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(57)【要約】
　　【課題】運転効率の低下を抑制しつつ活性汚泥中の
溶存酸素量を増大させ得る有機性廃水処理装置および有
機性廃水処理方法の提供を課題としている。
　　【解決手段】散気機構には、生物処理槽に導入され
る液体が酸素を含む気体とともに加圧状態で生物処理槽
に噴出されるエジェクタが用いられており、しかも、前
記エジェクタは、前記液体の噴出により生物処理槽内に
下方流を形成させて該下方流に気泡を同伴させ得るよう
に、噴出方向を生物処理槽上方から下方に向けて前記生
物処理槽に備えられていることを特徴とする有機性廃水
処理装置および有機性廃水処理方法を提供する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
活性汚泥が収容されており有機性廃水が前記活性汚泥で好気的生物処理される生物処理槽
が備えられており、前記生物処理槽に収容されている活性汚泥中に酸素を含んだ気体によ
る気泡が形成され且つ前記活性汚泥に下方流が形成されて該下方流に同伴されて前記気泡
が生物処理槽中に拡散される散気機構が備えられている有機性廃水処理装置であって、
前記散気機構には、前記生物処理槽に導入される液体が前記気体とともに加圧状態で前記
生物処理槽に噴出されるエジェクタが用いられており、しかも、前記エジェクタは、前記
液体の噴出により生物処理槽内に下方流を形成させて該下方流に前記気泡を同伴させ得る
ように、前記噴出方向を前記生物処理槽上方から下方に向けて前記生物処理槽に備えられ
ていることを特徴とする有機性廃水処理装置。
【請求項２】
前記エジェクタにより生物処理槽に噴出される前記液体として、前記生物処理槽内の活性
汚泥を用い得るように、前記生物処理槽から前記エジェクタに活性汚泥が供給される活性
汚泥供給経路が形成されている請求項１記載の有機性廃水処理装置。
【請求項３】
前記生物処理槽には、前記エジェクタにより下方流が形成される下方流形成箇所と、該下
方流形成箇所以外の箇所とを仕切る仕切り壁が設けられており、前記エジェクタにより形
成された気泡を生物処理槽底部において下方流形成箇所から下方流形成箇所以外の箇所に
供給し得るように、下方流形成箇所と下方流形成箇所以外の箇所とが連通された連通部が
前記仕切り壁の生物処理槽底部側に形成されている請求項１または２に記載の有機性廃水
処理装置。
【請求項４】
前記生物処理槽の活性汚泥が濃縮液と透過液とに膜分離される膜分離装置がさらに備えら
れており、前記エジェクタが、前記膜分離装置で膜分離された濃縮液を導入して前記気体
とともに生物処理槽内に噴出し得るように形成されている請求項２または３に記載の有機
性廃水処理装置。
【請求項５】
前記エジェクタに生物処理槽内の活性汚泥を加圧状態で供給し得るように、前記生物処理
槽内の活性汚泥を吸引して圧送するポンプが前記散気機構に用いられており、しかも、前
記ポンプが前記生物処理槽外に備えられている請求項２乃至４のいずれか１項に記載の有
機性廃水処理装置。
【請求項６】
前記ポンプで前記活性汚泥を前記膜分離装置に導入して膜分離させた後に、該膜分離装置
で膜分離された濃縮液を前記エジェクタに加圧状態で供給して前記エジェクタから生物処
理槽に噴出させるべく、生物処理槽からポンプ、膜分離装置、エジェクタを経由して生物
処理槽に戻る活性汚泥の循環経路が形成されている請求項５記載の有機性廃水処理装置。
【請求項７】
活性汚泥が収容されている生物処理槽と、前記生物処理槽に収容されている活性汚泥中に
酸素を含んだ気体による気泡が形成され且つ前記活性汚泥に下方流が形成されて該下方流
に同伴されて前記気泡が生物処理槽中に拡散される散気機構とを用いて、有機性廃水を前
記生物処理槽で活性汚泥により好気的生物処理させる有機性廃水処理方法であって、
