
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　廃水の微生物処理において、処理系から微生物混合液を引き抜く混合液引き抜き手段と
、微生物混合液と反応させるオゾンガスを発生するオゾン発生手段と、引き抜いた微生物
混合液に前記オゾン発生手段より発生したオゾンガスを注入して処理するオゾン処理手段
と、オゾン処理した微生物混合液を処理系へ還流する混合液還流手段と、オゾン処理動作
を制御する制御手段と、微生物混合液の溶存酸素を測定する測定手段を備え、制御手段は
前記測定手段による測定値に応じてオゾン処理を行うとともに、処理系の微生物反応槽へ
の空気供給量を調節することを特徴とする廃水のオゾン処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は廃水の処理方法および処理装置に関するものである。さらに詳しくは、活性汚泥
法等の微生物を用いた廃水処理過程において、微生物混合液のオゾン処理により、処理性
能を維持しながら発生微生物量の低減、微生物の集合体、すなわち、微生物フロックの沈
降性悪化の抑制、および沈降性の回復を実現できる廃水の処理方法および処理装置に関す
るものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より廃水処理に広く用いられている活性汚泥処理法等の微生物を用いた処理方法にお
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いては、廃水処理にともない大量の余剰汚泥が発生する。余剰汚泥は主に脱水後、焼却に
より処分されおり、微生物による消化処理なども行われているが、その処分には多大なエ
ネルギー、および費用を要する。したがって、廃水処理を行う過程において汚泥をできる
だけ発生させないことが求められている。また、廃水処理の過程においては、糸状細菌の
増殖により汚泥の沈降性が悪化し、沈殿槽における固液分離が不十分となることがしばし
ば起こり、このような場合、微生物が処理水とともに流出してしまうため処理水質の悪化
を引き起こす。したがって、安定な廃水処理を行うには、汚泥沈降性悪化の抑制、および
悪化した汚泥の沈降性を回復することが求められている。
【０００３】
廃水処理の過程において発生する汚泥を低減する方法として、例えば活性汚泥を処理系か
ら引き抜き、オゾン処理した後に処理系に導入する方法が例えば特開平８ー５２４８８号
公報に提案されている。図２６は従来の廃水のオゾン処理方法における処理フローの１例
を示す図である。図に示されるように、曝気槽１の液流入側には被処理液路２が、そして
液流出側には連絡路３が連結される。またオゾン処理槽４には途中に汚泥引抜ポンプ５を
備えた引抜汚泥路６が曝気槽１より導入されている。オゾン処理槽４にはオゾンを供給す
るオゾン供給路８、汚泥との反応に用いられなかったオゾンを排出する排オゾン路７、オ
ゾン処理した汚泥を曝気槽１に戻すオゾン処理汚泥路９が連結されている。なお、曝気槽
１の底部には散気装置が設けられ、ここに空気供給路が連絡されており、また連絡路３の
後段には処理液路および汚泥引出路を連結した汚泥分離部が連結し、更に汚泥引出路と曝
気槽１を汚泥返送ポンプを備えた返送汚泥路が連結されているが、これらについては省略
して記述する。
【０００４】
次に従来の処理方法について説明する。被処理液路２から有機性廃水を曝気槽１に導入し
、曝気槽１において空気を散気し活性汚泥による好気的な処理を行った後、曝気槽１の混
合液を連絡路３から汚泥分離部に送り固液分離し、分離液を処理水として排出する。曝気
槽１から汚泥引抜ポンプ５により引抜汚泥路６を通して引抜いた汚泥をオゾン処理槽４に
循環し、オゾン供給路８からのオゾンと接触させてオゾン処理を行う。オゾン処理汚泥は
オゾン処理汚泥路９から曝気槽１に戻され好気的に処理される。
【０００５】
上記の方法において、被処理液中のＢＯＤの同化により増殖する量よりも多い量の活性汚
泥を好気性処理系から引き抜き、オゾン処理した後、好気性処理系に導入することにより
余剰汚泥の発生を減少する。
【０００６】
また、処理系から引き抜いた活性汚泥についてオゾン処理を行った報告例としてＹａｓｕ
ｉらの報告（Ｗａｔ．Ｓｃｉ．Ｔｅｃｈ．，３０，１１（１９９４））がある。図２７は
引き抜いた活性汚泥に３０ｍｇ／Ｌの濃度のオゾンを用い、回分的にオゾン処理を行った
際のオゾン量と、ＭＬＶＳＳ濃度および溶解性ＴＯＣ濃度の関係を示す特性図である。
【０００７】
図において、活性汚泥のオゾン処理により汚泥のＭＬＶＳＳ濃度はほとんど変化せず、溶
解性ＴＯＣ濃度が僅かに増加しており、このオゾン処理条件では活性汚泥の一部が可溶化
するのみであり、活性汚泥の無機化はほとんどおこらない。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
以上の従来の技術では、曝気槽から引き抜いた活性汚泥のオゾン処理の際、連続的に汚泥
にオゾン注入を行っているので、余剰汚泥量低減の効果を得るには大量のオゾン注入量が
必要となり、オゾン製造にかかわるコストが高くなるという問題点があった。
【０００９】
また、図２７におけるオゾン処理条件では活性汚泥に対するオゾン処理の作用は汚泥の一
部を可溶化するのみで無機化には至らず、有機物の量についてはほとんど変化をもたらさ
ない。よって、引き抜いた活性汚泥にオゾン処理を行った後、曝気槽に戻す従来の処理方
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法において、このようなオゾン処理を行うと、引き抜いた汚泥に相当する有機物がすべて
曝気槽の負荷となり、負荷を増大させるため、処理水中の有機物濃度が増加し、処理水質
の悪化を引き起こすという問題点、および、処理水質を維持するのに必要となる曝気量が
増大するという問題点があった。
【００１０】
また、従来の技術では、活性汚泥のオゾン処理を導入することによる効果は余剰汚泥量の
低減のみであるため、汚泥の固液分離を著しく阻害する活性汚泥の沈降性悪化の抑制、お
よび悪化した状態からの回復に対する効果は全く得られない。
【００１１】
また、従来の技術では、活性汚泥の有機物分解活性には全く無関係にオゾン処理を行うた
め、流入する廃水の質的変化や温度変化などの外部的な要因により、さらには導入したオ
ゾンによって活性汚泥の有機物分解活性が低下しているような場合、オゾン処理によって
活性汚泥の有機物分解活性を著しく低下させ、その結果、処理水中の有機物濃度が増加す
る、すなわち処理水質の悪化を引き起こすという問題点があった。
【００１２】
また、従来の技術では、流入する有機物負荷の変動には全く無関係にオゾン処理を行うた
め、流入する廃水中の有機物濃度が高くなったり排水量が多くなるなどによって有機物負
荷が増大するような場合、オゾン処理によって曝気槽の有機物負荷を著しく増大させ、そ
の結果、処理水中の有機物濃度が増加し処理水質の悪化を引き起こすという問題点、およ
び、処理水質を維持するのに必要となる曝気量が増大するという問題点があった。
【００１３】
また、従来の技術では、曝気槽中の活性汚泥混合液の溶存酸素濃度には全く無関係にオゾ
ン処理および曝気槽への空気供給を行っている。したがって、有機物負荷の増大するよう
な場合、空気供給量の不足により、活性汚泥混合液の溶存酸素が低下し、その結果、処理
水中の有機物濃度が増加し、処理水質の悪化を引き起こすという問題があった。また、活
性汚泥の有機物分解活性が低下し活性汚泥混合液の溶存酸素が増加するような場合、オゾ
ン処理によって活性汚泥の有機物分解活性をさらに低下させ、その結果、処理水中の有機
物濃度が増加し、処理水質の悪化を引き起こすという問題があった。
【００１４】
また、従来の技術では、活性汚泥の微生物集合体である活性汚泥フロック中の細胞外有機
物の量や組成には全く無関係にオゾン処理を行うため、活性汚泥フロック中の細胞外有機
物含有量が多いような場合には、注入したオゾンの大部分が活性汚泥フロック中の細胞外
有機物と反応してしまうことになり、注入したオゾンが有効に活性汚泥微生物との反応に
利用されず、その結果、オゾン処理による余剰汚泥量の低減の効果が安定に得られないと
いう問題点があった。
【００１５】
また、従来の技術では、活性汚泥微生物のオゾンに対する抵抗性には全く無関係にオゾン
処理を行うため、活性汚泥微生物の自らを防御する抗酸化酵素の活性が高く、酸化に対す
る抵抗性が強いような場合には、注入したオゾンによって微生物が死滅しないことになり
、注入したオゾンが有効に活性汚泥微生物の無機化、可溶化の反応に利用されず、その結
果、オゾン処理による余剰汚泥量の低減の効果が安定に得られないという問題点があった
。
【００１６】
また、従来の技術では、活性汚泥のオゾン処理を導入することによる効果は単一の槽から
なる曝気槽についてのものであり、多槽から構成される曝気槽に対する効果については全
く得られない。
【００１７】
また、従来の技術では、オゾン処理後の汚泥を曝気槽に戻す際、オゾン処理汚泥の量を調
節せずに戻しているため、流入する廃水中の有機物濃度が高くなったり排水量が多くなる
などによって有機物負荷が一時的に増大するような場合、オゾン処理によって曝気槽の活
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性汚泥に対する有機物負荷を著しく増大させ、その結果、処理水中の有機物濃度が増加し
処理水質の悪化を引き起こすという問題点、および、処理水質を維持するのに必要となる
曝気量が増大するという問題点があった。
【００１８】
また、従来の技術では、活性汚泥のオゾン処理において、活性汚泥にただたんにオゾンを
注入しているためオゾンの溶解効率、および、活性汚泥とオゾンの接触効率、反応効率が
低いという問題点があった。
【００１９】
また、従来の技術では、引き抜いた活性汚泥の処理にオゾンのみを注入し、他の強力な酸
化剤を用いていないため、活性汚泥微生物の死滅は進むものの、微生物の可溶化、無機化
がおこりにくい。よって、このようなオゾン処理を行うと引き抜いた汚泥に相当する有機
物がすべて曝気槽の負荷となり、負荷を増大させるため処理水中の有機物濃度が増加し、
処理水質の悪化を引き起こすという問題点、および、処理水質を維持するのに必要となる
曝気量が増大するという問題点があった。
【００２０】
また、従来の技術では、活性汚泥の微生物集合体である活性汚泥フロックの凝集性には全
く無関係にオゾン処理を行うため、活性汚泥フロックの凝集性が高いような場合には、分
散した場合に比べ注入したオゾンがフロック内部の活性汚泥微生物と接触しにくいことに
なり、注入したオゾンが有効に活性汚泥微生物との反応に利用されず、その結果、オゾン
処理による余剰汚泥量の低減の効果が安定に得られないという問題点があった。
【００２１】
また、従来の技術では、オゾン発生器で発生したオゾンを貯蔵することなくそのまま活性
汚泥のオゾン処理に用いているので、必要となるオゾン量が多くなるような場合、オゾン
発生器がこれに応じて大きくなりオゾン発生器製造にかかわるコストが高くなるという問
題点があった。
【００２２】
この発明は、上記のような問題点を解消するためになされたもので、少ないオゾン注入量
で発生する汚泥量を低減し、また処理水質の悪化を引き起こさずに発生する汚泥量を低減
し、また余剰汚泥量の低減の効果を安定に確保し、更に、発生汚泥量の低減のみならず、
汚泥沈降性悪化を抑制し、また悪化した汚泥の沈降性を回復するための方法および装置を
提供することを目的とする。
【００２３】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明に係る廃水のオゾン処理装置は、

【００４４】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
この発明の実施の形態１に係る廃水のオゾン処理方法の基となる実験１、および実験１に
よって検証される本実施の形態の効果について説明する。
【００４５】
実験１：
廃水として肉エキスとペプトンを主体とするＴＯＣ濃度約２００ｍｇ／Ｌの人工廃水を用
い、滞留時間１２時間、汚泥滞留時間２０日の条件で８Ｌの曝気槽を用いた連続廃水処理
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廃水の微生物処理において、処理系か
ら微生物混合液を引き抜く混合液引き抜き手段と、微生物混合液と反応させるオゾンガス
を発生するオゾン発生手段と、引き抜いた微生物混合液に前記オゾン発生手段より発生し
たオゾンガスを注入して処理するオゾン処理手段と、オゾン処理した微生物混合液を処理
系へ還流する混合液還流手段と、オゾン処理動作を制御する制御手段と、微生物混合液の
溶存酸素を測定する測定手段を備え、制御手段は前記測定手段による測定値に応じてオゾ
ン処理を行うとともに、処理系の微生物反応槽への空気供給量を調節することを特徴とす
る廃水のオゾン処理装置である。



