う
ことを特徴とする膜分離活性汚泥処理装置の運転方法。
【請求項７】
　請求項４に記載の膜分離活性汚泥処理装置の運転方法であって、
　前記第１処理水流路弁及び前記連結流路弁を開弁、且つ、前記第２処理水流路弁を閉弁
させると共に、前記第２生物反応槽に系外から被処理水を流入させて、前記第２生物反応
槽、前記第１生物反応槽、前記膜分離槽の順に前記被処理水の生物反応処理を行う
ことを特徴とする膜分離活性汚泥処理装置の運転方法。
【請求項８】
　請求項６に記載の膜分離活性汚泥処理装置の運転方法において、
　前記第１散気手段を作動させて前記第１生物反応槽を好気槽として機能させる運転形式
と、前記第１散気手段を停止させて前記第１生物反応槽を嫌気槽として機能させる運転形
式とを切り替えて生物反応処理を行う
ことを特徴とする膜分離活性汚泥処理装置の運転方法。
【請求項９】
　請求項７に記載の膜分離活性汚泥処理装置の運転方法において、
　前記第１散気手段を作動させて前記第１生物反応槽を好気槽として機能させる運転形式
と、前記第１散気手段を停止させて前記第１生物反応槽を無酸素槽として機能させる運転
形式とを切り替えて生物反応処理を行う
ことを特徴とする膜分離活性汚泥処理装置の運転方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、膜分離活性汚泥法を利用して水処理を行う膜分離活性汚泥処理装置及びその
運転方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　活性汚泥を用いた排水処理方法として、膜分離活性汚泥法が利用されている。膜分離活
性汚泥法は、活性汚泥を用いて生物反応処理を行った後、その処理水を限外濾過膜、精密
濾過膜等を用いた濾過処理に供することで活性汚泥を分離回収する処理方法である。膜分
離活性汚泥法を利用して水処理を行う膜分離活性汚泥処理装置としては、無酸素条件下に
おいて脱窒処理を行う無酸素槽と、好気条件下において硝化処理、有機物処理、脱リン処
理等を行う好気槽とを順に備えると共に、好気槽で処理された処理水と活性汚泥とを固液
分離する膜分離器と、好気槽で処理された処理水の一部を無酸素槽に返流させる返流流路
とを有する処理装置が知られている。
【０００３】
　この種の膜分離活性汚泥処理装置では、排水処理方法の一種である嫌気好気法（ＡＯ法
）に基いた生物反応処理が行われている。無酸素槽では、活性汚泥に含まれるポリリン酸
蓄積細菌に、菌体内に蓄積しているリンをあらかじめ放出させる処理が行われ、好気槽で
は、ポリリン酸蓄積細菌に放出させた以上のリンを採り込ませて蓄積させる。その後、こ
のようなポリリン酸蓄積細菌を余剰汚泥として引き抜くことで脱リン処理がなされている
。また、好気槽では、活性汚泥による有機物の好気分解処理が行われると共に、活性汚泥
に含まれる硝化菌の作用で、被処理水に含まれているアンモニア態窒素（ＮＨ４－Ｎ）を
硝酸態窒素（ＮＯ３－Ｎ）にまで酸化する硝化処理も行われる。そして、硝酸態窒素を含
む処理水が無酸素槽に返送され、無酸素槽において、活性汚泥に含まれる脱窒菌の作用で
、硝酸態窒素を分子状窒素（Ｎ２）にまで還元する脱窒処理が行われて窒素除去がなされ
ている。
【０００４】
　膜分離活性汚泥処理装置に備えられる膜分離器は、処理水に含まれる活性汚泥を分離回
収する機能を有しており、活性汚泥濃度の向上や、これに伴う処理装置の簡略化、小型化
を実現する手段として有効であるとされている。膜分離器には、分離膜の目詰まりを防止
するために、分離膜を曝気洗浄する散気装置が併設されることが多く、このような膜分離
器が設置された処理槽を好気槽として機能させる形態の膜分離活性汚泥処理装置の開発が
進められている。
【０００５】
　こうした形態の膜分離活性汚泥処理装置では、活性汚泥の分離回収に伴う活性汚泥濃度
の上昇に起因して、微生物による溶存酸素消費量が増大したり、被処理水の粘度の増大に
よって水相への酸素移動速度が低下し、散気量に対する酸素溶解効率が悪化したりする。
そのため、必要とされる溶存酸素濃度を維持するための散気量が増加する傾向があり、運
転動力を抑制することは容易ではない。
【０００６】
　そこで、運転動力の削減を可能とした膜分離活性汚泥処理装置が提案されている。例え
ば、特許文献１には、活性汚泥によって被処理水を処理する好気槽を複数に分割し、前記
被処理水を好気的に処理する第一好気槽と、前記第一好気槽からの前記被処理水が流入し
、前記活性汚泥を膜分離する膜ユニットを備えて、活性汚泥濃度が前記第一好気槽よりも
高く設定された第二好気槽と、を備え、前記第二好気槽には、少なくとも前記第一好気槽
よりも上流側に硝化液を循環させる循環ラインを設けたことを特徴とする膜分離活性汚泥
処理装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００７】
【特許文献１】特開２０１２－０７６０８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　図５は、比較例に係る膜分離活性汚泥処理装置の概略構成を示す図である。特許文献１
に開示されるような従来の膜分離活性汚泥処理装置（比較例に係る膜分離活性汚泥処理装
置）１００は、撹拌手段３２が設置された無酸素槽２０Ｃと、微細気泡を散気する第１散
気手段（２２，２４）が設置された第１好気槽３０Ｃと、膜分離器４１及び粗大気泡を散
気する第２散気手段（４２，４４）が設置された第２好気槽４０Ｃと、第２好気槽４０Ｃ
における処理水を無酸素槽２０Ｃに返流させる返流流路１５０Ｃとを備えている。
【０００９】
　この膜分離活性汚泥処理装置１００では、返流流路１５０Ｃによって、膜分離器４１で
濃縮された活性汚泥を処理水と共に無酸素槽２０Ｃに返流させており、粗大気泡を散気す
る第２散気手段（４２，４４）を第２好気槽４０Ｃに設置されている膜分離器４１の曝気