前記散気機構として、前記生物処理槽に導入される液体が前記気体とともに加圧状態で前
記生物処理槽に噴出されるエジェクタを用いて該エジェクタで生物処理槽内に前記気泡を
形成させるとともに、前記噴出方向を前記生物処理槽上方から下方に向けて前記エジェク
タを前記生物処理槽に備えさせた状態で前記エジェクタから前記液体を噴出させて生物処
理槽内に下方流を形成させ、該下方流に同伴させて生物処理槽中に前記気泡を拡散させる
ことを特徴とする有機性廃水処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、有機性廃水処理装置と有機性廃水処理方法に関し、より詳しくは、有機性廃
水が好気的生物処理される有機性廃水処理装置と有機性廃水処理方法とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、有機性廃水を生物処理する有機性廃水処理方法が広く採用されている。このよう
な生物処理においては、好気性微生物による好気処理や、嫌気性微生物による嫌気処理な
どが実施されており、この好気的な生物処理においては、例えば、有機性廃水にＢＯＤ資
化菌や硝化菌などの好気性微生物を含有させて活性汚泥の状態で貯留される生物処理槽と
、空気などの酸素が含有されている気体で生物処理槽内に気泡が形成され該気泡が生物処
理槽内に散気される散気機構とが用いられたりしている。
【０００３】
　この散気機構としては、効率よく生物処理槽中の溶存酸素量を増大させ得るものが求め
られており、従来、微細気泡を発生させる散気体や、散気体から発生させた気泡にせん断
を与えてさらに微細化させる攪拌翼が用いられたりしている。
　例えば、生物処理槽底部に散気体を配置し、生物処理槽内を攪拌するとともに散気体に
より形成される気泡を微細化させる攪拌翼を前記散気体の上側に配置して散気機構が形成
されたりしている。
【０００４】
　また、特許文献１には、生物処理槽内に縦型の筒状の仕切りが浸漬された状態で配され
、この縦型筒体の上端部に散気体が配され、縦型筒体の下端部に循環ポンプが配された有
機性廃水処理装置が記載されている。また、特許文献１には、この循環ポンプで縦型筒体
内の下方流を形成させるとともに散気体で気泡を発生させることにより、この下方流に前
記気泡を同伴させてと縦型筒体の下端部からこの縦型筒体で仕切られた領域外に気泡を拡
散させる散気を実施することが記載されている。
【０００５】
　また、特許文献２には、特許文献１の有機性廃水処理装置と同様の筒状の仕切りを生物
処理槽内に設け、この筒体の内部に下方流を形成させるための攪拌翼と、この攪拌翼の下
方で気泡を発生させる散気体とを設けた有機性廃水処理装置が記載されている。
【０００６】
　この特許文献１に記載されているような、液面に近い生物処理槽の上部側で気泡が発生
されて、該気泡が下方流に同伴されて一旦生物処理槽底部側に移動された後に浮上される
有機性廃水処理装置においては、気泡の滞留時間を長期化させ得るとともに生物処理槽の
底部で散気を実施する場合に比べて受ける水圧が低い状態で散気を行うことが出来る。
　一方で、特許文献１に記載されている有機性廃水処理装置においては、粗大な気泡が発
生された場合に、この粗大な気泡が下方流に同伴されずにそのまま浮上してしまい、溶存
酸素量を十分増大させることができなくなるおそれがある。
【０００７】
　また、特許文献２に記載されているような有機性廃水処理装置においては、攪拌翼の下
方で気泡が形成されることから粗大気泡が発生された場合にも攪拌翼でせん断されて粗大
気泡が微細化される反面気泡の発生箇所を液面に近い生物処理槽の上部側とすることが困
難で気泡の発生のための動力が増大されることとなる。
　しかも、通常、攪拌翼を用いる場合には旋回流が形成されることとなり、同じような下