実験を行った。処理系を２系統設置し、一方をオゾン処理系とし、曝気槽の汚泥を６００
ｍｌ引き抜いて、１Ｌのガス洗浄瓶に投入し、オゾン処理を行った後曝気槽に戻した。オ
ゾン濃度は約３０ｍｇ／Ｌ、オゾン吸収量は０～５０ｍｇ－Ｏ３／ｇ－ＭＬＳＳとした。
他方についてはオゾン非処理系とし、同様に曝気槽の汚泥を引き抜き、オゾンと同じ条件
で酸素のみを通気し、曝気槽に戻した。
【００４６】
この一連の操作を１日６回間欠的に行った。流入廃水中の有機物を基質として増殖すると
見積もられる汚泥量に対するオゾン処理する汚泥量の比を処理汚泥比とすると、この場合
の処理汚泥比は約５に相当する。また、１日あたりのオゾン吸収量、および１日あたりの
オゾン処理する汚泥量を上記の間欠オゾン注入の場合と同条件とし、オゾンを連続的に注
入する実験も行った。
【００４７】
オゾン吸収量と発生汚泥収率の変化率、すなわちオゾン非処理系の収率に対するオゾン注
入系の収率の比の関係は図１のようになり、間欠オゾン処理における発生汚泥収率の低下
は連続オゾン処理における発生汚泥収率の低下より大きく、発生汚泥量の低減には間欠オ
ゾン処理が連続オゾン処理よりも極めて大きな効果を奏することが見出された。図１より
、たとえば汚泥収率を４０％低減するのに必要となるオゾン吸収量は、間欠オゾン処理で
は連続オゾン処理の場合の約１／３であり、極めて少ないオゾン量で発生汚泥量を著しく
低下させることができる効果が得られる。
【００４８】
図１においてオゾン吸収量が１０ｍｇ－Ｏ３／ｇ－ＭＬＳＳの場合、約５０％の発生汚泥
量低減の効果があり、発生汚泥量低減に望ましいオゾン吸収量は１０ｍｇ－Ｏ３／ｇ－Ｍ
ＬＳＳ以上であることが明らかとなる。
【００４９】
また実験１において、オゾン吸収量が１０ｍｇ－Ｏ３／ｇ－ＭＬＳＳの間欠オゾン処理の
場合、処理期間中のＳＶＩの変化は図２のようになり、オゾン非処理系では実験途中より
ＳＶＩの増加、すなわち汚泥沈降性悪化がおこったが、オゾン注入系ではＳＶＩは変化せ
ず良好な沈降性を維持した。これより、間欠オゾン処理は、発生汚泥量低減の効果ととも
に汚泥の沈降性悪化を抑制する効果を奏することが明らかとなる。
【００５０】
実施の形態２．
この発明の実施の形態２に係る廃水のオゾン処理方法の基となる実験２、実験３および実
験２、実験３によって検証される本実施の形態の効果について説明する。
【００５１】
実験２：
１Ｌのガス洗浄瓶にＭＬＳＳ濃度１７００ｍｇ／Ｌの活性汚泥を６００ｍｌ投入し、オゾ
ン濃度（０～６０ｍｇ／Ｌ）をかえた回分的なオゾン処理を行った。オゾンガス濃度と汚
泥溶液の全ＴＯＣ濃度、および溶解性ＴＯＣ濃度の関係は図３のようになり、オゾンガス
濃度の増加にともない溶解性ＴＯＣ濃度の増加、すなわち汚泥の可溶化が起こるだけでな
く、全ＴＯＣ濃度の低下、すなわち汚泥の無機化がおこることを確認した。この傾向はオ
ゾン濃度５０ｍｇ／Ｌで顕著であり、これ以上のオゾン濃度の場合さらに無機化が促進さ
れた。
【００５２】
実験３：
実験１と同様の実験において、オゾン吸収量、処理汚泥比を同じとし、オゾン濃度をかえ
た間欠オゾン処理を行った。流入ＴＯＣ量の積算値と発生汚泥量の積算値の関係は図４の
ようになり、汚泥発生収率に相当する図中の傾きはオゾン濃度５０ｍｇ／Ｌの場合の方が
オゾン濃度３０ｍｇ／Ｌの場合に比べ小さくなった。
また、処理水のＴＯＣ濃度は、オゾン濃度３０ｍｇ／Ｌの場合はオゾン処理系で非処理系
よりもＴＯＣ濃度が２～５ｍｇ／Ｌ高かったが、オゾン濃度５０ｍｇ／Ｌの場合の処理水
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のＴＯＣ濃度はオゾン処理系、非処理系のいずれも約２０ｍｇ／Ｌで両系に差はなかった
。
【００５３】
実験２、３から、オゾン濃度５０ｍｇ／Ｌ以上のオゾンガスを汚泥に間欠的に注入するこ
とにより、汚泥の可溶化だけでなく無機化がおこり、さらに、このような汚泥の無機化を
起こすようなオゾン処理を行うことにより、発生汚泥量低減の効果が大きくなるとともに
、処理水質の悪化を引き起こさないこと明らかとなる。
【００５４】
上記の実験３ではオゾン処理を間欠的に行ったがこれに限るものではなく、オゾン処理を
連続的に行う場合においてもオゾン濃度５０ｍｇ／Ｌ以上のオゾンガスを用いることによ
り同様の効果が得られる。
【００５５】
実施の形態３．
この発明の実施の形態３に係る廃水のオゾン処理方法の基となる実験４、実験５および実
験４、実験５によって検証される本実施の形態の効果について説明する。
【００５６】
実験４：
１Ｌのガス洗浄瓶にＭＬＳＳ濃度７０～４６００ｍｇ／Ｌの活性汚泥を６００ｍｌ投入し
、オゾン濃度５０ｍｇ／Ｌのガスを８００ｍＬ／分の流量で３分間注入する回分的なオゾ
ン処理を行った。オゾン注入終了直後にオゾン処理した活性汚泥にヨウ化カリウムを投入
し、活性汚泥中に残存する溶存オゾンをヨウ化カリウムに吸収させ溶存オゾン濃度を測定
した。活性汚泥のＭＬＳＳ濃度と溶存オゾン濃度の関係は図５のようになり、ＭＬＳＳ濃
度の増加にともない溶存オゾン濃度は低下した。ＭＬＳＳ濃度１５００ｍｇ／Ｌ以上では
溶存オゾン濃度はゼロとなり、注入されたオゾンは溶存オゾンとして溶液中に残存するの
ではなく瞬時に汚泥との反応によって消費された。
【００５７】
実験５：
廃水として肉エキスとペプトンを主体とするＴＯＣ濃度約２００ｍｇ／Ｌの人工廃水を用
い、滞留時間１２時間、汚泥滞留時間２０日の条件で８Ｌの曝気槽を用いた連続廃水処理
実験を行った。処理系を２系統設置し、一方をオゾン処理系とし、曝気槽の汚泥を１Ｌの
オゾン反応槽を通して再び曝気槽に戻るよう循環させ、循環中の汚泥に所定時間オゾンを
注入しオゾン処理を行った。他方についてはオゾン非処理系とし、同様に曝気槽の汚泥を
循環させ、オゾンと同じ条件で酸素のみを通気した。オゾン濃度を約１１０ｍｇ／Ｌとし
、一連の操作を１日３回間欠的に行った。オゾン吸収量、処理汚泥比を同じとし、オゾン
反応槽における汚泥の滞留時間（１～３５分）をかえた間欠オゾン注入を行った。
【００５８】
オゾン反応槽における汚泥の滞留時間と発生汚泥収率の変化率の関係は図６のようになり
、滞留時間１分の場合において汚泥発生収率の変化率は約０．１となり、汚泥はほとんど
発生しなかった。滞留時間１０分以上では汚泥発生収率はゼロとなった。
【００５９】
実験４、５から、注入されたオゾンと活性汚泥との反応は極めて速く進行し、発生汚泥量
の低減にはわずかな反応時間でも効果があり、また、実験５で行ったように汚泥を循環さ
せ循環中の活性汚泥をオゾン処理する場合の滞留時間は数秒～１０分で発生汚泥量低減の
効果が十分あることが明らかとなる。
【００６０】
上記の実験５ではオゾン処理を間欠的に行ったがこれに限るものではなく、オゾン処理を
連続的に行う場合においても同様の数秒～１０分の滞留時間で発生汚泥量低減の効果が十
分得られる。
【００６１】
このように発生汚泥量低減に必要となる滞留時間が数秒～１０分と短くてよいということ
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はオゾンと活性汚泥を反応させるオゾン反応部を、非常にコンパクトにすることができる
ことを示すもので、実際の装置を構築する上で、極めて大きな効果となる。
【００６２】
実施の形態４．
この発明の実施の形態４に係る廃水のオゾン処理方法の基となる実験６ないし実験８によ
って検証される本実施の形態の効果について説明する。
【００６３】
実験６：
実験１と同様の実験において、処理汚泥比をかえた間欠オゾン処理を行った（処理汚泥比
０．５～５．０）。流入ＴＯＣ量の積算値と発生汚泥量の積算値の関係は図７のようにな
り、処理汚泥比が高いほど汚泥量低減の効果が大きくなった。これら実験においてはオゾ
ン処理系、非処理系で処理水ＴＯＣ濃度の大きな差はなかったが、処理汚泥比を１０以上
にすると発生汚泥量は減少するものの、処理水のＴＯＣ濃度が大きく増加し処理水質が著
しく悪化した。また、これら実験においてオゾン処理系では糸状細菌の過剰発生はみられ
ず汚泥の沈降性の悪化は抑制されていた。これより、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性
悪化の抑制に対する処理汚泥比としては１０以下である必要があり、さらに０．５～５の
範囲にあることが望ましいことが明らかになった。
【００６４】
実験７：
次に、糸状細菌の過剰発生により沈降性が悪化した汚泥に対するオゾンの効果を調べた。
１Ｌのガス洗浄瓶に糸状細菌を多く含むＳＶＩ７３０ｍｌ／ｇの活性汚泥を６００ｍｌ投
入し、オゾン吸収量をかえた回分的なオゾン処理を行った（オゾン吸収量０～９．６ｍｇ
－Ｏ３／ｇ－ＭＬＳＳ）。　オゾン吸収量とＳＶＩの関係は図８のようになり、オゾン吸
収量１ｍｇ－Ｏ３／ｇ－ＭＬＳＳ程度からＳＶＩの低下がみられ、１０ｍｇ－Ｏ３／ｇ－
ＭＬＳＳの場合ＳＶＩはオゾン処理前に比べ約４０％にまで低下し、沈降性が大幅に回復
した。
このときの顕微鏡観察より糸状細菌の構造がオゾン処理により変化していた。これ以上の
オゾン吸収量の場合さらに沈降性の回復の効果があった。これより、糸状細菌により悪化
した沈降性を回復させるためのオゾン吸収量は１ｍｇ－Ｏ３／ｇ－ＭＬＳＳ以上であり、
発生汚泥量の低減や沈降性悪化の抑制の場合よりも少ないオゾン吸収量でも悪化した沈降
性を回復させるのに効果があることが明らかとなった。
【００６５】
実験８：
糸状細菌を多く含む活性汚泥を用いた実験１と同様の間欠オゾン処理実験を行い、ＳＶＩ
に対する処理汚泥比の影響を調べた。オゾン処理条件は、オゾン吸収量を１ｍｇ－Ｏ３／
ｇ－ＭＬＳＳとし、処理回数をかえ処理汚泥比をかえた（処理汚泥比０～９．８）。
処理汚泥比とＳＶＩの変化率、すなわちオゾン非処理系のＳＶＩに対するオゾン処理系の
ＳＶＩの比の関係は図９のようになり、処理汚泥比を増加するほどＳＶＩ低下の効果が大
きく、処理汚泥比１０の場合ＳＶＩは２０％にまで低下した。
また、処理汚泥比１０の場合においても、オゾン処理系とオゾン比処理系で処理水ＴＯＣ
濃度はほぼ等しく、オゾン処理による処理性能の低下は起こらなかった。これより、悪化
した汚泥の沈降性を回復するには、処理汚泥比を発生汚泥量の低減や沈降性悪化の抑制の
場合よりも大きくすることにより効果が得られることが明らかとなった。
【００６６】
上記の実験６、７、８の結果から、曝気槽の活性汚泥を引き抜き、間欠的にオゾン処理し
、曝気槽へ戻す本発明では、発生汚泥量を低減する、もしくは沈降性悪化を抑制するため
の適切なオゾン処理条件と、悪化した汚泥沈降性を回復させるための適切なオゾン処理条
件が存在し、汚泥の沈降性に応じてそれぞれのオゾン処理条件を選定する、すなわち、沈
降性が良好な場合には、発生汚泥量の低減および沈降性悪化の抑制に適切なオゾン処理条
件を、逆に沈降性が不良な場合には沈降性の回復に適切なオゾン条件を選定することによ
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り、発生汚泥量を低減しつつ汚泥沈降性悪化の抑制、あるいは、沈降性の回復を実現し得
ることを見出した。
【００６７】
上記の実験６、８ではオゾン処理を間欠的に行ったがこれに限るものではなく、オゾン処
理を連続的に行う場合においても汚泥の沈降性に応じて発生汚泥量の低減および沈降性悪
化の抑制に適切なオゾン処理条件と、悪化した汚泥沈降性の回復に適切なオゾン処理条件
を選定することにより、同様の効果が得られる。
【００６８】
実施の形態５．
この発明における実施の形態５に係る廃水のオゾン処理方法について説明する。上記の実
験６、７、８より、曝気槽から引き抜いた汚泥の間欠的なオゾン処理において、オゾン吸
収量の望ましい条件は、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制を目的とする場合
、１０ｍｇ－Ｏ３／ｇ－ＭＬＳＳ以上、悪化した沈降性の回復を目的とする場合、１ｍｇ
－Ｏ３／ｇ－ＭＬＳＳ以上であることが明らかとなった。
【００６９】
また、上記の実験６、８ではオゾン処理を間欠的に行ったが、これに限るものではなく、
オゾン処理を連続的に行う場合においても同様となり、連続オゾン処理の場合、オゾン吸
収量の望ましい条件は、同様に発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制を目的とす
る場合、１０ｍｇ－Ｏ３／ｇ－ＭＬＳＳ以上、悪化した沈降性の回復を目的とする場合、
１ｍｇ－Ｏ３／ｇ－ＭＬＳＳ以上となる。
【００７０】
実施の形態６．
この発明における実施の形態６に係る廃水のオゾン処理方法について説明する。上記の実
験６、７、８より、曝気槽から引き抜いた汚泥の間欠的なオゾン処理において、処理汚泥
比の望ましい条件は、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制を目的とする場合、
０．５～５、悪化した沈降性の回復を目的とする場合、２～１０であることが明らかとな
った。
【００７１】
また、上記の実験６、８ではオゾン処理を間欠的に行ったが、これに限るものではなく、
オゾン処理を連続的に行う場合においても同様となり、連続オゾン処理の場合、処理汚泥
比の望ましい条件は、同様に発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制を目的とする
場合、０．５～５、悪化した沈降性の回復を目的とする場合、２～１０となる。
【００７２】
実施の形態７．
以下に、この発明の実施の形態７に係る廃水のオゾン処理装置を図について説明する。図
１０は本発明の廃水のオゾン処理装置のフローを示す図である。図１０に示すように、曝
気槽（微生物反応槽）１の液流入側には被処理液路２が、そして液流出側には連絡路３が
連結している。また、オゾン処理槽（オゾン処理手段）４には途中に汚泥引抜ポンプ（混
合液引き抜き手段）５を備えた引抜汚泥路６が曝気槽１に接続している。オゾン処理槽４
にはオゾンを供給するオゾン供給路８、汚泥との反応に用いられなかったオゾンを排出す
る排オゾン路７、オゾン処理後の汚泥を曝気槽１に戻すオゾン処理汚泥路（混合液環流手
段）９が連結している。なお、曝気槽１の底部には散気装置が設けられここに空気供給路
が連絡し、連絡路３の後段には処理液路および汚泥引出路を連結した汚泥分離部が連結し
、さらに、汚泥引出路と曝気槽１を汚泥返送ポンプを備えた返送汚泥路が連結しているが
これらについては図示していない。
オゾン供給路８の途中にはオゾン発生器（オゾン発生手段）１０が設けられている。オゾ
ン発生器１０は原料ガス供給路１１より供給された原料ガスを基にオゾンガス（以下、オ
ゾンと記載する。）を発生し、オゾン供給路８を介してオゾン処理槽４にオゾンを供給す
る。汚泥引抜ポンプ５およびオゾン発生器１０の動作制御ならびに調節を制御部（制御手
段）１２によって行う。
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【００７３】
次に本実施の形態の動作について説明する。被処理液路２から有機性廃水を曝気槽１に導
入し、曝気槽１において好気的な処理を行った後、曝気槽１の混合液を連絡路３から汚泥
分離部に送り固液分離した後、分離液を排出する。
この廃水処理過程において、汚泥引抜ポンプ５を動作させ曝気槽１の汚泥混合液を引抜汚
泥路６を介してオゾン処理槽４に導入し、オゾン処理汚泥路９を通して再び曝気槽１にも
どし、曝気槽１の汚泥を循環させる。
オゾン発生器１０で原料ガス供給路１１から供給される酸素ガスまたは空気を原料ガスと
してオゾンを発生し、このオゾンをオゾン供給路８を通してオゾン処理槽４に注入する。
オゾン反応槽４では汚泥引抜ポンプ５によって循環される汚泥にオゾンを接触させ、汚泥
とオゾンを反応させる。このとき汚泥との反応に用いられなかったオゾンは排オゾン路７
から排出される。
所定時間後にオゾン発生器１０でのオゾン発生を停止し、オゾン処理槽４と曝気槽１の汚
泥を十分置換した後、汚泥引抜ポンプ５を停止する。
この一連の動作を間欠オゾン処理の１サイクルとし、制御部１２により、発生汚泥量の低
減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復にそれぞれ適した１サイクル
あたりのオゾン注入量、１日あたりのサイクル数、サイクル間隔となるよう汚泥引抜ポン
プ５、オゾン発生器１０の運転を行う。
【００７４】
活性汚泥の沈降性が良好な場合には、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制に適
した運転を行う。活性汚泥をオゾン処理し、活性汚泥微生物を死滅させ、さらに可溶化、
無機化する。その後、曝気槽に戻して曝気槽内微生物の基質（えさ）として分解すること
により、その際発生する二酸化酸素に相当する汚泥量を低減することが可能となる。汚泥
の間欠オゾン処理は高い濃度のオゾンを集中的に注入しオゾン処理時の時間当たりのオゾ
ン注入量を高くできるため、連続オゾン処理よりも汚泥中の微生物の可溶化、無機化を促
進し、曝気槽に戻したときの分解性を高めることができる。その結果、発生汚泥量低減の
効果は間欠オゾン処理のほうが連続オゾン処理よりも大きく、間欠オゾン処理によって連
続オゾン処理よりも大幅に少ないオゾン注入量で発生汚泥量を低減することができる。ま
た、同時にオゾン処理によって汚泥中の糸状細菌をも死滅させることから、糸状細菌の過
剰な増殖を抑え、糸状細菌による汚泥沈降性悪化を抑制することができる。
これに対し、汚泥沈降性悪化の要因である糸状細菌が過剰に発生し汚泥の沈降性が悪化し
た場合には、上記の活性汚泥の沈降性が良好な場合とは異なり悪化した沈降性を回復する
ための糸状細菌の死滅に有効な１サイクルあたりのオゾン注入量、１日あたりのサイクル
数、サイクル間隔で運転を行い、過剰に発生した糸状細菌を死滅させ、汚泥沈降性を回復
することができる。
【００７５】
上記の例では、間欠オゾン処理の一連の動作時にのみ汚泥引抜ポンプ５を動作したが、汚
泥引抜ポンプ５は常時動作しても同様の効果が得られる。
【００７６】
また、上記の例では、オゾン処理中において汚泥引抜ポンプ５を動作したが、オゾン処理
中は汚泥引抜ポンプ５を停止しても同様の効果が得られる。このようにオゾン処理中に汚
泥引抜ポンプ５を停止する場合は、引抜汚泥路６およびオゾン処理汚泥路９により汚泥を
オゾン処理槽４に循環するだけに限るものではなく、汚泥引抜ポンプ５に液を流す方向を
かえることができるポンプを用いれば、汚泥をオゾン反応槽に導入し、オゾン処理した後
、汚泥引抜ポンプ５を逆方向に動作させることによりオゾン処理した汚泥を曝気槽１に戻
すことができる。
また、汚泥引抜ポンプ５に加えオゾン処理汚泥路６にオゾン処理後の汚泥を曝気槽１へも
どすためのポンプを設置し、これらポンプを動作してもよい。
【００７７】
上記の例では、オゾン処理槽４を設けここで汚泥のオゾン処理を行ったが、これに限るも
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のではなく、曝気槽１を適宜仕切り、この仕切った部分をオゾン処理槽とし、ここに汚泥
を循環させ、オゾンを間欠的に注入するようにしても同様の効果が得られる。
【００７８】
実施の形態８．
次いで、この発明の実施の形態８に係る廃水のオゾン処理装置を図について説明する。図
１１は本発明の廃水のオゾン処理装置のフローを示す図である。図１１において１３は曝
気槽１中の活性汚泥のＳＶ（Ｓｌｕｄｇｅ　Ｖｏｌｕｍｅ）を自動的に測定するＳＶ測定
器であり、これ以外は図１０と同様である。
【００７９】
次に動作について説明する。曝気槽１において廃水処理を行う過程で、汚泥引抜ポンプ５
を動作させ曝気槽１の汚泥混合液を引抜汚泥路６、オゾン処理槽４、オゾン処理汚泥路９
を通して循環させる。オゾン発生器１０で原料ガス供給路１１から供給される酸素ガスま
たは空気を原料ガスとしてオゾンを発生し、このオゾンをオゾン供給路８を通してオゾン
処理槽４に注入し、汚泥のオゾン処理を行う。このとき汚泥との反応に用いられなかった
オゾンは排オゾン路７から排出される。この一連の動作を連続的に行い、制御部１２によ
り、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復にそれぞ
れ適したオゾン注入量、循環汚泥流量となるよう汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０の
運転を行う。
このような連続的なオゾン処理において、ＳＶ測定器１３により汚泥のＳＶを測定し、測
定結果を制御部１２に入力する。入力を受けた制御部１２ではこの結果にもとづきオゾン
注入量、循環汚泥流量を設定し、その設定に従って汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０
の運転を行う。
【００８０】
汚泥沈降性が良好な場合には汚泥のＳＶは小さくなる。ＳＶ測定器１３からの入力信号が
通常のＳＶ値をもとに予め設定した値以下の低い場合、制御部１２では活性汚泥の沈降性
は良好と判断し、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制に適したオゾン注入量、
循環汚泥流量を設定し、これに応じた汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０の運転を行う
。
一方、汚泥沈降性が悪化する傾向にある場合、または完全に悪化した場合にはその程度に
応じてＳＶは大きくなる。ＳＶ測定器１３からの入力信号が通常のＳＶ値をもとに予め設
定した値よりも高い場合、制御部１２では沈降性が悪化したと判断し、汚泥沈降性の回復
に適したオゾン注入量、循環汚泥流量を設定し、これに応じた汚泥引抜ポンプ５、オゾン
発生器１０の運転を行う。
【００８１】
上記のように曝気槽中の活性汚泥のＳＶ値に応じてオゾン注入量、循環汚泥流量をかえた
運転を行うことにより、活性汚泥の沈降性に応じた的確なオゾン処理が可能になり、発生
汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復という効果が安定
に得られる。
【００８２】
なお、上記の例では汚泥のオゾン処理を連続的に行ったが、これに限るものではなく、間
欠的にオゾン処理することによりさらに効率的な運転が可能となる。
間欠オゾン処理の場合の動作は実施の形態７と同様となり、さらに、ＳＶ測定器１３によ
る測定値に応じて制御部１２で間欠オゾン処理の１サイクルあたりのオゾン注入量、１日
あたりのサイクル数、サイクル間隔を設定し、これに応じた汚泥引抜ポンプ５、オゾン発
生器１０の運転を行う。
曝気槽中の活性汚泥のＳＶ値に応じて１サイクルあたりのオゾン注入量、１日あたりのサ
イクル数、サイクル間隔をかえた運転を行うことにより、活性汚泥の沈降性に応じた的確
なオゾン処理が可能になり、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚
泥沈降性の回復という効果が安定に得られる。加えて、間欠オゾン処理とすることによっ
て連続オゾン処理よりも大幅に少ないオゾン注入量で発生汚泥量の低減および汚泥沈降性
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悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復の効果が得られる。
【００８３】
上記の例では、活性汚泥のＳＶを測定したが、これに限るものではなく、ＳＶＩ、活性汚
泥フロックの沈降速度、活性汚泥フロック粒径など汚泥の沈降性に関する指標であれば同
様の効果が得られる。さらに、これら指標を複数組み合わせて用いてもよい。
【００８４】
上記の例では、自動測定器を用いたが、これに限るものではなく、活性汚泥フロックの沈
降性に関する指標を手分析等により求め、その値を制御部に入力しても同様の効果が得ら
れる。
【００８５】
実施の形態９．
次いで、この発明の実施の形態９に係る廃水のオゾン処理装置を図について説明する。図
１２は本発明の廃水のオゾン処理装置のフローを示す図である。図１２において１４は曝
気槽１中の活性汚泥の呼吸活性を自動的に測定する呼吸活性測定器であり、これ以外は図
１０と同様である。
【００８６】
次に動作について説明する。曝気槽１において廃水処理を行う過程で、汚泥引抜ポンプ５
を動作させ曝気槽１の汚泥混合液を引抜汚泥路６、オゾン処理槽４、オゾン処理汚泥路９
を通して循環させる。オゾン発生器１０で原料ガス供給路１１から供給される酸素ガスま
たは空気を原料ガスとしてオゾンを発生し、このオゾンをオゾン供給路８を通してオゾン
処理槽４に注入し、汚泥のオゾン処理を行う。このとき汚泥との反応に用いられなかった
オゾンは排オゾン路７から排出される。この一連の動作を連続的に行い、制御部１２によ
り、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復にそれぞ
れ適したオゾン注入量、循環汚泥流量となるよう汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０の
運転を行う。
このような連続的なオゾン処理において、呼吸活性測定器１４により活性汚泥の呼吸活性
を測定し、測定結果を制御部１２に入力する。入力を受けた制御部１２ではこの結果にも
とづきオゾン注入量、循環汚泥流量を設定し、その設定に従って汚泥引抜ポンプ５、オゾ
ン発生器１０の運転を行う。
【００８７】
活性汚泥の有機物分解が良好な場合には、呼吸活性は高い値を示す。呼吸活性測定器１４
からの入力信号が通常の呼吸活性値をもとに予め設定した値以上の高い場合、制御部１２
では活性汚泥の有機物分解活性は良好と判断し、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化
の抑制、または、汚泥沈降性の回復のそれぞれに適したオゾン注入量、循環汚泥流量を設
定し、これに応じて汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０の運転を行う。
一方、流入する廃水の質的変化などの外的要因や、オゾンの過剰な注入などにより曝気槽
中の活性汚泥の有機物分解活性が低下する場合、呼吸活性は低くなる。このように活性汚
泥の有機物分解活性が低い状態で汚泥のオゾン処理を行うと、活性汚泥の有機物分解活性
はさらに低下し処理水質の大幅な悪化を引き起こす可能性がある。呼吸活性測定器１４か
らの入力信号が通常の呼吸活性値をもとに予め設定した値よりも低い場合、制御部１２で
は曝気槽中の活性汚泥の有機物分解が良好ではないと判断し、呼吸活性値の低下の程度に
応じてオゾン注入量、循環汚泥流量を減らすなどのオゾン処理を抑えた条件を設定し、こ
れに応じて汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０の運転を行う。
【００８８】
上記のように曝気槽中の活性汚泥の呼吸活性値に応じてオゾン注入量、循環汚泥流量をか
えた運転を行うことにより、活性汚泥の有機物分解活性に応じた的確なオゾン処理が可能
になり、活性汚泥の有機物分解活性を回復し、処理水質の悪化を回避しながら、発生汚泥
量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復という効果が安定に得
られる。
【００８９】
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なお、上記の例では汚泥のオゾン処理を連続的に行ったが、これに限るものではなく、間
欠的にオゾン処理することによりさらに効率的な運転が可能となる。
間欠オゾン処理の場合の動作は実施の形態７と同様となり、さらに、呼吸活性測定器１４
による測定値に応じて制御部１２で間欠オゾン処理の１サイクルあたりのオゾン注入量、
１日あたりのサイクル数、サイクル間隔を設定し、これに応じた汚泥引抜ポンプ５、オゾ
ン発生器１０の運転を行う。
曝気槽中の活性汚泥の呼吸活性値に応じて１サイクルあたりのオゾン注入量、１日あたり
のサイクル数、サイクル間隔をかえた運転を行うことにより、活性汚泥の有機物分解活性
に応じた的確なオゾン処理が可能になり、活性汚泥の有機物分解活性を回復し、処理水質
の悪化を回避しながら、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈
降性の回復という効果が安定に得られる。加えて、間欠オゾン処理とすることによって連
続オゾン処理よりも大幅に少ないオゾン注入量で発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化
の抑制、または、汚泥沈降性の回復の効果が得られる。
【００９０】
上記の例では、活性汚泥の呼吸活性を測定したが、これに限るものではなく、脱水素酵素
活性、ＡＴＰ量、ＮＡＤＨ量など活性汚泥の有機物分解活性に関する他の指標でも同様の
効果が得られる。さらに、これら指標を複数組み合わせて用いてもよい。
【００９１】
上記の例では、自動測定器を用いたが、これに限るものではなく、活性汚泥の有機物分解
活性に関する指標を手分析等により求め、その値を制御部に入力しても同様の効果が得ら
れる。
【００９２】
上記の例では呼吸活性などの活性汚泥の有機物分解活性に関する指標値に応じてオゾン処
理条件をかえた運転を行ったが、呼吸活性などの有機物分解活性の指標とともにＳＶなど
の活性汚泥の沈降性の指標を測定し、２種の測定値に応じてオゾン注入量、循環汚泥流量
、サイクル数、サイクル間隔をかえることにより、より効果的な運転が可能となる。
【００９３】
実施の形態１０．
次いで、この発明の実施の形態１０に係る廃水のオゾン処理装置を図について説明する。
図１３は本発明の廃水のオゾン処理装置のフローを示す図である。図１３において１５は
被処理液路２を通る廃水中のＴＯＣ濃度を自動的に測定するＴＯＣ濃度測定器であり、こ
れ以外は図１０と同様である。
【００９４】
次に動作について説明する。曝気槽１において廃水処理を行う過程で、汚泥引抜ポンプ５
を動作させ曝気槽１の汚泥混合液を引抜汚泥路６、オゾン処理槽４、オゾン処理汚泥路９
を通して循環させる。オゾン発生器１０で原料ガス供給路１１から供給される酸素ガスま
たは空気を原料ガスとしてオゾンを発生し、このオゾンをオゾン供給路８を通してオゾン
処理槽４に注入し、汚泥のオゾン処理を行う。このとき汚泥との反応に用いられなかった
オゾンは排オゾン路７から排出される。この一連の動作を連続的に行い、制御部１２によ
り、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復にそれぞ
れ適したオゾン注入量、循環汚泥流量となるよう汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０の
運転を行う。
このような連続的なオゾン処理において、ＴＯＣ濃度測定器１５により流入廃水中のＴＯ
Ｃ濃度を測定し、測定結果を制御部１２に入力する。入力を受けた制御部１２ではこの結
果にもとづきオゾン注入量、循環汚泥流量を設定し、その設定に従って汚泥引抜ポンプ５
、オゾン発生器１０の運転を行う。
【００９５】
流入廃水中のＴＯＣ濃度は時間的に変動する。夜間や休日などは流入廃水中のＴＯＣ濃度
は低いことが多く、曝気槽中の活性汚泥に対する有機物負荷は小さくなる。ＴＯＣ濃度測
定器１５からの入力信号が通常のＴＯＣ濃度をもとに予め設定した値以下の低い場合、制

