(57)【要約】
【課題】曝気運転を最適モードで自動制御し曝気エネル
ギーの消費を抑える。
【解決手段】汚水処理装置２は、一次処理された汚水が
導かれ処理水を外部に排出する二次処理槽５と、この槽
５内にエアを送りこむ曝気装置７と、曝気を制御する自
動制御装置１０とを備えている。二次処理槽５には、流
入水中のＤＯを検出する溶存酸素濃度検出装置１１と、
流入水のＯＲＰを検出する酸化還元電位検出装置２０と
が設けられる。自動制御装置１０は、ＣＰＵ２１を備
え、曝気時、ＤＯを一定値に制御するとともに、外部か
らの信号に基づいて曝気のオン・オフおよび曝気量を制
御する。曝気時、酸化還元電位検出装置２０により検出
された値に基づいてＯＲＰ値の変化曲線における硝化完
了とみなされる特性を読み取ると、曝気を停止させ、曝
気停止時、脱窒完了とみなされる特性を読み取ると、曝
気を開始させるようになっている。

(2)
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【特許請求の範囲】

させて汚水を処理する連続流入式の反応槽と、汚水流入

【請求項１】

内部に汚水が導入される生物学的反応槽

後一旦流入を停止し槽内に貯留された汚水を処理する回

と、この生物学的反応槽内の汚水に曝気を行う曝気手段

分式の反応槽とのいずれか一方が用いられることを特徴

と、汚水中の溶存酸素濃度を検出する溶存酸素濃度検出

とする請求項１ないし６のうちいずれか１に記載の汚水

手段と、溶存酸素濃度検出手段により検出された溶存酸

処理装置。

素濃度の値に基づいてこの溶存酸素濃度を所定の値に保

【請求項８】

持すべく曝気量を制御しかつ曝気を停止可能な曝気制御

この生物学的反応槽内の汚水に曝気を行うとともに、汚

手段とを備えた汚水処理装置において、

水中の溶存酸素濃度を検出し、上記検出された溶存酸素

所定時間ごとに汚水の硝化状態を物理的性質に基づいて

濃度の値に基づいてこの溶存酸素濃度を所定の値に保持

検出する硝化検出手段と、予め導かれた硝化の過程によ

すべく曝気量を制御しかつ曝気を停止可能な汚水処理方

り変化する物理的性質の変化曲線に発現し硝化完了と推

法において、

定される第１の特性に基づいて、曝気時、上記硝化検出

所定時間ごとに汚水の硝化状態を物理的性質に基づいて

手段により検出されたデータを上記第１の特性と比較判

検出し、予め導かれた硝化の過程により変化する物理的

別して硝化の完了を判定し、硝化完了判定時、信号を曝

性質の変化曲線に発現し硝化完了と推定される第１の特

気制御手段に出力し曝気を停止させる判定手段とを設け

性に基づいて、曝気時、検出された硝化状態のデータを

たことを特徴とする汚水処理装置。

上記第１の特性と比較判別して硝化の完了を判定し、硝

【請求項２】

化完了判定時、曝気を停止させることを特徴とする汚水

判定手段は、予め導かれた脱窒の過程に

生物学的反応槽の内部に汚水を導入し、

より変化する物理的性質の変化曲線に発現し脱窒完了と

処理方法。

推定される第２の特性に基づいて、非曝気時、硝化検出

【請求項９】

手段により検出されたデータを、上記第２の特性と比較

物理的性質の変化曲線に発現し脱窒完了と推定される第

判別して脱窒の完了を判定し、脱窒完了判定時、信号を

２の特性に基づいて、非曝気時、検出された硝化状態の

曝気制御手段に出力し曝気を開始させることを特徴とす

データを、上記第２の特性と比較判別して脱窒の完了を

る請求項１に記載の汚水処理装置。

判定し、脱窒完了判定時、曝気を開始させることを特徴

【請求項３】

とする請求項８に記載の汚水処理方法。

硝化検出手段を酸化還元電位の値を所定

予め導かれた脱窒の過程により変化する

時間ごとに検出するように構成し、判定手段を、曝気

【請求項１０】

時、硝化検出手段により検出された所定時間ごとの酸化

連続して流入させて汚水を処理する連続流入式の汚水処

還元電位の値がピークに達したか否かを判別し、ピーク

理方法または汚水流入後一旦流入を停止し槽内に貯留さ

を判別した場合、硝化完了と判定するように構成したこ

れた汚水を処理する回分式の汚水処理方法のいずれか一

とを特徴とする請求項１または２に記載の汚水処理装