洗浄に用いることができる。その一方で、微細気泡を散気する第１散気手段（２２，２４
）を第１好気槽３０Ｃに設置することによって、第１好気槽３０Ｃを、第２好気槽４０Ｃ
と比較して、被処理水中へ酸素が溶け込み易い状態とし、散気量を抑制させることで、装
置全体の運転動力の低減を図っている。
【００１０】
　一般には、排水処理装置では、処理水質の向上を図るためには、処理される被処理水の
水質や、処理によって適合させようとする水質基準に応じて最適な運転形式を選択するこ
とが望まれる。例えば、膜分離活性汚泥処理装置１００では、被処理水の窒素負荷が小さ
い場合には、粗大気泡を散気する第２散気手段（４２，４４）のみであっても、好気処理
に必要な溶存酸素濃度を維持することが可能な場合があるため、微細気泡を散気する第１
散気手段（２２，２４）の作動を停止させて運転動力を削減しつつ、第１好気槽３０Ｃを
バイパスさせたり、第１好気槽３０Ｃを無酸素槽として使用したりする運転形式が効率的
である。また、リンに係る水質基準が厳しい場合には、好気槽３０Ｃ，４０Ｃや無酸素槽
２０Ｃよりも前段で、嫌気条件下の生物反応処理を行うことで、ポリリン酸蓄積細菌にあ
らかじめリンを放出させておく運転形式が適切である。
【００１１】
　しかしながら、図５に示されるような膜分離活性汚泥処理装置１００では、第１好気槽
３０Ｃをバイパスさせる場合には、無酸素槽２０Ｃと第２好気槽４０Ｃとの間で活性汚泥
を移送するための運転動力が別途必要となる。例えば、図５に示すように、無酸素槽２０
Ｃにおける処理水を活性汚泥と共に第２好気槽４０Ｃに移送する移送流路１４０Ｃを設け
る形態とすると、この流路上に設置される移送ポンプ５４の運転動力が別途必要になる。
また、第１好気槽３０Ｃを無酸素槽として使用する場合には、無酸素条件下の生物反応処
理が行われる処理槽（２０Ｃ，３０Ｃ）の総容積が拡大されるため、それに応じて滞留時
間が影響を受けたり余剰汚泥が増加したりする場合がある。また、無酸素槽として使用す
る第１好気槽３０Ｃに第１散気手段（２２，２４）による散気撹拌に代わる撹拌装置を設
置する形態とすると、その運転動力が別途必要になる。また、好気槽３０Ｃ，４０Ｃや無
酸素槽２０Ｃよりも前段で、嫌気条件下の生物反応処理を行う場合には、その生物反応処
理が行われる処理槽との間で処理水や活性汚泥を移送するポンプ等の運転動力が別途必要
になる。
【００１２】
　そこで、本発明は、処理水質の向上と運転動力の抑制とを図ることを可能とした膜分離
活性汚泥処理装置及びその運転方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記課題を解決するために本発明に係る膜分離活性汚泥処理装置は、被処理水の曝気を
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行う第１散気手段を有し、活性汚泥を用いて前記被処理水の生物反応処理を行う第１生物
反応槽と、被処理水を撹拌する撹拌手段を有し、活性汚泥を用いて無酸素条件下で前記被
処理水の生物反応処理を行う第２生物反応槽と、前記第２生物反応槽に隣接して備えられ
、前記第１生物反応槽及び前記第２生物反応槽の少なくとも一方において生物反応処理さ
れた処理水と活性汚泥とを固液分離する膜分離器及び前記膜分離器を曝気洗浄すると共に
前記処理水の曝気を行う第２散気手段を有し、活性汚泥を用いて好気条件下で前記処理水
の生物反応処理を行う膜分離槽と、前記第１生物反応槽と前記膜分離槽とを接続し、前記
第１生物反応槽における処理水を前記膜分離槽に流入させる第１処理水流路と、前記第２
生物反応槽と前記第１生物反応槽とを接続し、前記第１生物反応槽及び前記第２生物反応
槽のいずれか一方における処理水を他方の生物反応槽に流入させる連結流路と、前記第２
生物反応槽と前記膜分離槽とを接続し、前記第２生物反応槽における処理水を前記膜分離
槽に流入させる第２処理水流路と、前記膜分離槽と前記第２生物反応槽とを接続し、前記
第２生物反応槽と前記膜分離槽との間に前記第２処理水流路と共に循環路を形成して、前
記膜分離槽における処理水を前記第２生物反応槽に返流させる返流流路とを備えることを
特徴とする。
【００１４】
　また、本発明に係る膜分離活性汚泥処理装置の運転方法は、前記連結流路弁及び前記第
２処理水流路弁を開弁、且つ、前記第１処理水流路弁を閉弁させると共に、前記第１生物
反応槽に系外から被処理水を流入させて、前記第１生物反応槽、前記第２生物反応槽、前
記膜分離槽の順に前記被処理水の生物反応処理を行うことを特徴とする。または、前記第
１処理水流路弁及び前記連結流路弁を開弁、且つ、前記第２処理水流路弁を閉弁させると
共に、前記第１生物反応槽に系外から被処理水を流入させて、前記第１生物反応槽、前記
第２生物反応槽、前記膜分離槽の順に前記被処理水の生物反応処理を行うことを特徴とす
る。または、前記第１散気手段を作動させて前記第１生物反応槽を好気槽として機能させ
る運転形式と、前記第１散気手段を停止させて前記第１生物反応槽を嫌気槽として機能さ
せる運転形式とを切り替えて生物反応処理を行うことを特徴とする
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、処理水質の向上と運転動力の抑制とを図ることを可能とした膜分離活
性汚泥処理装置及びその運転方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施形態に係る膜分離活性汚泥処理装置の概略構成を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る膜分離活性汚泥処理装置の運転方法毎に被処理水の通
流経路を示した概要図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る膜分離活性汚泥処理装置における運転形式の選択処理