10

20

30

40

50

(12) JP 3763439 B2 2006.4.5



御部１２では流入有機物負荷が低いと判断し、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の
抑制、あるいは、汚泥沈降性の回復のそれぞれに適したオゾン注入量、循環汚泥流量を設
定し、これに応じて汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０の運転を行う。
一方、昼間などの生活および産業活動が活発になる時間帯においては流入廃水中のＴＯＣ
濃度は高く曝気槽中の活性汚泥に対する有機物負荷は高くなる場合がある。このように有
機物負荷が大きい状態で汚泥のオゾン処理を行うと、曝気槽中の活性汚泥に対する負荷は
さらに増大するため、処理水質の大幅な悪化を引き起こす可能性がある。ＴＯＣ濃度測定
器１５からの入力信号が設定値よりも高い場合、制御部１２では流入有機物負荷が高いと
判断し、ＴＯＣ濃度値に応じてオゾン注入量、循環汚泥流量を減らすなどのオゾン処理を
抑えた条件を設定し、これに応じて汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０の運転を行う。
【００９６】
上記のように流入廃水中のＴＯＣ濃度値に応じてオゾン注入量、循環汚泥流量をかえた運
転を行うことにより、有機物負荷に応じた的確なオゾン処理が可能になり、曝気槽中の活
性汚泥に対する有機物負荷を均一化し、負荷増大によって生じる処理水質の悪化、必要曝
気量の増大等を回避しながら、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、
汚泥沈降性の回復という効果が安定に得られる。
【００９７】
なお、上記の例では汚泥のオゾン処理を連続的に行ったが、これに限るものではなく、間
欠的にオゾン処理することによりさらに効率的な運転が可能となる。間欠オゾン処理の場
合の動作は実施の形態７と同様となり、さらに、ＴＯＣ濃度測定器１５による測定値に応
じて制御部１２で間欠オゾン処理の１サイクルあたりのオゾン注入量、１日あたりのサイ
クル数、サイクル間隔を設定し、これに応じた汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０の運
転を行う。
流入廃水中のＴＯＣ濃度値に応じて１サイクルあたりのオゾン注入量、１日あたりのサイ
クル数、サイクル間隔をかえた運転を行うことにより、曝気槽中の活性汚泥に対する有機
物負荷に応じた的確なオゾン処理が可能になり、曝気槽中の活性汚泥に対する有機物負荷
を均一化し、負荷増大によって生じる処理水質の悪化、必要曝気量の増大等を回避しなが
ら、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復という効
果が安定に得られる。加えて、間欠オゾン処理とすることによって連続オゾン処理よりも
大幅に少ないオゾン注入量で発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚
泥沈降性の回復の効果が得られる。
【００９８】
上記の例では、流入廃水中のＴＯＣ濃度を測定したが、これに限るものではなく、ＣＯＤ
濃度、ＢＯＤ濃度などの水中の有機物に関する指標であれば同様の効果が得られる。さら
に、これら指標を複数組み合わせて用いてもよい。
【００９９】
上記の例では流入廃水中のＴＯＣ濃度を測定したが、これに限るものではなく、流入廃水
の流量など流入有機物負荷に関する他の指標でも同様の効果が得られる。さらに、これら
指標を複数組み合わせて用いてもよい。
【０１００】
上記の例では、自動測定器を用いたが、これに限るものではなく、流入有機物負荷に関す
る指標を手分析等により求め、その値を制御部１２に入力してもよい。
【０１０１】
また、流入廃水中の有機物濃度、流量の時間的な変動がおおむね一定であり、流入有機物
負荷のパターンが予め想定できるような場合には、常に測定を行う必要はなく、負荷パタ
ーンに応じたオゾン注入量、汚泥循環流量、サイクル数、サイクル間隔を設定し、これに
応じて汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０の運転を行っても同様の効果が得られる。
【０１０２】
上記の例では流入廃水のＴＯＣ濃度などの流入有機物負荷に関する指標値に応じてオゾン
処理条件をかえた運転を行ったが、流入廃水のＴＯＣ濃度などの流入有機物負荷の指標と
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ともに、ＳＶなどの活性汚泥の沈降性の指標、呼吸活性などの有機物分解活性の指標を測
定し、これら多種の測定値に応じてオゾン注入量、汚泥循環流量、サイクル数、サイクル
間隔をかえることにより、より効果的な運転が可能となる。
【０１０３】
実施の形態１１．
次いで、この発明の実施の形態１１に係る廃水のオゾン処理装置を図について説明する。
図１４は本発明の廃水のオゾン処理装置のフローを示す図である。図１４において１６は
曝気槽１の底部に設けられた散気装置、１７は散気装置１６に空気を供給する空気供給装
置、１８は散気装置と空気供給装置を連結する空気供給路、１９は曝気槽１中の活性汚泥
混合液の溶存酸素濃度を自動的に測定する溶存酸素濃度測定器であり、これ以外は図１０
と同様である。
【０１０４】
次に動作について説明する。曝気槽１において廃水処理を行う過程で、汚泥引抜ポンプ５
を動作させ曝気槽１の汚泥混合液を引抜汚泥路６、オゾン処理槽４、オゾン処理汚泥路９
を通して循環させる。オゾン発生器１０で原料ガス供給路１１から供給される酸素ガスま
たは空気を原料ガスとしてオゾンを発生し、このオゾンをオゾン供給路８を通してオゾン
処理槽４に注入し、汚泥のオゾン処理を行う。このとき汚泥との反応に用いられなかった
オゾンは排オゾン路７から排出される。この一連の動作を連続的に行い、制御部１２によ
り、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復にそれぞ
れ適したオゾン注入量、循環汚泥流量となるよう汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０の
運転を行う。
このような連続的なオゾン処理において、溶存酸素濃度測定器１９により曝気槽１中の活
性汚泥混合液の溶存酸素濃度を測定し、測定結果を制御部１２に入力する。入力を受けた
制御部１２ではこの結果にもとづきオゾン注入量、循環汚泥流量、曝気槽に供給する空気
量を設定し、その設定に従って汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０、空気供給装置１７
の運転を行う。
【０１０５】
活性汚泥混合液の溶存酸素濃度は流入負荷や活性汚泥の有機物分解活性によって変動する
。微生物の増殖、代謝などの活動が維持され廃水の処理が良好に行われるためには溶存酸
素濃度が適切な範囲内にあることが必要となる。溶存酸素濃度測定器１９からの入力信号
が通常の溶存酸素濃度をもとに予め設定した範囲内にある場合、制御部１２は活性汚泥混
合液の溶存酸素濃度は適切と判断し、発生汚泥量低減および汚泥沈降性悪化の抑制、また
は、汚泥沈降性の回復のそれぞれに適したオゾン注入量、循環汚泥流量を設定し、これに
応じて汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０、空気供給装置１７の運転を行う。
【０１０６】
一方、流入する廃水中の有機物濃度の増加やオゾン処理後の汚泥を曝気槽１に戻すことな
どによって、曝気槽１中の活性汚泥に対する有機物負荷が増大する場合、活性汚泥混合液
の溶存酸素濃度は低下する。このように有機物負荷が高い状態で汚泥のオゾン処理を行う
と、曝気槽中の活性汚泥に対する負荷はさらに増加するため、処理水質の大幅な悪化を引
き起こす可能性がある。溶存酸素濃度測定器１９からの入力信号が設定範囲よりも低い場
合、制御部１２では流入有機物負荷が大きいと判断し、溶存酸素濃度の低下の程度に応じ
てオゾン注入量、循環汚泥流量を減らすなどのオゾン処理を抑えた条件、および空気供給
量を増す条件を設定し、これに応じて汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０、空気供給装
置１７の運転を行う。
【０１０７】
また、流入する廃水の質的変化、温度変化などの外的要因や、オゾンの過剰な注入などに
より曝気槽中の活性汚泥の有機物分解活性が低下する場合、供給した酸素が活性汚泥中の
微生物の活動に使用されなくなり活性汚泥混合液の溶存酸素濃度は増加する。このように
活性汚泥の有機物分解活性が低い状態で汚泥のオゾン処理を行うと、活性汚泥の有機物分
解活性はさらに低下するため、処理水質の大幅な悪化を引き起こす可能性がある。溶存酸
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素濃度測定器１９からの入力信号が設定範囲よりも高い場合、制御部１２では曝気槽中の
活性汚泥の有機物分解活性が小さいと判断し、溶存酸素濃度の増加の程度に応じてオゾン
注入量、循環汚泥流量を減らすなどのオゾン処理を抑えた条件を設定し、これに応じて汚
泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０、空気供給装置１７の運転を行う。
【０１０８】
また、流入する廃水中の有機物濃度、流入量の低下などによって、曝気槽中の活性汚泥に
対する有機物負荷が低減する場合、活性汚泥混合液の溶存酸素濃度は増加する。流入廃水
中の有機物濃度、流量の時間的な変動がおおむね一定であり、流入有機物負荷のパターン
が予め想定でき溶存酸素濃度の増加がこの有機物負荷の低減によるものと明らかに判断で
きる場合、溶存酸素濃度測定器１９から設定範囲よりも高い入力信号を受けた制御部１２
では流入有機物負荷が小さいと判断し、溶存酸素濃度の増加の程度に応じてオゾン注入量
、循環汚泥流量を増すなどの条件を設定し、これに応じて汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生
器１０、空気供給装置１７の運転を行う。
【０１０９】
上記のように曝気槽中の活性汚泥混合液の溶存酸素濃度値に応じてオゾン注入量、循環汚
泥流量、空気供給量をかえた運転を行うことにより、曝気槽中の活性汚泥に対する有機物
負荷、活性汚泥の有機物分解活性に応じた的確なオゾン処理が可能になり、負荷増減や活
性変化にともなう処理水質の悪化を回避しながら、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪
化の抑制、または、汚泥沈降性の回復という効果が安定に得られる。
【０１１０】
なお、上記の例では汚泥のオゾン処理を連続的に行ったが、これに限るものではなく、間
欠的にオゾン処理することによりさらに効率的な運転が可能となる。間欠オゾン処理の場
合の動作は実施の形態７と同様となり、さらに、溶存酸素濃度測定器１９による測定値に
応じて制御部１２で間欠オゾン処理の１サイクルあたりのオゾン注入量、１日あたりのサ
イクル数、サイクル間隔、曝気槽に供給する空気量を設定し、これに応じた汚泥引抜ポン
プ５、オゾン発生器１０、空気供給装置１７の運転を行う。
曝気槽中の活性汚泥混合液の溶存酸素濃度値に応じて１サイクルあたりのオゾン注入量、
１日あたりのサイクル数、サイクル間隔、空気供給量をかえた運転を行うことにより、曝
気槽中の活性汚泥に対する有機物負荷、活性汚泥の有機物分解活性に応じた的確なオゾン
処理が可能になり、負荷増減や活性変化にともなう処理水質の悪化を回避しながら、発生
汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、あるいは、汚泥沈降性の回復という効果が安
定に得られる。加えて、間欠オゾン処理とすることによって連続オゾン処理よりも大幅に
少ないオゾン注入量で発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降
性の回復の効果が得られる。
【０１１１】
上記の例では、自動測定器を用いたが、これに限るものではなく、活性汚泥混合液の溶存
酸素濃度を手分析等により求め、その値を制御部に入力しても同様の効果が得られる。
【０１１２】
上記の例では活性汚泥混合液の溶存酸素濃度に応じてオゾン処理条件をかえた運転を行っ
たが、活性汚泥混合液の溶存酸素濃度とともに、ＳＶなどの活性汚泥の沈降性の指標、呼
吸活性などの有機物分解活性の指標、流入廃水のＴＯＣ濃度などの流入有機物負荷の指標
を測定し、これら多種の測定値に応じてオゾン注入量、汚泥循環流量、サイクル数、サイ
クル間隔、空気供給量をかえることにより、より効果的な運転が可能となる。
【０１１３】
特に、呼吸活性などの有機物分解活性の指標、流入廃水のＴＯＣ濃度などの流入有機物負
荷の指標と組み合わせることによって、負荷増減や活性変化をより的確に把握することが
可能となり、いっそう効果的な運転が可能となる。
【０１１４】
実施の形態１２．
次いで、この発明の実施の形態１２に係る廃水のオゾン処理装置を図について説明する。
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図１５は本発明の廃水のオゾン処理装置のフローを示す図である。図１５において２０は
曝気槽１中の活性汚泥フロック中の多糖類濃度を自動的に測定する多糖類濃度測定器であ
り、これ以外は図１０と同様である。
【０１１５】
次に動作について説明する。曝気槽１において廃水処理を行う過程で、汚泥引抜ポンプ５
を動作させ曝気槽１の汚泥混合液を引抜汚泥路６、オゾン処理槽４、オゾン処理汚泥路９
を通して循環させる。オゾン発生器１０で原料ガス供給路１１から供給される酸素ガスま
たは空気を原料ガスとしてオゾンを発生し、このオゾンをオゾン供給路８を通してオゾン
処理槽４に注入し、汚泥のオゾン処理を行う。このとき汚泥との反応に用いられなかった
オゾンは排オゾン路７から排出される。この一連の動作を連続的に行い、制御部１２によ
り、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復にそれぞ
れ適したオゾン注入量、循環汚泥流量となるよう汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０の
運転を行う。
このような連続的なオゾン処理において、多糖類濃度測定器２０により活性汚泥フロック
中の多糖類濃度を測定し、測定結果を制御部１２に入力する。入力を受けた制御部１２で
はこの結果にもとづきオゾン注入量、循環汚泥流量を設定し、その設定に従って汚泥引抜
ポンプ５、オゾン発生器１０の運転を行う。
【０１１６】
活性汚泥フロックは微生物とともに多糖類等の細胞外有機物から構成される。細胞外有機
物の量、組成は廃水の質的変化や温度変化などの外的要因によって変化する。細胞外有機
物がフロック内に過剰に存在する場合、オゾン処理の際、オゾンと細胞外有機物の反応が
優先的になり、オゾンと微生物の反応が阻害されオゾン処理の効果が小さくなる。
多糖類濃度測定器２０からの入力信号が通常の多糖類濃度をもとに予め設定した値以下の
低い場合、制御部１２では活性汚泥フロック内の細胞外有機物量は正常と判断し、発生汚
泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復のそれぞれに適した
オゾン注入量、循環汚泥流量を設定し、これに応じて汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１
０の運転を行う。
一方、多糖類濃度測定器２０からの入力信号が設定値よりも高い場合、制御部１２では活
性汚泥フロック内の細胞外有機物量は過剰に多いと判断し、多糖類濃度の増加の程度に応
じてオゾン注入量、循環汚泥流量を増すなどのオゾン処理を高めた条件を設定し、これに
応じて汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０の運転を行う。
【０１１７】
上記のように曝気槽中の活性汚泥フロック中の多糖類濃度値に応じてオゾン注入量、循環
汚泥流量をかえた運転を行うことにより、汚泥フロック中の細胞外有機物である多糖類の
濃度に応じた的確なオゾン処理が可能になり、細胞外有機物との反応によるオゾンの消費
を見込んだオゾン注入ができ、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、
汚泥沈降性の回復という効果が安定に得られる。
【０１１８】
なお、上記の例では汚泥のオゾン処理を連続的に行ったが、これに限るものではなく、間
欠的にオゾン処理することによりさらに効率的な運転が可能となる。間欠オゾン処理の場
合の動作は実施の形態７と同様となり、さらに多糖類濃度測定器２０による測定値に応じ
て制御部１２で間欠オゾン処理の１サイクルあたりのオゾン注入量、１日あたりのサイク
ル数、サイクル間隔を設定し、これに応じた汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０の運転
を行う。
曝気槽中の活性汚泥フロック中の多糖類濃度値に応じて１サイクルあたりのオゾン注入量
、１日あたりのサイクル数、サイクル間隔をかえた運転を行うことにより、汚泥フロック
中の細胞外有機物である多糖類の濃度に応じた的確なオゾン処理が可能になり、細胞外有
機物との反応によるオゾンの消費を見込んだオゾン注入ができ、発生汚泥量の低減および
汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復という効果が安定に得られる。加えて
、間欠オゾン処理とすることによって連続オゾン処理よりも大幅に少ないオゾン注入量で
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発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復の効果が得ら
れる。
【０１１９】
上記の例では、活性汚泥フロック中の多糖類濃度を測定したが、これに限るものではなく