方により汚水処理が行われることを特徴とする請求項８

置。

または９に記載の汚水処理方法。

【請求項４】

判定手段は、曝気時、硝化検出手段によ

汚水処理時、生物学的反応槽に汚水を

【発明の詳細な説明】

り検出された所定時間ごとの酸化還元電位の値のうち、

【０００１】

最新の値と前回の値との差を演算し、演算された差がほ

【発明が属する技術分野】本発明は、活性汚泥法による

ぼ０となるか、または、０に近い所定範囲内にある場

汚水処理装置およびその方法に関するものである。

合、硝化完了と判定するように構成したことを特徴とす

【０００２】

る請求項３に記載の汚水処理装置。

【従来の技術】集落排水および公共下水等の汚水（生活

【請求項５】

判定手段を、曝気時、硝化検出手段によ

排水）中の窒素を除去する方法のひとつとして、生物学

り検出された所定時間ごとの酸化還元電位の値がピーク

的硝化・脱窒法が知られている。これは、例えば、一次

に達した後、ピークに近い値を所定回数繰り返したか否

処理によりスクリーン等で塵芥を濾し取った処理水を、

かを判別し、繰り返しを判別した場合、硝化完了と判定

二次処理により嫌気性と好気性との両方の環境を作り出

するように構成したことを特徴とする請求項３に記載の

す１槽タイプの処理システムで窒素を除去するようにし

汚水処理装置。

たものである。この処理システムでは、生物学的反応槽

【請求項６】

判定手段は、曝気時、硝化検出手段によ

（二次処理槽）で曝気と非曝気とを繰り返すこと（間欠

り検出された所定時間ごとの酸化還元電位の値のうち、

曝気法）により硝化・脱窒を行うようにしている。単一

最新の値と前回の値との差を演算し、演算された差がほ

の槽からなる生物学的反応槽は、汚水が流入される流入

ぼ０となるのを所定回数繰り返すか、または、０に近い

口と、処理後の処理水を外部に排出する排出口と、曝気

所定範囲内に所定回数繰り返して含まれる場合、硝化完

装置と、曝気装置を制御する自動制御装置とを備えてい

了と判定するように構成したことを特徴とする請求項５

る。曝気装置は、槽内の底に設けられたエア噴出部と、

に記載の汚水処理装置。

このエア噴出部に接続されエアをエア噴出部に送り込む

【請求項７】

曝気ポンプとを備えて構成される。自動制御装置は曝気

生物学的反応槽は、汚水を連続して流入

(3)
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ポンプの駆動を制御するようになっている。

溶存酸素濃度検出手段により検出された溶存酸素濃度の

【０００３】ところで、かかる従来の１槽タイプの間欠

値に基づいてこの溶存酸素濃度を所定の値に保持すべく

曝気法による汚水処理システムでは、処理水における生

曝気量を制御しかつ曝気を停止可能な曝気制御手段とを

物学的脱窒の完了時点を検出して曝気を停止させ、曝気

備えた汚水処理装置において、所定時間ごとに汚水の硝

に要するエネルギー消費を抑えるようにしている。生物

化状態を物理的性質に基づいて検出する硝化検出手段

学的脱窒の完了時点を検出するには、酸化還元電位（以

と、予め導かれた硝化の過程により変化する物理的性質

下、ＯＲＰと称す）の変化を検知し、溶存酸素濃度（以

の変化曲線に発現し硝化完了と推定される第１の特性に

下、ＤＯと称す）＝０、かつNOｘ＝０に対応するＯＲＰ

基づいて、曝気時、上記硝化検出手段により検出された

変曲点（図２の（Ａ）の屈曲点Ｐ２参照）を検出するよ

データを上記第１の特性と比較判別して硝化の完了を判

うにしている。しかしながら、従来の処理システムで

定し、硝化完了判定時、信号を曝気制御手段に出力し曝

は、生物学的脱窒の完了時点を検出できるものの、処理

気を停止させる判定手段とを設けたものである。

水中の硝化の状態がわからないため、生物学的硝化の完

【０００８】さらに、本発明に係る汚水処理方法は、生

了時点を検出することができない。

物学的反応槽の内部に汚水を導入し、この生物学的反応

【０００４】このため、生物学的硝化完了以降も曝気を

槽内の汚水に曝気を行うとともに、汚水中の溶存酸素濃

行うと、曝気過多に陥りやすい（図６の従来例１参

度を検出し、上記検出された溶存酸素濃度の値に基づい