の一例を示す流れ図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る膜分離活性汚泥処理装置における運転形式の変更処理
の一例を示す流れ図である。
【図５】比較例に係る膜分離活性汚泥処理装置の概略構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に本発明の一実施形態に係る膜分離活性汚泥処理装置及びその運転方法について説
明する。なお、各図において共通する部分には同一の符号を付し、重複する部分について
の説明は省略する。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態に係る膜分離活性汚泥処理装置の概略構成を示す図である
。
【００１９】
　本実施形態に係る膜分離活性汚泥処理装置１は、膜分離活性汚泥法を利用した排水処理
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装置であって、活性汚泥を用いた生物反応処理によって排水処理（廃水処理）を行うと共
に、限外濾過膜、精密濾過膜等を用いた濾過処理によって、処理に用いた活性汚泥を処理
水から分離回収して再利用する装置である。
【００２０】
　図１に示すように、本実施形態に係る膜分離活性汚泥処理装置１は、第１生物反応槽２
０と、第２生物反応槽３０と、膜分離槽４０とを備えている。また、第１処理水配管１１
０と合流配管１４０とによって形成される第１処理水流路、連結配管１２０によって形成
される連結流路、第２処理水配管１３０と合流配管１４０とによって形成される第２処理
水流路、及び、越流堰１５０によって形成される返流流路を備えている。この膜分離活性
汚泥処理装置１では、生物反応処理が行われる第１生物反応槽２０と、第２生物反応槽３
０と、膜分離槽４０とは、直列に配列しており、仕切板によって互いに分割されている。
そして、第２生物反応槽３０と膜分離槽４０との間については越流堰１５０の上方におい
て連通した状態となっている。
【００２１】
　膜分離活性汚泥処理装置１で処理される被処理水（原水）は、取水ポンプ５によって下
水処理施設の最初沈殿池等（膜分離活性汚泥処理装置１の系外）から引き込まれ、スクリ
ーン槽１０に導入される。スクリーン槽１０には、固液分離を行うためのスクリーン１２
が備えられており、原水がスクリーン１２を通過する際に、粗大な固形浮遊物、混入異物
等が分離除去されるようになっている。なお、膜分離活性汚泥処理装置１に引き込まれる
原水は、不図示の流量計測手段によって負荷水量が計測される。
【００２２】
　スクリーン槽１０において処理された原水は、はじめに第１生物反応槽２０及び第２生
物反応槽３０のいずれかに導入される。系外から第１生物反応槽２０に接続される第１原
水流路には、第１原水流路弁Ｖ４が備えられており、第１原水流路弁Ｖ４が開状態のとき
、スクリーン槽１０において処理された原水が、第１原水流路を通流して第１生物反応槽
２０に導入され、第１原水流路弁Ｖ４が閉状態のとき、原水の通流が遮断されるようにな
っている。また、系外から第２生物反応槽３０に接続される第２原水流路には、第２原水
流路弁Ｖ５が備えられており、第２原水流路弁Ｖ５が開状態のとき、スクリーン槽１０に
おいて処理された原水が、第２原水流路を通流して第２生物反応槽３０に導入され、第２
原水流路弁Ｖ５が閉状態のとき、原水の通流が遮断される。
【００２３】
　第１生物反応槽２０は、活性汚泥を用いて被処理水の生物反応処理を行う処理槽となっ
ている。第１生物反応槽２０における生物反応処理は、第１散気手段（２２，２４）の作
動と停止及び各弁の開閉にしたがって、無酸素条件下の処理、嫌気条件下の処理及び好気
条件下の処理のいずれかとされる。なお、本明細書において、被処理水の用語は、生物反
応処理等によって処理される排水等の液体を意味し、各処理毎の処理対象を指称するため
に用いられることがある。各処理槽毎において処理される排水、膜分離活性汚泥処理装置
全体において処理される排水のそれぞれが、その処理における被処理水となる。
【００２４】
　無酸素条件下の処理は、酸素の曝気が行われず実質的に分子状酸素が無い一方で、硝酸
態窒素の供給が行われ硝酸態としての結合性酸素がある雰囲気で行われる。無酸素条件の
処理では、活性汚泥に含まれる脱窒菌の作用で、被処理水に含まれている硝酸態窒素（Ｎ
Ｏ３－Ｎ）が窒素ガス（Ｎ２）にまで還元される脱窒処理が行われる。
【００２５】
　嫌気条件下の処理は、酸素の曝気及び硝酸態窒素の供給が行われず実質的に分子状酸素
や結合性酸素が無い雰囲気で行われる。嫌気条件下の処理では、活性汚泥に含まれるポリ
リン酸蓄積細菌に、蓄積させているリンを放出させる一方で、有機物の取り込みを行わせ
る。このような処理を行うことによって、その後の好気条件下の処理では、ポリリン酸蓄
積細菌に放出させた以上のリンを蓄積させることが可能となり、効率的な脱リン処理が行
われるようになっている。
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【００２６】
　好気条件下の処理は、酸素の曝気の下で行われる。好気条件の処理では、活性汚泥に含
まれるポリリン酸蓄積細菌に被処理水に含まれているリンを摂取蓄積させる脱リン処理が
行われる。また、活性汚泥に含まれる硝化菌の作用で、被処理水に含まれているアンモニ
ア態窒素（ＮＨ４－Ｎ）を、硝酸態窒素（ＮＯ３－Ｎ）にまで酸化する硝化処理が行われ
る。また、活性汚泥によって各種有機物の好気分解処理が行われる。
【００２７】
　第１生物反応槽２０は、生物反応処理される被処理水の曝気を行う第１散気手段を有し
ている。第１散気手段としては、例えば、酸素ガスや空気の微細気泡を散気する散気管２
