
JP 2012-213697 A 2012.11.8

10

(57)【要約】
【課題】洗浄運転を制御する制御装置を必要とせず、製
作コストの低減を図ることができる汚水浄化設備を提供
する。
【解決手段】被処理水を好気処理する好気処理槽と、好
気処理槽で処理された被処理水を濾過する担体濾過槽Ｂ
と、担体濾過槽に充填された比重が水よりも大きい担体
２３を被処理水と共に槽底部から揚水路２５に吸入して
当該担体濾過槽の槽上部に還流させるエアリフトポンプ
Ｐと、揚水路から吐出された被処理水の一部を、好気処
理槽以外の槽であって且つ担体濾過槽以外の槽Ｅ１に移
送する移送部３７と、好気処理槽と担体濾過槽とに亘っ
て被処理水が循環可能な循環路４０とを有する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理水を好気処理する好気処理槽と、
　前記好気処理槽で処理された被処理水を濾過する担体濾過槽と、
　前記担体濾過槽に充填された比重が水よりも大きい担体を被処理水と共に槽底部から揚
水路に吸入して当該担体濾過槽の槽上部に還流させるエアリフトポンプと、
　前記揚水路から吐出された被処理水の一部を、前記好気処理槽以外の槽であって且つ前
記担体濾過槽以外の槽に移送する移送部と、
　前記好気処理槽と前記担体濾過槽とに亘って被処理水が循環可能な循環路とを有する汚
水浄化設備。
【請求項２】
　前記好気処理槽はばっ気用散気部を備え、
　前記好気処理槽と前記担体濾過槽とを区画する隔壁を有し、
　前記循環路は、前記隔壁のうちの被処理水の水面近くの隔壁部分に形成した上部移流口
と、前記隔壁のうちの前記上部移流口よりも低い位置の隔壁部分に形成した下部移流口と
を設けて構成してある請求項１記載の汚水浄化設備。
【請求項３】
　前記下部移流口は、前記担体濾過槽における前記担体の滞留部分に臨ませて形成してあ
る請求項２記載の汚水浄化設備。
【請求項４】
　前記上部移流口と前記下部移流口とが、前記ばっ気用散気部に対面する隔壁部分に、上
下方向に位置をずらせて形成されている請求項２又は３記載の汚水浄化設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被処理水を好気処理する好気処理槽と、前記好気処理槽で処理された被処理
水を濾過する担体濾過槽とを有する汚水浄化設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　上記汚水浄化設備では、担体濾過槽に充填されている担体を洗浄するために、従来、担
体洗浄用の散気管を担体濾過槽内に設けて、その散気管から吹き込んだ空気で被処理水を
攪拌することにより、担体を洗浄できるように構成してある（例えば、特許文献１参照）
。
　この担体の洗浄は、担体濾過槽における被処理水の濾過に悪影響を与えるおそれが少な
い特定の時間帯、例えば被処理水の流入する可能性が低い夜間などの時間帯に行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－６１７０５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このため、担体の洗浄運転が特定の時間帯に行われるように制御する制御装置を設ける
必要があり、汚水浄化設備の製作コストが高くなるおそれがある。
　また、担体を洗浄する時間帯に被処理水の流入が生じた場合には、洗浄運転中の担体濾
過槽に被処理水が流入して適切に濾過できないおそれもある。
【０００５】
　本発明は上記実情に鑑みてなされたものであって、洗浄運転を制御する制御装置を必要
とせず、製作コストの低減を図ることができる汚水浄化設備を提供することを目的とする
。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明による汚水浄化設備の第１特徴構成は、被処理水を好気処理する好気処理槽と、
前記好気処理槽で処理された被処理水を濾過する担体濾過槽と、前記担体濾過槽に充填さ
れた比重が水よりも大きい担体を被処理水と共に槽底部から揚水路に吸入して当該担体濾