照）。これに対し、図６の従来例２に示すように、曝気

てこの溶存酸素濃度を所定の値に保持すべく曝気量を制

時間と非曝気時間とをそれぞれ所定の時間に設定し、反

御しかつ曝気を停止可能な汚水処理方法において、所定

応槽における曝気時間中のＤＯを一定に保つよう自動制

時間ごとに汚水の硝化状態を物理的性質に基づいて検出

御することで、曝気過多を防ぐようにしたり、図６の従

し、予め導かれた硝化の過程により変化する物理的性質

来例３に示すように、反応槽における曝気時間と非曝気

の変化曲線に発現し硝化完了と推定される第１の特性に

時間の合計時間を所定の時間に設定し、非曝気時間から

基づいて、曝気時、検出された硝化状態のデータを上記

次の曝気時間を推定し、次の曝気時間中のＤＯを一定に

第１の特性と比較判別して硝化の完了を判定し、硝化完

保つよう自動制御することで、曝気過多を防ぐようにし

了判定時、曝気を停止させるようにしたものである。

ている。

【０００９】

【０００５】

【発明の実施の形態】以下、図面に基づいて本発明の実

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、かかる

施の形態について説明する。図１は、本発明に係る汚水

従来の汚水処理システムでは、硝化完了を検出できない

処理装置の一実施の形態を示す概念図である。本発明の

ため曝気の過不足を解消することができない。実際に

一実施の形態に係る汚水処理装置２は、図１に示すよう

は、流入汚水は質および量ともに変動もするため、曝気

に、図示しない一次処理槽でスクリーン等の濾過材を通

の過不足を完全に解消することができないという問題が

過した汚水が流入管３を介して流入口４から導入される

あった。特に、集落排水施設等の小規模処理場では、質

二次処理槽（生物学的反応槽）５と、この二次処理槽５

・量ともに時間的変動が大きく、管理者は施設に常駐し

で処理された処理水を外部に排出する排出口６と、曝気

ない場合が多い。このため、人手をあまり必要とせず、

装置７と、曝気装置７の曝気ポンプ９の駆動を制御する

質量ともに変動の大きい汚水であっても安定した処理性

自動制御装置（曝気制御手段）１０とを備えている。曝

能を発揮できる汚水処理システムが求められている。ま

気装置７は、二次処理槽５内の底部に設けられたエア噴

た、下水処理施設で消費される電力量のうち９割程度が

出部８と、このエア噴出部８に接続されエアをエア噴出

下水処理場内で使われており、そのうち４０〜６０％が

部８に送り込む曝気ポンプ９とを備えている。自動制御

曝気用の送風機を運転するのに用いられ、消費エネルギ

装置１０には、外部から流入水の状態を検出した検出信

ーの抑制が課題となっている。

号が入力されると、予め入力されたプログラムに基づい

【０００６】本発明は、上記問題点を除くためになされ

て曝気のオン・オフおよび曝気量を制御する中央演算処

たもので、最適な曝気時間で曝気を行い、曝気の過不足

置装置（以下、ＣＰＵと称す）２１が設けられる。本願

を解消するとともに曝気に要するエネルギーコストを低

発明の汚水処理装置およびその方法は、汚水を連続して

減させ、しかも安定した処理能力を発揮することができ

流入させて汚水を処理する連続流入タイプにも、汚水流

る汚水処理装置およびその方法を提供することを目的と

入後一旦流入を停止し槽内に貯留された汚水を処理する

するものである。

回分式タイプにも適用される。従って、二次処理槽５

【０００７】

は、連続流入式の反応槽としても、あるいは、回分式の

【課題を解決するための手段】本発明に係る汚水処理装

反応槽としても用いられる。

置は、内部に汚水が導入される生物学的反応槽と、この

【００１０】また、二次処理槽５には、流入水中の溶存

生物学的反応槽内の汚水に曝気を行う曝気手段と、汚水

酸素濃度（以下、ＤＯと称す）を検出する溶存酸素濃度

中の溶存酸素濃度を検出する溶存酸素濃度検出手段と、

検出装置（溶存酸素濃度検出手段）１１が設けられる。

(4)
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溶存酸素濃度検出装置１１は、流入水中のＤＯを検出す