２とブロワ２４とで構成される散気装置が挙げられる。微細気泡は、第２散気手段による
粗大気泡よりも気泡径が小さく、比表面積が大きい特徴を有するものである。そのため、
第１散気手段（２２，２４）による散気では、溶存酸素濃度を増大させる効率的な散気が
行われるようになっている。第１散気手段としては、散気式撹拌装置を設置してもよい。
散気式撹拌装置で無酸素ガスを散気することによって、無酸素槽や嫌気槽として機能させ
る酸素非散気時においても被処理水を撹拌することができるためである。
【００２８】
　また、第１生物反応槽２０には、不図示の溶存酸素濃度計測手段、窒素（アンモニア態
窒素等）濃度計測手段、酸化還元電位計測手段等の各種計測手段が備えられるようにして
もよい。溶存酸素濃度計測手段による溶存酸素濃度の計測の下で第１散気手段（２２，２
４）の散気量を制御し、被処理水の溶存酸素濃度を所定濃度範囲に維持することで、適切
な硝化処理を行うことが可能である。また、窒素（アンモニア態窒素等）濃度計測手段に
よって、アンモニア態窒素濃度を把握することによって、窒素負荷に応じて第１散気手段
（２２，２４）の散気量を制御することが可能となる。
【００２９】
　第１生物反応槽２０と膜分離槽４０とは、第１処理水配管１１０と第１処理水配管１１
０に接続された合流配管１４０とを介して連通され、第１処理水配管１１０と合流配管１
４０とによって第１処理水流路が形成されている。第１処理水流路は、第１生物反応槽２
０と膜分離槽４０とを接続し、第１生物反応槽２０における処理水を膜分離槽４０に流入
させる流路を形成している。
【００３０】
　第１処理水流路には、第１処理水流路弁Ｖ１が備えられており、第１処理水流路弁Ｖ１
が開状態のとき、第１生物反応槽２０における処理水が第１処理水流路を通流して膜分離
槽４０に導入され、第１処理水流路弁Ｖ１が閉状態のとき、処理水の通流が遮断されるよ
うになっている。
【００３１】
　また、第１生物反応槽２０と第２生物反応槽３０とは、連結配管１２０を介して連通さ
れ、連結配管１２０によって連結流路が形成されている。連結流路は、第１生物反応槽２
０と第２生物反応槽３０とを接続し、各弁の開閉に応じて、第１生物反応槽２０における
処理水を第２生物反応槽３０に、又は、第２生物反応槽３０における処理水を第１生物反
応槽２０に流入させる流路を形成している。
【００３２】
　連結流路には、連結流路弁Ｖ２が備えられており、連結流路弁Ｖ２が開状態のとき、第
１生物反応槽２０における処理水が連結流路を通流して第２生物反応槽３０に、又は、第
２生物反応槽３０における処理水が連結流路を通流して第１生物反応槽２０に導入され、
連結流路弁Ｖ２が閉状態のとき、処理水の通流が遮断されるようになっている。
【００３３】
　第２生物反応槽３０は、活性汚泥を用いて無酸素条件下で被処理水の生物反応処理を行
う処理槽となっている。第２生物反応槽３０における生物反応処理は、膜分離槽４０から
返流される硝酸態窒素の存在の下で行われる無酸素条件下の処理とされ、硝酸態窒素の脱
窒処理によって窒素除去がなされる。
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【００３４】
　第２生物反応槽３０は、生物反応処理される被処理水を撹拌する撹拌手段３２を有して
いる。撹拌手段３２としては、例えば、撹拌子等を回転させて撹拌する機械撹拌装置や、
無酸素ガスを散気させて撹拌する散気撹拌装置等が挙げられる。撹拌手段３２によって、
被処理水中の活性汚泥が均一化され、沈降による堆積が抑制されるようになっている。
【００３５】
　第２生物反応槽３０と膜分離槽４０とは、第２処理水配管１３０と第２処理水配管１３
０に接続された合流配管１４０とを介して連通され、第２処理水配管１３０と合流配管１
４０とによって第２処理水流路が形成されている。第２処理水流路は、第２生物反応槽３
０と膜分離槽４０とを接続し、第２生物反応槽３０における処理水を膜分離槽４０に流入
させる流路を形成している。
【００３６】
　第２処理水流路には、第２処理水流路弁Ｖ３が備えられており、第２処理水流路弁Ｖ３
が開状態のとき、第２生物反応槽３０における処理水が第２処理水流路を通流して膜分離
槽４０に導入され、第２処理水流路弁Ｖ３が閉状態のとき、処理水の通流が遮断されるよ
うになっている。
【００３７】
　合流配管１４０には移送ポンプ５４が備えられている。移送ポンプ５４が作動すること
によって、第１処理水流路弁Ｖ１が開状態のとき、第１生物反応槽２０における処理水が
膜分離槽４０に移送され、第２処理水流路弁Ｖ３が開状態のとき、第２生物反応槽３０に
おける処理水が膜分離槽４０に移送される。
【００３８】
　膜分離槽４０は、生物反応処理された処理水と活性汚泥とを固液分離すると共に、活性
汚泥を用いて好気条件下で被処理水の生物反応処理を行う処理槽となっている。膜分離槽
４０における生物反応処理は、酸素の曝気の下で行われる好気条件下の処理とされ、脱リ
ン処理、硝化処理等がなされる。
【００３９】
　膜分離槽４０は、生物反応処理された処理水と活性汚泥とを固液分離する膜分離器４１
を有している。膜分離器４１の分離膜に隔てられた一次側は、被処理水に浸漬され、二次
側は膜分離器４１から引き出される排水配管１６０と連通している。排水配管１６０には
、吸引ポンプ５６が備えられ、この吸引ポンプ５６が作動することによって、二次側が負
圧とされて活性汚泥を含む処理水が吸引されるようになっている。そして、活性汚泥の移
動が分離膜で阻止される一方で、分離膜を透過した処理水が排水配管１６０に排水される
。
【００４０】
　膜分離器４１としては、限外濾過膜、精密濾過膜等の分離膜を備えた膜分離器（膜分離
装置）であって、例えば、平膜型の分離膜エレメントを水平方向に複数枚並列させて膜モ
ジュールとし、その膜モジュールを復数段鉛直方向に積層させた構成の平膜型膜分離器が