方流を形成させる場合においては、循環ポンプに比べて攪拌翼を用いる場合の方が多くの
エネルギーを必要とすることから特許文献２に記載されているような有機性廃水処理装置
においては、運転動力を増大させてしまうおそれを有している。
【０００８】
　このように、活性汚泥に下方流が形成され、この下方流に同伴されて気泡が生物処理槽
中に拡散される散気機構が備えられている従来の有機性廃水処理装置あるいはこのような
有機性廃水処理装置を用いた従来の有機性廃水処理方法においては、運転効率の低下を抑
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制しつつ活性汚泥中の溶存酸素量を増大させることが困難であるという問題を有している
。
【０００９】
【特許文献１】実開平６－８１６９９号公報
【特許文献２】特開平５－２５３５９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、活性汚泥が収容されており有機性廃水が前記活性汚泥で好気的生物処理され
る生物処理槽が備えられており、前記生物処理槽に収容されている活性汚泥中に酸素を含
んだ気体による気泡が形成され且つ前記活性汚泥に下方流が形成されて該下方流に同伴さ
れて前記気泡が生物処理槽中に拡散される散気機構が備えられている有機性廃水処理装置
ならびにこのような有機性廃水処理装置を用いた有機性廃水処理方法において、運転効率
の低下を抑制しつつ活性汚泥中の溶存酸素量を増大させることを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、上記課題を解決するために、活性汚泥が収容されており有機性廃水が前記活
性汚泥で好気的生物処理される生物処理槽が備えられており、前記生物処理槽に収容され
ている活性汚泥中に酸素を含んだ気体による気泡が形成され且つ前記活性汚泥に下方流が
形成されて該下方流に同伴されて前記気泡が生物処理槽中に拡散される散気機構が備えら
れている有機性廃水処理装置であって、前記散気機構には、前記生物処理槽に導入される
液体が前記気体とともに加圧状態で前記生物処理槽に噴出されるエジェクタが用いられて
おり、しかも、前記エジェクタは、前記液体の噴出により生物処理槽内に下方流を形成さ
せて該下方流に前記気泡を同伴させ得るように、前記噴出方向を前記生物処理槽上方から
下方に向けて前記生物処理槽に備えられていることを特徴とする有機性廃水処理装置を提
供する。
【００１２】
　本発明は、また、上記課題を解決するために活性汚泥が収容されている生物処理槽と、
前記生物処理槽に収容されている活性汚泥中に酸素を含んだ気体による気泡が形成され且
つ前記活性汚泥に下方流が形成されて該下方流に同伴されて前記気泡が生物処理槽中に拡
散される散気機構とを用いて、有機性廃水を前記生物処理槽で活性汚泥により好気的生物
処理させる有機性廃水処理方法であって、前記散気機構として、前記生物処理槽に導入さ
れる液体が前記気体とともに加圧状態で前記生物処理槽に噴出されるエジェクタを用いて
該エジェクタで生物処理槽内に前記気泡を形成させるとともに、前記噴出方向を前記生物
処理槽上方から下方に向けて前記エジェクタを前記生物処理槽に備えさせた状態で前記エ
ジェクタから前記液体を噴出させて生物処理槽内に下方流を形成させ、該下方流に同伴さ
せて生物処理槽中に前記気泡を拡散させることを特徴とする有機性廃水処理方法を提供す
る。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、生物処理槽に導入される液体が酸素を含有する気体とともに加圧状態
で前記生物処理槽に噴出されるエジェクタが気泡の形成ならびに下方流の形成に用いられ
ていることから、酸素を含有した気体との気液混合状態で生物処理槽に導入される液体を