していることがわかる。つまり、流入水中のアンモニア

るとその検出信号を自動制御装置１０のＣＰＵ２１に送

の酸化の開始から完了までの過程が示されていることが

出するようになっている。ＣＰＵ２１は、曝気時に溶存

わかる。

酸素濃度検出装置１１からの検出信号に基づいて、自動

【００１４】そして、上述のように、この硝化完了の時

制御装置１０を通じて、流入水中のＤＯが一定値（例え

点が、すなわち、アンモニア性窒素（NH４‑N）濃度がほ

ば、本実施の形態では２mg／Ｌ）を保つようにエアの送

ぼ０となる時点が、酸化還元電位（ＯＲＰ）の変化曲線

風量を制御して曝気を行うようになっている。

のうち、ほぼピークに達した時点（図２（Ａ）の屈曲点

【００１１】この汚水処理装置２は、流入水の物理的性

Ｐ１参照）に対応している。すなわち、曝気中にＤＯを

質を示す酸化還元電位（以下、ＯＲＰと称す）を検出

一定値に自動制御した場合、硝化完了時点でＯＲＰがピ

し、所定時間ごとに（本実施の形態では１分ごと、つま

ークに達し、それ以降ほぼ一定値を保つことを見いだし

り１分ごとに検出して、５回の平均値（過去５分間の平

た。本願発明では、硝化完了の検出をＯＲＰがピークに

均値）を算出するようにしている。）流入水の硝化状態

達した時点で硝化完了と判定するようにしている。つま

を数値により検出する酸化還元電位検出装置（硝化検出

り、屈曲点Ｐ１が硝化完了と判定する第１の特性に相当

手段）２０を備えている。そして、上記ＣＰＵ２１は、

し、屈曲点Ｐ２が脱窒完了と判定する第２の特性に相当

判定手段としての役割も果たし、この酸化還元電位検出

するようになっている。

装置２０により検出された値に基づいて、ＯＲＰ値の変

【００１５】自動制御装置１０は、曝気時、ＤＯを一定

化曲線における硝化完了と見なされる特性（第１の特

値（本実施の形態の場合２mg/L）に保持するよう自動制

性）を読み取り、この第１の特性に基づいて硝化の未了

御するとともに、ＣＰＵ２１は、酸化還元電位検出装置

又は完了を判定し、硝化完了判定時、曝気停止信号を自

２０により所定時間（例えば１分間）ごとに検出された

動制御装置１０に出力し、曝気を停止させるようになっ

ＯＲＰの計測値のうち、最新の値（最新の５分間につい

ている。また、ＣＰＵ２１は、曝気停止時、酸化還元電

て１分間当たりの平均値）と前回の値（１分前から数え

位検出装置２０により脱窒完了と見なされる特性（第２

た５分間について１分間当たりの平均値）との差を演算

の特性）を読み取った場合、自動制御装置１０に曝気開

し、演算された差がほぼ所定値（本実施の形態ではほぼ

始信号を出力し、曝気を開始させるようになっている。

０。）となる場合か、または、これら差が所定値に近い

【００１２】ところで、本発明者らは、後述する実施例

所定の範囲内となる場合が繰り返されると、第１の特性

に記載した実験結果から、曝気中にＤＯ濃度を一定に保

（硝化完了の特性）の発現と読み取り、硝化完了と判定

持すべく自動制御した場合、酸化還元電位（ＯＲＰ）の

し、自動制御装置１０に曝気停止信号を出力するように

計測値を経時的に結んで得られる変化曲線が、図２

なっている。つまり、流入水のＯＲＰがピークに達した

（Ａ）に示すように、開始から急速に立ち上がってピー

場合、または、ほぼピークが維持された場合、硝化完了

クに達し（図２（Ａ）のＬ１および屈曲点Ｐ１参照）、

と見なすようになっている。ほぼピークが維持された場

このピークである屈曲点Ｐ１では、アンモニア性窒素

合、すなわち、ほぼピークがある時間維持されるのを硝

（NH４‑N）濃度（図２の（Ｂ）参照）がほぼ０となるこ

化完了と見なすのは、判定をより確実にするためであ

とを見いだした。さらに、ＯＲＰの変化曲線はこの屈曲

る。

点Ｐ１以降ほぼ一定値を保ち（図２（Ａ）のＬ２参照、

【００１６】なお、上記演算された差が所定値に近い所

ＤＯは２mg/L前後で変動）、次に、急激な勾配（図２

定の範囲内となる場合とは、例えば、１分平均として

（Ａ）のＬ３（ＤＯがほぼ０、NOＸ＞０で脱窒の進行を

１．０以下、１．２以下というように、また５分平均と

示す）参照）を描いて低下し、脱窒完了時点を示す屈曲

して５以下、６以下というように０に近い数値と０との

点Ｐ２（ＤＯがほぼ０、NOＸがほぼ０）から緩やかな勾

範囲内にあることをいう。これは、設置されたセンサの

配（図２（Ａ）のＬ４（脱窒完了状態の継続を示す）参

検出性能や汚水の質により検出された数値に差が生じる

照）を描いて再び低下している。

ことがあるためである。

【００１３】図２の（Ｂ）は、上記実験の際、同時にア

【００１７】曝気停止後、二次処理槽５内では、酸素の

ンモニア性窒素（NH４‑N）（図２（Ｂ）の黒丸で示され

供給が絶たれて嫌気状態の環境となり、以降、亜硝酸塩

た線参照）と硝酸性および亜硝酸性窒素（NOＸ‑N）（図

または硝酸塩は活性汚泥中の脱窒菌の作用により分解さ

２（Ｂ）の白抜き丸で示された線参照）との濃度の変化

れて窒素ガスN２（N２OやNOも副次的には生成される）

を経時的に調べたものである。図２の（Ａ）、（Ｂ）か

に変化する。図２（Ｂ）の硝酸性窒素濃度が２mg/L前後

ら明らかなように、曝気開始後ほぼ３５分後には、処理

の最大値から徐々に低下してゆき、ほぼゼロとなる部分

開始前、３．５mg/L弱の値を示すアンモニア性窒素濃度

を参照されたい。

が、ほぼゼロとなり（図２（Ｂ）参照）、処理開始前、

【００１８】なお、図２（Ｂ）で一旦ゼロとなったアン

ほぼゼロであった硝酸性窒素濃度は２mg/L前後で最大の

モニア性窒素濃度がＤＯがゼロになって以降徐々に上昇

値に上昇している。このことから、流入水の硝化が完了

するのは、流入水が二次処理槽５に連続的に流入してい
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ることを示す。曝気停止後、ＣＰＵ２１が酸化還元電位

