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(54)【発明の名称】排水の高度浄化方法とその装置
(57)【要約】
【課題】

低コストで、かつ無電力でも効率的な脱窒反

応を可能とする、排水の高度浄化方法とそのための装置
を提供する。
【解決手段】

嫌気ろ床と好気性土壌トレンチとを備え

た処理ユニットを自然流下の勾配で複数段階に連設して
排水浄化を行う方法であって、被処理原水を、たとえば
流入排水のＣ／Ｎ比に基づいて、硝酸性窒素に対する炭
素量が３倍程度になるように各段階の処理ユニットに分
配導入して効率的に脱窒させる。
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【特許請求の範囲】

【０００３】このような排水の浄化処理については、従

【請求項１】

嫌気ろ床と好気性土壌トレンチとを備え

来より様々な観点より検討が進められてきており、嫌気

た処理ユニットを自然流下の勾配で複数段階に連設して

性あるいは好気性処理のための数多くの方法や装置が提

排水浄化を行う方法であって、被処理原水を各段階の処

案されている。しかしながら、従来の方法や装置の場合

理ユニットに分配導入して効率的に脱窒反応させること

には、処理設備に大規模なコストが必要とされ、かつ電

を特徴とする排水の高度浄化方法。

力等のエネルギー消費も大きいという問題があった。ま

【請求項２】

被処理原水としての流入排水のＣ／Ｎ比

た、従来の方法および装置の場合には、脱窒反応が実際

に基づいて、硝酸性窒素に対する炭素量が３倍程度にな

的に満足できるだけの効率で進行し難いという問題があ

るように各段階の処理ユニットに分配導入することを特
徴とする請求項１の排水の高度浄化方法。
【請求項３】

った。
10

流入排水のＣ／Ｎ比の変動に基づいて分

【０００４】そこで、この出願の発明は、以上のとおり
の従来の問題点を解消し、低コストで、かつ無電力でも

配導入量を調整する請求項２の排水の高度浄化方法。

効率的な脱窒反応を可能とする、排水の高度浄化方法と

【請求項４】

そのための装置を提供することを課題としている。

処理ユニットを二段階または三段階に配

置する請求項１ないし３のいずれかの排水の高度浄化方

【０００５】

法。

【課題を解決するための手段】この出願の発明は、上記

【請求項５】

最終処理水の窒素濃度を１０ｍｇ／ｌ以

の課題を解決するものとして、第１には、嫌気ろ床と好

下とする請求項１ないし４のいずれかの排水の高度浄化

気性土壌トレンチとを備えた処理ユニットを自然流下の

方法。

勾配で複数段階に連設して排水浄化を行う方法であっ

【請求項６】

嫌気ろ床と好気性土壌トレンチとを備え

た処理ユニットを自然流下の勾配で複数段階に連設した

て、被処理原水を各段階の処理ユニットに分配導入して
20

効率的に脱窒反応させることを特徴とする排水の高度浄

排水浄化装置であって、被処理原水を各段階の処理ユニ

化方法を提供する。

ットに分配導入分配ユニットを有し、各段階の処理ユニ

【０００６】また、この出願の発明は、上記方法につい

