
琉球大学学術リポジトリ

BOD除去に伴うスラッジ増殖曲線とその適用例

言語: 

出版者: 琉球大学理工学部

公開日: 2013-07-26

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 喜納, 政修, Kina, Seishu

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/20.500.12000/27034URL



琉球大学理工学部紀要 (工学篇)第15号.1978&手

BOD除去に伴うスラッジ増殖曲線とその適用例

喜 納政修‘

Curve fitting to BOD removal and sludge growth 

by 

S. KINA 

Synopsis 

The growth of a biological sludge mass in batch oxidation follows the 

sigmoidal curve shown in Fig.l. An empirically developed relationship between 

biological growth and substrate utitization that is commonly used for biological 

systems stabilizing organic wastes is: 

dL 
一一 二 a一一ー-1むSdt -af "u  

(1) 

where S=sludge concentration present (ppm) ， a=growth-yield coefficient 

(ppmーVSS/ppm-BOD)， L =BOD remaining (ppm) ， K3=outo-oxidation 

rate (l/hr) . At low concentration of BOD， the BOD removal rate wi1l be 

expressed by first-order reaction (b-c， Fig.l) • BOD removed can be expres-

sed by following relationship (Eckenfelder and McCabe， 1960) : 

dL 
- 一 二 一 KL (2) 
dt 

where K = logalithmic BOD removal rate (1/hr) . These equation (1) and (2) 

may be integrated simultaneously to the following result: 

aKLn -K"t -Kt， r< -K"t S = 守「守井一 (e"0'- e.") + Soe.'o ( 3 ) 
~'\.. -.[)...a 

where Lo -，initial concenration of BOD (ppm) .So =initial concentration of slu-

dge (ppm) .This equation is tried out if it is fitted to ex:perimental result by 
using glucose and (glucose十pepton)as substrate. The result is shown in Fig: 

2 and 3. It will be seen thatthe inte grated sludge growth C1.lrue wi1lbe fitted 

to experimental result， if Lo/So is adeguate. 
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1 .緒言

活性汚泥法におけるBODの除去速度、それに伴う

活性汚泥の増加に関して多くの研究結果が発表されて

いる。 BOD除去と汚削指加との関係については、 そ

の考え方l乙2つの流れがあるように恩われる。その 1

つは、Eckenfe!der等によって代表されるもので、 彼

等は図-1に示すように、汚泥増殖の過程を 3つの相

l乙分けて説明した(文献2.3)。 この考え方につい

てはあとでのべるが、衛生工学方面で色々なかたちで

発展してきた。もう 1つは、 主として生物学方面で発

展してきていると考えられるmonod's.mode!である。
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増殖相と呼ばれ、スラツジの増殖速度はおちてくる。

乙の区間の BODの除去速度は次の一次反応式で示さ

れる。

dLjdt=一KL

スラツジ濃度の効果を考慮すると、

dLjdt=-K2SL (2) 

ζ 乙に、 L=BOD濃度 (ppm)，Sa=平均スラツツ濃

度 (ppm)，K=logBOD除去恒数(ljhr)， K2=恒数

Ojppm.hr) . 

次l乙第3相は BODが極端に低いか殆んどない状態

であり 、内性呼吸相と呼ばれ、乙 の民間(図-l.C

-d)ではBODの除去が殆んどないため、スラツジは

減少する.その減少速度はdsjdt=-K3Sで示される。

K3は自酸化恒数 Ojhr)であるo 以上のように説明

すると図-1のbとcは不連続点となる。

これに対して、合間・北井 (文献 1)は、 BOD除

去に伴うスラツジ増加は連続的な現象であると考え、

BOD除去およびスラツジ増殖速度比対して、それぞ

れ、次式を提案した。

dLjdt=-KcLS (3) 

dSjdt=-a (dLjdt) -K3S (4) 

こ乙に、a=汚泥転化率、Kc=恒数(ljppm.hr). 