水のＯＲＰがピークに達した場合、または、流入水のＯ

検出装置２０により検出されたＯＲＰの値から屈曲点Ｐ

ＲＰがピークに達しほぼピークが維持される場合のいず

２に相当する第２の特性（脱窒完了時の特性）を読み取

れか一方により決定され、この第１の特性を読み取る

った場合、脱窒完了とみなされ、ＣＰＵ２１は、自動制

と、硝化完了と見なして曝気が停止されるようになって

御装置１０に曝気開始信号を送り再び曝気が開始され

いる。なお、酸化還元電位検出装置２０の検出間隔は、

る。こうして曝気と曝気停止が交互に繰り返されて間欠

１分に限らず適宜設定してもよいことはいうまでもな

的に自動運転され、硝化完了の判定に基づいて曝気が停

い。また、硝化完了と判定する回数も５回に限定される

止され、脱窒完了の判定に基づいて曝気が開始されるよ

ものではなく、適宜設定してもよいことはいうまでもな

うになっている。

い。

【００１９】次に、上記実施の形態に係る汚水処理装置

【００２３】曝気停止後、二次処理槽５内では、酸素の

を用いた汚水処理方法について、汚水処理装置２の作用

供給が絶たれて嫌気状態の環境となり、亜硝酸性窒素ま

に基づいて説明する。図示しない一次処理槽でスクリー

たは硝酸性窒素は活性汚泥中の脱窒菌の作用により分解

ン等の濾過材を通過した流入水は、図１に示すように、

されて窒素ガスN２に変化し、図２の（Ｂ）に示すよう

流入管３を介して流入口４から二次処理槽５に導入され

に、硝酸性窒素濃度がほぼゼロとなり脱窒が完了する。

る。曝気の自動制御を始めるにあたり、まず自動制御装

そして、ＣＰＵ２１は、酸化還元電位検出装置２０によ

置１０により強制的に曝気開始信号を送出し、曝気を開

り検出されたＯＲＰの計測値から脱窒完了と見なされる

始する。曝気装置７は自動制御装置１０からの指令信号

屈曲点Ｐ２に特有の特性（第２の特性）を読み取ると、

に基づき曝気ポンプ９を駆動させ、エア噴出部８から二

自動制御装置１０に曝気開始信号を送出し、曝気装置７

次処理槽５内の流入水にエアを噴出させて酸素を供給す

により再び曝気が開始される。このようにして曝気と非

る。

曝気が間欠的に自動制御されて行われる。

【００２０】そして、溶存酸素濃度検出装置１１が流入

【００２４】このように、本実施の形態に係る汚水処理

水中のＤＯを検出してその検出信号をＣＰＵ２１に送出

方法では、硝化完了時点を検出して曝気を停止させるよ

すると、ＣＰＵ２１は検出信号に基づいて自動制御装置

うにしたので、無駄な曝気エネルギーの消費を抑えるこ

１０により曝気ポンプ９を制御し、流入水中のＤＯが一

とができる。また、自動運転で曝気を間欠的に行うこと

定値（例えば、本実施の形態では２mg／Ｌ）を保つよう

ができるので、人手に頼らずとも最適なモードで汚水処

にエアの送風量を制御して曝気を行うようになってい

理を行うことができる。

る。

【００２５】

【００２１】曝気開始時、流入水は、図２の（Ｂ）のグ

【実施例】図４は、実験を行った実験装置の概要を示す

ラフに示すように、アンモニア性窒素濃度が高く、硝酸

模式図である。室内実験の条件は、（１）用いた処理方

性窒素はほぼゼロとなっている。すなわち、流入水はま

式：活性汚泥法による連続流入、連続流出システム、

だ硝化が行われていない状態にある。ＤＯ値が一定に保

（２）槽の構成と容積：生物反応槽７２リットル、下流

たれて曝気が継続すると、流入水に含まれるアンモニア

側沈殿槽８リットル、（３）滞留時間：生物反応槽内で

性窒素は、曝気により供給される酸素により亜硝酸性窒

１６〜２４時間、（４）人工汚水の組成：ＢＯＤ 143〜

素へ、さらに亜硝酸性窒素がさらに酸化され硝酸性窒素

217 mg/L、Ｔ−Ｎ 27 〜 40 mg/L、Ｔ−Ｐ 3.3 〜 5.9

へと変化する。酸化還元電位検出装置２０は、曝気中の

mg/L、（５）水温条件： 17 〜 28 ℃である。実験装

流入水のＯＲＰを検出して検出信号をＣＰＵ２１に送出

置のうち、上記実施の形態と同一または相当部分には同

する。ＣＰＵ２１は、検出された値に基づいて硝化の未

一符号を付して説明する。実験装置４２は、図４に示す

了又は完了を判定し、硝化完了判定時、曝気停止信号を

ように、人工汚水３０と水道水３１をポンプ３２，３３

自動制御装置１０に出力し、曝気を停止させる。硝化完

で混合槽（撹拌槽）３４に吸い上げ、攪拌機３５で良く

了か否かの判定は、ＯＲＰがピークに達した時点、また

混合して、自然落下で二次処理槽（曝気槽）５へ連続流

は、ピークがほぼ維持された状態で硝化完了と判定する

入させた。人工汚水３０は、スキムミルク（1.4〜1.7g/

ようにしている。

L）、塩化アンモニウム（NH４Cl:0.36〜0.4g/L）、炭酸

【００２２】すなわち、曝気時、酸化還元電位検出装置

水素ナトリウム(NaHCO３:0.51〜0.55g/L)、リン酸２水

２０により所定時間（例えば１分間）ごとに検出された

素カリウム(KH２PO４：0.03〜0.033g/L)を水に溶かして

ＯＲＰの計測値のうち、最新の値と前回の値との差を演

作った。二次処理槽５への流入水の水質は、人工汚水と

算し、演算された差がほぼ０となる場合、または、これ

水道水の流入比率で調整した。

ら差が０と０に近い数値の範囲内（例えば１．０以下、

【００２６】実験装置４２は、図４に示すように、混合

１．２以下）となるのが所定回数（例えば、５回）繰り

槽３４から流入管３を介して流入水が導入される７２リ

返される場合、自動制御装置１０に曝気停止信号を出力

ットルの容積の二次処理槽５と、この二次処理槽５で処

するようになっている。このため、第１の特性は、流入

理された処理水を外部に排出する排出口６と、曝気装置

(6)
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７とを備えている。排出口６の下流側には８リットルの