ットにおいて効率的に脱窒反応させるようにしたことを

て、第２には、被処理原水としての流入排水のＣ／Ｎ比

特徴とする排水の高度浄化装置。

に基づいて、硝酸性窒素に対する炭素量が３倍程度にな

【請求項７】

被処理原水としての流入排水のＣ／Ｎ比

るように各段階の処理ユニットに分配導入することを特

に基づいて、硝酸性窒素に対する炭素量が３倍程度にな

徴とする排水の高度浄化方法を、第３には、流入排水の

るように各段階の処理ユニットに分配導入する排水比例

Ｃ／Ｎ比の変動に基づいて分配導入量を調整する排水の

分配槽が分配ユニットとして配置されていることを特徴

高度浄化方法を、第４には、処理ユニットを二段階また

とする請求項６の排水の高度浄化装置。

は三段階に配置する排水の高度浄化方法を、第５には、

【請求項８】

流入排水のＣ／Ｎ比の変動に基づいて分

30

最終処理水の窒素濃度を１０ｍｇ／ｌ以下とする排水の

配導入量を調整する調整機構が排水比例分配槽に備えら

高度浄化方法を提供する。

れている請求項７の排水の高度浄化装置。

【０００７】そして、この出願の発明は、第６には、嫌

【請求項９】

処理ユニットが二段階または三段階に配

気ろ床と好気性土壌トレンチとを備えた処理ユニットを

置されている請求項６ないし８のいずれかの排水の高度

自然流下の勾配で複数段階に連設した排水浄化装置であ

浄化装置。

って、被処理原水を各段階の処理ユニットに分配導入分

【請求項１０】

最終処理水の窒素濃度が１０ｍｇ／ｌ

配ユニットを有し、各段階の処理ユニットにおいて効率

以下とされる請求項６ないし９のいずれかの排水の高度

的に脱窒反応させるようにしたことを特徴とする排水の

浄化装置。

高度浄化装置を提供し、第７には、被処理原水としての

【発明の詳細な説明】
【０００１】

流入排水のＣ／Ｎ比に基づいて、硝酸性窒素に対する炭
40

素量が３倍程度になるように各段階の処理ユニットに分

【発明の属する技術分野】この出願の発明は、排水の高

配導入する排水比例分配槽が分配ユニットとして配置さ

度浄化方法とその装置に関するものである。さらに詳し

れていることを特徴とする排水の高度浄化装置を、第８

くは、この出願の発明は、低コスト、かつ無電力で、効

には、流入排水のＣ／Ｎ比の変動に基づいて分配導入量

率的に脱窒反応を可能とする排水の高度浄化方法とその

を調整する調整機構が排水比例分配槽に備えられている

装置に関するものである。

排水の高度浄化装置を、第９には、処理ユニットが二段

【０００２】

階または三段階に配置されている排水の高度浄化装置

【従来の技術とその課題】従来より、環境問題の一つと

を、第１０には、最終処理水の窒素濃度が１０ｍｇ／ｌ

して排水の浄化が大きな課題になっており、特に富栄養

以下とされる排水の高度浄化装置を提供する。

化排水の処理は、河川、湖沼の浄化にとって緊急を要す

【０００８】

る問題になっている。
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【発明の実施の形態】この出願の発明においては、排水