生物処理槽に対して噴出させることができ、しかも、加圧された状態で液体が噴出される
ことから、この液体に対してより多くの酸素を溶存させ得る。
　しかも、エジェクタから噴出される液体あるいはこの液体に含まれる気泡の初速、すな
わち、エジェクタから噴出された直後の液体あるいは気泡の移動速度は、下方流の速度よ
りも、通常、極めて高速となることから、この噴出直後の高速移動時に気泡がせん断を受
けて微細化されることとなり、生物処理槽に微細気泡を発生させることができて、活性汚
泥中の溶存酸素量を増大させ得る。
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　さらに、エジェクタを用いる場合には、循環ポンプなど旋回流の形成にエネルギー消費
されるおそれが抑制された手段をその運転動力として採用することができることから、攪
拌翼が下方流の形成手段に用いられている従来の有機性廃水処理装置に比べて運転効率を
向上させ得る。
　しかも、エジェクタを用いる場合には、自吸式など液の流れにより空気を吸い込む方式
を採用し得ることから、散気板が酸素供給手段に用いられる従来の有機性廃水処理装置に
比べて酸素供給にかかる使用動力の低減を図り得る。
　すなわち、運転効率の低下を抑制しつつ活性汚泥中の溶存酸素量を増大させ得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下に、本発明の好ましい実施の形態について図を参照しつつ説明する。
　まず、図１を参照しつつ、本発明の第一の実施形態に用いる有機性廃水処理装置につい
て説明する。
　図１は、第一実施形態における有機性廃水処理装置１の構成を示すブロック図であり、
２は、有機性廃水が活性汚泥で好気的生物処理される生物処理槽である曝気槽を表してい
る。
　３は、曝気槽２内に収容されている活性汚泥中に酸素を含んだ気体による気泡Ｂを形成
し、しかも、活性汚泥に下方流Ｆを形成させて該下方流Ｆに同伴させて気泡Ｂを曝気槽２
中に拡散させるべく有機性廃水処理装置１に備えられている散気機構である。
　４は、活性汚泥を導入してろ過を実施して活性汚泥の固形分濃度（汚泥濃度）が高めら
れた濃縮液と固形分が除去された透過液とに分離するためのろ過膜を備えた膜分離装置で
ある。
【００１５】
　前記曝気槽２には、有機性廃水（以下「被処理水」ともいう）を生物処理するための好
気性微生物が活性汚泥状態で収容されており、槽中央部には、上下の両端部を開放させて
形成されている中空縦型円筒形状の仕切り壁２１（以下「縦型円筒体２１」ともいう）が
その上端部を曝気槽２の活性汚泥の液面下に没した状態で且つ下端部を曝気槽２の底面よ
りも上方に位置させた状態で活性汚泥中に浸漬されて配されている。すなわち、曝気槽２
は、この縦型円筒体２１によりその中央部分が他の部分と仕切られた状態となっているが
、この縦型円筒体２１内部と、縦型円筒体２１外部とは、縦型円筒体２１の曝気槽２の上
部側および底部側とにおいて活性汚泥の流通可能な連通状態が形成されている。
【００１６】
　前記散気機構３は、曝気槽２に収容されている活性汚泥を吸引するための吸引口と該吸
引した活性汚泥を吐出するための吐出口とを備え、活性汚泥を吸引して圧送すべく形成さ
れている循環ポンプＰと、該循環ポンプＰから吐出された活性汚泥を空気とともに加圧状
態で噴出する自吸式エジェクタ３１（以下単に「エジェクタ３１」ともいう）とが用いら
れて構成されている。
　また、散気機構３には、活性汚泥を曝気槽２から循環ポンプＰに搬送するための活性汚
泥吸引配管Ｌ１と、活性汚泥を循環ポンプＰからエジェクタ３１に搬送するための活性汚
泥吐出配管Ｌ２とが用いられている。
　そして、この活性汚泥吸引配管Ｌ１の一端部が曝気槽２に開口され、他端部が循環ポン
プＰの吸引口に連結され、活性汚泥吐出配管Ｌ２の一端部が循環ポンプＰの吐出口に連結