、汚泥フロック中のタンパク質濃度、脂質濃度など汚泥フロック中の細胞外有機物に関す
る他の指標でも同様の効果が得られる。さらに、これら指標を複数組み合わせて用いても
よい。
【０１２０】
上記の例では、自動測定器を用いたが、これに限るものではなく、汚泥フロック中の細胞
外有機物に関する指標を手分析等により求め、その値を制御部１２に入力しても同様の効
果が得られる。
【０１２１】
上記の例では多糖類濃度などの汚泥フロック中の細胞外有機物に関する指標値に応じてオ
ゾン注入条件をかえた運転を行ったが、多糖類濃度などの汚泥フロック中の細胞外有機物
の指標とともに、ＳＶなどの活性汚泥の沈降性の指標、呼吸活性などの有機物分解活性に
関する指標、流入廃水中のＴＯＣ濃度などの流入有機物負荷の指標、曝気槽中の活性汚泥
混合液の溶存酸素濃度を測定し、これら多種の測定値に応じてオゾン注入量、汚泥循環流
量、サイクル数、サイクル間隔、空気供給量をかえることにより、より効果的な運転が可
能となる。
【０１２２】
実施の形態１３．
次いで、この発明の実施の形態１３に係る廃水のオゾン処理装置を図について説明する。
図１６は本発明の廃水のオゾン処理装置のフローを示す図である。図１６において２１は
曝気槽１中の活性汚泥微生物のカタラーゼ活性を自動的に測定するカタラーゼ活性測定器
であり、これ以外は図１０と同様である。
【０１２３】
次に動作について説明する。曝気槽１において廃水処理を行う過程で、汚泥引抜ポンプ５
を動作させ曝気槽１の汚泥混合液を引抜汚泥路６、オゾン処理槽４、オゾン処理汚泥路９
を通して循環させる。オゾン発生器１０で原料ガス供給路１１から供給される酸素ガスま
たは空気を原料ガスとしてオゾンを発生し、このオゾンをオゾン供給路８を通してオゾン
処理槽４に注入し、汚泥のオゾン処理を行う。このとき汚泥との反応に用いられなかった
オゾンは排オゾン路７から排出される。この一連の動作を連続的に行い、制御部１２によ
り、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復にそれぞ
れ適したオゾン注入量、循環汚泥流量となるよう汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０の
運転を行う。
このような連続的なオゾン処理において、カタラーゼ活性測定器２１により活性汚泥微生
物のカタラーゼ活性を測定し、測定結果を制御部１２に入力する。入力を受けた制御部１
２ではこの結果にもとづきオゾン注入量、循環汚泥流量を設定し、その設定に従って汚泥
引抜ポンプ５、オゾン発生器１０の運転を行う。
【０１２４】
活性汚泥微生物は、過酸化水素、オゾンなどの外部からの酸化剤に対し、自己を防御する
カタラーゼなどの抗酸化酵素を有する。抗酸化酵素の活性は、流入する廃水の質的変化や
温度変化などの外的要因、あるいは増殖フェイズなど活性汚泥微生物自身の要因によって
変化する。抗酸化酵素活性が過剰に高い場合、活性汚泥微生物はオゾンに対し高い抵抗性
をもつため、オゾンによる微生物の死滅ひいては可溶化、無機化の反応が進みにくくなり
、オゾン処理の効果が小さくなる。
カタラーゼ活性測定器２１からの入力信号が、通常のカタラーゼ活性をもとに予め設定し
た値以下の低い場合、制御部１２では活性汚泥微生物の酸化に対する抵抗性は正常と判断
し、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復のそれぞ
れに適したオゾン注入量、循環汚泥流量を設定し、これに応じて汚泥引抜ポンプ５、オゾ
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ン発生器１０の運転を行う。
一方、カタラーゼ活性測定器２１からの入力信号が設定値よりも高い場合、制御部１２で
は活性汚泥微生物の抗酸化性は過剰に高いと判断し、カタラーゼ活性の増加の程度に応じ
て、オゾン注入量、循環汚泥流量を増すなどのオゾン処理を高めた条件を設定し、これに
応じて汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０の運転を行う。
【０１２５】
上記のように曝気槽中の活性汚泥微生物のカタラーゼ活性値に応じてオゾン注入量、汚泥
循環流量をかえた運転を行うことにより、活性汚泥微生物の外部からの酸化に対する抵抗
性に応じた的確なオゾン処理が可能になり、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑
制、または、汚泥沈降性の回復という効果が安定に得られる。
【０１２６】
なお、上記の例では汚泥のオゾン処理を連続的に行ったが、これに限るものではなく、間
欠的にオゾン処理することによりさらに効率的な運転が可能となる。間欠オゾン処理の場
合は実施の形態７と同様になり、さらに、カタラーゼ活性測定器２１による測定値に応じ
て制御部１２で間欠オゾン処理の１サイクルあたりのオゾン注入量、１日あたりのサイク
ル数、サイクル間隔を設定し、これに応じた汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０の運転
を行う。
曝気槽中の活性汚泥微生物のカタラーゼ活性値に応じて１サイクルあたりのオゾン注入量
、１日あたりのサイクル数、サイクル間隔をかえた運転を行うことにより、活性汚泥微生
物の外部からの酸化に対する抵抗性に応じた的確なオゾン処理が可能になり、発生汚泥量
の低減および汚泥沈降性の悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復という効果が安定に得
られる。加えて、間欠オゾン処理とすることによって連続オゾン処理よりも大幅に少ない
オゾン注入量で発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回
復の効果が得られる。
【０１２７】
上記の例では、活性汚泥微生物のカタラーゼ活性を測定したが、これに限るものではなく
、活性汚泥微生物のスーパーオキシドジスムターゼ活性など微生物の外部からの酸化に対
抗する抗酸化酵素に関する他の指標でも同様の効果が得られる。さらに、これら指標を複
数組み合わせて用いてもよい。
【０１２８】
上記の例では、自動測定器を用いたが、これに限るものではなく、活性汚泥微生物の外部
からの酸化に対抗する抗酸化酵素に関する指標を手分析等により求め、その値を制御部１
２に入力しても同様の効果が得られる。
【０１２９】
上記の例ではカタラーゼ活性などの活性汚泥微生物の抗酸化酵素活性値に応じてオゾン注
入条件をかえた運転を行ったが、カタラーゼ活性などの活性汚泥微生物の抗酸化酵素活性
の指標とともに、ＳＶなどの汚泥の沈降性の指標、呼吸活性などの有機物分解活性に関す
る指標、流入廃水中の有機物濃度などの流入負荷の指標、多糖類濃度などの汚泥フロック
中の細胞外有機物に関する指標、曝気槽中の活性汚泥混合液の溶存酸素濃度を測定し、こ
れら多種の測定値に応じてオゾン注入量、汚泥循環流量、サイクル数、サイクル間隔、空
気供給量をかえることにより、より効果的な運転が可能となる。
【０１３０】
実施の形態１４．
次いで、この発明の実施の形態１４に係る廃水のオゾン処理装置を図について説明する。
図１７は本発明の廃水のオゾン処理装置のフローを示す図である。図１７において２２は
４つの連続する槽から構成される曝気槽であり、引抜汚泥路６が曝気槽２２の最終槽に、
オゾン処理汚泥路９が曝気槽２２の最初の槽にそれぞれ連結され、これ以外は図１０と同
様である。
【０１３１】
次に本実施の形態の動作について説明する。曝気槽２２において廃水処理を行う過程で、
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制御部１２により汚泥引抜ポンプ５を動作させ曝気槽２２の最終槽の汚泥を引抜汚泥路６
を介してオゾン処理槽４に導入し、オゾン処理汚泥路９を通して曝気槽２２の最初の槽に
もどし、曝気槽２２の汚泥を循環させる。オゾン発生器１０で原料ガス供給路１１から供
給される酸素ガスまたは空気を原料ガスとしてオゾンを発生し、このオゾンをオゾン供給
路８を通してオゾン処理槽４に注入し、汚泥のオゾン処理を行う。このとき汚泥との反応
に用いられなかったオゾンは排オゾン路７から排出される。この一連の動作を連続的に行
い、制御部１２により、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈
降性の回復にそれぞれ適したオゾン注入量、循環汚泥流量となるよう汚泥引抜ポンプ５、
オゾン発生器１０の運転を行う。
【０１３２】
オゾン処理後の汚泥を曝気槽に戻すことによって、曝気槽中の活性汚泥に対する有機物負
荷は増大する。１つの槽からなる曝気槽では、オゾン処理される汚泥が曝気槽から引き抜
かれるため、曝気槽中の有機物分解に関与する活性汚泥の量が減少する。このように活性
汚泥量が減少したところにオゾン処理汚泥を負荷として戻すため、曝気槽中の活性汚泥に
対する有機物負荷の増大は非常に大きくなり、処理水質の大幅な悪化を引き起こす可能性
がある。これに対し、本実施の形態では、汚泥を曝気槽２２の最終槽から引き抜き、オゾ
ン処理後の汚泥をこの引き抜いた槽とは別の曝気槽２２の最初の槽へ戻す。最初の槽では
汚泥が引き抜かれず通常の活性汚泥量が維持されているため、オゾン処理汚泥による過剰
な有機物負荷の増大が抑えられ、処理水質が大幅に悪化する可能性を軽減することができ
る。
【０１３３】
上記のようにオゾン処理する汚泥を引き抜く槽とオゾン処理後の汚泥を戻す槽を分離する
ことにより、オゾン処理汚泥を戻された曝気槽中の活性汚泥に対する有機物負荷の大幅な
増大を抑えることが可能となり、過剰な負荷増大によって生じる処理水質の悪化、必要曝
気量の増大等を回避しながら、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、
汚泥沈降性の回復という効果が安定に得られる。
【０１３４】
なお、上記の例では汚泥のオゾン処理を連続的に行ったが、これに限るものではなく、間
欠的にオゾン処理することによりさらに効率的な運転が可能となる。
間欠オゾン処理の場合の動作は実施の形態７とほぼ同様となり、制御部１２で間欠オゾン
処理の１サイクルあたりのオゾン注入量、１日あたりのサイクル数サイクル間隔を設定し
、これに応じた汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０の運転を行う。
オゾン処理する汚泥を引き抜く槽とオゾン処理後の汚泥を戻す槽を分離することにより、
オゾン処理汚泥を戻された曝気槽中の活性汚泥に対する有機物負荷の大幅な増大を抑える
ことが可能となり、過剰な負荷増大によって生じる処理水質の悪化、必要曝気量の増大等
を回避しながら、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の
回復という効果が安定に得られる。加えて、間欠オゾン処理とすることによって連続オゾ
ン処理よりも大幅に少ないオゾン注入量で発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制
、または、汚泥沈降性の回復の効果が得られる。
【０１３５】
上記の例では、４つの連続する槽から構成される曝気槽の場合を示したが、これに限るも
のではなく、連続するすくなくとも２槽以上の多槽から構成される曝気槽であれば同様の
効果が得られる。
【０１３６】
上記の例では多槽からなる曝気槽の最終槽から汚泥を引き抜き、最初の槽にオゾン処理後
の汚泥を戻したがこれに限るものではなく、１つの曝気槽を構成する多槽のうちいずれか
の槽から汚泥を引き抜き、オゾン処理後の汚泥を引き抜いた槽とは別の槽に戻しても同様
の効果が得られる。
【０１３７】
上記の例では従来より多槽から構成される既存の曝気槽の場合を示したが、これに限るも
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のではなく、１つの槽からなる曝気槽を適宜仕切り、オゾン処理のために汚泥を引き抜く
槽とオゾン処理汚泥を戻す槽を分離すれば同様の効果が得られる。
【０１３８】
また、上記の例において、ＳＶなどの活性汚泥の沈降性の指標、呼吸活性などの有機物分
解活性に関する指標、流入廃水中の有機物濃度などの流入有機物負荷の指標、多糖類濃度
などの汚泥フロック中の細胞外有機物に関する指標、カタラーゼ活性などの活性汚泥微生
物の抗酸化酵素活性の指標、曝気槽中の活性汚泥混合液の溶存酸素濃度を測定し、これら
多種の測定値に応じて制御部１２においてオゾン注入量、汚泥循環流量、サイクル数、サ
イクル間隔、空気供給量をかえた運転を行うことにより、より効果的な運転が可能となる
。
【０１３９】
実施の形態１５．
次いで、この発明の実施の形態１５に係る廃水のオゾン処理装置を図について説明する。
図１８は本発明の廃水のオゾン処理装置のフローを示す図である。図１８において２３は
オゾン処理後の汚泥を貯留するオゾン処理汚泥貯留槽であり、オゾン処理汚泥貯留槽２３
はオゾン反応槽４に連結したオゾン処理汚泥路９および途中に貯留汚泥返送ポンプ２４を
備えた貯留汚泥路２５と連結している。これ以外は図１０と同様である。
【０１４０】
次に動作について説明する。曝気槽１において廃水処理を行う過程で、制御部１２により
汚泥引抜ポンプ５を動作させ曝気槽１の汚泥を引抜汚泥路６を介してオゾン処理槽４に導
入する。
オゾン発生器１０で原料ガス供給路１１から供給される酸素ガスまたは空気を原料ガスと
してオゾンを発生し、このオゾンをオゾン供給路８を通してオゾン処理槽４に注入する。
オゾン反応槽４では汚泥引抜ポンプ５によって循環される汚泥にオゾンを接触させ、汚泥
とオゾンの反応を行う。このとき汚泥との反応に用いられなかったオゾンは排オゾン路７
から排出する。オゾン処理した汚泥はオゾン処理汚泥路９を介してオゾン処理汚泥貯留槽
２３へ導入され貯留される。
所定時間後にオゾン発生器１０でのオゾン発生を停止し、オゾン処理槽４と曝気槽１の汚
泥を十分置換した後、汚泥引抜ポンプ５を停止する。その後、次のオゾン処理が始まるま
での期間を使って、貯留汚泥返送ポンプ２４を動作させ、貯留汚泥路２５を通してオゾン
処理後の汚泥を曝気槽１に戻す。
この一連の動作を間欠オゾン処理の１サイクルとし、制御部１２により、発生汚泥量の低
減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復にそれぞれ適した１サイクル
あたりのオゾン注入量、１日あたりのサイクル数、サイクル間隔となるよう汚泥引抜ポン
プ５、オゾン発生器１０の運転を行う。
【０１４１】
曝気槽１の活性汚泥をオゾン反応槽４との間で循環させながらオゾンを注入する場合、オ
ゾン処理汚泥は活性汚泥の循環流量で曝気槽に戻ることになる。したがって、汚泥循環流
量が大きい場合には、多量のオゾン処理汚泥が短時間で曝気槽に戻ることになり、曝気槽
中の活性汚泥に対する有機物負荷が急激に増大し、処理水質の大幅な悪化を引き起こす可
能性がある。これに対し、本実施の形態では、オゾン処理した汚泥をいったん処理汚泥貯
留槽２３に貯留し、オゾン処理を行わない期間に曝気槽に戻すため、オゾン処理汚泥を十
分貯留できる容積の汚泥貯留槽を用い、また貯留汚泥返送ポンプ２４を低流量で動作する
ことで、一時的な有機物負荷の増大を抑えながらオゾン処理汚泥を曝気槽へ戻すことがで
きる。
【０１４２】
上記のようにオゾン処理後の汚泥を期間をかけて曝気槽に戻すことにより、曝気槽中の活
性汚泥に対する急激な有機物負荷の増大を抑えることが可能となり、負荷増大によって生
じる処理水質の悪化、必要曝気量の増大等を回避しながら、発生汚泥量の低減および汚泥
沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復という効果が安定に得られる。
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【０１４３】
上記の例では、オゾン注入中は貯留汚泥返送ポンプ２４を停止する例を示したがこれに限
るものではなく、オゾン処理時に貯留汚泥返送ポンプ２４を動作しても同様の効果が得ら
れる。この場合汚泥を引き抜く槽とオゾン処理後の汚泥を戻す槽を分離することにより、
処理水質が悪化する可能性をより軽減することができる。
【０１４４】
上記の例では処理汚泥貯留槽を設置しこれにオゾン処理後の汚泥を貯留したが、これに限
るものではなく、曝気槽の前段に廃水の流量を調節する調整槽などがある場合には、ここ
にオゾン処理汚泥を導入しても同様の効果が得られる。
【０１４５】
上記の例では、処理汚泥貯留槽２３内を撹拌する装置を設置しなかったがこれに限るもの
ではなく、オゾン処理後の汚泥が処理汚泥貯留槽２３中で沈殿するなどによって、曝気槽
１への処理汚泥の返送が不均一になる場合は、回転式撹拌機などの処理汚泥貯留槽２３内
を撹拌する装置を設置してもかまわない。
【０１４６】
上記の例では、１つの槽からなる曝気槽中の活性汚泥をオゾン処理したが、これに限るも
のではなく、多槽から構成される曝気槽中の活性汚泥をオゾン処理する場合においても同
様の効果が得られ、この場合汚泥を引き抜く槽とオゾン処理後の汚泥を戻す槽を分離する
ことにより、処理水質が悪化する可能性をより軽減することができる。
【０１４７】
また、上記の例において、ＳＶなどの活性汚泥の沈降性の指標、呼吸活性などの有機物分
解活性に関する指標、流入廃水中の有機物濃度などの流入有機物負荷の指標、多糖類濃度
などの汚泥フロック中の細胞外有機物に関する指標、カタラーゼ活性などの活性汚泥微生
物の抗酸化酵素活性の指標、曝気槽中の活性汚泥混合液の溶存酸素濃度を測定し、これら
多種の測定値に応じて制御部１２においてオゾン注入量、汚泥循環流量、サイクル数、サ
イクル間隔、空気供給量をかえた運転を行うことにより、より効果的な運転が可能となる
。
【０１４８】
実施の形態１６．
次いで、この発明の実施の形態１６に係る廃水のオゾン処理装置を図について説明する。
図１９は本発明の廃水のオゾン処理装置のフローを示す図である。図１９において２６は
オゾン供給路８と連結し、オゾン反応槽４中に設置したオゾン散気装置であり、これ以外
は図１０と同様である。
【０１４９】
次に動作について説明する。曝気槽１において廃水処理を行う過程で、汚泥引抜ポンプ５