( 3 )
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3

4

中の炭素、リンとＳＳ分を高効率に浄化できる嫌気ろ床

【００１４】実際の排水処理場においてＣ／Ｎ比の異な

・好気土壌トレンチを備えたユニットを自然流下の勾配

る数ケ所の排水からなる複合原水として流入する場合

で、たとえば２〜３級の複数段階に組み合わせている。

に、ある一ケ所の排水の量あるいは成分の変動により複

【０００９】添付した図面の図１および図２は、各々、

合原水のＣ／Ｎ比が変動し、その変動が原因となって第

前記の処理ユニット、すなわち嫌気ろ床と好気性土壌ト

一段、第二段の出口の硝酸性窒素の量も連動し、Ｃ／Ｎ

レンチの組合わせを備えた処理ユニトを二段および三段

比は３にならなくなり硝酸性窒素の脱窒の効率が落ちる

に自然流下の勾配で連続配置した例を示している。

ことがある。そこでこの出願の発明では、事前に流入排

【００１０】そして、この図１および図２の例において

水のＣ／Ｎ比を測定し、Ｃ／Ｎ比の変動に基づき、排水

は、前記の分配ユニットとして、排水比例分配槽を備え
てもいる。この図１および図２の例の場合には、流入排

比例配分槽での比例調整機構の調整によって原水の各段
10

への排水の量を再調整することが考慮される。これによ

水のＣ／Ｎ比に基づき、排水を比例して分配するように

り、Ｃ／Ｎ比を３とし、その硝酸性窒素の脱窒の効率を

するが、たとえば第二段および必要に応じて第三段の入

回復させることができる。「比例調整機構」とは実際の

口において硝酸性窒素の約３倍の炭素が含まれるように

現場の原水のＣ／Ｎの変動に対して各段への排水の量を

排水の量を分配して導入するようにし、嫌気ろ床におい

再調整することにより硝酸性窒素の脱窒の効率を回復さ

て効率的に脱窒反応が行われるようにする。ここで「比

せるための機構である。

例分配」とは、生活排水が先に排水比例分配槽を通り、

【００１５】そこで以下に実施例を示し、さらに詳しく

この排水比例分配槽で第一段と第二段の出口の硝酸性窒

発明の形態について説明する。

素の量に応じ、炭素が含まれるように排水の量を第一段

【００１６】

と第二段さらには第三段に分配し、すなわち各段への一

【実施例】図３に具体例としての処理施設の処理フロー

定で排水の量を分配することを意味している。

20

の構成を例示したものである。また、図４は、この施設

【００１１】そして、より好適には、この比例分配に際

の具体的な平面構造を示したものである。

しては、嫌気ろ床に硝酸性窒素の３倍有機性炭素源の確

【００１７】規模が７人程度で、処理水量が約１．４ｍ

保する。すなわち適正的Ｃ／Ｎを確保する。特にこの発

3

明の浄化方法では、第二段、さらには第三段の嫌気ろ床

壌トレンチが毛細管法の集水式処理施設で、水量負荷は

の入口において硝酸性窒素の薬３倍の炭素が含まれるよ

１００〜２００Ｌ・ｄａｙ

うに排水の量を提供することが望ましいのである。特に

皿の両側の微生物反応区の下に直径８〜１０ｃｍの多孔

好ましくは、最終処理水の窒素が１０ｍｇ／ｌ以下まで

通気管を設置した。強制通気系としてトイレットファン

除去できるようにする。これによって、低コスト、無電

で強制換気し、自然通気系としてトイレット回転式ベン

力の特徴を有する排水の高度浄化方法とその装置が実現

チレーターを設置して自然の風を利用して換気するよう

される。

30

／ｄａｙ

‑ 1

であり、嫌気濾床のＨＲＴが２４時間、土
‑ 1

とした。土壌トレンチの受

に設定した。土壌トレンチでは土壌の通気性を改善する

【００１２】システムの運転においては、流入排水のＣ

ために火山灰土壌と籾殻が９：１の比率になるように混

／Ｎ比に基づき、前記のとおり、第二段階以降の各段の

合した通気性土壌を使用した。散水管周辺の汚濁負荷高

入口の硝酸性窒素の約３倍の炭素が含まれる排水量を排

い区域の嫌気性を改善するために均一散水する毛細促進

水比例分配槽から導入し、嫌気ろ床で効率的に脱窒反応

ろ材を使用した。土壌トレンチの上部にガス回収する１

が行われるようにする。排水中に含まれる窒素は好気土

８Ｌの密閉チャンバーを設置した。土壌トレンチは三列

壌トレンチで硝酸性窒素になり、嫌気ろ床で脱窒反応が

に分けて、第一列は非通気系とし、他の二列は土壌トレ

行われる。すなわち、排水の窒素を各段に適切に分配す

ンチの受皿の両側の微生物反応区の下に多孔管を設置