され、他端部がエジェクタ３１に連結されている。
　すなわち本実施形態の有機性廃水処理装置１では、曝気槽２に導入される液体として活
性汚泥が用いられるべく、曝気槽２から循環ポンプＰにより活性汚泥吸引配管Ｌ１と活性
汚泥吐出配管Ｌ２とを経由してエジェクタ３１に活性汚泥が供給される活性汚泥供給経路
が形成されており、前記散気機構３は、該活性汚泥供給経路を通じてエジェクタ３１に供
給された活性汚泥を加圧状態で曝気槽２に向かって噴出させ得るように形成されている。
【００１７】
　この散気機構３に用いられる循環ポンプＰは、メンテナンスが容易となるように、曝気
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槽外に設置されており、この循環ポンプＰとしては、例えば、タービン式ポンプ、レシプ
ロ式ポンプ、ロータリーポンプなどの一般的なポンプを使用することができる。
【００１８】
　前記膜分離装置４は、この活性汚泥の循環経路において活性汚泥の膜分離を実施すべく
曝気槽２外に備えられており、前記循環ポンプＰから圧送された活性汚泥を導入して、内
部のろ過膜を透過させる浸透圧力として前記循環ポンプＰの圧力を利用して、汚泥濃度の
高められた濃縮液と、ろ過膜を透過した透過液とに膜分離をして透過液を後段の処理に向
けて排出するとともに、濃縮液をエジェクタ３１に導入させるべく活性汚泥吐出配管Ｌ２
の中間位置で活性汚泥吐出配管Ｌ２に接続されている。
　したがって、この第一実施形態の有機性廃水処理装置１においては、曝気槽２から循環
ポンプＰ、膜分離装置、エジェクタ３１を経由して曝気槽２に戻る活性汚泥の循環経路が
形成されている。
　なお、前記ろ過膜には、一般的に固形物と水との分離に用いられるものを使用すること
ができ、例えば、精密ろ過膜や限外ろ過膜などを用いることができる。
【００１９】
　前記エジェクタ３１は、図２にその断面図を示すように、内部に活性汚泥（濃縮液）を
流通させ得るように全体が中空円管状に形成されており、活性汚泥の流通方向に向かって
その円形断面が縮径するノズル部３１ａと、断面が活性汚泥の流通方向に一定となる直管
構造に形成された混合部３１ｂと、活性汚泥の流通方向に向かって拡径するよう形成され
たデフューザ部３１ｃとを有している。
　そして、このノズル部３１ａの活性汚泥の流通方向先端側の最も縮径された箇所の内径
と、デフューザ部３１ｃの活性汚泥の流通方向根元側の最も径小な箇所の内径と混合部３
１ｂの内径が同一径に形成されており、ノズル部３１ａの先端部とデフューザ部３１ｃの
後端部とを連結すべく混合部３１ｂが配されている。
　また、デフューザ部３１ｃは、その最も径大となる先端部から活性汚泥を噴出すべく該
先端部が開放状態に形成されている。
　すなわち、このエジェクタ３１は、ノズル部３１ａ、混合部３１ｂ、デフューザ部３１
ｃの順に活性汚泥を通過させるべく形成されており、このエジェクタ３１における活性汚
泥の流路は、活性汚泥の流通方向に向かって、前記ノズル部３１ａにおいて徐々に狭めら
れ、最も狭められた状態が混合部３１ｂで維持された後に、デフューザ部３１ｃで徐々に
拡張されることとなる。
【００２０】
　また、エジェクタ３１内部に空気を供給するための空気供給配管３１ｄが前記ノズル部
３１ａの中心部に活性汚泥の流通方向に沿って延在された状態で備えられており、該空気
供給配管３１ｄは、一端部が、ノズル部３１ａと混合部３１ｂとの接合位置よりもややノ
ズル部３１ａ側に移動した位置で開口しており、他端はエジェクタ３１外部で大気に開口
されており、前記ノズル部３１ａから混合部３１ｂへと活性汚泥が流動する際にノズル部
３１ａに位置する開口端部に負圧が生じて、自動的にエジェクタ３１外部から空気が吸気
され、このノズル部３１ａと混合部３１ｂとの接合位置近傍に気泡を発生させるように備
えられている。