過槽の槽上部に還流させるエアリフトポンプと、前記揚水路から吐出された被処理水の一
部を、前記好気処理槽以外の槽であって且つ前記担体濾過槽以外の槽に移送する移送部と
、前記好気処理槽と前記担体濾過槽とに亘って被処理水が循環可能な循環路とを有する点
にある。
【０００７】
　本構成の汚水浄化設備は、担体濾過槽に充填された比重が水よりも大きい担体を被処理
水と共に槽底部から揚水路に吸入して当該担体濾過槽の槽上部に還流させるエアリフトポ
ンプを有している。
　このため、担体濾過槽における被処理水の濾過に悪影響を与えることなく、被処理水を
濾過しながら、担体濾過槽に充填されている担体を、揚水路内における被処理水の上昇流
により槽底部から揚水路に吸入して槽上部に還流することにより、担体濾過槽の槽底部と
槽上部とに亘って循環移動させることができる。
【０００８】
　担体濾過槽の槽底部と槽上部とに亘る循環移動に伴って槽底部から揚水路に吸入された
担体は、揚水路に供給された空気との衝突により洗浄されて、担体濾過槽の槽上部に還流
される。
　揚水路内の空気は担体との衝突により微細化されて被処理水中に分散され、担体濾過槽
内が好気的雰囲気に維持されて被処理水の好気分解が促進される。
【０００９】
　したがって、本構成の汚水浄化設備であれば、担体濾過槽における被処理水の濾過に悪
影響を与えることなく、被処理水を濾過しながら、担体を槽底部と槽上部とに亘って循環
移動させて洗浄することができるので、洗浄運転を制御する制御装置を必要とせず、製作
コストの低減を図ることができる。
　また、担体濾過槽における被処理水の好気分解も促進させることができる。
【００１０】
　また、本構成の汚水浄化設備は、揚水路から吐出された被処理水の一部を、好気処理槽
以外の槽で且つ担体濾過槽以外の槽に移送する移送部を有している。
　このため、好気処理槽から移流する被処理水に含まれる浮遊物質（ＳＳ）や、担体の洗
浄や被処理水の好気分解に伴って増大する担体濾過槽における被処理水中の浮遊物質（Ｓ
Ｓ）を好気処理槽以外の槽であって且つ担体濾過槽以外の槽に移送して、担体濾過槽にお
ける濾過効率を高めることができる。
　また、担体濾過槽の被処理水中に滞留する浮遊物質が少なくなり、被処理水の流入負荷
が増大した場合でも、浮遊物質が被処理水と共に汚水浄化設備の外部に放流されるおそれ
が少ない。
【００１１】
　さらに、本構成の汚水浄化設備は、好気処理槽と担体濾過槽とに亘って被処理水が循環
可能な循環路を有している。
　このため、好気処理槽の被処理水を担体濾過槽に流入させると共に、浮遊物質が少ない
担体濾過槽の被処理水を好気処理槽に流入させることができるので、好気処理槽の被処理
水に滞留する浮遊物質も減少させることができる。
【００１２】
　本発明の第２特徴構成は、前記好気処理槽はばっ気用散気部を備え、前記好気処理槽と
前記担体濾過槽とを区画する隔壁を有し、前記循環路は、前記隔壁のうちの被処理水の水
面近くの隔壁部分に形成した上部移流口と、前記隔壁のうちの前記上部移流口よりも低い
位置の隔壁部分に形成した下部移流口とを設けて構成してある点にある。
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【００１３】
　本構成であれば、ばっ気用散気部から吹き込まれる空気によって好気処理槽の被処理水
に上昇流が生じるので、循環用のポンプなどを設置することなく、その上昇流を利用して
、好気処理槽の被処理水を上部移流口から担体濾過槽に流入させると共に、担体濾過槽の
被処理水を下部移流口から好気処理槽に流入させる形態で、好気処理槽と担体濾過槽とに
亘って被処理水を循環させることができる。
【００１４】
　本発明の第３特徴構成は、前記下部移流口は、前記担体濾過槽における前記担体の滞留
部分に臨ませて形成してある点にある。
【００１５】
　本構成であれば、好気処理槽から担体濾過槽に移流した被処理水から担体が滞留してい
る部分で浮遊物質を除去した濾過水を好気処理槽に戻すことができる。
【００１６】
　本発明の第４特徴構成は、前記上部移流口と前記下部移流口とが、前記ばっ気用散気部
に対面する隔壁部分に、上下方向に位置をずらせて形成されている点にある。