ることにより嫌気ろ床で効率的に脱窒反応が行われるよ

し、第二列は強制通気系として風量９００ｌ・ｍｉｎ

うになる。排水中のＣ／Ｎ比は、３倍程度とすることが

・ｍ

望ましく、３以上の場合は、排水比例分配槽から導入さ

‑ 3
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‑ 1

のトイレットファンで出口から多孔管に強制換気

する（入口は開口）ようにし、第三列は自然通気系とし

れる排水量が段階的に低くなり、また、各段での硝酸性

回転式ベンチレーターを設置して自然の風を利用して出

窒素と炭素の比が適正となり、効率的に脱窒反応が行わ

口から多孔管に換気する（入口は開口）ように設定し

れることにより、最終段の処理水の窒素濃度が１０ｍｇ

た。処理施設の排水負荷と処理性能が安定していること

／ｌ以下まで浄化できるようになる。

を確認した上で、土壌トレンチの処理水質と発生したＣ

【００１３】また、Ｃ／Ｎ比の異なる排水が複合された

Ｈ4 ，Ｎ2 Ｏガスのサンプルを採取し、８回／月の頻度

排水においては、事前に流入排水のＣ／Ｎ比を測定し、

で測定を行った。

Ｃ／Ｎ比の変動に基づき、排水を比例調整機構付き排水

【００１８】その結果、以下に要約されるとおりの成果

比例分配槽から各段に導入させる排水量を手動で調整す

を得た。

ることにより、Ｃ／Ｎ比の変動或は窒素濃度の変動に対

（１）嫌気濾床・土壌トレンチの処理水は、ＢＯＤ

応し、効率的に脱窒反応を行われることが可能となる。
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９．６ｍｇ・ｌ

‑ 1

（除去率９６％）、Ｔ−Ｎ

１１．３

( 4 )

特開２００１−７０９８２

5
ｍｇ・ｌ
ｌ

‑ 1

‑ 1

6

（除去率７４％）、Ｔ−Ｐ

（除去率９７％）、ＳＳ

０．１６ｍｇ・

４．２ｍｇ・ｌ

‑ 1

により、再利用処理水基準を十分に満足する高度処理水

（除去

質が得られ、従来型の土壌トレンチと比べると微量通

率９９％）程度の高度な水質であり、特にＴ−Ｎの除去

気、通気性土壌、均一散水等対策を適用することにより

率が従来に比べて大幅に向上することがわかった。

ＯＲＰを＋３００〜＋４００ｍＶレベルに維持でき、Ｃ

【００１９】（２）処理水の水質は建設省と厚生省等の

Ｈ4 、Ｎ2 Ｏガスの放出量をそれぞれ約数分の一程度ま

再利用水の水質基準を十分に満足しており、再利用水と

で抑制できることが確認された。また、開発された嫌気

してのリサイクルの期待ができることがわかった。

ろ床・土壌トレンチは施設構造が簡単で、無電力運転で

（３）ＣＨ4 、Ｎ2 ＯガスＦｌｕｘは同じ期間の比較と

き、建設資材が現地で調達可能で、低コストで維持管理

しての土壌トレンチと比べるとそれぞれ１／３〜１／

が容易なシステムであることが実証された。

２、１／９〜１／６程度と低いことがわかった。
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【００２３】

【００２０】（４）強制通気系と自然通気系ともに通気

【発明の効果】以上詳しく説明したとおり、この出願の

系は無通気系と比べるとＣＨ4 、Ｎ2 ＯガスＦｌｕｘは

発明によって、低コストで、かつ無電力でも効率的な脱

約半分に抑制可能である、通気系の適正条件が確定され

窒反応を可能とする、排水の高度浄化方法とそのための

ればＣＨ4 、Ｎ2 Ｏガスの抑制効果は更に拡大する傾向

装置を提供することができる。

のあることがわかった。

【図面の簡単な説明】

【００２１】（５）強制微量通気方式における通気強度

【図１】この発明の二段方式の処理フローの構成図であ

は１ｌ・ｍｉｎ

‑ 1

・ｍ

‑ 3

程度の通気量で十分であること

る。

がわかった。

【図２】この発明の三段方式の処理フローの構成図であ

（６）強制通気系、自然通気系のＯＲＰは約＞３００ｍ

る。

ｖ程度まで安定して維持される傾向がみられ、無通気系

20

のＯＲＰは続けて低下傾向にあることがわかった。

【図３】実施例としての処理フローの構成図である。
【図４】実施例設備の平面構造図である。

【００２２】この発明の嫌気ろ床、土壌トレンチの設備
【図１】

【図２】

( 5 )

【図３】

【図４】
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