(57)【要約】
【課題】

省スペース、省エネルギー性に優れ、脱窒と

脱色を同時に行うことができる単槽処理方法および装置
を提供する。
【解決手段】

槽１上部に形成した好気硝化部２と、硫

黄とアルカリ成分を有し槽下部に形成した脱色・脱窒部
４との間に排水を供給すると共に槽内のｐＨを７．６以
上に維持しつつ、所定の循環比で処理水を好気硝化部２
から脱色・脱窒部４に循環し、上向流でＢＯＤ／Ｔ−Ｎ
比の低い排水の処理、特に、窒素除去と脱色を行う。

(2)

特開２００２−１１９９９３

【特許請求の範囲】

排水を硝化槽で一旦硝化し、窒素分を硝酸態窒素に変換

【請求項１】槽上部に形成した好気硝化部と、硫黄とア

した後に別の槽で硫黄脱窒を行うので、装置が大がかり

ルカリ成分を有し槽下部に形成した脱色・脱窒部との間

となり、また、アンモニアを硝酸にまで硝化するための

に排水を供給すると共に槽内のｐＨを７．６以上に維持

エネルギーも大きい。

しつつ、所定の循環比で処理水を前記好気硝化部から前

【０００４】一方、単槽内に好気硝化床と嫌気脱窒床を

記脱色・脱窒部に循環し、上向流で色度が高くＢＯＤ／

形成し、これらの間に処理水を上向流あるいは下向流で

Ｔ−Ｎ比の低い排水の処理を行うことを特徴とする排水

循環させつつ、通性嫌気性の従属栄養細菌による脱窒方

処理方法。

法（特公昭６３−１９２３９号公報、特公平１−３７９

【請求項２】前記脱色・脱窒部が硫黄と炭酸カルシウム

８８号公報、特開平８−１１９３号公報など）も提案さ

からなる粒状体で形成された請求項１に記載の排水処理

れている。

方法。

【０００５】これらの方法においては、装置スペースは

【請求項３】前記循環比を２以上４以下とした請求項１

比較的小さくなるが、上述と同様、硝酸までの硝化に要

または２に記載の排水処理方法。

するエネルギー消費が多く、また、前述のようなＢＯＤ

【請求項４】処理槽の上部に形成した固定濾材床と、下

／Ｔ−Ｎ比の低い排水の脱窒を行うにはメタノールなど

部に形成した硫黄とアルカリ成分を保持する硫黄含有濾

の電子供与体の添加が不可欠で、この適正添加、注入量

材床と、前記固定濾材床の下方に設けられた曝気手段

の制御が難しく、また、余剰メタノールの除去プロセス

と、該曝気手段の下方で前記硫黄含有濾材床の上方に位

も必要になるという問題がある。更には、前述の硫黄酸

置する排水供給手段と、処理槽の上部から底部に処理水

化細菌による脱窒処理およびこの単槽硝化、脱窒処理に

を循環させる循環手段と、処理槽の上部に設けた処理水

於いても排水の脱色は別途新たな脱色処理（活性炭吸着

排出手段とからなり、上向流で色度が高くＢＯＤ／Ｔ−

法あるいはオゾン酸化法など）を施す必要があり、装置

Ｎ比の低い排水の処理を行うことを特徴とする排水処理

スペースも大きくなり、また、処理コストも高い。

装置。

【０００６】

【請求項５】前記硫黄含有濾材床を、硫黄と炭酸カルシ