【００１７】
　本構成であれば、好気処理槽と担体濾過槽とに亘る被処理水の循環を、好気処理槽にお
けるばっ気用散気部による被処理水の上昇流に沿わせて効率良く生じさせることができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】浄化槽の内部を示す平面図である。
【図２】浄化槽の内部を示す側面図である。
【図３】図１のIII－III線矢視図である。
【図４】図１のIV－IV線矢視図である。
【図５】図１のＶ－Ｖ線矢視図である。
【図６】担体流動槽及び担体濾過槽の内部を示す斜視図であって、（ａ）は担体濾過槽に
担体を収容してある状態を示し、（ｂ）は担体濾過槽の内部が理解し易いように担体を省
略してある状態を示す。
【図７】担体濾過槽の内部を示す側面図である。
【図８】移送量制限部を示す斜視図である。
【図９】第２実施形態の浄化槽の内部を示す平面図である。
【図１０】第２実施形態の浄化槽の内部を示す側面図である。
【図１１】図１０のXI－XI線矢視図である。
【図１２】第３実施形態の浄化槽の内部を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下に本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
〔第１実施形態〕
　図１～図５は、本発明による汚水浄化設備の一例としての、生活排水（汚水）を被処理
水として浄化処理する浄化槽を示す。
【００２０】
　浄化槽の槽内は、図１，図２に示すように、被処理水を生物処理する生物処理槽（生物
処理部）Ａと、生物処理槽Ａで処理された被処理水を濾過する移動床式の担体濾過槽Ｂと
、担体濾過槽Ｂで濾過された被処理水を一時貯留する処理水槽Ｃと、処理水槽Ｃに貯留さ
れた被処理水を消毒する消毒槽Ｄとに区画されている。
【００２１】
　生物処理槽Ａは、外部から流入する被処理水（原水）を受け入れて嫌気処理する一次処
理槽（嫌気処理槽）Ａ１と、被処理水を好気処理する好気処理槽Ａ２としての担体流動槽
とに区画されている。
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　嫌気処理槽Ａ１は、沈澱分離槽Ｅ１と嫌気濾床槽Ｅ２とに区画されている。
【００２２】
　外部からの被処理水（原水）は流入部１から沈澱分離槽Ｅ１に流入し、消毒槽Ｄで消毒
された被処理水が放流部２から外部に放流される。
【００２３】
　沈澱分離槽Ｅ１と嫌気濾床槽Ｅ２とが第１横隔壁４で前後に区画され、嫌気濾床槽Ｅ２
と、担体流動槽Ａ２及び担体濾過槽Ｂとが第２横隔壁５で前後に区画されている。
【００２４】
　担体流動槽Ａ２と、担体濾過槽Ｂ及び処理水槽Ｃとが縦隔壁７で左右に区画され、担体
濾過槽Ｂと処理水槽Ｃとが区画壁８で前後に区画され、消毒槽Ｄが担体流動槽Ａ２の内側
上部に区画されている。
【００２５】
　第１横隔壁４には、図３，図４に示すように、沈澱分離槽Ｅ１から嫌気濾床槽Ｅ２に被
処理水を移流させる第１移流口１１が水面部に開口するように設けられており、第１バッ
フルプレート１７と第２バッフルプレート１９とが取り付けられている。
【００２６】
　第２横隔壁５には、図５に示すように、嫌気濾床槽Ｅ２から担体流動槽Ａ２に被処理水
を移流させる第２移流口１２が設けられている。
　図６にも示すように、縦隔壁７のうちの被処理水の水面近くの隔壁部分には、担体流動
槽Ａ２から担体濾過槽Ｂに被処理水を流入させる第３移流口１３が水面ＷＬよりも高い位
置と低い位置とに亘って設けられている。
【００２７】
　担体濾過槽Ｂと処理水槽Ｃとの区画壁８の下端部には、担体濾過槽Ｂから処理水槽Ｃに
被処理水を移流させる第４移流口１４が設けられている。
　第３移流口１３と第４移流口１４は、担体流動槽Ａ２や担体濾過槽Ｂに収容してある担
体２１，２３が流出しないように多数のスリット孔で形成されている。
　沈澱分離槽Ｅ１，嫌気濾床槽Ｅ２は、朝夕などの時間帯におけるピーク流入時の被処理
水を一次的に貯留する流量調整部としての機能を備えていてもよい。
【００２８】