挙げられる。このような平膜型膜分離器であれば、分離膜の膜面が鉛直方向に配列し、せ
ん断力を及ぼす気液二相流の流速が高められるため、散気による膜面洗浄（曝気洗浄）を
より効率的に行うことが可能である。
【００４１】
　また、膜分離槽４０は、膜分離器４１を曝気洗浄すると共に生物反応処理される処理水
の曝気を行う第２散気手段を有している。第２散気手段としては、例えば、気泡径（直径
）が１００μｍ以上の酸素ガスや空気の粗大気泡を散気する散気管４２とブロワ４４とで
構成される散気装置が挙げられる。粗大気泡は、浮力によって浮上する際に、分離膜の膜
面に対して、クロスフローの気液二相流を形成する。この気液二相流によるせん断力によ
って、分離膜の膜面に付着、堆積した被処理水成分、微生物による代謝物、混入異物等が
曝気洗浄される。また、粗大気泡は、比表面積が微細気泡よりも小さく、酸素を供給する
効率は低いものの、浮力によって浮上する際にエアリフト効果による被処理水の循環流を
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形成し易い。そのため、第２散気手段（４２，４４）による散気では、供給される酸素ガ
スと被処理水との混合撹拌が促進され、好気的雰囲気が形成される。
【００４２】
　また、膜分離槽４０には、不図示の溶存酸素濃度計測手段、窒素（アンモニア態窒素等
）濃度計測手段、酸化還元電位計測手段等の各種計測手段が備えられるようにしてもよい
。溶存酸素濃度計測手段や窒素（アンモニア態窒素等）濃度計測手段を設置することによ
って、膜分離槽４０における硝化処理や窒素成分濃度を独立に監視することができ、適切
な運転形式を選択することが可能になる。
【００４３】
　膜分離槽４０における活性汚泥濃度は、第１生物反応槽２０や第２生物反応槽３０より
も高くなるように設計される。すなわち、膜分離槽４０における活性汚泥濃度は、無酸素
槽として機能する第２生物反応槽３０や好気槽として機能させた第１生物反応槽２０より
も高い濃度範囲とされる。膜分離槽４０における活性汚泥濃度がこのような濃度範囲であ
る場合には、活性汚泥の液粘性が低すぎず、気液二相流の流速やせん断力が高い領域が膜
分離器の膜間流路内の抵抗が低い中央部に集中して洗浄効果が低下することが少ない。
【００４４】
　膜分離槽４０は、第２生物反応槽３０に隣接して備えられている。膜分離槽４０と第２
生物反応槽３０とは仕切板の上方において連通し、膜分離槽４０と第２生物反応槽３０と
の間には越流堰１５０が設けられ、越流堰１５０によって、仕切板に跨って返流流路が形
成されている。返流流路は、膜分離槽４０と第２生物反応槽３０とを接続し、第２生物反
応槽３０と膜分離槽４０との間に第２処理水流路と共に循環路を形成して、膜分離槽４０
における処理水を第２生物反応槽３０に流入させる流路を形成している。膜分離槽４０に
おける最高水位は、第２生物反応槽３０における最高水位よりも高くなるように設計され
ており、移送ポンプ５４の作動によって被処理水が膜分離槽４０に移送され生物反応処理
された後、越流堰１５０を自然流下によって越流して第２生物反応槽３０へ返流されるよ
うになっている。このように膜分離槽４０において生物反応処理された処理水が、越流堰
１５０を越流して第２生物反応槽３０へ返流されるようにすることで、移送ポンプ５４を
除いて硝化脱窒処理の循環を行うためのポンプが省略化されている。
【００４５】
　膜分離槽４０には、汚泥引抜配管１７０を介して汚泥引抜ポンプ５８が接続されている
。汚泥引抜ポンプ５８によって、膜分離器４１によって濃縮された活性汚泥の一部が膜分
離槽４０から引き抜かれ、ポリリン酸蓄積細菌に蓄積されたリン、窒素成分等を含む余剰
汚泥が系外に排出されるようになっている。
【００４６】
　膜分離活性汚泥処理装置１には、不図示の制御装置（コントローラ）が備えられている
。制御装置には、第１処理水流路弁Ｖ１、連結流路弁Ｖ２、第２処理水流路弁Ｖ３や、ブ
ロワ２４，４４等の機器類が、信号線を介して電気的に接続される。制御装置は、流量計
測手段の計測に基いて第１処理水流路弁Ｖ１、連結流路弁Ｖ２、第２処理水流路弁Ｖ３の
開閉を制御したり、溶存酸素濃度計測手段に基いて第２散気手段の（４２，４４）の散気
量を制御したり、窒素濃度計測手段の計測に基いて、第１散気手段（２２，２４）の作動
と停止、散気量を制御したりする機能を有している。そして、処理水質や負荷水量に基い
て運転形式の選択処理や変更処理を実行する。なお、制御装置に、さらに第１原水流路弁
Ｖ４及び第２原水流路弁Ｖ５を電気的に接続し、制御装置が、第１原水流路弁Ｖ４及び第
２原水流路弁Ｖ５の開閉を制御するようにしてもよいし、第１原水流路又は第２原水流路
に設置される流量計測手段、第１生物反応槽２０や膜分離槽４０に設置される酸化還元電
位計測手段、溶存酸素濃度計測手段、第１生物反応槽２０に設置される窒素（アンモニア
態窒素等）濃度計測手段等の各種計測手段をさらに接続させて、これらによる計測に基い
て制御を行うこともできる。
【００４７】
　次に、膜分離活性汚泥処理装置の運転方法について説明する。
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【００４８】
　図２は、本発明の一実施形態に係る膜分離活性汚泥処理装置の運転方法毎に被処理水の
通流経路を示した概要図である。
【００４９】
　本実施形態に係る膜分離活性汚泥処理装置１では、被処理水の通流経路が異なる複数の
運転形式を選択することができ、第１生物反応槽２０を、好機条件下の処理を行う好気槽
、嫌気条件下の処理を行う嫌気槽及び無酸素条件下の処理を行う無酸素槽のいずれかとし
て機能させた運転が可能となっている。また、第１生物反応槽２０をバイパスして第１生
物反応槽２０で生物反応処理を行わない運転も可能である。このような運転方法（運転形