( 2)式と(3)式は形は全く同じであるが、(2)

式ではスラツヂ濃度は平均値 Saを使っており定数あ

っかいをしているのK対して (3)式では、これを、

変数としていると乙ろに違いがある。スラック濃度S

は定数でないことは明かである。 (3)および (4) 

式は図-1の2相および3相についての表現であると

t理解してよいであろう。実験のしかたによ っては、 1

相を省略すること は可能であり、 むしろ、2相および

3相についてのデータが得られることが多い。

(3)、(4)式を連立にしてとけば、 Sについての解

が得られ、スラツジ噌1JU曲線がえられることになるが

(3)式において Sを変数としてあるので、R当.ちに解析

解を得るわけにはいかない。それで、 (3)式からKcを

関式積分で求め、K3をdsidt= -K3Sから求め、これ

らの係数を (4)に代入して、 乙の式と データにより a

を求め、これらの係数を更に(4)および(3)式に代入

して理論曲線を求めて、実測値と比較して、現象をよ

く説明できることを確めている。ζのような操作は複

雑であり、 (4)式を微係数の形で処理するので、デー

タのあてはめの場合主観が入る余地が，.分にあるo'

(4)式において、Sについて415分ができれば上記

のようなわずらわしさはな くなる。それは (3)式に

BOD除去に伴うス ラッジ増殖曲線とその適用例76 

( 1 ) phase I ph坦01p岡 田 i
1.時

ロ。a
awh
-zωuzou

Auto 
O引 dationperi叫

(b) 
Time 

Fig-1 Sludge growth and BOD removal 

relationships 
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Eckenfelder等の考え方.は、いわいる一次反応を基礎

にしており、問題も多く 、それに対してmonod'smo-

delは基質濃度の全範囲にわたって適用可能であると

いう 乙とで、最近、 衛生工学の分野でも広く展開され

っ、あ る(文献4，5)ように思われる。

話をす hめるために、Eckenfelder等の考え方につ

いて若干説倒すてる。 パッチ式のばっ気槽において、 ス

ラツ，p.，(微生物)の増加とBOD物質(栄養)とは図

-1に示すように 3つの相l己分けて考える 乙とができ

る。第1相は栄養分が十分にある区間であり 、対数増

殖相と呼ばれ、スラ ツヲの増殖速度は dsjdt=K1Sで

示される。式中Klは対数増殖速度恒数 C1jhr)， Sはス

ラツゾ濃度 (ppm)である。第2相は BOD濃度がス

ラツジ濃度に比べて低くなってきた区間であり 、減哀
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おいて Sを定数として扱うこ とによって可能となる。

すなわち、 (3)式において KcS=Kまたは (2)式

において K2Sa=Kとおけば(1)式に帰着する。 S

を定数として扱いうるかどうかについては後述する。

したがって(1)、 (4)式を連立にして Sについて

積分すればよい。(1)式を (4)式に代入すると、

dsjdt=aKL-KaSとなる。 また、 ( 1 )式から、 L

=Loe -Kt (Loは初期値)であるので、このLを上式

lζ代入して、初期条件 (t=oでS=So)を入れて積分

すると Sについての次式がえられる。

S=PELLー (e-K3t_e-Kt)+ Soe-Kst (5) 
K-Ka 

(5)式はスラツジ濃度Sについての解析解を与え

ている(文献6.9)。乙の式は第2相と第3相を連続

的な現象として表わレていると考えられる。係数K.