を動作させ曝気槽１の汚泥混合液を引抜汚泥路６、オゾン処理槽４、オゾン処理汚泥路９
を通して循環させる。オゾン発生器１０で原料ガス供給路１１から供給される酸素ガスま
たは空気を原料ガスとしてオゾンを発生し、このオゾンをオゾン供給路８およびオゾン処
理槽４中に設置したオゾン散気装置２６を介してオゾン処理槽４中の活性汚泥にオゾンを
注入する。このとき汚泥との反応に用いられなかったオゾンは排オゾン路７から排出され
る。この一連の動作を連続的に行い、制御部１２により、発生汚泥量の低減および汚泥沈
降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復にそれぞれ適したオゾン注入量、循環汚泥流
量となるよう汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０の運転を行う。
【０１５０】
オゾン散気装置２６には微細な穴が多数存在し、ここを介して送られるオゾンは１～５ｍ
ｍの微細な気泡となりオゾンの溶解効率が高くなるとともに、活性汚泥と接触する場合の
接触面積が非常に大きくなる。このため、活性汚泥との接触効率、および活性汚泥とオゾ
ンの反応効率が高くなり、効率的なオゾン注入が可能となり、発生汚泥量の低減および汚
泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復という効果が効率よく得られる。
【０１５１】
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なお、上記の例では汚泥のオゾン処理を連続的に行ったが、これに限るものではなく、間
欠的にオゾン処理することによりさらに効率的な運転が可能となる。間欠オゾン処理の場
合の動作は実施の形態７と同様となり、上記のような散気装置を用いることにより、活性
汚泥との接触効率、および活性汚泥とオゾンの反応効率が高くなり、効率的なオゾン注入
が可能となり、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回
復という効果が効率よく得られる。加えて、間欠オゾン処理とすることによって連続オゾ
ン処理よりも大幅に少ないオゾン注入量で発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制
、または、汚泥沈降性の回復の効果が得られる。
【０１５２】
上記の例では、１つの槽からなる曝気槽中の活性汚泥をオゾン処理したが、これに限るも
のではなく、多槽から構成される曝気槽中の活性汚泥をオゾン処理する場合においても同
様の効果が得られ、この場合汚泥を引き抜く槽とオゾン処理後の汚泥を戻す槽を分離する
ことにより、処理水質が悪化する可能性をより軽減することができる。
また、上記の例では、オゾンを効率よく注入するためにオゾン散気装置などのオゾン注入
装置を用いたが、オゾン散気装置などのオゾン注入装置とともに、オゾン処理後の汚泥を
いったん貯留する装置を組み合わせることにより、より効率的で安定な運転が可能となる
。
【０１５３】
また、上記の例において、ＳＶなどの活性汚泥の沈降性の指標、呼吸活性などの有機物分
解活性に関する指標、流入廃水中の有機物濃度などの流入有機物負荷の指標、多糖類濃度
などの汚泥フロック中の細胞外有機物に関する指標、カタラーゼ活性などの活性汚泥微生
物の抗酸化酵素活性の指標、曝気槽中の活性汚泥混合液の溶存酸素濃度を測定し、これら
多種の測定値に応じて制御部１２においてオゾン注入量、汚泥循環流量、サイクル数、サ
イクル間隔、空気供給量をかえた運転を行うことにより、より効果的な運転が可能となる
。
【０１５４】
実施の形態１７．
次いで、この発明の実施の形態１７に係る廃水のオゾン処理装置を図について説明する。
図２０は本発明の廃水のオゾン処理装置のフローを示す図である。図２０において、２７
はエジェクターであり、汚泥引抜ポンプ５を途中に備えた汚泥引抜路６およびオゾン供給
路８と連結している。エジェクターの後段には、パイプ内の長手方向にスパイラル状に形
成した構造体が入ったラインミキサー２８が連続し、このラインミキサー２８はオゾン処
理汚泥９に連続している。２９はラインミキサー２８で反応に用いられなかったオゾンを
排出する排オゾン路であり、これ以外は図１０と同様である。
【０１５５】
次に動作について説明する。曝気槽において廃水処理を行う過程で、汚泥引抜ポンプ５を
動作させ曝気槽１の汚泥混合液を汚泥引抜路６を介してエジェクター２７に導入する。オ
ゾン発生器１０で原料ガス供給路１１から供給される酸素ガスまたは空気を原料ガスとし
てオゾンを発生し、このオゾンをオゾン供給路８を通してエジェクター２７に導入し、活
性汚泥にオゾンを注入する。注入したオゾンと活性汚泥をラインミキサー２８内を通過さ
せ、両者を混合させて接触させる。反応に用いられなかったオゾンを排オゾン路２９から
排出しながら、オゾン処理汚泥をオゾン処理汚泥路９を通して曝気槽１に戻す。この一連
の動作を連続的に行い、制御部１２により、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性の悪化の
抑制、または、汚泥沈降性の回復にそれぞれ適したオゾン注入量、循環汚泥流量となるよ
う汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０の運転を行う。
【０１５６】
上記のようにオゾン注入の際にエジェクター２７を用いることにより、汚泥混合液中に溶
存するオゾン濃度が非常に高くなり、オゾンの溶解効率を高めることができる。また、ラ
インミキサー２８を用いることにより汚泥とオゾンの接触効率を高め、反応効率を高める
ことが可能となる。よって、少ないオゾン量で発生汚泥量低減などの効果が得られる。ま
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た、エジェクター２７およびラインミキサー２８を複数連結することにより溶解効率、反
応効率をさらに向上させることが可能である。さらに、エジェクター２７およびラインミ
キサー２８は小型であるので、装置のコンパクト化が可能になる。
【０１５７】
上記の例では、排オゾンを汚泥引抜路６に設けた排オゾン路１８から排気したが、液中に
オゾンが残存する場合、曝気槽の活性汚泥の有機物分解に悪影響をおよぼす可能性がある
。汚泥混合液中の残存オゾンによって処理水質が悪化するなどの問題が生じるような場合
は、ラインミキサー２８の後段に気液分離槽を設け、ここにオゾンを含む汚泥混合液を通
すことにより、残存するオゾンを十分除去することができ、このような問題点を回避でき
る。
【０１５８】
なお、上記の例では汚泥のオゾン処理を連続的に行ったが、これに限るものではなく、間
欠的にオゾン処理することによりさらに効率的な運転が可能となる。間欠オゾン処理の場
合の動作は実施の形態７とほぼ同様となり、活性汚泥混合液の循環およびオゾンの注入を
間欠的に行う。制御部１２により、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、また
は、汚泥沈降性の回復のそれぞれに適した間欠オゾン処理の１サイクルあたりのオゾン注
入量、１日あたりのサイクル数、サイクル間隔を設定し、これに応じた汚泥引き抜きポン
プ５、オゾン発生器１０の運転を行う。上記のエジェクター、ラインミキサーを用いるこ
とによりオゾンの溶解効率、汚泥とオゾンの反応効率を高めることができ、必要となるオ
ゾン量を低減することが可能となる。加えて、間欠オゾン処理とすることによって連続オ
ゾン処理よりも大幅に少ないオゾン注入量で発生汚泥量の低減および汚泥沈降性の悪化の
抑制、または、汚泥沈降性の回復の効果が得られる。
【０１５９】
上記の例では、エジェクターおよびラインミキサーを用いたが、これに限るものではなく
、オゾンを効率的に注入できる注入装置、活性汚泥とオゾンを高効率に撹拌混合する混合
装置であれば、同様の効果が得られる。
【０１６０】
上記の例では、１つの槽からなる曝気槽中の活性汚泥をオゾン処理したが、これに限るも
のではなく、多槽から構成される曝気槽中の活性汚泥をオゾン処理する場合においても同
様の効果が得られ、この場合汚泥を引き抜く槽とオゾン処理後の汚泥を戻す槽を分離する
ことにより、処理水質が悪化する可能性をより軽減することができる。
【０１６１】
また、上記の例では、オゾンの溶解効率、オゾンと活性汚泥の反応効率を高めるためエジ
ェクターなどのオゾン注入装置、ラインミキサーなどの混合装置を用いたが、オゾン注入
装置、混合装置とともに、オゾン処理後の汚泥をいったん貯留する装置を組み合わせるこ
とにより、より効率的で安定な運転が可能となる。
【０１６２】
また、上記の例において、ＳＶなどの活性汚泥の沈降性の指標、呼吸活性などの有機物分
解活性に関する指標、流入廃水中の有機物濃度などの流入有機物負荷の指標、多糖類濃度
などの汚泥フロック中の細胞外有機物に関する指標、カタラーゼ活性などの活性汚泥微生
物の抗酸化酵素活性の指標、曝気槽中の活性汚泥混合液の溶存酸素濃度を測定し、これら
多種の測定値に応じて制御部１２においてオゾン注入量、汚泥循環流量、サイクル数、サ
イクル間隔、空気供給量をかえた運転を行うことにより、より効率的な運転が可能となる
。
【０１６３】
実施の形態１８．
次いで、この発明の実施の形態１８に係る廃水のオゾン処理装置を図について説明する。
図２１は本発明の廃水のオゾン処理装置のフローを示す図である。図２１において、３０
は曝気槽の活性汚泥を循環する汚泥循環槽であり、これには途中に汚泥引き抜きポンプ５
を備えた汚泥引抜路６、オゾン処理汚泥路９、および反応に用いられなかったオゾンを排
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出する排オゾン路２９が連結されている。３１は汚泥循環槽３０中の活性汚泥を循環する
汚泥循環路であり、汚泥循環路３１の途中には汚泥循環ポンプ３２、エジェクター２７、
ラインミキサー２８が設置されている。エジェクター２７はオゾン供給路８に連結されて
おり、これ以外は図１０と同様である。
【０１６４】
次に動作について説明する。曝気槽１において廃水処理を行う過程において、汚泥引抜ポ
ンプ５を動作させ、曝気槽１の汚泥を汚泥引抜路６、汚泥循環槽３０、オゾン処理汚泥路
９を通して循環させる。
同時に、汚泥循環ポンプ３２を動作させ、汚泥循環槽３０中の汚泥を汚泥循環路３１を介
してエジェクター２７に導入する。オゾン発生器１０で原料ガス供給路１１から供給され
る酸素ガスまたは空気を原料ガスとしてオゾンを発生し、このオゾンをオゾン供給路８を
通してエジェクター２７に導入し、活性汚泥にオゾンを注入する。注入したオゾンと活性
汚泥をラインミキサー２８内を通過させ、両者を混合させ反応させる。オゾン処理後の汚
泥を汚泥循環路３１を通して汚泥循環槽３０に戻す。反応に用いられなかったオゾンは汚
泥循環槽３０に連結した排オゾン路２９から排出される。この一連の動作を連続的に行い
、制御部１２により、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性の悪化の抑制、または、汚泥沈
降性の回復にそれぞれ適したオゾン注入量、循環汚泥流量、汚泥循環路における汚泥流量
となるよう汚泥引抜ポンプ５、汚泥循環ポンプ３２、オゾン発生器１０の運転を行う。
【０１６５】
上記のようにオゾン注入の際にエジェクター２７を用いることにより、オゾンの溶解効率
を高めることができる。また、ラインミキサー２８を用いることにより汚泥とオゾンの反
応効率を高めることが可能となる。さらに、曝気槽１の活性汚泥を汚泥循環槽３０に受け
、この活性汚泥を循環しながらオゾン注入を行うため、エジェクター２７におけるオゾン
処理を繰り返し行うことができるので制御性が向上するとともに、オゾンの溶解効率およ
びオゾンと汚泥の反応効率をさらに向上させることができ、少ないオゾン量で発生汚泥量
低減などの効果が得られる。また、エジェクター２７およびラインミキサー２８を複数連
結することにより溶解効率、反応効率をさらに向上させることができる。また、汚泥循環
槽３０は排オゾン路２９を備えているため、オゾン処理後の汚泥混合液中に残存するオゾ
ンを脱気する気液分離槽を兼ねることになり、曝気槽の活性汚泥の有機物分解に悪影響を
およぼす可能性のある残存オゾンを十分除去することができる。
【０１６６】
なお、上記の例では汚泥のオゾン処理を連続的に行ったが、これに限るものではなく、間
欠的にオゾン処理することによりさらに効率的な運転が可能となる。間欠オゾン処理の場
合の動作は実施の形態７とほぼ同様となり、活性汚泥混合液の循環およびオゾンの注入を
間欠的に行う。制御部１２により、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、また
は、汚泥沈降性の回復にそれぞれに適した間欠オゾン処理の１サイクルあたりのオゾン注
入量、１日あたりのサイクル数、サイクル間隔を設定し、これに応じた汚泥引抜ポンプ５
、汚泥循環ポンプ３２、オゾン発生器１０の運転を行う。
エジェクター、ラインミキサーを用いることによりオゾンの溶解効率、汚泥とオゾンの反
応効率を高めることができ、必要となるオゾン量を低減することが可能となる。また、汚
泥循環槽３０を用いることにより、エジェクターにおけるオゾン処理を繰り返し行うこと
ができるので制御性が向上するとともに、オゾンの溶解効率およびオゾンと汚泥の反応効
率をさらに向上させることができ少ないオゾン量で発生汚泥量低減などの効果が得られる
。加えて、間欠オゾン処理とすることによって連続オゾン処理よりも大幅に少ないオゾン
注入量で発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復の効
果が得られる。
【０１６７】
上記の例では、エジェクターおよびラインミキサーを用いたが、これに限るものではなく
、オゾンを効率的に注入できる注入装置、活性汚泥とオゾンを効率的に撹拌混合する混合
装置であれば、同様の効果が得られる。
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【０１６８】
上記の例では、１つの槽からなる曝気槽中の活性汚泥をオゾン処理したが、これに限るも
のではなく、多槽から構成される曝気槽中の活性汚泥をオゾン処理する場合においても同
様の効果が得られ、この場合汚泥を引き抜く槽とオゾン処理後の汚泥を戻す槽を分離する
ことにより、処理水質が悪化する可能性をより軽減することができる。
【０１６９】
また、上記の例では、オゾンの溶解効率、オゾンと活性汚泥の反応効率を高めるためエジ
ェクターなどのオゾン注入装置、ラインミキサーなどの混合装置を用いたが、オゾン注入
装置、混合装置とともに、オゾン処理後の汚泥をいったん貯留する装置を組み合わせるこ
とにより、より効率的で安定な運転が可能となる。
【０１７０】
また、上記の例において、ＳＶなどの活性汚泥の沈降性の指標、呼吸活性などの有機物分
解活性に関する指標、流入廃水中の有機物濃度などの流入有機物負荷の指標、多糖類濃度
などの汚泥フロック中の細胞外有機物に関する指標、カタラーゼ活性などの活性汚泥微生
物の抗酸化酵素活性の指標、曝気槽中の活性汚泥混合液の溶存酸素濃度を測定し、これら
多種の測定値に応じて制御部１２においてオゾン注入量、汚泥循環流量、サイクル数、サ
イクル間隔、空気供給量をかえた運転を行うことにより、より効率的な運転が可能となる
。
【０１７１】
実施の形態１９．
次いで、この発明の実施の形態１９に係る廃水のオゾン処理装置を図について説明する。
図２２は本発明の廃水のオゾン処理装置のフローを示す図である。図２２において３３は
過酸化水素を貯留する過酸化酸素貯留槽、３４は途中に過酸化水素供給ポンプ３５を備え
、オゾン反応槽４内のオゾン注入部付近に過酸化水素と供給する過酸化水素供給路である
。制御部１２では、汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１０とともに、過酸化水素供給ポン
プ３５の動作制御を行い、これ以外は図１０と同様である。
【０１７２】
次に動作について説明する。曝気槽１において廃水処理を行う過程で、汚泥引抜ポンプ５
を動作させ曝気槽１の活性汚泥を引抜汚泥路６、オゾン処理槽４、オゾン処理汚泥路９を
通して循環させる。
オゾン発生器１０で原料ガス供給路１１から供給される酸素ガスまたは空気を原料ガスと
してオゾンを発生し、このオゾンをオゾン供給路８を通してオゾン処理槽４に注入する。
同時に過酸化水素供給ポンプ３４を動作させ、オゾン反応槽４内のオゾン注入部周辺に過
酸化水素を供給し、オゾンと過酸化水素との反応により反応性の高いＯＨラジカルなどの
活性種を生成する。オゾン反応槽４では汚泥引抜ポンプ５によって循環される活性汚泥に
オゾンおよびオゾンと過酸化水素の反応によって生成した活性種を接触させ、処理を行う
。このとき汚泥との反応に用いられなかったオゾンは排オゾン路７から排出する。この一
連の動作を連続的に行い、制御部１２により、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性の悪化
の抑制、または、汚泥沈降性の回復にそれぞれ適したオゾン注入量、循環汚泥流量となる
よう汚泥引抜ポンプ５、過酸化水素供給ポンプ３５、オゾン発生器１０の運転を行う。
【０１７３】
オゾンと過酸化水素との反応によって生成する活性種は、オゾン以上に高い酸化力を有す
るため、この活性種と活性汚泥を反応させることにより、活性汚泥微生物の死滅、可溶化
、無機化の反応をオゾンとの反応以上に強力に進めることができる。
【０１７４】
上記のように酸化力の非常に強い活性種を用いて活性汚泥を処理することにより、活性汚
泥の反応が促進されるため、注入するオゾン量、処理汚泥量の低減が可能となり、安い運
転コストで、負荷増大によって生じる処理水質の悪化、必要曝気量の増大等を回避しなが
ら、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復という効
果が安定に得られる。
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【０１７５】