　したがって、流入部１から流入した被処理水は、沈澱分離槽Ｅ１、嫌気濾床槽Ｅ２、担
体流動槽Ａ２、担体濾過槽Ｂ、処理水槽Ｃ、消毒槽Ｄの順に移流して、放流部２から外部
に放流される。
【００２９】
　流入部１から流入した被処理水は、沈澱分離槽Ｅ１で固形分が沈澱分離され、第１バッ
フルプレート１７に案内されて第１横隔壁４に沿って上昇し、第１横隔壁４に設けた第１
移流口１１から嫌気濾床槽Ｅ２に流入する。
　嫌気濾床槽Ｅ２は、嫌気性微生物を保持させた嫌気濾床１８を備えている。
【００３０】
　第１移流口１１から嫌気濾床槽Ｅ２に流入した被処理水は、第２バッフルプレート１９
に案内されて第１横隔壁４に沿って下降し、嫌気濾床１８を上向きに通過して嫌気処理さ
れると共に浮遊物質が捕捉され、固形物がほとんど分解された被処理水が第３バッフルプ
レート２０に案内されて、第２横隔壁５に設けた第２移流口１２から担体流動槽Ａ２の槽
上部に流入する。
【００３１】
　図６にも示すように、担体流動槽Ａ２には、好気性微生物を担持させた多数の流動担体
２１が被処理水と共に流動できるように収容され、ばっ気用散気部２２が槽底部に設けら
れている。
【００３２】
　担体流動槽Ａ２に流入した被処理水は、散気部２２からの気泡供給により酸素の供給を
受けながら流動担体２１と共に流動されて好気処理された後、浮遊物質（汚泥）と共に、
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縦隔壁７に設けた第３移流口１３から担体濾過槽Ｂに常時流入し、担体流動槽Ａ２の浮遊
物質（汚泥）は減少する。
【００３３】
　図６，図７に示すように、担体濾過槽Ｂの下部には、比重が水よりも大きい多数の略球
形の濾過担体２３が自重で沈み込んで積み重なる状態で滞留するように充填されている。
　担体濾過槽Ｂは、濾過担体２３を被処理水と共に槽底部から揚水路２５に吸入して当該
担体濾過槽Ｂの槽上部に還流させることにより濾過担体２３を常時洗浄するエアリフトポ
ンプＰを備えている。
【００３４】
　揚水路２５は、第２横隔壁５と縦隔壁７とが交差する隅部に上下方向に沿わせて固定し
た円筒状の水路壁２６の内側に形成されている。
　揚水路２５にエアリフト用空気を常時供給する空気供給管２７が縦隔壁７の担体流動槽
Ａ２側に取り付けられ、その空気吹き出し部２７ａが水路壁２６の内側に開口している。
【００３５】
　水路壁２６は、吐出口２８（揚水路２５の上端部）が担体濾過槽Ｂにおける被処理水の
液面よりも高くなるように設けられている。
　水路壁２６の外周側下端部には、下端側ほど揚水路２５の側から離れる二つの扁平な水
路側傾斜面２９が形成されている。
　水路側傾斜面２９は、水路壁２６を囲む二枚の平板状の傾斜板３０をスカート状（角錐
状）に設けて、それらの傾斜板３０の上向き面で形成されている。
【００３６】
　担体濾過槽Ｂの槽底部には、下端側ほど揚水路２５の吸入口下方に近づく二つの扁平な
槽側傾斜面３１が形成され、これらの槽側傾斜面３１の下端部分を揚水路２５の吸入口３
２の下方に入り込ませてある。
　槽側傾斜面３１は、担体濾過槽Ｂの底壁３３を下向きの角錐台状に形成して、その上向
き面で形成されている。
【００３７】
　図７に示すように、水路側傾斜面２９は、その下端３４が水路壁２６の下端と同じ高さ
位置で、かつ、槽側傾斜面３１の上端３５よりも高い位置に配設されており、水路側傾斜
面２９の下端３４に向かって担体濾過槽Ｂの内壁の水平断面積は狭くなるので、槽内を沈
降してくる濾過担体２３は、水路側傾斜面２９の上部で滞留して滞留部分を形成し、水路
側傾斜面２９に沿って槽内面３６の側へ向けて徐々に沈降移動する。この水路側傾斜面２
９の上部の濾過担体２３の滞留部分が被処理水を濾過する濾過層を形成する。
　水路側傾斜面２９の下端３４と槽側傾斜面３１との最小間隔Ｈ１を、水路側傾斜面２９
の下端３４と槽内面３６との水平方向に沿う間隔Ｈ２よりも大きい間隔に設定してある。
【００３８】
　水路側傾斜面２９の下端３４と、槽側傾斜面３１の上端３５よりも高い位置の槽内面３
６との間を沈降した濾過担体２３が、槽側傾斜面３１に沿って吸入口３２の下方に移動し
て、吸入口３２から被処理水と共に揚水路２５に吸入される。
