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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機性排水を嫌気槽で嫌気性生物処理する嫌気性生物処理工程と、その後少なくとも２
段の好気槽で好気性生物処理する好気性生物処理工程とを有し、
　該好気性生物処理工程では、第１好気槽において好気性細菌により生物処理して分散性
細菌を生成し、該第１好気槽からの分散性細菌を含む第１好気処理水を、担体を有した第
２好気槽に導入し、該第２好気槽において、原生動物又は後生動物に該細菌を捕食させる
有機性排水の生物処理方法において、
　前記嫌気性生物処理工程では、前記好気性生物処理工程全体のＣＯＤｃｒ容積負荷が１
０ｋｇ／ｍ３／ｄ以下、かつ溶解性ＣＯＤｃｒ容積負荷が５ｋｇ／ｍ３／ｄ以下となるよ
うに嫌気処理し、
　第１好気処理水ＳＳの第２好気槽の担体への負荷が１５ｋｇ－ＳＳ／ｍ３－担体／ｄ以
下となるように第１好気槽で好気性処理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、第１好気槽の担体充填率が１０％以下であり、第２好気槽の担体充
填率が１０％以上であることを特徴とする有機性排水の生物処理方法。
【請求項３】
　請求項１又は２において、第２好気槽の担体で優占化している微小動物がヒルガタワム
シであることを特徴とする有機性排水の生物処理方法。
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【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１項において、前記嫌気性生物処理工程が汚泥返送を行わ
ない一過式処理であることを特徴とする有機性排水の生物処理方法。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか１項において、前記第２好気槽からの第２好気処理水を凝
集沈殿分離、凝集加圧浮上分離及び、膜分離の少なくとも１つによって固液分離処理する
ことを特徴とする有機性排水の生物処理方法。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれか１項において、前記第１好気処理水中の溶存硫化水素濃度
が５０ｍｇ－Ｓ／Ｌ以下となるように第１好気槽で好気性処理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７】
　請求項１ないし６のいずれか１項において、前記第１好気槽の、担体を含む槽内液をポ
ンプで循環することで、担体に付着した菌体の一部を剥離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８】
　有機性排水を嫌気性生物処理する嫌気槽と、該嫌気槽処理水を好気性細菌により生物処
理して分散性細菌を生成させる第１好気槽と、該第１好気槽からの第１好気処理水に含ま
れる分散性細菌を原生動物又は後生動物に捕食させる第２好気槽とを備えた有機性排水の
生物処理装置において、
　好気性生物処理工程全体のＣＯＤｃｒ容積負荷が１０ｋｇ／ｍ３／ｄ以下、かつ溶解性
ＣＯＤｃｒ容積負荷が５ｋｇ／ｍ３／ｄ以下となるように嫌気処理し、
　第１好気処理水ＳＳの第２好気槽の担体への負荷が１５ｋｇ－ＳＳ／ｍ３－担体／ｄ以
下となるように第１好気槽で好気性処理することを特徴とする有機性排水の生物処理装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生活排水、下水、食品工場やパルプ工場をはじめとした広い濃度範囲の有機
性排水処理に利用することができる有機性排水の生物処理方法および装置に関するもので
あり、詳しくは、処理水質を悪化させることなく、処理効率を向上させ、かつ、余剰汚泥
発生量の低減が可能な有機性排水の生物処理方法及び装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　有機性排水を生物処理する場合に用いられる活性汚泥法は、処理水質が良好で、メンテ