なお、上記の例では汚泥のオゾン処理を連続的に行ったが、これに限るものではなく、間
欠的にオゾン処理することによりさらに効率的な運転が可能となる。間欠オゾン処理の場
合の動作は実施の形態７とほぼ同様となり、活性汚泥混合液の循環、オゾンの注入および
過酸化水素の注入を間欠的に行う。制御部１２により、発生汚泥量の低減および汚泥沈降
性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復にそれぞれに適した間欠オゾン処理の１サイク
ルあたりのオゾン注入量、１日あたりのサイクル数、サイクル間隔を設定し、これに応じ
た汚泥引抜ポンプ５、過酸化水素供給ポンプ３５、オゾン発生器１０の運転を行う。
酸化力の非常に強い活性種を用いて活性汚泥を処理することにより、活性汚泥の反応が促
進されるため、注入するオゾン量、処理汚泥量の低減が可能となり、安い運転コストで、
負荷増大によって生じる処理水質の悪化、必要曝気量の増大等を回避しながら、発生汚泥
量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復という効果が安定に得
られる。加えて、間欠オゾン処理とすることによって連続オゾン処理よりも大幅に少ない
オゾン注入量で発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回
復の効果が得られる。
【０１７６】
上記の例では、１つの槽からなる曝気槽中の活性汚泥をオゾン処理したが、これに限るも
のではなく、多槽から構成される曝気槽中の活性汚泥をオゾン処理する場合においても同
様の効果が得られ、この場合汚泥を引き抜く槽とオゾン処理後の汚泥を戻す槽を分離する
ことにより、処理水質が悪化する可能性をより軽減することができる。
【０１７７】
上記の例では、高い反応性を有する活性種の生成のために過酸化水素を加える装置を用い
たが、過酸化水素添加のための装置とともに、オゾン貯留槽などのオゾン処理後の汚泥を
いったん貯留する装置、オゾン散気装置などのオゾンを気泡として注入するためのオゾン
注入装置、エジェクターなどのオゾン注入装置、ラインミキサーなどの混合装置を組み合
わせることにより、より効率的で安定な運転が可能となる。
【０１７８】
また、上記の例において、ＳＶなどの活性汚泥の沈降性の指標、呼吸活性などの有機物分
解活性に関する指標、流入廃水中の有機物濃度などの流入有機物負荷の指標、多糖類濃度
などの汚泥フロック中の細胞外有機物に関する指標、カタラーゼ活性などの活性汚泥微生
物の抗酸化酵素活性の指標、曝気槽中の活性汚泥混合液の溶存酸素濃度を測定し、これら
多種の測定値に応じて制御部１２においてオゾン注入量、汚泥循環流量、サイクル数、サ
イクル間隔、空気供給量をかえた運転を行うことにより、より効果的な運転が可能となる
。
【０１７９】
実施の形態２０．
次いで、この発明の実施の形態２０に係る廃水のオゾン処理装置を図について説明する。
図２３は本発明の廃水のオゾン処理装置のフローを示す図である。図２３において３６は
汚泥引抜路６の途中に設置されたラインミキサーであり、これ以外は図１０と同様である
。
【０１８０】
次に動作について説明する。曝気槽１において廃水処理を行う過程で、制御部１２により
汚泥引抜ポンプ５を動作させ曝気槽１の汚泥を引抜汚泥路６およびラインミキサー３６を
介してオゾン処理槽４に導入し、オゾン処理汚泥路９を通して再び曝気槽にもどし、曝気
槽１の汚泥を循環させる。オゾン発生器１０で原料ガス供給路１１から供給される酸素ガ
スまたは空気を原料ガスとしてオゾンを発生し、このオゾンをオゾン供給路８を通してオ
ゾン処理槽４に注入し、汚泥のオゾン処理を行う。このとき汚泥との反応に用いられなか
ったオゾンは排オゾン路７から排出される。この一連の動作を連続的に行い、制御部１２
により、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復にそ
れぞれ適したオゾン注入量、循環汚泥流量となるよう汚泥引抜ポンプ５、オゾン発生器１
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０の運転を行う。
【０１８１】
通常活性汚泥は微生物や細胞外有機物の集合体であるフロックを形成しているが、フロッ
クの凝集性が良好な汚泥にオゾンを注入した場合、オゾンはフロック表面の微生物とは容
易に反応するが、フロック内部に存在する微生物とはオゾンが活性汚泥フロックの内部に
浸透しなければ反応できず、反応は進み難くなる。これに対し、本実施の形態ではオゾン
注入の前段にラインミキサーを設置しており、ラインミキサー内で曝気槽の活性汚泥を激
しく撹拌し活性汚泥フロックを破壊させ活性汚泥微生物を分散した状態にすることができ
る。このような活性汚泥微生物が分散した状態の汚泥にオゾンを注入すると、オゾンと微
生物の反応が進み易くなり、注入したオゾンの効果が高まる。
【０１８２】
上記のようにオゾン注入の前段に活性汚泥フロックを分散することにより、活性汚泥微生
物と注入されたオゾンとの反応性が高まるため、注入するオゾン量、処理汚泥量の低減が
可能となり、安い運転コストで、負荷増大によって生じる処理水質の悪化、必要曝気量の
増大等を回避しながら、発生汚泥量の低減、汚泥沈降性悪化の抑制、および汚泥沈降性の
回復という効果が安定に得られる。
【０１８３】
上記の例では、ラインミキサーを用いたが、これに限るものではなく、超音波破砕機、ホ
モジナイザーなどの活性汚泥フロックを分散することのできるものであれば同様の効果が
得られる。さらに、これら機器を複数組み合わせて用いてもよい。
【０１８４】
なお、上記の例では汚泥のオゾン処理を連続的に行ったが、これに限るものではなく、間
欠的にオゾン処理することによりさらに効率的な運転が可能となる。間欠オゾン処理の動
作の場合は実施の形態７とほぼ同様となり、活性汚泥混合液の循環およびオゾンの注入を
間欠的に行う。制御部１２により、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、また
は、汚泥沈降性の回復にそれぞれ適した間欠オゾン処理の１サイクルあたりのオゾン注入
量、１日あたりのサイクル数、サイクル間隔を設定し、これに応じた汚泥引抜ポンプ５、
オゾン発生器１０の運転を行う。
オゾン注入の前段に活性汚泥フロックを分散することにより、活性汚泥微生物と注入され
たオゾンとの反応性が高まるため、注入するオゾン量、汚泥処理量の低減が可能となり、
安い運転コストで、負荷増大によって生じる処理水質の悪化、必要曝気量の増大等を回避
しながら、発生汚泥量の低減、汚泥沈降性悪化の抑制、および汚泥沈降性の回復という効
果が安定に得られる。加えて、間欠オゾン処理とすることによって連続オゾン処理よりも
大幅に少ないオゾン注入量で発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚
泥沈降性の回復の効果が得られる。
【０１８５】
上記の例では、１つの槽からなる曝気槽中の活性汚泥をオゾン処理したが、これに限るも
のではなく、多槽から構成される曝気槽中の活性汚泥をオゾン処理する場合においても同
様の効果が得られ、この場合汚泥を引き抜く槽とオゾン処理後の汚泥を戻す槽を分離する
ことにより、処理水質が悪化する可能性をより軽減することができる。
【０１８６】
また、上記の例では、ラインミキサーなどの活性汚泥フロックを破砕する装置を用いたが
、活性汚泥フロックを破砕する装置とともに、オゾン貯留槽などのオゾン処理後の汚泥を
いったん貯留する装置、オゾン散気装置などのオゾンを気泡として注入するためのオゾン
注入装置、エジェクターなどのオゾン注入装置、ラインミキサーなどの混合装置、過酸化
水素添加のための装置を組み合わせることにより、より効率的で安定な運転が可能となる
。
【０１８７】
また、上記の例において、ＳＶなどの活性汚泥の沈降性の指標、呼吸活性などの有機物分
解活性に関する指標、流入廃水中の有機物濃度などの流入有機物負荷の指標、多糖類濃度
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などの汚泥フロック中の細胞外有機物に関する指標、カタラーゼ活性などの活性汚泥微生
物の抗酸化酵素活性の指標、曝気槽中の活性汚泥混合液の溶存酸素濃度を測定し、これら
多種の測定値に応じて制御部１２においてオゾン注入量、汚泥循環流量、サイクル数、サ
イクル間隔、空気供給量をかえた運転を行うことにより、より効果的な運転が可能となる
。
【０１８８】
実施の形態２１．
次いで、この発明の実施の形態２１に係る廃水のオゾン処理装置を図について説明する。
図２４は本発明の廃水のオゾン処理装置のフローを示す図である。図２４において、４２
は本実施の形態に係わるオゾン発生部である。このオゾン発生部４２において、３７はオ
ゾン吸着塔であり、このオゾン吸着塔３７はオゾン発生器１０より発生したオゾンを吸着
させるシリカゲルを充填している。３８はガス循環路であり、このガス循環路３８は途中
にガス循環ポンプ３９を設け原料ガス供給路１１と連結されている。４０はオゾン注入路
であり、このオゾン注入路はオゾン吸着塔３７とオゾン処理槽４とを連結し、オゾン吸着
塔３７よりオゾン処理槽４にオゾンを注入する。４１はオゾン吸着塔３７に連結された脱
着ガス供給路であり、この脱着ガス供給路４１は酸素ガス等のガスをオゾン吸着塔３７に
流してシリカゲルに吸着したオゾンを脱着させる。これ以外は図１０と同様である。
【０１８９】
次に動作について説明する。実施の形態７と同様の活性汚泥の間欠オゾン処理を行う過程
において、オゾン処理を行わない期間には、オゾン発生器１０でオゾンを連続的に発生し
ながらオゾンをオゾン吸着塔３７に送り、吸着塔内のシリカゲルにオゾンを吸着させる。
オゾン吸着塔３７から排出されるオゾン吸着後のガスをガス循環路３８、およびガス循環
ポンプ３９を用いて再びオゾン発生器１０に送りオゾンの原料とする。
【０１９０】
汚泥のオゾン処理を行う期間には、オゾン発生器１０での原料ガスの圧力が一定になるよ
う原料ガス供給路１１に酸素ガスまたは空気を適宜送りオゾン発生器１０でオゾンを発生
させ、このオゾンをオゾン注入路４０を通してオゾン処理槽４に送る。同時にオゾン吸着
塔３７に脱着用ガス路４１から酸素ガス等のガスを流しシリカゲルに吸着したオゾンを脱
着させ、脱着したオゾンをオゾン注入路４０を介してオゾン処理槽４に送る。制御部１２
により、発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回復のそ
れぞれに適した間欠オゾン処理の１サイクルあたりのオゾン注入量、１日あたりのサイク
ル数、およびサイクル間隔を設定し、これに応じてオゾン発生部４２におけるオゾンの発
生、吸着、脱着、および注入の一連の動作制御および汚泥引抜ポンプ５の運転を行う。
【０１９１】
上記のようにオゾン発生部４２においてオゾンの製造に加え、オゾンの吸着および脱着過
程を設けることにより、オゾン処理を行わない期間においてオゾンを発生させ、このオゾ
ンを一時的に貯蔵し、必要な時期に、必要なオゾン量を脱着して汚泥のオゾン処理に用い
ることができる。これより、オゾン発生器１０の稼働率を高め、オゾン発生器１０の単位
時間あたりのオゾン発生量、すなわちオゾン発生能力を大幅に低減することが可能となる
。また、深夜の安価な電力を使用することができ、オゾン製造のランニングコストを低減
できる。そして、この方法は本発明のように間欠的にオゾンを必要時期に必要量だけ注入
するような場合、極めて効果的なオゾン発生方法となる。
【０１９２】
上記の例において、オゾン吸着塔に冷凍機、ヒーターを備え、吸脱着時の温度を制御する
、すなわち吸着時にシリカゲルへのオゾンの吸着を促進するためオゾン吸着塔３７の温度
を下げる。次いで、脱着時にオゾンのシリカゲルからガス中への脱着を容易にするためオ
ゾン吸着塔３７の温度を上げることによりさらに効率的なオゾンの吸脱着が可能となる。
また、上記実施の形態ではガスパージによって脱着する方法を示したが、シリカゲルを昇
温して脱着させるようにしてもよい。
【０１９３】
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また、上記の例では、発生したオゾンを貯蔵するため吸着剤を充填したオゾン吸着塔３７
を用いたが、これに限るものではなく、オゾン吸着塔３７のかわりに高濃度、かつ高圧力
のオゾンガスを保持可能なオゾンガス貯蔵タンクを用いれば、ガスの状態でオゾンを貯蔵
することができ、同様の効果が得られる。
【０１９４】
上記の例では、１つの槽からなる曝気槽中の活性汚泥をオゾン処理したが、これに限るも
のではなく、多槽から構成される曝気槽中の活性汚泥をオゾン処理する場合においても同
様の効果が得られ、この場合汚泥を引き抜く槽とオゾン処理後の汚泥を戻す槽を分離する
ことにより、処理水質が悪化する可能性をより軽減することができる。
【０１９５】
また、上記の例では、発生したオゾンを吸着、脱着させる装置を用いたが、オゾン吸着、
脱着のための装置とともに、オゾン貯留槽などのオゾン処理後の汚泥をいったん貯留する
装置、オゾン散気装置などのオゾンを気泡として注入するためのオゾン注入装置、エジェ
クターなどのオゾン注入装置、ラインミキサーなどの混合装置、過酸化水素添加のための
装置、活性汚泥フロックを破砕する装置を組み合わせることにより、より効率的で安定な
運転が可能となる。
【０１９６】
また、上記の例において、ＳＶなどの活性汚泥の沈降性の指標、呼吸活性などの有機物分
解活性に関する指標、流入廃水中の有機物濃度などの流入有機物負荷の指標、多糖類濃度
などの汚泥フロック中の細胞外有機物に関する指標、カタラーゼ活性などの活性汚泥微生
物の抗酸化酵素活性の指標、曝気槽中の活性汚泥混合液の溶存酸素濃度を測定し、これら
多種の測定値に応じて制御部１２においてオゾン注入量、汚泥循環流量、サイクル数、サ
イクル間隔、空気供給量をかえた運転を行うことにより、より効果的な運転が可能となる
。
【０１９７】
実施の形態２２．
次いで、この発明の実施の形態２２に係る廃水のオゾン処理装置を図について説明する。
図２５は本発明の廃水のオゾン処理装置のフローを示す図である。図２５においてオゾン
処理槽４が２個並列に配置され、各々のオゾン処理槽４に曝気槽１からの引抜汚泥路６、
曝気槽１へのオゾン処理汚泥路９、オゾン発生器１０からのオゾン供給路８、排オゾン路
７が連結しておりオゾンが各オゾン反応槽４に交互に注入できるような構造となっており
、これ以外は図１０と同様である。
【０１９８】
次に動作について説明する。曝気槽１において廃水処理を行う過程で、制御部１２により
汚泥引抜ポンプ５を動作させ曝気槽１の汚泥を引抜汚泥路６、オゾン処理槽４、オゾン処
理汚泥路９を通して再び曝気槽にもどし、曝気槽１の汚泥を循環させる。その後は、実施
の形態７と同様の間欠的なオゾン処理を行う。
次のオゾン処理サイクルには他系統のオゾン処理槽４を用いて同様の汚泥の間欠オゾン処
理を行い、以降２系統のオゾン処理槽４を交互に用いながら汚泥のオゾン処理を行う。制
御部１２により発生汚泥量の低減および汚泥沈降性悪化の抑制、または、汚泥沈降性の回
復のそれぞれに適した間欠オゾン処理の１サイクルあたりのオゾン注入量、１日あたりの
処理サイクル数、および処理サイクル間隔を設定し、これに応じて汚泥引抜ポンプ５、オ
ゾン発生器１０の運転およびオゾン処理槽４の切り替えを行う。
【０１９９】
上記のように、間欠オゾン処理を行うオゾン処理槽を２系統にすることにより、オゾン処
理槽４を小型化して、１日あたりの処理サイクル数を高めた運転が可能になる。処理サイ
クル数を高めることにより、１処理サイクルあたりのオゾン注入量を少なくできるためオ
ゾン発生器１０の単位時間あたりのオゾン発生量、すなわちオゾン発生能力を低減するこ
とが可能となる。
【０２００】
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オゾン処理槽４を２系統にすることにより、１サイクル中の汚泥の置換、および溶存する
オゾンの追い出しが必要な場合も汚泥をオゾン処理することが可能となり、サイクル数を
上げることができる。また、上記の例では、オゾン処理槽４を２系統設置したが、これに
限るものではなくオゾン処理槽４を複数個設置して複数系統にすることもできる。
【０２０１】
上記の例では、１つの槽からなる曝気槽中の活性汚泥をオゾン処理したが、これに限るも
のではなく、多槽から構成される曝気槽中の活性汚泥をオゾン処理する場合においても同
様の効果が得られ、この場合汚泥を引き抜く槽とオゾン処理後の汚泥を戻す槽を分離する
ことにより、処理水質が悪化する可能性をより軽減することができる。
【０２０２】
また、上記の例では、複数系列のオゾン処理に対する装置を用いたが、オゾン処理槽を複
数系列とするとともに、オゾン貯留槽などのオゾン処理後の汚泥をいったん貯留する装置
、オゾン散気装置などのオゾンを気泡として注入するためのオゾン注入装置、エジェクタ
ーなどのオゾン注入装置、ラインミキサーなどの混合装置、過酸化水素添加のための装置
、活性汚泥フロックを破砕する装置、発生したオゾンを吸着、脱着させる装置を組み合わ
せることにより、より効率的で安定な運転が可能となる。
【０２０３】
また、上記の例において、ＳＶなどの活性汚泥の沈降性の指標、呼吸活性などの有機物分
解活性に関する指標、流入廃水中の有機物濃度などの流入有機物負荷の指標、多糖類濃度
などの汚泥フロック中の細胞外有機物に関する指標、カタラーゼ活性などの活性汚泥微生
物の抗酸化酵素活性の指標、曝気槽中の活性汚泥混合液の溶存酸素濃度を測定し、これら
多種の測定値に応じて制御部１２においてオゾン注入量、汚泥循環流量、サイクル数、サ
イクル間隔、空気供給量をかえた運転を行うことにより、より効果的な運転が可能となる
。
【０２０４】
上記の実施の形態１～２２においてはオゾン処理する微生物混合液として、連続的に廃水
処理を行う活性汚泥法の曝気槽の活性汚泥を対象としたが、これに限るものではなく、活
性汚泥法の返送汚泥や沈殿槽内の活性汚泥、また、回分式活性汚泥法や接触酸化法におけ
る曝気槽の活性汚泥などの微生物を用いた廃水処理方法における微生物混合液についても
同様の効果が得られる。
【０２０５】
【発明の効果】
　請求項１の発明によれば、