【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような従

ウムを含む粒状体から形成した請求項４に記載の排水処

来技術の問題点に鑑みなされたものであって、省スペー

理装置。

ス、省エネルギー性に優れ、窒素除去と脱色を同時に行

【請求項６】前記固定濾材床と前記硫黄含有濾材床との

うことができる排水の単槽処理方法および装置を提供す

間に浮遊濾材床を設けた請求項４または５に記載の排水

るものである。

処理装置。

【０００７】

【請求項７】前記固定濾材床が繊維編みチューブと不織

【課題を解決するための手段】本発明方法は、槽上部に

布材からなり、前記浮遊濾材床が塊状ポリウレタンフォ

形成した好気硝化部と、硫黄とアルカリ成分を有し槽下

ームからなる請求項６に記載の排水処理装置。

部に形成した脱色・脱窒部との間に排水を供給すると共

【発明の詳細な説明】

に槽内のｐＨを７．６以上に維持しつつ、所定の循環比

【０００１】

で処理水を前記好気硝化部から前記脱色・脱窒部に循環

【発明の属する技術分野】本発明は、排水の処理方法お

し、上向流でＢＯＤ／Ｔ−Ｎ比の低い排水の処理を行う

よび装置に関し、詳しくは、色度が高くまたＢＯＤ成分

ことを特徴とする。

に比し窒素分（アンモニア態窒素）が多い排水の処理、

【０００８】このように、単槽の好気硝化部と脱色・脱

特に窒素除去および脱色処理技術に関する。

窒部の間を循環させるので、硝化、脱窒が１槽で可能と

【０００２】

なり、また、槽内のｐＨを７．６以上に維持するのでア

【従来の技術】高濃度有機排水である畜産排水は、ＢＯ

ンモニウム態窒素濃度が１００ｍｇ／Ｌ程度以上の場合

Ｄ成分に比し窒素分（アンモニア態窒素）が多く、生物

には槽内の遊離アンモニア態窒素濃度が、約１ｍｇ/Ｌ

学脱窒に必要な電子供与体が不足し、窒素除去が不完全

以上となって亜硝酸酸化（硝酸態窒素の生起）が抑制さ

になりやすい。また、この排水はフミン質由来の着色成

れ、硝化エネルギーが小さくて済むうえ、硫黄酸化に伴

分を有し、このような排水の処理、特に、窒素除去およ

い排水の着色成分（フミン質など）が分解され、脱色が

び脱色は畜産排水処理における大きな課題となってい

脱窒と同時に行われる。また、この際、処理水の循環比

る。

を２〜４程度にすると亜硝酸までの硝化、脱窒、脱色の

【０００３】従来から、硝酸態窒素成分を含む排水の脱

いずれも効率良く進む。

窒のために有機物ではなく、硫黄を脱窒の電子供与体と

【０００９】脱色・脱窒部が硫黄と炭酸カルシウムから

して利用する独立栄養細菌であるThiobacillus denitri

なる混合粒状体で形成されたものは、アルカリ成分の放

ficans（硫黄酸化細菌の１種）を用いた脱窒が試みられ

出が円滑に行われ、ｐＨが適正に維持され、その取り扱

ている（特開平１１−２９９４８１号公報）。これらは

いも容易である。

(3)