二次処理槽５内の水質挙動を示した図である。

容積の沈殿槽３６が設けられる。

【００３１】ＯＲＰ曲線の変化を見れば、図２の

【００２７】曝気装置７は、二次処理槽５内の底部に設

（Ａ）、（Ｂ）のように、曝気開始時点からＤＯととも

けられたエア噴出部８と、このエア噴出部８に接続され

にＯＲＰ値が急に上がるが、ある時点でピーク（屈曲点

エアをエア噴出部８に送り込む曝気ポンプ９（９Ａ〜９

Ｐ１）に達して以降は、ほとんど変化がなかった。ま

Ｄ）と、曝気ポンプ９（９Ａ〜９Ｄ）の駆動を制御する

た、曝気を止めると急に下がるが（図２（Ａ）のＬ３参

自動制御装置（曝気制御手段）としてのコンピュータ１

照）、ある程度時間が経つと、平らな区間が現れた後、

０とを備えている。曝気装置７は、複数の曝気ポンプ９

また急に下がり始める屈曲点Ｐ２（Nitrate knee）が現

Ａ〜９Ｄ（本実施の形態の場合、４台）が流量計１５を

れ、以降再び緩やかに下がり続ける（図２（Ａ）のＬ４

介してエア噴出部８に接続される。曝気ポンプ９Ａ〜９

参照）。NH４‑Nは、曝気を始めた時点から急に低下しつ

Ｄはそれぞれ継電器１６およびＤ／Ａ変換機１７を介し

つほぼ３５分くらいで、NH４‑N濃度が0.0mg/Lになって

てコンピュータ１０に電気的に接続される。コンピュー

硝化が終了し（屈曲点Ｐ１参照）、その後、曝気を停止

タ１０は、内蔵されたＣＰＵ２１からの指令信号に基づ

し、ＤＯ濃度が0.0mg/LになるまでNH４‑N濃度がほぼ0.0

いて、曝気ポンプ９Ａ〜９Ｅの動作のオン・オフおよび

mg/Lを維持していく。

曝気ポンプ動作時には、動作するポンプの数を選択し曝

【００３２】逆に、NOＸ‑Nは、曝気を始めた時点から急

気量を制御するようになっている。流量計１５は、後述

に上がり続けたあと、NH４‑N濃度が0.0mg/Lになった時

する増幅器１３およびＡ／Ｄ変換機１４と電気的に接続

点でほぼ頭打ちになり、ＤＯ濃度が0.0mg/Lになった後

され、曝気量を計測しそのデータをコンピュータ１０に

は下がり続けて、屈曲点Ｐ２以降は0.0mg/Lになってい

出力するようになっている。コンピュータ１０は流量計

る。屈曲点Ｐ１は、ＯＲＰが268mV〜288mV（平均280m

１５から送られてきた曝気量のデータを記憶するように

V）の間で現れた。また、屈曲点Ｐ２は44mV〜83mV（平

なっている。

均68mV）で現れた。

【００２８】また、二次処理槽５には、溶存酸素濃度検

【００３３】その他１日６時間曝気（１時間曝気、３時

出装置１１と酸化還元電位検出装置２０が設けられる。

間非曝気のサイクル）の場合は263mV〜283mV（平均272m

溶存酸素濃度検出装置１１は、ＤＯを検出するＤＯセン

V）、１日４時間曝気（１時間曝気、５時間非曝気）の

サ１２と、ＤＯセンサ１２と電気的に接続された増幅器

場合は263mV〜278mV（平均267mV）、１日２時間曝気

１３と、増幅器１３と電気的に接続され増幅されたＤＯ

（０．５時間曝気、５．５時間非曝気）の場合は293mV

センサ１２からの電気信号が入力されるとともに、入力

〜312mV（平均301mV）で屈曲点Ｐ１が、また、上記曝気

された信号をＡ／Ｄ変換してコンピュータ１０に出力す

サイクル条件のそれぞれについて、88mV〜127mV(平均10

るＡ／Ｄ変換機１４とを備えて構成される。溶存酸素濃

7mV)、39mV〜63mV(平均56mV)、49mV〜73mV(平均58mV)で

度検出装置１１は、流入水中のＤＯを検出するとその検

屈曲点Ｐ２が現れるなど、条件によって異なる値を示し

出信号をコンピュータ１０に送出するようになってい

た。このことからＯＲＰの値自体を基準に硝化の完了を

る。コンピュータ１０は、曝気時に溶存酸素濃度検出装

判定するより、屈曲点Ｐ１検出により硝化完了を判定し

置１１からの検出信号に基づいて、流入水中のＤＯが一

て曝気を制御するように構成することが望ましい。

定値（例えば、本実施の形態では２mg／Ｌ）を保つよう

【００３４】１サイクル当たり１時間曝気の場合、（１

に送風量を制御して曝気を行うようになっている。

日１２時間、１日１０時間、１日８時間、１日６時間、

【００２９】酸化還元電位検出装置２０は、ＯＲＰを検

１日４時間）ＢＯＤの除去率が９８％以上を維持し、屈

出するＯＲＰセンサ２２と、このＯＲＰセンサ２２と電

曲点Ｐ１で硝化も終了したため、ＯＲＰ曲線の屈曲点Ｐ

気的に接続された増幅器１３と、増幅器１３と電気的に

１以降の曝気は、無駄な曝気になる。従って、屈曲点Ｐ

接続され増幅されたＯＲＰセンサ２２からの電気信号が

１を自動的に検出して曝気を停止すれば、曝気時間の最