【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に関する実験におけるオゾン吸収量と発生汚泥収率の変化率の関係を示
す特性図である。
【図２】　本発明に関する実験における処理期間とＳＶＩの関係を示す特性図である。
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廃水の微生物処理において、処理系から微生物混合液を引き
抜く混合液引き抜き手段と、微生物混合液と反応させるオゾンガスを発生するオゾン発生
手段と、引き抜いた微生物混合液に前記オゾン発生手段より発生したオゾンガスを注入し
て処理するオゾン処理手段と、オゾン処理した微生物混合液を処理系へ還流する混合液還
流手段と、オゾン処理動作を制御する制御手段と、微生物混合液の溶存酸素を測定する測
定手段を備え、制御手段は前記測定手段による測定値に応じてオゾン処理を行うとともに
、処理系の微生物反応槽への空気供給量を調節することを特徴とする廃水のオゾン処理装
置であるので、微生物混合液の溶存酸素を測定する測定手段を備え、制御手段は前記測定
手段による測定値に応じて、オゾン注入量、単位時間あたりのオゾン処理微生物量などの
オゾン処理条件をかえたオゾン処理、および処理系の微生物反応槽への空気供給量の調整
を行うことにより、流入有機物負荷や微生物の有機物分解活性に応じた的確なオゾン処理
ができ、負荷増大や活性低下に由来する処理水質の悪化を引きおこさずに、発生微生物量
の低減、微生物集合体の沈降性悪化の抑制、悪化した沈降性の回復が安定に行なえるとい
う効果がある。