K3.aがなんらかの方法で求める乙とができれば、初

濃度Lo.SoI乙対して、スラツジ濃度Sの時間変化を推

定することができる。

グル コースおよび(グルコース4ペプ トン)をBOD

基質として得た笑験結果(文献 7)により、上式の検

討を行ったので報併する。

2.実験結果による検討

まず、実測データについて少しふれてお乙う。乙乙

I乙引用したデー タは(1)グルコースと ペプ トンの混

合物を主成分とする培長波、 (2)グルコースのみを

主成分とする倍養液を)I~質として使ったときの実験結

果(文献7)である。実験装置は容積約201の円筒形

のばっ気筒である。スラツジは所要濃度にな るまで、

実験に使用する7正予iとhiJーのもので訓化・培益した。

スラツジは実験l乙際しては洗じようを行った。 実験の

方法11頂序は次の通りである。 (1)まず、ばっ気筒l乙

所要濃度になるように洗じようしたスラツジを投入し

てばっ気を開始する。(2 )所定の量(約15t) にな

るように水を投入しPHを7.21L調整する。 (3)次に、

基質の濃厚液の所定j註を瞬間的l乙投入する。 (4)基

質投入後5分の後、最初のサンプリングを行う。 (5)

た時間間隔で次々とサンプリン予め設定しグを行い、

BODとVSSの分析を行う 。スラツジ(微生物)濃度

はVSSの分析他で代用した。以下、 VSSと表現したら

スラツ ジまたは汚出と同じ滋味である。 図-2.3のプ

口ツ刷卜した点が実験結果で、ある。図-2においての2

時間44分のVSSの値は極端に小さいが、これは停電に

よりコンプレツサーが一時とまったため、スラツジが

沈殿したための影響によるものと思われるので乙とわ

っておく。

次に実測値による (4)または (2)式の検定およ

び曲線のあてはめについて述べよう。まず、図-2に

よって、計算の順序と結果についてのべる。まず、係

数K.K3およびaを求める必要がある。 KはBOD除去曲

線から、全く独立に 1意的1(.決定できる。求めたKの

値は0.62( Cljhr)である。 図-2の場合は、 BOD

除去については、 全区間にわたって、実測値と理論曲

:!8ool 
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Fig・4BOD removal and sludge growth 
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線はよく 一致している。 一般には、 BOD除去の全区