特開２００２−１１９９９３

【００１０】本発明の排水処理装置は、処理槽の上部に

濾材床４を形成することができる。

形成した固定濾材床と、下部に形成した硫黄とアルカリ

【００１６】排水供給手段である、ポンプ５ａを有する

成分を保持する硫黄含有濾材床と、固定濾材床の下方に

排水供給管５は、硫黄含有濾材床４の上方で本体１の側

設けられた曝気手段と、曝気手段の下方で前記硫黄含有

壁に開口し、ここから排水を供給する。循環手段であ

濾材床の上方に位置する排水供給手段と、処理槽の上部

る、ポンプ６ａを有する処理水の循環管６は、固定濾材

から底部に処理水を循環させる循環手段と、処理槽の上

床２の上の槽本体１の側壁から下部ホッパー１ａの底部

部に設けた処理水排出手段とからなり、上向流で色度が

につながり、所定の量の処理水をポンプ６ａにより循環

高くＢＯＤ／Ｔ−Ｎ比の低い排水の処理を行うことを特

させる。循環管６には、処理水の排出手段である排出管

徴とする。

７が結合され、供給排水に対応する量の処理水を排出管

【００１１】本発明装置に於いては、ＤＯ（溶存酸素）

７から溢流により底部にホッパー８ａを有する沈殿槽８

およびｐＨを維持管理することにより、亜硝酸酸化を抑

に導入する。沈殿槽８の上澄水は溢流管８ｂから処理水

制しつつ、単槽で硝化、脱窒および脱色処理が可能とな

として取り出される。

り、省スペース、省エネルギー性に優れた排水処理装置

【００１７】次ぎに本排水処理装置を用いた排水処理方

を提供できる。

法について説明する。排水処理に先立ち、畜産排水処理

【００１２】硫黄含有濾材床を、硫黄と炭酸カルシウム

施設の活性汚泥を基に硝化菌を固定濾材に馴養、馴致し

を含む粒状体から形成したものは、取り扱いが容易で、

て付着させ、豚舎汚水をＨＲＴ２日でＵＡＳＢ処理した

硫黄酸化細菌の保持性に優れ、また、アルカリ成分の放

排水を、供給管５から供給し、処理水を循環管６で循環

出も円滑で、ｐＨが適正値に維持される。また、亜硝酸

させつつ、硫黄含有濾材床４のＤＯを低レベルに維持

までの硝化に必要な最低限の曝気強度でも脱色が十分進

し、硫黄含有濾床に硫黄酸化菌を馴養、馴致し、各濾床

む場合には、固定濾材床と硫黄含有濾材床との間に浮遊

に微生物相が安定した後、排水の処理を行う。

濾材床を設け、下方の硫黄含有濾材床への酸素拡散を抑

【００１８】本発明方法においては、硫黄含有濾材の充

制し、硫黄含有濾材床のＤＯ濃度を低く保持することで

填量は、槽内のｐＨが７．６以上となるように定め、処

必要以上の硫黄酸化を抑制する。また、固定濾材床が繊

理水の循環比（処理水循環量／排水供給量）は２〜４に

維編みチューブと不織布材からなり、浮遊濾材床が塊状

する。ここに、槽内のｐＨを硫黄含有濾材から放出され

ポリウレタンフォームからなるものは、微生物保持能力

るアルカリ成分により７．６以上に保持するのでアンモ

が高くしかも安価であるので実用性のある生物膜濾床を

ニア態窒素濃度が１００ｍｇ/Ｌ程度以上の場合遊離ア

形成できる。

ンモニア態窒素濃度が１ｍｇ/Ｌ以上のレベルに保持さ

【００１３】

れ、亜硝酸酸化が抑制され、硝化に消費される酸素が少

【発明の実施の形態】以下、本発明装置の実施形態を示

なくなり曝気に要するエネルギーが低くなる。また、低

す図面に基づき、本発明装置および方法について詳細に

いＤＯレベルに維持された硫黄含有濾材床の下部では、

説明する。図１は、沈殿槽を付加した本発明の排水処理

硫黄酸化細菌による脱窒が行われると共に硫黄酸化細菌

装置の一実施形態の模式的側断面図、図２は、沈殿槽を

の硫黄酸化反応に伴って、硫黄含有濾材床の全層で排水

付加した本発明の排水処理装置の他の実施形態の模式的

中のフミン質その他の着色成分が分解され、排水の脱色

断面図である。

も同時に行われる。なお、ｐＨは８．５を越えると、処

【００１４】図１において、処理槽の本体１は縦型円筒

理水の放流に適さないのでｐＨ８．５以下に保持するの

状の槽体で、底部は円錐状のホッパー１ａが形成され、

が好ましい。

上部には、繊維編みチューブと不織布材からなる濾材を

【００１９】図１の実施形態の装置においては、脱色を

充填した固定濾材床２が設けられている。固定濾材床２

促進するため硫黄含有濾材床４の上部のＤＯを１．５ｍ

の下方には曝気手段である円板状の散気装置３が設けら

ｇ／Ｌ程度以上に保ち、硫黄含有濾材床４の下部は脱窒

れる。散気装置３は、槽外に設けられたブロアーあるい

を阻害しないレベル以下のＤＯに維持する。ここで、さ

はコンプレッサー（図示せず）からの空気を散気管３ａ

らに、脱色性能を高めるためには図１の装置において曝

から供給され、空気は散気装置３の上面の多孔面から噴

気量を上昇させ、硫黄含有濾材床上部のＤＯを高め、硫

出し、固定濾材床２に空気すなわち酸素を供給し、好気

黄酸化を促進させることもできる。

層としている。

【００２０】なお、亜硝酸までの硝化に必要な最低限の

【００１５】本体１の下部でホッパー１ａの上には、硫

曝気強度でも脱色が十分に進む場合には硫黄含有濾材床

黄と炭酸カルシウムからなる粒状物（以下硫黄含有濾材

上部への酸素拡散を抑制することで硫黄濾材の必要以上

という）を充填した硫黄含有濾材床４が形成される。こ

の消耗を防ぐようにした方がよい。硫黄含有濾材床への

の粒状物は、例えば、特開平１１−２８５３７７号公報

酸素拡散を防ぐには、図２に示す実施形態のように、硫

に記載の組成物が好適に用いられるが、硫黄とアルカリ

黄含有濾材床４Ａの上部にポリウレタンフォームからな

成分を含んでおれば、適宜の粒状物を充填して硫黄含有

る浮遊濾材を充填した浮遊濾材床９を配置しても良い。

(4)