ナンスが容易であるなどの利点から、下水処理や産業廃水処理等に広く用いられている。
しかしながら、運転に用いられるＢＯＤ容積負荷は０．５～０．８ｋｇ／ｍ３／ｄ程度で
あるため、広い敷地面積が必要となる。また、分解したＢＯＤの２０～４０％が菌体すな
わち汚泥へと変換されるため、大量の余剰汚泥処理も問題となる。
【０００３】
　嫌気処理は、酸素が不要で、エネルギーをメタンとして回収できる生物処理で、発生汚
泥量が少ないのが特徴である。また、ＣＯＤｃｒ容積負荷５ｋｇ／ｍ３／ｄ以上の高負荷
処理も可能で、排水処理設備をコンパクト化することができる。しかしながら、嫌気処理
では、到達水質が好気処理より悪く、放流水質によっては、好気生物処理による後処理が
必要になる。また、嫌気処理で発生する嫌気性細菌由来のＳＳは微細のため、凝集加圧浮
上や凝集沈殿でＳＳを除く場合は薬注量が膨大になる。
【０００４】
　生物処理のＳＳには非凝集性の細菌が多く含まれているが、これらは、原生動物や後生
動物が捕食することで除去、フロック化することが可能である。特許文献１には、有機性
排水を嫌気処理した後、第１好気槽で好気処理し、さらに第２好気槽で好気処理する方法
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であって、第１好気槽で非凝集性の細菌により有機物を処理し、第２好気槽で固着性原生
動物に補食除去させることで余剰汚泥の減量化を図るようにした有機性排水の生物処理方
法が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２０２１１５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１の有機性排水の生物処理方法では、第２好気槽内の原生動物や後生動物
は嫌気性細菌を捕食することは可能であるが、嫌気処理後の好気処理で原生動物や後生動
物を優占化させ、嫌気処理由来の難凝集性ＳＳを削減する方法については開示されていな
い。これは、嫌気処理後の好気処理における、微小動物の安定した維持方法が確立してい
ないことと、エサとなる細菌(嫌気性細菌及び好気性細菌)と微小動物の比率が適切に維持
されていないためである。
【０００７】
　本発明は、有機性排水を嫌気処理した後、第１好気槽で好気処理し、次いで第２好気槽
において原生動物や後生動物に細菌を捕食させる有機性排水の生物処理方法及び装置にお
いて、第２好気槽において原生動物や後生動物を優占化させ、嫌気処理由来の難凝集性Ｓ
Ｓを削減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の有機性排水の生物処理方法は、有機性排水を嫌気槽で嫌気性生物処理する嫌気
性生物処理工程と、その後少なくとも２段の好気槽で好気性生物処理する好気性生物処理
工程とを有し、該好気性生物処理工程では、第１好気槽において好気性細菌により生物処
理して分散性細菌を生成し、該第１好気槽からの分散性細菌を含む第１好気処理水を、担
体を有した第２好気槽に導入し、該第２好気槽において、原生動物又は後生動物に該細菌
を捕食させる有機性排水の生物処理方法において、前記嫌気性生物処理工程では、前記好
気性生物処理工程全体のＣＯＤｃｒ容積負荷が１０ｋｇ／ｍ３／ｄ以下、かつ溶解性ＣＯ
Ｄｃｒ容積負荷が５ｋｇ／ｍ３／ｄ以下となるように嫌気処理し、第１好気処理水ＳＳの
第２好気槽の担体への負荷が１５ｋｇ－ＳＳ／ｍ３－担体／ｄ以下となるように第１好気
槽で好気性処理することを特徴とするものである。
【０００９】
　本発明の有機性排水の生物処理装置は、有機性排水を嫌気性生物処理する嫌気槽と、該
嫌気槽処理水を好気性細菌により生物処理して分散性細菌を生成させる第１好気槽と、該
第１好気槽からの第１好気処理水に含まれる分散性細菌を原生動物又は後生動物に捕食さ
せる第２好気槽とを備えた有機性排水の生物処理装置において、好気性生物処理工程全体
のＣＯＤｃｒ容積負荷が１０ｋｇ／ｍ３／ｄ以下、かつ溶解性ＣＯＤｃｒ容積負荷が５ｋ
ｇ／ｍ３／ｄ以下となるように嫌気処理し、第１好気処理水ＳＳの第２好気槽の担体への
負荷が１５ｋｇ－ＳＳ／ｍ３－担体／ｄ以下となるように第１好気槽で好気性処理するこ