【００３９】
　揚水路２５の吐出口側には、吐出口２８から吐出された被処理水の一部を、浮遊物質
（汚泥）と共に、担体流動槽Ａ２以外の槽であって且つ担体濾過槽Ｂ以外の槽に常時移送
する移送部３７を設けてある。
【００４０】
　エアリフトポンプＰ及び移送部３７は被処理水循環手段Ｆを構成し、担体流動槽（好気
処理槽）Ａ２で処理された後に担体濾過槽Ｂを通ってきた被処理水を担体濾過槽Ｂに配置
したエアリフトポンプＰ及び移送部３７を通じて沈澱分離槽Ｅ１に移送する。
　被処理水を担体流動槽Ａ２から嫌気処理槽（一次処理槽）Ａ１に移送循環させることに
より、被処理水の硝化脱窒処理が促進される。
【００４１】
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　図８に示すように、移送部３７は、被処理水の一部を生物処理槽Ａに配設された処理槽
のうちの担体流動槽Ａ２よりも上流側に配設された沈澱分離槽Ｅ１に移送（返送）する移
送樋を設けて構成してある。
【００４２】
　移送樋（移送部）３７は、移送始端部が揚水路２５の吐出口２８の近傍に臨むように配
置して第２横隔壁５に支持され、吐出口２８から吐出された被処理水の一部を流入させて
沈澱分離槽Ｅ１に移送する。
【００４３】
　移送樋３７の移送開始部には、沈澱分離槽Ｅ１に移送可能な被処理水の移送量を制限す
る移送量制限部３８を設けてある。
　移送量制限部３８は、被処理水が汚泥と共に通過可能で、かつ、濾過担体２３の通過を
阻止する多数のスリット孔３８ａをスリット幅方向に並べて形成してある堰板を設けて構
成してある。
【００４４】
　堰板（移送量制限部）３８は、移送樋３７の移送始側端部で第２横隔壁５に設けられる
ガイド枠３９に上下方向にスライド移動可能に支持されて、堰板３８のスライド移動によ
り被処理水の沈澱分離槽Ｅ１への移送量を調整可能に設けられている。
【００４５】
　図６に示すように、担体流動槽Ａ２と担体濾過槽Ｂとを区画する縦隔壁７には、担体流
動槽Ａ２と担体濾過槽Ｂとに亘って被処理水が循環可能な循環路４０を設けてある。
　循環路４０は、縦隔壁７に形成した上部移流口としての第３移流口１３と、縦隔壁７の
うちの第３移流口１３よりも低い位置の隔壁部分に形成した下部移流口としての第５移流
口４１とを設けてある。
　第５移流口４１は、濾過担体２３の通過を阻止する多数のスリット孔を設けて構成して
ある。
【００４６】
　循環路４０は、担体濾過槽Ｂの被処理水が第５移流口（下部移流口）４１から担体流動
槽Ａ２に流入し、担体流動槽Ａ２の被処理水が第３移流口（上部移流口）１３から担体濾
過槽Ｂに流入する状態で被処理水を循環させるように設けてある。
【００４７】
　第５移流口４１は、担体濾過槽Ｂにおける濾過担体２３の滞留部分に臨ませて形成して
あり、第３移流口１３と第５移流口４１とが、担体流動槽Ａ２のばっ気用散気部２２に対
面する隔壁部分に、上下方向に位置をずらせて形成されている。
【００４８】
　循環路４０により、嫌気濾床槽Ｅ２から担体流動槽Ａ２への被処理水の流入が無い時間
帯においても、担体流動槽Ａ２における被処理水中の浮遊物質は担体濾過槽Ｂで捕捉され
、担体濾過槽Ｂで捕捉された浮遊物質は、エアリフトポンプＰでの濾過担体２３の洗浄と
ともに沈澱分離槽Ｅ１へ移送される。
【００４９】
　よって、担体流動槽Ａ２から下流側の浮遊物質量を絶えず低くすることができ、担体流
動槽Ａ２へ被処理水が多量に移流してきた場合においても、放流水への浮遊物質の混入を
低減することができる。
　第５移流口４１には、濾過担体２３の滞留部分を通った被処理水が流れるので、担体流
動槽Ａ２への浮遊物質の混入を少なくすることができる。第５移流口４１は濾過担体２３
の滞留部分に臨ませてあるが、滞留部分の下方に臨ませてあってもよい。
【００５０】
　担体濾過槽Ｂで濾過された被処理水は、区画壁８に形成された第４移流口１４を通して
処理水槽Ｃに移流して一時貯留された後、消毒槽Ｄに移流し、消毒されて外部に放流され
る。
【００５１】
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〔第２実施形態〕