特開２００２−１１９９９３

なお、図２のものは、浮遊濾材床９を配置し、硫黄含有

例）と変化させて、比較例と併せて実施例の処理を行っ

濾材床４Ａの厚みを薄くした以外は図１のものと同様で

た。結果を表２に示す。

あり、図１と同じ機能のものは同じ符号を付し、説明は

【表１】

省略する。
【００２１】以上の説明に於いては、炭酸カルシウムを
含む硫黄濾材を用い、アルカリ成分を補填したが、硫黄
含有濾材床では、塊状の単純硫黄を用い、カルシウムを
含み徐々に溶解する粒状物を混合してもよい、また、ア
ルカリ成分は、苛性ソーダあるいは苛性カリなどのアル
カリ溶液を適宜注入し、槽内のｐＨを制御維持すること
もできる。しかし、硫黄と炭酸カルシウムの混合造粒物
を用いるのが簡便であり、濾床としても安定する。
【００２２】
【実施例】前述の図２の処理装置を用いて、排水処理を
行った実施例を述べ、比較例との比較において本発明の
効果を説明する。装置の容積は、槽本体２８Ｌ、固定濾
材床１０Ｌ、硫黄含有濾材床２．５Ｌ、浮遊濾材床１０
Ｌであり、被処理水として豚舎排水をＨＲＴ２日のＵＡ
ＳＢで処理した排水（表１に示す）を用い、この排水を
２０°Ｃに維持した処理槽に導き、ＨＲＴ２日（流入排
水量：０．５４Ｌ／日）にし、循環比８（比較例）、４
（実施例）、２（実施例）、１（比較例）、０（比較

【表２】

この結果から、循環比２〜４レベルにおいて、窒素除去

明らかである。

が促進され、また、硫酸イオンが比較多量に生じ、脱色

【００２３】各表中の、ｐＨはｐＨ計で測定し、Ｃｏｌ

性能が良く発現するのが理解できる。なお、以上の本発

ｏｒ（Ｕ）(着色度)は、１５０００ｒｐｍ、５分間遠心

明の説明に於いては、窒素除去と脱色に重点を置いて説

分離して懸濁物を除去した後、着色度計（ＮＤＲ−２０

明したが、本発明方法および装置においては、窒素除去

００、日本電色工業社）で測定した。ＢＯＤはＨＡＣＫ

と脱色が行われると同時に、各汚濁成分（ＢＯＤ、ＣＯ

社のＢＯＤ ＴＲＡＣＫ自動測定器を用いて５日法によ

Ｄ成分）も同時に顕著に除去されることは上記結果から

り、ＴＣＯＤｃｒはＨＡＣＫ社の重クロム酸法ＣＯＤ測

(5)

特開２００２−１１９９９３

定システム（ＤＲ／７００Colorimeter &; ＣＯＤ React

な炭素源の添加が不要で、維持管理も容易であり、硝化

or）を用いて測定した。Ｔ−Ｎ（全窒素）およびＴ−Ｐ

エネルギーも少なく、省スペースな装置で脱窒と脱色を

（全リン）はサヌキ工業製フローインジェクション分析

同時に行うことができ、特にＢＯＤ／Ｔ−Ｎ比の低い着

装置（Ｔ−Ｎ／Ｔ−Ｐ計）を用い、Ｔ−Ｎは、１４０°

色排水に好適な処理方法、装置である。

Ｃ過硫酸カリウム分解の後塩酸酸性下での吸光度によ

【図面の簡単な説明】

り、Ｔ−Ｐは、１４０°Ｃ過硫酸カリウム分解の後モリ

【図１】沈殿槽を付加した本発明の排水処理装置の一実

ブデンブルー法による880ｎｍ吸光度測定により定量し

施形態の模式的側断面図。

た。ＮＨ４−Ｎはフローインジェクション法（Aquatec

【図２】沈殿槽を付加した本発明の排水処理装置の他の

５４００ Analyzer Foss Tecator、ＡＱＵＡＴＥＣ社）

実施形態の模式的側断面図。

により測定、ＮＯ３−Ｎ、ＮＯ２−Ｎ、ＰＯ４−Ｐおよ

【符号の説明】

びＳＯ４−Ｓは、試料を５０倍に希釈し、ミリポアＨＡ

１

処理槽本体

フィルターで濾過してからイオンクロマトグラフィー

２

固定濾材床

（ＩＣ７０００、Yokogawa社）で分析した。

３

散気装置（曝気手段）

【００２４】

４、４Ａ

【発明の効果】本発明方法によれば、槽上部に形成した

５

排水供給管（排水供給手段）

好気硝化部と、硫黄とアルカリ成分を有し槽下部に形成

６

循環管（循環手段）

した脱色・脱窒部との間に排水を供給すると共に槽内の

７

排出管（排出手段）

ｐＨを７．６以上に維持しつつ、所定の循環比で処理水

８

沈殿槽

を好気硝化部から脱窒部に循環し、上向流でＢＯＤ／Ｔ

９

浮遊濾材床

硫黄含有濾材床

−Ｎ比の低い排水の処理を行うので、メタノールのよう
【図１】

【図２】
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