式）は、第１散気手段（２２，２４）の作動と停止、並びに、第１処理水流路弁Ｖ１、連
結流路弁Ｖ２、第２処理水流路弁Ｖ３、第１原水流路弁Ｖ４及び第２原水流路弁Ｖ５の開
閉の切替によって実現される。
【００５０】
　図２（ａ）に示すように、膜分離活性汚泥処理装置１では、連結流路弁Ｖ２、第２処理
水流路弁Ｖ３及び第１原水流路弁Ｖ４を開弁させ、第１処理水流路弁Ｖ１及び第２原水流
路弁Ｖ５を閉弁させることによって、第１生物反応槽２０に原水（被処理水）を導入する
第１原水流路Ｆ０１、第１生物反応槽２０における処理水を第２生物反応槽３０に流入さ
せる連結流路Ｆ３０、第２生物反応槽３０における処理水を膜分離槽４０に流入させる第
２処理水流路Ｆ２０、膜分離槽４０における処理水を第２生物反応槽３０に返流させる返
流流路Ｆ４０を形成させることができる。そして、第２処理水流路Ｆ２０と返流流路Ｆ４
０とは、循環路を形成し、処理水の一部は固液分離された後に排水流路Ｆ５０を通流して
系外に排水される。
【００５１】
　この運転形式では、第１生物反応槽２０、第２生物反応槽３０、膜分離槽４０の順に被
処理水の生物反応処理が行われる。このとき、第１生物反応槽２０は嫌気槽として機能し
、第２生物反応槽３０は無酸素槽として機能し、膜分離槽４０は好気槽として機能するこ
とで、ポリリン酸蓄積細菌に蓄積させているリンを好機条件下の生物反応処理に先立って
放出させることができ、脱リン処理の効率を向上させることが可能となる。
【００５２】
　また、図２（ｂ）に示すように、膜分離活性汚泥処理装置１では、第２処理水流路弁Ｖ
３及び第２原水流路弁Ｖ５を開弁させ、第１処理水流路弁Ｖ１、連結流路弁Ｖ２及び第１
原水流路弁Ｖ４を閉弁させることによって、第２生物反応槽３０に原水（被処理水）を導
入する第２原水流路Ｆ０２、第２生物反応槽３０における処理水を膜分離槽４０に流入さ
せる第２処理水流路Ｆ２０、膜分離槽４０における処理水を第２生物反応槽３０に返流さ
せる返流流路Ｆ４０を形成させることができる。そして、第２処理水流路Ｆ２０と返流流
路Ｆ４０とが循環路を形成し、処理水の一部は固液分離された後に排水流路Ｆ５０を通流
して系外に排水される。
【００５３】
　この運転形式では、第２生物反応槽３０、膜分離槽４０の順に被処理水の生物反応処理
が行われ、このとき、第２生物反応槽３０は無酸素槽として機能し、膜分離槽４０は好気
槽として機能し、第１生物反応槽２０はバイパスされることで、膜分離槽４０のみによっ
て好機条件下の生物反応処理がなされるようにすることができる。そのため、水量や窒素
成分が低負荷の処理に対応した処理槽構成となり、その運転動力が削減されると共に、滞
留時間や処理槽容量の調整や、第１生物反応槽２０における補修、汚泥回収等が可能とな
る。
【００５４】
　また、図２（ｃ）に示すように、膜分離活性汚泥処理装置１では、第１処理水流路弁Ｖ
１、連結流路弁Ｖ２及び第２原水流路弁Ｖ５を開弁させ、第２処理水流路弁Ｖ３及び第１
原水流路弁Ｖ４を閉弁させることによって、第２生物反応槽３０に原水（被処理水）を導
入する第２原水流路Ｆ０２、第２生物反応槽３０における処理水を第１生物反応槽２０に
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流入させる連結流路Ｆ３０、第１生物反応槽２０における処理水を膜分離槽４０に流入さ
せる第１処理水流路Ｆ１０、膜分離槽４０における処理水を第２生物反応槽３０に返流さ
せる返流流路Ｆ４０を形成させることができる。そして、連結流路Ｆ３０及び第１処理水
流路Ｆ１０と返流流路Ｆ４０とが循環路を形成し、処理水の一部は固液分離された後に排
水流路Ｆ５０を通流して系外に排水される。
【００５５】
　この運転形式では、第２生物反応槽３０、第１生物反応槽２０、膜分離槽４０の順に被
処理水の生物反応処理が行われる。このとき、第２生物反応槽３０は無酸素槽として機能
し、第１生物反応槽２０は無酸素槽として機能し、膜分離槽４０は好気槽として機能する
ことで、水量や窒素成分が高負荷の処理に好適な槽分割型の運転形式が実現される。返流
流路Ｆ４０を経て返流された硝酸態窒素は、第２生物反応槽３０と第１生物反応槽２０と
において脱窒処理されるため、脱窒処理滞留時間の確保や処理水質の向上を図ることがで
きる。
【００５６】
　また、図２（ｄ）に示すように、第１散気手段（２２，２４）を作動させ、被処理水の
曝気を行うことによって、第１生物反応槽２０を好気槽として機能させることができる。
図２（ｄ）では、第１処理水流路弁Ｖ１、連結流路弁Ｖ２及び第２原水流路弁Ｖ５を開弁
させ、第２処理水流路弁Ｖ３及び第１原水流路弁Ｖ４を閉弁させることによって、第２生
物反応槽３０、第１生物反応槽２０、膜分離槽４０の順に被処理水の生物反応処理が行わ
れ、第２生物反応槽３０は無酸素槽として機能し、第１生物反応槽２０と膜分離槽４０と
が好気槽として機能する。被処理水に含まれるアンモニア態窒素は、第１生物反応槽２０
と膜分離槽４０とにおいて硝化処理されるため、硝化処理滞留時間の確保や硝化率の向上
を図ることができる。
【００５７】
　図３は、本発明の一実施形態に係る膜分離活性汚泥処理装置における運転形式の選択処
理の一例を示す流れ図である。
【００５８】
　膜分離活性汚泥処理装置１における運転形式の選択の処理は、運転開始時や運転継続時
に制御装置によって行われる。以下の処理フローでは、操作者の指示によって運転形式の
選択の処理を開始した制御装置が、各弁の開閉の切替並びに第１散気手段（２２，４２）
の作動と停止の切替の制御を行う例を示している。なお、膜分離活性汚泥処理装置１の運
転開始時には、各弁は全閉され、第１散気手段（２２，４２）は停止した状態である。
【００５９】
　運転形式の選択の処理が開始されると、制御装置は、原水のリン濃度（ＣＰ）の計測値