【００２１】
　また、このエジェクタ３１は、下向きの状態、すなわち、デフューザ部３１ｃからの活
性汚泥噴出方向が下向きとなった状態で、有機性廃水処理装置１に備えられている。
　しかも、このデフューザ部３１ｃの開放端３１ｅ（以下「噴出口３１ｅ」ともいう）を
前記縦型円筒体２１の上端開口部の中心に位置させて、活性汚泥を縦型円筒体２１内部に
向けて噴出させ得るように縦型円筒体２１上端よりもさらに上部側に配されている。
【００２２】
　このエジェクタ３１の設置位置は、通常、前記噴出口３１ｅが曝気槽２に収容されてい
る活性汚泥の液面より下方１ｍ以内とされ、好ましくは０．５ｍ以内とされる。
【００２３】
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　前記活性汚泥吸引配管Ｌ１や、前記活性汚泥吐出配管Ｌ２については、有機性廃水処理
装置１に広く一般に用いられるものを用いることができる。
【００２４】
　なお、ここでは詳述しないが、上記に説明した以外に最初沈殿池、バースクリーン、メ
ッシュスクリーンなどの異物除去手段、原水槽、受水槽、凝集槽などの貯留手段、温度制
御機構、流量制御機構など各種制御機構など一般の廃水処理に用いられている機構を適宜
設けることも可能である。
【００２５】
　次いで、上記に説明したような、有機性廃水処理装置１を用いた有機性廃水処理方法に
ついて説明する。
【００２６】
　まず、被処理水を曝気槽２に導入して生物処理させるとともに、前記循環ポンプ３で曝
気槽２内の活性汚泥を吸引して前記膜分離装置４に導入させる。
　この膜分離装置４に導入させた活性汚泥を、例えば、濃縮液の汚泥濃度が５０００～２
００００ｍｇ／Ｌとなる程度にまで濃縮させてエジェクタ３１に供給する。
　このエジェクタ３１では、その内部にこの濃縮液を流通させることにより、まず、ノズ
ル部３１ａにおいて流路を狭めて流速を増大させて、この増大された流速での濃縮液の流
動により、空気供給配管３１ｄから空気を自動的に吸引させて混合部３１ｂで濃縮液と空
気との気液混合状態とさせる。
【００２７】
　この混合部３１ｂを通過させることで気液混合状態となっている濃縮液を加圧状態とさ
せて酸素の溶存を促進させ、デフューザ部３１ｃから噴出させる。
　この、デフューザ部３１ｃは、上記に説明したように下向き状態で、前記縦型円筒体２
１の上端開口部の中心に位置させて配されており、この気液混合状態の濃縮液を噴出口３
１ｅから噴出させて、縦型円筒体２１内部に下方流Ｆを形成させるとともに、該下方流Ｆ
に気泡Ｂを同伴させて曝気槽２の底部に到達させる。
　この縦型円筒体２１内部と外部とは曝気槽２底部において連通しており、この曝気槽２
底部の連通部２１ａを通じて、曝気槽２の底部に到達させた気泡Ｂを、下方流Ｆの形成さ
れている縦型円筒体２１内部からその周囲に拡散させ、液面まで浮上させて破泡させる。
【００２８】
　このようにして、循環ポンプＰで活性汚泥を曝気槽２から膜分離装置４を通じてエジェ
クタ３１から噴出させて曝気槽２に戻すという活性汚泥の循環と散気とを実施しつつ、こ
の曝気槽２に導入させた被処理水を曝気槽２で好気的生物処理させるとともに好気的生物
処理された処理水を膜分離装置４から透過液として系外に排出させる有機性廃水処理方法
を実施する。
【００２９】
　なお、上記実施形態においては、自吸式のエジェクタを用いていることから、給気のた
めの動力をいっそう低減させ得るという効果を奏する。
　一方で、空気など酸素を含有する気体の供給量の調整を容易なものとさせるべく、エジ
ェクタにブロアを用いて強制的に空気を供給させるようしてもよく、また、空気に代えて
モルキュラーシーブでのＰｒｅｓｓｕｒｅ　Ｓｗｉｎｇ　Ａｄｓｏｒｐｔｉｏｎ（ＰＳＡ
）方式よる酸素発生装置や酸素富化膜方式による酸素発生装置等を用いて、高濃度に酸素