入力されるとともに、入力された信号をＡ／Ｄ変換して

適な制御ができる。

コンピュータ１０に出力するＡ／Ｄ変換機１４とを備え

【００３５】図３は上記実験結果に基づいて、ＯＲＰ値

て構成される。符号３７は二次処理槽５に設けられた攪

の変化曲線が屈曲点Ｐ１の変化特性を検出した場合、硝

拌機である。また、二次処理槽５には、pH、MLSS、水温

化完了と判定して曝気を停止させるようにし、ＯＲＰ値

センサなども設置して必要時間間隔でモニタリングでき

の変化曲線が屈曲点Ｐ２の変化特性を検出した場合、脱

るようにした。実験装置を以上の如く構成し、実験を行

窒完了と判定して曝気を再開させるようにして自動制御

った。

を行い、その際の二次処理槽５において検出された各成

【００３０】実験では、ＯＲＰ曲線の変化特性を調べる

分の濃度とＯＲＰの変化を示す図である。この自動制御

ため、曝気時間を１時間３０分、非曝気時間を６時間３

による汚水処理の実験の結果、窒素は９３〜９６％の高

０分（一日４．５時間曝気）にそれぞれ固定して実験を

い除去率を示した。他にはＢＯＤ、ＣＯＤ、ＴＯＣもそ

行った。図２の（Ａ）および（Ｂ）はその実験における

れぞれ９８〜９９％、８９〜９５％、９１〜９７％の高
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い除去率を示した。送風量も連続曝気に比べ５６．４〜

ータ処理した結果を比較判別し、変化曲線の特性を読み

５９．２％節減できた。

取った場合、硝化完了と判定するようにしてもよい。

【００３６】図５は、二次処理槽に流入水を連続的に流

【００４０】また、上記実施の形態では、連続流入タイ

入させないで一旦貯留し、貯留された流入水の処理完了

プの場合、脱窒完了を示す屈曲点Ｐ２に表れる特性を予

後、二次処理槽から外部に処理水を全量排出するように

めコンピュータ１０に記憶させ、計測して得られたＯＲ

した回分式処理システム（バッチ方式）について行った

Ｐ値をデータ処理してこのデータ処理した結果と、屈曲

実験結果を示すグラフである。実験は、二次処理槽５に

点Ｐ２に表れる第２の特性（緩やかな勾配を描いてＯＲ

流入水を一旦貯留した後、連続的な流入を行わず、貯留

Ｐ値が低下してゆく特性）とを比較判別し、屈曲点Ｐ２

された流入水の処理を行う点で上記実施例と異なってい

特有の特性を読み取った場合、曝気を再開させるように

る。この実験では、二次処理槽５内に貯留された汚水に

しているがこれに限られるものではなく、曝気停止時、

対し７５分間強制曝気させ、かつ、曝気中、ＤＯ値も２

ＯＲＰ値が脱窒完了を示す予め設定した所定値以下とな

mg/L の一定値に保持するよう制御して処理を行った。

った場合、曝気を再開させるようにしてもよい。

図５は、槽内の処理水に対しＯＲＰ値（mV）、ＤＯ、ア

【００４１】さらに、上記実施の形態では、硝化検出手

ンモニア性窒素および硝酸性窒素の各濃度（mg/L）など

段をＯＲＰ検出装置により構成しているがこれに限られ

の水質挙動を時間を追って計測した結果を示している。

るものではなく、物理的性質から硝化完了および脱窒完

【００３７】図５から明らかなように、ＯＲＰ曲線の変

了を検出できるものであればよいことはいうまでもな

化を見れば、図２の（Ａ）および図３に示すように、曝

い。また、上記実施の形態では、ＤＯ値を常に一定（２

気開始時点からＯＲＰ値が急に上がるが、ある時点でピ

mg/L）に保持するように自動制御しているが、必ずしも

ーク（屈曲点Ｐ１）に達して以降は、あまり大きな変化

２mg/Lという数値に限定されるものではなく、一定に保

が見られない。また、曝気を止めると、しばらくほぼ平

持するようにすればよく、流入水の水質、二次処理槽の

坦な曲線を示すが、ＤＯ値がほぼ０になると、緩やかな

容積、温度、流入量等を考慮して適宜設定されることは

勾配で下がり続ける。このように、NH４‑Nは、曝気を始

いうまでもない。なお、ＤＯを一定値に制御しなけれ

めた時点から急に低下しつつ４０分くらいで、NH４‑N濃

ば、硝化完了とみなす屈曲点Ｐ１は発現しにくい。

度が0.0mg/Lになって硝化が終了（屈曲点Ｐ１）し、そ

【００４２】また、上記実施の形態では、酸化還元電位

の後、曝気を停止し、ＤＯ濃度が0.0mg/LになるまでNH

（ＯＲＰ）はアンモニア性窒素の硝化時硝化の過程が進

４‑N濃度がほぼ0.0mg/Lを維持して終了した。

むと上昇するという点に着目し、硝化検出手段としての

【００３８】逆に、NOＸ‑N（NO２＋NO３‑N）は、曝気を

酸化還元電位検出装置２０がＯＲＰ値を検出するように

始めた時点から急に上がり続けたあと、NH４‑N濃度が0.