とを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明では、嫌気性細菌を含む分散菌を捕食、フロック化する第２好気槽において、固
着性濾過捕食型微小動物の足場として担体を加え、この微小動物を安定して槽内に維持し
、かつ良好な処理水質を得ることを可能とするための第１好気槽における分散菌の負荷や
条件を規定したものであり、第２好気槽において原生動物や後生動物を優占化させ、嫌気
処理由来の難凝集性ＳＳを削減することができる。これにより、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
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効率の向上、及び安定した処理水質の維持を実現することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施の形態に係る有機性排水の生物処理方法及び装置のフローである。
【図２】実施の形態に係る有機性排水の生物処理方法及び装置のフローである。
【図３】実施の形態に係る有機性排水の生物処理方法及び装置のフローである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して実施の形態について説明する。
【００１３】
　図１～３はそれぞれ本発明の実施の形態に係る有機性排水の生物処理方法及び装置のフ
ローを示しており、有機性排水（原水）を嫌気槽１で嫌気処理し、この嫌気処理水を第１
好気槽２で好気性細菌によって好気処理し、分散性細菌を生成させ、この第１好気処理水
を担体３ａを有した第２好気槽３に導入し、微生物に分散性細菌を捕食させる。第１及び
第２好気槽２，３には散気管が設けられている。
【００１４】
　以下、各槽での処理についてさらに詳細に説明する。
【００１５】
　有機性排水は嫌気槽１に導入され、嫌気性細菌により、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％以上が分解され、メタンと菌体へ
と変換される。
【００１６】
　嫌気処理は高負荷処理を行うため、菌体を高濃度の保持する必要がある。本発明では一
過式の生物処理とし、槽内に流動担体、固定担体、揺動担体、グラニュールのいずれかま
たは組み合わせて設置し、菌体を保持することが望ましい。通水方式は任意であるが、上
向流が望ましい。この場合、槽内に原水が均一にいきわたるよう処理水を循環して、ＬＶ
（上向流の場合)を高めても良い。従来、この方式では、菌体が一部担体から剥離し分散
状態で処理水中に残存し、後段の処理へ流出することが問題となっていた。しかしながら
、本発明では、この嫌気性菌体を含むＳＳを第２好気槽３で微小動物に捕食させることが
できるので、この問題を回避することができる。また、原水が炭水化物やタンパク等の高
分子の場合は、嫌気処理槽の前に酸生成槽を設けても良い。また、方式としては一過式が
望ましいが、沈殿池を設け、流出した担体、汚泥を回収し返送しても良い。
【００１７】
　嫌気処理水は第１好気槽２で残存する溶解性ＢＯＤの７０％以上、望ましくは８０％以
上さらに望ましくは９０％以上が分解され、好気性の分散菌体へと変換される。第１好気
槽２のｐＨは６以上、望ましくは９以下とする。第１好気槽２へのＢＯＤ容積負荷は１ｋ
ｇ／ｍ３／ｄ以上、ＨＲＴ２４ｈ以下、例えば０．５ｈ～２４ｈとすることで、分散性細
菌が優占化した処理水を得ることが出来る。また、ＨＲＴを短くすることでＢＯＤ濃度の
薄い排水を高負荷で処理することが出来る。さらに、第２好気槽３からの汚泥の一部を返
送したり、二槽以上の多段化にしても良い。
【００１８】
　また、第１好気槽２の滞留時間(ＨＲＴ)が最適値よりも過度に長くなると、糸状性細菌
の優占化やフロックの形成につながり、第２好気槽３で捕食しされにくい細菌が生成され
てしまう。そこで、第１好気槽２のＨＲＴを一定に制御するのが好ましい。最適ＨＲＴは
排水により異なるため、机上試験などから、有機成分の７０～９０％を除去できるＨＲＴ
を求めるのが好ましい。ＨＲＴを最適値に維持する方法としては、排水量減少時に、第１