ペ哩!こねたって、一次反応式に適合させる乙とは無理の

ようであり、時間がたつにつれて、実ilVJ値は曲線の上

伊J乙ぶることがき円いように思う。図-2の場合は、使

却しf護費がγJレゴ;ー.スとペプトンの混合物であるた

...め?にペプ トシの分解・吸収がおそいために、カーブ

はゆるやかになったのでは危いかと思われる。

次IL、 (4 )式において、〆(ム51ムt・S) を(6.Lj

ムt・S)IL対してプロットすれば、近似的』己、その勾

ら加

からは逆l乙理論値が大きくなりはじめ、測定値との差

は次第に大きくなっていった。それで、多少の手なお

しをした。すなわち、まず、初期のデータにあうよう

にaを少し大きくし (a=0_605).Kとaを固定して、

Kaの値をいろいろに変化させて、 実測値と計算値と

がよく 一致するように Kaを決めた。 乙のようにして

求めたK3の値は0.035で、上記推定値より 若干大き

い。乙のようにして決めたK3はaの値によって変り、

1意的に求めた乙とにならない。 上記の K3の推定に

用いた方法は、 一応 K3を独立に求める方法である

が、乙の方法による値は一般に小さく、 If[r線l乙適合し

ないように思われる。以上のようにして、 a.K3は多

少手なおしをして求め、これら 3つの係数を (4)式

に代入した計算値と実測値をプロットしたのが肉-2

である。図-3も、全く同様にして求めた結果であ

る。図-2の場合は、 BOD曲線はよく適合している

ように恩われるが、 vss曲線は、データにバラツキが

あり適合しているかどうかの判定はむずかしい。図

3の場合は、 BODのとくに初期のデータが不足して

いて、 Kの値が正しいかどわからない。乙の場合は、

結局、 aもKaの値も不確実になってくるわけだが、 V

ss曲線は実測値と計算 出l線はよく 一致している。図

-2と図-3とでは実験の条件が異るから比較する乙

とは妥当でないかも知れないが、一応各係数ぞ比較し

てみる。まず、 Kの値は図 2の場合0.605であるの

に対して図-3では1.10となっている。 乙のKの差:は

ぞ
U

E
L

訓

E 
3α， 

200 

1内九

配はaの値を与える。また、 fこて輸の切片はKaを与え ペプトンが基質に入っているか、いないかによるもの

るが、この直線から Kaを求めることは困難である。 が大きいと思われる。すなわち、 ぺプトンが入るとB

乙のようにして aを求めることは、データのバラツキ ODの除去はゆるやかになる。次に、 aの値は 0.605と

があり極めて困難であるが、過去のデータなどを参考 0.65であまり 差はない。また、過去の実験データから

にして、一応の推定値をきめる。図-2の場合、 aの も大きくかけはなれてはいない。次P:K3の値は0.035

推定値は0.6であった。 と0.005で大部差がある。この差については、間関の

次に、 BOD除去が殆んどなくなった時点以後のvs 曲線の傾向からうかがうことはできるが、あまりにも

Sのデータから、 dsjdt=-K誌によって Kaを一応推 ひらきすぎるように4思う。法質の先とか、または、そ

定ずる、ー図-2の場合、 K3の推定値は 0.021Ojhr) の他の条件の差による本質的な2E兇であるのかどう

である。乙とで~" Ktr，つ川ては決定値であるが、 a.K3 か、乙乙では検討できないが、とKかく、 Kaは他の

はあくまでも推定値である。それは、後述するように、 2つの係数K.aを決定したあとで、 rt'r線にあてはめて

a と K~Ú:相-互に強，(影響し合い、独立に、 1 意的には 求めているので、 K.aの誤差が累積してKal己表われ正

決定でき ないように恩われる。乙のようにじて求めた しい値を示さない乙とが卜分に考えられる。

K，Ka.aの一応の値を (4)式l乙代入して計算値をだ では、上記のような各係数決定の方法 11頂序で K.a.

し、理論曲線を求めてみる。すなわち、 K=0.62.a= Kaを求める乙とは妥当かどうか検討してみよう。図

0.6.Ka=0.021として計算した結果は、実測値にあま 5.6.7はそれぞれK.a..Kaを変化させた場合の曲線

りよくは適合しなかった。初期の段階では理論値は実 の変化の傾向を示す。計算の基礎になるデータは凶-

ilttl値よりもや 〉小さく、ばっ気3時間Cろ(岡 2) 3 (グルコース基質)の値を使った。
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まず、凶-5はKを変化させた場合の曲線の傾向で

ある。 Kの{直は BODl-IH線から独立に求まるので BOD

除去のデータがIE確にとられているな ら、その値は変

動の余地がない。その意味で図-2のK値は変動巾が

小さいが、関 3のK値の変動巾は大きい。 Kを変動

させた場合、 BOD，VSSともに曲線の始点と終点で

は、 Kの値のいかんにか〉わらず一致する 傾向にあ

る。乙の乙とはKの値は第3相(内性呼吸相)にはあ

まり影響を与えないことを意味する。また、BOD曲

線の場合は、 KII直のいかんにか」わらず、 比較的初期

3700 

K-l.OS (hr)-1 

a・0.65
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Fig-7 Variation of VSS by coeficient K3 

にしか測定値と一致しない。すなわち、時間の経過と

ともに実測値は一次反応曲線からはずれてしま号t:K.:・

の変動により最も影響が大きく表われるのは曲線の市

間部であるが、両端で変動しないため、 V.S~曲線は犬即

きく変動じない。;したがって、 Kの変動ばaIt.影響?

与えるがKal乙は影響をあたえない。

乙乙で、話を少し前にもどそう。我々はVSSについ.

ての解析解 (5)式ぞうるのに BOD除去速度につい

ては(1)式を前提としている。すなわち S (スラツ

ジ濃度)は変動しないものと仮定した。しかし、実際

にはVSSは増加し、または減少している。その意味で

合同・北井は (3)式を提案した。 今 (3)式におい.