しているが、これに限られるものではなく、硝化の過程

0mg/Lになった時点で頭打ちになり、ＤＯ濃度が0.0mg/L

と関連性を持って変化する他の物理的性質を利用しても

になった後は徐々に下がり続けてゆく。この回分式タイ

よいことはいうまでもない。上記実施の形態および実施

プの処理システムでは、上記連続流入タイプの汚水処理

例で酸化還元電位検出装置を用い、物理的性質のうち電

システムと異なり、槽内の処理水は処理が終わるまで新

位を検知するようにしたのは、水の挙動をより正確にか

たな汚水の流入がないので、アンモニア性窒素濃度の上

つ安定して把握することができ、また、装置自体が安価

昇がない。この回分式タイプの処理システムにおける実

に入手できることなどを勘案したものである。さらに、

験では、曝気時間をあえて長くしたので、屈曲点Ｐ２で

上記実施例で見られるように、本願発明の汚水処理装置

見られたような特有の変化の発現はなかった。以上のこ

およびその方法は、連続流入タイプでも回分式タイプで

とから明らかなように、回分式の処理システムにおいて

も適用可能であることはいうまでもない。

も、ＯＲＰ曲線の屈曲点Ｐ１以降の曝気は、無駄な曝気

【００４３】

になる。従って、屈曲点Ｐ１を自動的に検出して曝気を

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る汚水処

停止すれば、ＤＯが０になるまでの時間およびそれ以降

理装置は、内部に汚水が導入される生物学的反応槽と、

の脱窒に要する時間も短縮することができ、曝気時間の

この生物学的反応槽内の汚水に曝気を行う曝気手段と、

最適な制御ができる。

汚水中の溶存酸素濃度を検出する溶存酸素濃度検出手段

【００３９】なお、上記実施の形態では、硝化完了の判

と、溶存酸素濃度検出手段により検出された溶存酸素濃

定を行うに当たり、計測値の差を求めてＯＲＰ値がピー

度の値に基づいてこの溶存酸素濃度を所定の値に保持す

クに達する時点、あるいは、ピークが維持される状態を

べく曝気量を制御しかつ曝気を停止可能な曝気制御手段

硝化完了と見なしているが、これに限られるものではな

とを備えた汚水処理装置において、所定時間ごとに汚水

く、ＯＲＰ値を経時的に計測して得られたＯＲＰ曲線か

の硝化状態を物理的性質に基づいて検出する硝化検出手

ら硝化時の特性となる屈曲点Ｐ１の変化曲線の特性を導

段と、予め導かれた硝化の過程により変化する物理的性

き、この特有な変化曲線の特性を予めコンピュータ１０

質の変化曲線に発現し硝化完了と推定される第１の特性

に記憶させ、この特性と計測して得られたＯＲＰ値をデ

に基づいて、曝気時、上記硝化検出手段により検出され

(8)
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たデータを上記第１の特性と比較判別して硝化の完了を

す概念図である。

判定し、硝化完了判定時、信号を曝気制御手段に出力し

【図２】（Ａ）、（Ｂ）はそれぞれ図４に示す汚水処理

曝気を停止させる判定手段とを設けたので、最適な時間

装置により行った実験の結果を示すグラフである。

で曝気を行うことができ、曝気に要するエネルギーコス

【図３】図４の汚水処理装置を自動制御により動作させ

トを低減させることができる。

た際のDO, NH４‑N, NOＸ‑NおよびORPを示すグラフであ

【００４４】また、本発明に係る汚水処理方法は、生物

る。

学的反応槽の内部に汚水を導入し、この生物学的反応槽

【図４】実験を行った本発明の一実施例に係る汚水処理

内の汚水に曝気を行うとともに、汚水中の溶存酸素濃度

装置の概念図である。

を検出し、上記検出された溶存酸素濃度の値に基づいて

【図５】図４の汚水処理装置を用い、回分式の処理シス

この溶存酸素濃度を所定の値に保持すべく曝気量を制御

テムにより行った実験の結果を示すグラフである。

しかつ曝気を停止可能な汚水処理方法において、所定時

【図６】曝気処理における従来例と本願発明との異同を

間ごとに汚水の硝化状態を物理的性質に基づいて検出

示す図である。

し、予め導かれた硝化の過程により変化する物理的性質

【符号の説明】

の変化曲線に発現し硝化完了と推定される第１の特性に

５

二次処理槽（生物学的反応槽）

基づいて、曝気時、検出された硝化状態のデータを上記

７

曝気装置（曝気手段）

第１の特性と比較判別して硝化の完了を判定し、硝化完

１１

了判定時、曝気を停止させるようにしたので、曝気と曝

段）

気停止を最適な時間間隔で連続的に自動運転することが

１０

でき、曝気に要するエネルギーコストを低減させるとと

２０

酸化還元電位検出装置（硝化検出手段）

もに処理能力を安定させることができる。

２１

ＣＰＵ（判定手段）

【図面の簡単な説明】

Ｐ１

屈曲点（第１の特性）

溶存酸素濃度検出装置（溶存酸素濃度検出手
自動制御装置（曝気制御手段）

【図１】本発明の一実施の形態に係る汚水処理装置を示
【図１】

【図２】
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【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】
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