好気槽２の処理水の一部を返送し、第１好気槽２に流入する水量を一定にし、第１好気槽
２のＨＲＴを安定させる方法や、原水量の変動に合わせ第１好気槽２の水位を変動させる
方法がある。安定させる幅は、机上試験で求めた最適ＨＲＴの０．７５～１．５倍以内に
納めることが望ましい。
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【００１９】
　分散菌を生成するためには第１好気槽２の溶存酸素濃度を０．５ｍｇ／Ｌ以上とするの
が好ましいが、好気処理単独とは違い前段で嫌気処理を行う場合は溶存酸素濃度の影響を
あまり受けないため、溶存酸素濃度を高くしても安定して処理可能である。また、第２好
気槽３に微小動物を維持するには、嫌気処理で発生する硫化水素を第１好気槽２で酸化し
５０ｍｇ－Ｓ／Ｌ以下とするのが好ましい。
【００２０】
　ただし、第１好気槽２に流入する硫化水素濃度が高い場合は、第１好気槽担体に硫黄酸
化細菌が過剰に付着し、担体が沈降してしまう恐れがある。この場合は、第１好気槽２に
水中ポンプを設置し、担体を含む槽内液をポンプで循環することで、担体に付着した過剰
な菌体を剥離することが望ましい。
【００２１】
　次に第１好気槽２の処理水を第２好気槽３に導入し、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補食による余剰汚泥の減量化を行
う。第２好気槽３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好気槽３に担体３ａを添加することにより、微小動物の槽内保持量
を高めることが出来る流動床を形成することが望ましい。添加する担体は球状、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。望ましくは発泡プ
ラスチック製の角型担体であることが望ましい。また、充填率を下げるため、担体の一部
または全部を揺動担体としても良い。
【００２２】
　本発明において、第２好気槽３へ導入する第１好気槽処理水中の分散性細菌が多すぎた
場合、第２好気槽３において微小動物が捕食しきれず、発生汚泥量低減には繋がらない。
また、分散性細菌は凝集性が悪く固液分離が困難なため、固液分離手段として沈殿、加圧
浮上、膜分離のいずれかまたは併用して使用する場合においても分散性細菌が残存するこ
とを防止するように、設備に余裕を持たせる必要がある。
【００２３】
　そこで、本発明では、好気処理部分すなわち第１好気槽２及び第２好気槽３の全体にお
けるＣＯＤｃｒ容積負荷を１０ｋｇ／ｍ３／ｄ以下（例えば１～１０ｋｇ／ｍ３／ｄ）、
溶解性ＣＯＤｃｒ容積負荷を５ｋｇ／ｍ３／ｄ以下（例えば０．５～５ｋｇ／ｍ３／ｄ）
とし、かつ、第１好気生物処理水ＳＳの第２生物処理槽担体への負荷が１５ｋｇ－ＳＳ／
ｍ３－担体／ｄ以下（例えば１～１５ｋｇ－ＳＳ／ｍ３－担体／ｄ）とする。これにより
、微小動物に分散性細菌を確実に捕食させることができる。
【００２４】
　実際の処理においては、各処理槽の槽容積や担体充填率を相互に調整することにより上
記条件になるように適宜設計する。
【００２５】
　第１好気槽２では有機物の大部分を分解し、菌体へと安定して変換しておく必要がある
。そのため、第１好気槽２は図２のように担体２ａを有した流動床とすることが望ましい
。第１好気槽２に添加する担体の充填率が高すぎると、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ので、第１好気槽２の担体充填率を１０％以下として
第１好気処理での好気性汚泥（含水率が高い）の発生量を抑えて嫌気性汚泥（含水率が低
い）の比率を高めることで汚泥の減容を図るのが好ましい。
【００２６】
　一方、第２好気槽３では、微小動物を槽内に維持するために多量の足場が必要となるの
で、添加する担体の充填率を１０％以上、特に２０％以上とりわけ２０～４０％とするこ
とが望ましい。ここで添加する担体は球状、ペレット状、中空筒状、糸状の任意であり、
大きさは０．１～１０ｍｍ程度の径であることが好ましい。材料は天然素材、無機素材、