【図３】　本発明に関する実験におけるオゾンガス濃度と全ＴＯＣ濃度、および溶解性Ｔ
ＯＣ濃度の関係を示す特性図である。
【図４】　本発明に関する実験における流入ＴＯＣ量と発生汚泥量の関係を示す特性図で
ある。
【図５】　本発明に関する実験におけるＭＬＳＳ濃度とオゾン処理汚泥の溶存オゾン濃度
の関係を示す特性図である。
【図６】　本発明に関する実験における滞留時間と発生汚泥収率の変化率の関係を示す特
性図である。
【図７】　本発明に関する実験における流入ＴＯＣ量と発生汚泥量の関係を示す特性図で
ある。
【図８】　本発明に関する実験におけるオゾン吸収量とＳＶＩの関係を示す特性図である
。
【図９】　本発明に関する実験における処理汚泥比とＳＶＩの変化率の関係を示す特性図
である。
【図１０】　本発明のさらに別の実施例の廃水処理装置の動作を説明するフローチャート
である。
【図１１】　本発明のさらに別の実施例の廃水処理装置の動作を説明するフローチャート
である。
【図１２】　本発明のさらに別の実施例の廃水処理装置の動作を説明するフローチャート
である。
【図１３】　本発明のさらに別の実施例の廃水処理装置の動作を説明するフローチャート
である。
【図１４】　本発明のさらに別の実施例の廃水処理装置の動作を説明するフローチャート
である。
【図１５】　本発明のさらに別の実施例の廃水処理装置の動作を説明するフローチャート
である。
【図１６】　本発明のさらに別の実施例の廃水処理装置の動作を説明するフローチャート
である。
【図１７】　本発明のさらに別の実施例の廃水処理装置の動作を説明するフローチャート
である。
【図１８】　本発明のさらに別の実施例の廃水処理装置の動作を説明するフローチャート
である。
【図１９】　本発明のさらに別の実施例の廃水処理装置の動作を説明するフローチャート
である。
【図２０】　本発明のさらに別の実施例の廃水処理装置の動作を説明するフローチャート
である。
【図２１】　本発明のさらに別の実施例の廃水処理装置の動作を説明するフローチャート
である。
【図２２】　本発明のさらに別の実施例の廃水処理装置の動作を説明するフローチャート
である。
【図２３】　本発明のさらに別の実施例の廃水処理装置の動作を説明するフローチャート
である。
【図２４】　本発明のさらに別の実施例の廃水処理装置の動作を説明するフローチャート
である。
【図２５】　本発明のさらに別の実施例の廃水処理装置の動作を説明するフローチャート
である。
【図２６】　従来技術の廃水処理装置の動作を説明するフローチャートである。
【図２７】　従来技術におけるオゾン量と汚泥のＭＬＶＳＳ濃度、および溶解性ＴＯＣ濃
度の関係を示す特性図である。
【符号の説明】

10

20

30

40

50

(31) JP 3763439 B2 2006.4.5



１　曝気槽、２　被処理液路、３　連絡路、４　オゾン処理槽、５　汚泥引抜ポンプ、６
　引抜汚泥路、７　排オゾン路、８　オゾン供給路、９　オゾン処理汚泥路、１０　オゾ
ン発生器、１１　原料ガス供給路、１２　制御部、１３　ＳＶ測定器、１４　呼吸活性測
定器、１５　ＴＯＣ濃度測定器、１６　散気装置、１７　空気供給装置、１８　空気供給
路、１９　溶存酸素濃度測定器、２０　多糖類濃度測定器、２１　カタラーゼ活性測定器
、２２　曝気槽、２３　オゾン処理汚泥貯留槽、２４　貯留汚泥返送ポンプ、２５　貯留
汚泥路、２６　オゾン散気装置、２７　エジェクター、２８　ラインミキサー、２９　排
オゾン路、３０汚泥循環槽、３１　汚泥循環路、３２　汚泥循環ポンプ、３３　過酸化水
素貯留槽、３４　過酸化水素供給路、３５　過酸化水素供給ポンプ、３６　ラインミキサ
ー、３７　オゾン吸着塔、３８　ガス循環路、３９　ガス循環ポンプ、４０オゾン注入路
、４１　脱着ガス供給路、４２　オゾン発生部。
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】
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