を含んだガスを供給するようしてもよい。
【００３０】
　また、上記実施形態においては、下方流の形成箇所を他の箇所から仕切る仕切り壁（縦
型円筒体）を用いていることから、下方流と、該下方流に同伴させる気泡とを曝気槽の底
部にまでより確実に誘導させるという効果を奏する。
　なお、本発明においては、生物処理槽を仕切り壁が設けられているものに限定するもの
ではなく、仕切り壁を設けることなくエジェクタの吐出力のみにより下方流を形成させて
もよい。
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【００３１】
　さらに、上記実施形態においては、循環ポンプとエジェクタとの間において膜分離装置
にて膜分離を実施して、曝気槽（生物処理槽）の活性汚泥よりも汚泥濃度が向上された濃
縮液をエジェクタで曝気槽に噴出させていることから、噴出させる活性汚泥（濃縮液）の
粘度が高められ、噴出時によりせん断が生じやすく気泡や活性汚泥のフロックが微細化さ
れるという効果を奏する。
　しかも、粘度の高い活性汚泥で気泡を包囲させることから、より高い表面張力を気泡に
作用させて気泡の内圧を高めて酸素をより多く溶存させ得るとともに、活性汚泥中の微生
物と酸素との接触効率が高まり処理水質も向上するという優れた効果を奏する。
　なお、本実施形態においては上記のような優れた効果を発揮させ得る点において、膜分
離装置を用いた場合を例に説明しているが、本発明においては、膜分離装置を用いること
なく、有機性廃水処理装置を構成させることも可能である。
【００３２】
　また、上記第一実施形態においては、散気機構を安定した運転状態とさせやすいことか
ら、曝気槽中の活性汚泥のみを循環ポンプで吸引して、エジェクタで生物処理槽に噴出さ
せる場合を例に説明したが、本発明においては、エジェクタを通じて曝気槽（生物処理槽
）に導入される液体を曝気槽中の活性汚泥のみに限定するものではなく、例えば、曝気槽
中の活性汚泥を槽外に排出させたものに有機性廃水を混合した混合液をエジェクタで曝気
槽に噴出させるようにしてもよく、また、後段の処理からこの曝気槽に返送汚泥などが導
入される場合には、曝気槽中の活性汚泥とこの返送汚泥を混合した混合液をエジェクタで
曝気槽に噴出させるようにしてもよい。
　さらには、曝気槽中の活性汚泥をエジェクタに供給することなく、有機性廃水のみ、返
送汚泥のみ、あるいは、有機性廃水と返送汚泥とを混合した混合液のみをエジェクタで気
泡とともに曝気槽に導入させるように有機性廃水処理装置を構成させることも可能である
。
【００３３】
　次いで、図３を参照しつつ、第二の実施形態について説明する。
　図３は、生物処理槽（曝気槽）の断面斜視図であり、図１、図２中で用いた符号と同一
の符号のものは図１、図２と同様の機能を有する構成要素を示している。
【００３４】
　上記の第一実施形態においては、縦型円筒形状の仕切り壁が槽中央部に配されていたが
、この第二実施形態においては、曝気槽２を横断するよう垂設された板状の仕切り壁２１
’が、活性汚泥の収容スペースが直方体形状に形成された曝気槽２を二分するようにして
曝気槽２に配されている。
　しかも、この板状の仕切り壁２１’は、その上端部を曝気槽２に収容されている活性汚
泥の液面よりも上方に突出させた状態で曝気槽２に備えられていることから、曝気槽２の
液面については、この板状の仕切り壁２１’によって二分された状態となっている。
　すなわち、第二実施形態の曝気槽２は、上面視において、二つの矩形領域が仕切り壁２
１’を解して隣接された状態となっている。
　一方で、仕切り壁２１’の下端は、第一実施形態の仕切り壁と同様に、曝気槽２の底部
よりも上方側に位置しており、この仕切り壁２１’の下端と曝気槽２の底部との間に連通
部２１ａ’が形成されている。
【００３５】
　また、第二実施形態の曝気槽２は、上面視における二つの矩形領域が不均等な大きさと