を取得する（ステップＳ１００）。リン濃度（ＣＰ）は、原水に含まれる有機態リン及び
無機態リンの濃度（全リン（Ｔ－Ｐ）濃度）等であり、原水の膜分離活性汚泥処理装置１
への引き込みにあたってあらかじめ計測されて制御装置が有する記憶装置に記憶される等
している。
【００６０】
　ステップＳ１１０において、制御装置は、原水のリン濃度（ＣＰ）が、処理水における
限界リン濃度（ＣＰＬＶ）を下回っているか否かを判定する。限界リン濃度（ＣＰＬＶ）
は、膜分離活性汚泥処理装置１における脱リン処理で達成しようとする目標リン濃度を意
味し、例えば、処理水に課されるリン濃度の水質基準値（例えば、１ｍｇ／Ｌ等の値）以
下の任意濃度が設定される。
【００６１】
　ステップＳ１１０において、原水のリン濃度（ＣＰ）が、処理水における限界リン濃度
（ＣＰＬＶ）を下回っていると判定された場合（ステップＳ１１０：ＹＥＳ）には、処理
はステップＳ１２０に移行する。
【００６２】
　ステップＳ１２０において、制御装置は、各弁に制御信号を出力し、連結流路弁Ｖ２及
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び第２処理水流路弁Ｖ３を開弁、且つ、第１処理水流路弁Ｖ１閉弁させる。また、第１原
水流路弁Ｖ４を開弁、第２原水流路弁Ｖ５を閉弁させる。そして、各弁の開閉の切替制御
がなされると、運転形式の選択の処理は終了する。
【００６３】
　このような処理では、図２（ａ）に示すように、連結流路Ｆ３０と第２処理水流路Ｆ２
０とが形成されると共に、第１生物反応槽２０に系外から被処理水を流入させる第１原水
流路Ｆ０１が形成され、リン除去に好適な槽分割型の運転形式が実現される。
【００６４】
　その一方で、ステップＳ１１０において、原水のリン濃度（ＣＰ）が、処理水における
限界リン濃度（ＣＰＬＶ）以上であると判定された場合（ステップＳ１１０：ＮＯ）には
、処理はステップＳ１３０に移行する。
【００６５】
　ステップＳ１３０において、制御装置は、負荷水量（Ｌ）の計測値を取得する。負荷水
量（Ｌ）は、膜分離活性汚泥処理装置１に引き込まれる原水の流入量であり、第１生物反
応槽２０や第２生物反応槽よりも前段に設置される流量計測手段によって計測され、その
計測信号が制御装置に送信されている。
【００６６】
　ステップＳ１４０において、制御装置は、計測された負荷水量（Ｌ）が、計画水量（Ｑ
）を下回っているか否かを判定する。計画水量（Ｑ）は、膜分離活性汚泥処理装置１の用
法や原水の種類等に応じて設計される時間あたり最大水量であり、例えば、窒素負荷の過
多等に基いて制御装置が有する記憶装置にあらかじめ所定値が記憶されている。
【００６７】
　ステップＳ１４０において、計測された負荷水量（Ｌ）が、計画水量（Ｑ）を下回って
いると判定された場合（ステップＳ１４０：ＹＥＳ）には、処理はステップＳ１５０に移
行する。
【００６８】
　ステップＳ１５０において、制御装置は、各弁に制御信号を出力し、第２処理水流路弁
Ｖ３を開弁、且つ、第１処理水流路弁Ｖ１及び連結流路弁Ｖ２を閉弁させる。また、第２
原水流路弁Ｖ５を開弁、第１原水流路弁Ｖ４を閉弁させる。そして、各弁の開閉の切替制
御がなされると、運転形式の選択の処理は終了する。
【００６９】
　このような処理では、図２（ｂ）に示すように、第２処理水流路Ｆ２０が形成されると
共に、第２生物反応槽３０に系外から被処理水を流入させる第２原水流路Ｆ０２が形成さ
れ、水量や窒素成分が低負荷の処理に好適な槽一体型の運転形式が実現される。
【００７０】
　その一方で、ステップＳ１４０において、計測された負荷水量（Ｌ）が、計画水量（Ｑ
）以上であると判定された場合（ステップＳ１４０：ＮＯ）には、処理はステップＳ１６
０に移行する。
【００７１】
　ステップＳ１６０において、制御装置は、各弁に制御信号を出力し、第１処理水流路弁
Ｖ１及び連結流路弁Ｖ２を開弁、且つ、第２処理水流路弁Ｖ３を閉弁させる。また、第２
原水流路弁Ｖ５を開弁、第１原水流路弁Ｖ４を閉弁させる。そして、各弁の開閉の切替制
御がなされると、運転形式の選択の処理は終了する。
【００７２】
　このような処理では、図２（ｃ）に示すように、連結流路Ｆ３０と第１処理水流路Ｆ１
０とが形成されると共に、第２生物反応槽３０に系外から被処理水を流入させる第２原水
流路Ｆ０２が形成され、水量や窒素成分が高負荷の処理に好適な槽分割型の運転形式が実
現される。
【００７３】
　図４は、本発明の一実施形態に係る膜分離活性汚泥処理装置における運転形式の変更処
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理の一例を示す流れ図である。
【００７４】
　本実施形態に係る膜分離活性汚泥処理装置１では、第１生物反応槽２０において生物反
応処理を行う運転形式が選択された場合、さらに、第１散気手段（２２，２４）の作動と
停止の切替によって運転形式の変更がなされる。すなわち、第１生物反応槽２０及び第２
生物反応槽３０の双方で生物反応処理を行う槽分割型の運転形式においては、第１生物反
応槽２０を好気槽として機能させる運転形式と、第１生物反応槽２０を無酸素槽又は嫌気
槽として機能させる運転形式とを切り替えて生物反応処理を行うことが可能となっている
。膜分離活性汚泥処理装置１では、制御装置は、生物反応処理を行う間に運転形式の変更
の処理を繰り返し実行する。
【００７５】
　運転形式の変更の処理が開始されると、制御装置は、被処理水の窒素濃度（ＣＮ）の計
測値を取得する（ステップＳ２００）。窒素濃度（ＣＮ）は、例えば、第１生物反応槽２
０における被処理水のアンモニア態窒素濃度であり、第１生物反応槽２０に導入される被
処理水について窒素（アンモニア態窒素等）濃度計測手段によってあらかじめ計測される
。
【００７６】
　ステップＳ２１０において、制御装置は、被処理水の窒素濃度（ＣＮ）が、硝化処理に