　図９～図１１は、本発明の別実施形態を示す。
　本実施形態では、担体濾過槽Ｂと処理水槽Ｃと消毒槽Ｄとを浄化槽の幅方向中央位置に
配置し、担体濾過槽Ｂの左右両側に担体流動槽Ａ２を設けてある。
　左右の担体流動槽Ａ２は、担体濾過槽Ｂ及び処理水槽Ｃの下部において互いに連通して
いる。
【００５２】
　左右の担体流動槽Ａ２の夫々に対応して、嫌気濾床槽Ｅ２の処理水が担体流動槽Ａ２の
槽上部に流入する第２移流口１２と第３バッフルプレート２０とを設けてある。
【００５３】
　担体濾過槽Ｂは、揚水路２５を形成する円筒状の水路壁２６を浄化槽の幅方向中央位置
に第２横隔壁５に沿って上下方向に備えたエアリフトポンプＰを有している。
　第４移流口１４は、担体濾過槽Ｂと処理水槽Ｃとを区画する区画壁８の下部に形成して
ある。
【００５４】
　左右の担体流動槽Ａ２の夫々の槽底部にばっ気用散気部２２が設けられ、これらの散気
部２２は担体濾過槽Ｂとを区画する左右の縦隔壁７の夫々に対面している。
　縦隔壁７の夫々に、第３移流口１３と第５移流口４１とを上下方向に位置をずらせて形
成して、担体流動槽Ａ２と担体濾過槽Ｂとに亘って被処理水が循環可能な二つの循環路４
０を設けてある。
【００５５】
　水路側傾斜面２９は、下端側ほど揚水路２５の側から離れる円錐台状に形成され、槽側
傾斜面３１は、下端側ほど揚水路２５の吸入口下方に近づく下向き角錐状に形成されてい
る。
　その他の構成は第１実施形態と同様である。
【００５６】
〔第３実施形態〕
　図１２は、本発明の別実施形態を示す。
　本実施形態では、担体濾過槽Ｂの槽側傾斜面３１の下端縁に囲まれた槽底部分５０に開
口する空気供給管２７を設けて、エアリフトポンプＰのエアリフト用空気を槽底部分５０
に開口する空気吹き出し部２７ａから供給するように構成してある。
　空気供給管２７は、区画壁８の処理水槽Ｃの側に沿って配設してある。
【００５７】
　上記構成によれば、担体濾過槽Ｂの槽底部の濾過担体２３や沈降汚泥を空気吹き出し部
２７ａから供給される空気によって舞上げて、揚水路２５の吸入口３２に導くことができ
、槽底部に濾過担体２３や汚泥が滞留することを防ぐことができる。
【００５８】
　また、空気供給管２７は担体流動槽Ａ２の側に配設されないので、担体流動槽Ａ２内に
おける被処理水の循環が空気供給管２７によって妨げられることがなく、好気処理能力が
低下するおそれが少ない。
　また、空気供給管２７は処理水槽Ｃ内を通して槽底部分５０へ配設するだけでよく、揚
水路２５への接続は不要となるので、製作も容易となる。
　その他の構成は第１実施形態と同様である。
【００５９】
〔その他の実施形態〕
１．前述の実施形態では、担体流動槽Ａ２と担体濾過槽Ｂとに亘る被処理水の循環路４０
を、担体流動槽Ａ２と担体濾過槽Ｂとを区画する縦隔壁７に形成した上部移流口としての
第３移流口１３と、下部移流口としての第５移流口４１とを形成して構成してあるが、担
体流動槽Ａ２と担体濾過槽Ｂとに亘って被処理水が循環するものであればこれに限ったも
のではなく、例えば、担体流動槽Ａ２から担体濾過槽Ｂへ、或いは、担体濾過槽Ｂから担
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流管にポンプを接続してあってもよい。
２．前述の実施形態では、好気処理槽として担体流動槽を用いた例を示したが、好気処理
槽は、濾材を設けない曝気槽や、固定濾材を設けた接触曝気槽であってもよい。
３．本発明による汚水浄化設備は、揚水路から吐出された被処理水の一部を、汚水浄化槽
の系外に設けた槽に移送する移送部を有していてもよい。
【符号の説明】
【００６０】
７　隔壁
１３　上部移流口
２２　ばっ気用散気部
２３　担体
２５　揚水路
３７　移送部
４０　循環路
４１　下部移流口
Ｂ　担体濾過槽
Ｅ１　槽
Ａ２　好気処理槽
Ｐ　エアリフトポンプ
ＷＬ　水面

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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