なるように、曝気槽２を二等分する仮想線よりもいずれか一方の壁面側に近寄った状態で
前記仕切り壁２１’が曝気槽２に設けられている。
　したがって、一方の矩形領域は、他方の矩形領域に比べて狭幅に形成されており、この
上面視狭幅に形成された狭幅領域側に管状のエジェクタ３１’が狭幅領域の長さ方向に沿
って延在された状態で活性汚泥中に浸漬されて配されている。
　この管状のエジェクタ３１’から、下方に向けて活性汚泥が気液混合状態で噴出される
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【００３６】
　すなわち、この第二実施形態の曝気槽２においては、この上面視狭幅領域となっている
側が、第一実施形態における縦型円筒体２１内部と同じく下方流形成領域２Ｄとなり、狭
幅領域よりも広幅に形成された側（以下「広幅領域」ともいう）が第一実施形態における
縦型円筒体２１周囲の領域と同じく、前記下方流形成領域２Ｄの下方流に同伴されて槽底
部に流動された気泡が浮上する気泡浮上領域２Ｕとなる。
【００３７】
　この第二実施形態の曝気槽２を備えた有機性廃水処理装置を用いて有機性廃水処理を実
施する場合には、第一実施形態と同様の有機性廃水処理方法を採用することができる。
　例えば、循環ポンプＰで活性汚泥を曝気槽２の気泡浮上領域２Ｕ側から吸引して曝気槽
２外の膜分離装置４に搬送し、該膜分離装置４で濃縮された濃縮液を活性汚泥吐出配管Ｌ
２から管状エジェクタ３１’に導入して、空気供給配管３１ｄ’から供給された空気とと
もに曝気槽２の下方流形成領域２Ｄにおいて下向きに噴出させ、該噴出により下方流形成
領域２Ｄに下方流Ｆを形成させ、気泡Ｂを前記下方流Ｆに同伴させて曝気槽２底部の連通
部２１ａ’を通じて気泡浮上領域２Ｕ側に導入させて浮上させるという活性汚泥の循環と
散気とを実施する方法を採用し得る。
　また、この曝気槽２に導入させた被処理水を上記のようにして好気的生物処理させると
ともに好気的生物処理された処理水を膜分離装置４から透過液として系外に排出させる点
も同様に実施し得る。
【００３８】
　上記第一実施形態において説明したような変更点、改良点については、この第二実施形
態においても採用することができ、第一実施形態において説明したような各構成に基づく
効果もこの第二実施形態でも同様に発揮させることができる。
　また、例えば、第一実施形態においては、上端部が活性汚泥中に浸漬された状態で縦型
円筒形状の仕切り壁を用いる場合を例に説明し、第二実施形態においては、上端部が活性
汚泥の液面から上方に突出させた状態で板状の仕切り壁を用いる場合を例に説明したが、
第一実施形態で説明した縦型円筒形状の仕切り壁を第二実施形態の仕切り壁のようにその
上端部を活性汚泥の液面から上方に突出させた状態で用いることもでき、第二実施形態に
示したような板状の仕切り壁を第一実施形態の仕切り壁のようにその上端部を活性汚泥中
に浸漬させた状態で用いることも可能である。
　また、有機性廃水処理装置を生物処理槽に仕切り壁を用いない態様とさせ得る点につい
ては従前述べた通りである。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】第一実施形態の有機性廃水処理装置を示す概略図。
【図２】同実施形態のエジェクタの構造を示す断面図。
【図３】第一実施形態の有機性廃水処理装置を示す概略断面斜視図。
【符号の説明】
【００４０】
　１：有機性廃水処理装置、２：生物処理槽（曝気槽）、２Ｄ：下方流形成領域、２Ｕ：
気泡浮上領域、３：散気機構、４：膜分離装置、２１、２１’：仕切り壁、２１ａ、２１
ａ’：連通部、３１、３１’：エジェクタ、B：気泡、Ｆ：下方流
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