(6) JP 5862597 B2 2016.2.16

10

20

30

40

50

高分子素材等任意で、ゲル状物質を用いても良い。
【００２７】
　図３のフローは、図２のフローにおいて、第２好気処理水を凝集槽４に導入し、凝集剤
を添加して撹拌し、凝集処理し、この凝集処理水を沈殿槽５に導入し、汚泥を沈降分離す
るようにし、上澄水を処理水として取り出すようにしたものである。凝集剤としては、無
機凝集剤とポリマー凝集剤とを併用するのが好ましい。無機凝集剤としてはＰＡＣ、塩化
第二鉄、ポリ硫酸第二鉄、硫酸バンド等が好適である。その添加量は原水濃度により変動
する。ポリマー凝集剤としてはアニオン系のものが好ましい。
【００２８】
　このような凝沈（凝集沈殿）処理の代わりに凝集加圧浮上、膜分離を行ってもよく、こ
れらを組み合わせてもよい。
【００２９】
　なお、嫌気性細菌を含むＳＳを捕食する微小動物として最も適しているのがヒルガタワ
ムシであるため、図１～３のいずれにおいても、立ち上げ時にはヒルガタワムシを含む種
汚泥を第２好気槽３に添加するのが好ましい。
【実施例】
【００３０】
［実施例１］
　図２のフローに従って、ＢＯＤ濃度＝１６００ｍｇ／Ｌ、ＣＯＤｃｒ濃度＝２６００ｍ
ｇ／Ｌの有機性原水（食品工場排水）２０Ｌ／ｄを、容量が３．３Ｌの嫌気槽（ＵＡＳＢ
槽）１、容量が１Ｌの第１好気槽２(汚泥返送なし)、１Ｌの第２好気槽３(汚泥返送なし)
を用いて処理した。また、第１好気槽２には充填率１０％で、第２生物処理槽には充填率
４０％で担体を添加した。担体としては３ｍｍ角のポリウレタン担体を用いた。
【００３１】
　嫌気槽へのＣＯＤｃｒ容積負荷１６ｋｇ－ＣＯＤｃｒ／ｍ３／ｄで運転したところ、嫌
気槽出口では、溶解性ＣＯＤｃｒ濃度＝２６０ｍｇ／Ｌ、全ＣＯＤｃｒ濃度＝４８０ｍｇ
／Ｌ、ＳＳ濃度＝１６０ｍｇ／Ｌであった。好気処理部分のＣＯＤｃｒ容積負荷は４．８
ｋｇ－ＣＯＤｃｒ／ｍ３／ｄ、溶解性ＣＯＤｃｒ負荷２．６ｋｇ／ｍ３／ｄで運転した。
第１好気槽処理水中のＳＳ濃度は２６４ｍｇ／Ｌで第２好気槽担体への負荷が１３．２ｋ
ｇ－ＳＳ／ｍ３－担体／ｄとなっていた。
【００３２】
　その結果、第２好気槽ＳＳ濃度は１６２ｍｇ／Ｌとなり、汚泥転換率は０．０６２５ｋ
ｇ－ＳＳ／ｋｇ－ＣＯＤｃｒとなった。
【００３３】
［実施例２］
　図３のように凝集槽４及び沈殿槽５を設けたこと以外は実施例１と同じ条件で運転を行
った。凝集剤としてＰＡＣを２００ｍｇ／Ｌ、アニオンポリマーを１ｍｇ／Ｌとなるよう
添加した。その結果、処理水ＣＯＤｃｒ、ＳＳ濃度は２０ｍｇ／Ｌ以下となり良好な処理
水質を達成した。
【００３４】
［比較例１］
　実施例２において、第２好気槽３の担体充填率を２５％とし、で第２好気槽担体への負
荷が１９ｋｇ－ＳＳ／ｍ３－担体／ｄとなったこと以外は同じ条件で運転を実施した。そ
の結果、捕食しきれない分散性細菌の流出により、第２好気槽出口ＳＳ濃度は３９０ｍｇ
／Ｌ、汚泥転換率は０．１５ｋｇ－ＳＳ／ｋｇ－ＣＯＤｃｒ(凝集剤分を除く)となった。
また、処理水ＳＳ濃度を２０ｍｇ／Ｌ以下にするのに必要な凝集剤添加量は、ＰＡＣは４
００ｍｇ／Ｌ、アニオンポリマーは２ｍｇ／Ｌまで増加した。
【００３５】
［比較例２］
　実施例２において、ＵＡＳＢ槽を２．６Ｌ、第２好気槽の担体充填率を５０％としたこ
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と以外は同じ条件で運転を実施した。その結果、嫌気処理槽出口では、溶解性ＣＯＤｃｒ
濃度＝５２０ｍｇ／Ｌ、全ＣＯＤｃｒ濃度＝７５０ｍｇ／Ｌ、ＳＳ濃度＝１５０ｍｇ／Ｌ
であった。好気処理部分のＣＯＤｃｒ容積負荷は７．５ｋｇ－ＣＯＤｃｒ／ｍ３／ｄ、溶
解性ＣＯＤｃｒ負荷５．２ｋｇ／ｍ３／ｄで運転した。第１好気槽処理水中のＳＳ濃度は
３７０ｍｇ／Ｌで第２好気槽担体への負荷が１４．８ｋｇ－ＳＳ／ｍ３－担体／ｄとなっ
ていた。
【００３６】
　その結果、捕食しきれない分散性細菌の流出により、第２好気槽出口ＳＳ濃度は４７０
ｍｇ／Ｌ、汚泥転換率は０．１８ｋｇ－ＳＳ／ｋｇ－ＣＯＤｃｒ(凝集剤分を除く)となっ
た。また、処理水ＳＳ濃度を２０ｍｇ／Ｌ以下にするのに必要な凝集剤添加量は、ＰＡＣ
は４００ｍｇ／Ｌ、アニオンポリマーは２ｍｇ／Ｌまで増加した。
【００３７】
　なお、実施例１，２及び比較例１，２の条件及び結果を表１に示す。
【００３８】



(8) JP 5862597 B2 2016.2.16

10

20

30

40

50

【表１】

【００３９】
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　以上の実施例及び比較例からも明らかな通り、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実現することができる。
【符号の説明】
【００４０】
　１　嫌気槽
　２　第１好気槽
　３　第２好気槽

【図１】

【図２】

【図３】
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