おける限界窒素濃度（ＣＮＬＶ）を上回っているか否かを判定する。硝化処理における限
界窒素濃度（ＣＮＬＶ）は、膜分離槽４０で達成しようとする硝化処理後の目標窒素濃度
（アンモニア態窒素濃度等）を意味し、例えば、所定の循環比や水温の下で、原水中に含
まれるアンモニア態窒素等を、膜分離槽４０において硝化処理した後に、第２生物反応槽
３０に返流し、第２生物反応槽３０において脱窒処理して窒素除去することが可能である
と見込まれる処理限界等に基いてあらかじめ設定される。
【００７７】
　膜分離槽４０が有する第２散気手段（４２，４４）の散気量は、散気に関わる運転動力
を抑制する観点からは、膜分離器４１の洗浄性に合わせて調節するのが適切である。その
ため、第２散気手段（４２，４４）のみによる散気では、溶存酸濃度を維持することがで
きなくなることがあり、硝化処理が不完全になる場合がある。そこで、このステップＳ２
１０では、第１生物反応槽２０に導入される被処理水に含まれているアンモニア態窒素等
の窒素成分が、更なる硝化処理を要するか否かを、事前の予備運転等において求められて
いる硝化処理の処理限界濃度との比較によって判断する。
【００７８】
　ステップＳ２１０において、被処理水の窒素濃度（ＣＮ）が、硝化処理の限界窒素濃度
（ＣＮＬＶ）を上回っていると判定された場合（ステップＳ２１０：ＹＥＳ）には、処理
はステップＳ２２０に移行する。
【００７９】
　ステップＳ２２０において、制御装置は、第１散気手段（２２，２４）を作動させる。
すなわち、制御装置は、停止した状態となっている第１散気手段のブロワ２４を起動し、
所定の散気量による被処理水の曝気を開始させる。そして、運転形式の変更の処理は終了
する。
【００８０】
　このような処理では、第１生物反応槽２０が好気槽として機能するように膜分離活性汚
泥処理装置１の運転形式が変更される。すなわち、ステップＳ１２０で選択された槽分割
型の運転形式（図２（ａ）参照）では、好気槽として機能する第１生物反応槽２０、無酸
素槽として機能する第２生物反応槽３０、好気槽として機能する膜分離槽４０を順次経る
運転形式が実現されることになる。この運転形式では、第２生物反応槽３０における無酸
素条件下の生物反応処理に先立って、高負荷の有機物の好気分解処理や硝化処理が可能と
なる。
【００８１】
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　また、ステップＳ１６０で選択された槽分割型の運転形式（図２（ｃ）参照）では、無
酸素槽として機能する第２生物反応槽３０、好気槽として機能する第１生物反応槽２０、
好気槽として機能する膜分離槽４０を順次経る運転形式が実現されることになる（図２（
ｄ）参照）。この運転形式では、硝化処理と脱窒処理との滞留時間や処理槽容積の比率を
変更することが可能になり、装置規模が小さく抑えられていながら、窒素負荷に応じた処
理水質の向上を容易に図ることができる。
【００８２】
　その一方で、ステップＳ２１０において、被処理水の窒素濃度（ＣＮ）が、硝化処理の
限界窒素濃度（ＣＮＬＶ）以下であると判定された場合（ステップＳ２１０：ＮＯ）には
、処理は終了する。
【００８３】
　このような処理では、第１生物反応槽２０が無酸素槽又は嫌気槽として機能するように
膜分離活性汚泥処理装置１の運転形式が維持される。すなわち、第２原水流路Ｆ０２によ
って第２生物反応槽３０に原水（被処理水）を導入する運転形式では、第１生物反応槽２
０は無酸素槽として機能させることができる。この運転形式では、第２生物反応槽３０に
おける脱窒処理の処理能力によっては第１生物反応槽２０に硝酸態窒素が導入されること
になるため、窒素負荷や第２生物反応槽３０における処理条件に応じて窒素除去率を向上
させた運転を行うことが可能になる。
【００８４】
　また、第１原水流路Ｆ０１によって第１生物反応槽２０に原水（被処理水）を導入する
運転形式では、第１生物反応槽２０は嫌気槽として機能する。この運転形式では、第１生
物反応槽２０で、ポリリン酸蓄積細菌に蓄積させているリンを放出させる処理が行われる
。そのため、原水中のリンの負荷変動に対応した運転を行うことが可能になる。
【００８５】
　なお、以上の運転形式の選択処理において、各処理は人為的に行ってもよい。すなわち
、リン濃度や負荷水量を手動で計測し、計測値を用いて判定することによって、各弁の開
閉を制御装置に制御させてよく、さらに各弁の開閉を手動で行ってもよい。
【００８６】
　また、ステップＳ１５０及びステップＳ１６０の処理を行った後、ステップＳ１３０の
処理に帰還させることによって、膜分離活性汚泥処理装置１の運転中に計測される負荷水
量（Ｌ）に応じて、槽一体型の運転形式（図２（ｂ）参照）と槽分割型の運転形式（図２
（ｃ）、（ｄ）参照）が繰り返し切り換えられるようにしてもよい。
【符号の説明】
【００８７】
１　膜分離活性汚泥処理装置
５　引水ポンプ
１０　スクリーン槽
１２　スクリーン
２０　第１生物反応槽
２２　散気管（第１散気手段）
２４　ブロワ（第１散気手段）
３０　第２生物反応槽
３２　撹拌手段
４０　膜分離槽
４１　膜分離器
４２　散気管（第２散気手段）
４４　ブロワ（第２散気手段）
５４　移送ポンプ
５６　吸引ポンプ
５８　汚泥引抜ポンプ
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１１０　第１処理水配管
１２０　連結配管
１３０　第２処理水配管
１４０　合流配管
１５０　越流堰
１６０　排水配管
１７０　汚泥引抜配管
Ｖ１　第１処理水流路弁
Ｖ２　連結流路弁
Ｖ３　第２処理水流路弁
Ｖ４　第１原水流路弁
Ｖ５　第２原水流路弁

【図１】 【図２】
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