てKc.S=Kとおいて、 Kcを一定として Sを変動さ せz

fこ場合、 Kはどの程度変動するか考えてみよう。図-

3 の場合VSS は約 3700~4400ppm の範囲で変動して

いる。したがって、 Kの変動巾は::1::10%弱である。 K

=0_99~1_21 となる。乙の程度の変動では曲線の傾向

は殆んど変らない乙ーとは図-3からs想零.でぎる。した

がって (1)11:. Sの変動を考慮する必要は殆んどな

い。むしろ一次反応の仮定そのも.のに問題があるよう

i乙思われる。

話をもとにもどして、次I乙aの変化について考えて

みよう(図-6)。まず、 aの{直を既往の文献から拾

ってみると Syntheticfibre 0_38，Pulp and paper 

0.76. Refinery 0_70. Brewery 0_93， Pharmaceu-

tical 0.77 (文献 2) 、ア ミノ酸 0.32~O.68、グルコ

ース0.44~0 _ 64、サツカロー ズ0 _ 58~0_68(文献 8) 、
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80 BOD除去に伴うスラッジ増殖曲線とその適用例

家庭下水0.50、スキムミルク 0.48 (文献 5)等であ

る。 aの値は物によって異るし、また、同じ物でも数

値l乙巾がある。乙乙では aの採用値0.65f乙土0.05だけ

の変動を与えて、曲線の傾向をみた。 aの値の差によ

るVSS曲線の値の差はVSSが増加する閥は、大きくな

る一方である。そのととは、 aの値は VSSの増加する

区聞に大きな影響を与えるというととを意味する。し

たがって、 aの決定は VSS曲線の立あがりの部分に適

合するように行えばよい乙とになる。 VSSが培加する

l玄関をすぎると、曲線は aの差による差を保ちつ h平

行に内性呼吸相l乙移行している。次l己、 K3が変化し

た場合(図一 7)は、内性呼吸相で、 3つの曲線のひ

らきは大きく広っている。 aの場合と同様な意味でK3

の決定は内性呼吸相に入ってからのデータに適合する

ように行えばよい。 fこだ、 aの値に誤差がある場合

は、そのま h内性呼吸相までもちとんでいるので、最

もあとに決定される K3値に影響を与える。以上のべ

たことをまとめると、 Kおよひ冶の増減は図-1のb-

ef乙影響を与え、 K3の増減はc-dtと影響を与える D K 

の決定liBOD曲線から 1意的に行うことができ、 aの

0': l;長定はb-c部分で、 K3の決定は c-d部分に適合する

ょう t乙rrえばよし、 司，

3.まとめ

スラツツ増殖曲線については、いくつかの提案がな

されており、その展開も行われている。しかし、その

式表示は微分方程式のままになっており、とりあっか

いにくい。その解析解l乙対するデータのあてはめの試

みを行った。その曲線は、十分にデータ l乙適合するよ

うにあてはめうるととがわかった。ただし、乙の場

合、実測値が正確に現象を説明しうるにト分なるもの

である乙とが必要な条件である。乙の場合は、乙こで

求めた 3つの係数は妥当なものとなろう。しかし、実

測値にひずみがあったり、データ不足の場合は曲線の

あてはめは可能であるが、各係数値l乙誤差を伴う乙と

は当然である。また、実測値が極端な場合は曲線は測

定値fr.適合しない。図-4はその場合の例である。乙

れは、グルコース基質を使った場合であるが、基質濃

'度がスラツジ濃度l乙比べて極端に低い場合である。逆

に、基質濃度が高すぎる場合も適合Lない。 Lo/Soが

適当であれば、データを数多く積み重ねる ζ とによ

り、各係数の値を正確に把握する乙とも可能であろ

う。しかし、とくにK3はaと相瓦に関連しており、正

確な値をつかむことは困難であろう。 K3については

別の方向からの検討が必要であろう。ここで使用した

データは、修士論文(北大、喜納、 1966)から百聞し

た乙とを記しておく。
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