
維持管理要領書本文に出てくる警告、注意表示
の部分は、 浄化槽の維持管理を行う前に必ず
お読みになり、 十分にご理解ください。
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警告表示・安全上の注意1

①消毒剤は強力な酸化剤です。 消毒剤の取扱説明書に従ってください。 消毒剤には、 無機系塩素
剤･有機系塩素剤の２種類があります。 これらを一緒に薬剤筒に入れないでください。
②消毒剤の取扱いに際しては、 目･鼻･皮膚を保護するため、 ゴム手袋、 防塵マスク、 保護メガネなど
の保護具を必ず着用してください。
③消毒剤を廃棄する場合は、 販売店などにお問い合わせください。 発熱・火災の危険がありますので、 
消毒剤はゴミ箱やゴミ捨て場に絶対に捨てないでください。

これらの注意を怠ると、 発火・爆発、有毒ガスを生ずるおそれがあり、 またこれらにより障害を生ずる
おそれがあります。

槽内に入る場合は、 必ず酸素濃度・硫化水素濃度を測定し、 その安全を確かめてください。
また、 槽内で作業するときは常に換気に気をつけてください。
これらの注意を怠ると、人身事故（死亡事故）の発生するおそれがあります。

1

安全に使用するための注意事項

①ブロワの近く（約５０㎝以内）には、 ものを置かないでください。
②電源コードの上には、 ものを置かないでください。
③電源プラグに、 ほこりやゴミが付着したまま使用しないでください。
これらの注意を怠ると、 感電・発火の生ずるおそれがあります。
④ブロワの点検後、 はずしたカバーは必ず取り付けてください。
カバーを取り付けないと、 巻き込まれ事故のおそれがあります。

①作業終了後、 マンホール･点検口などの蓋は、 必ず閉めてください。 
　また、 ロック機構のあるものは、必ずロックしてください。
②マンホール・点検口などのひび割れ・破損などの異常を発見したら、 直ちに取り替えてください。 
　さびが発生している場合は、 定期的に除去して塗装してください。
③マンホール・点検口などの蓋は、 お子様に触らせないでください。
④点検時にはマンホール枠内の異物（砂・小石など）を取り除いてください。
これらの注意を怠ると、 転落・傷害の生ずるおそれがあります。

①浄化槽に入れる消毒剤の袋は、 浄化槽を使用開始するまでは開封しないでください。
②消毒剤の袋を開封する前に、 浄化槽へ流入する排水元の設備・機器（トイレ、 浴室、 洗面台、 台
所など）のトラップの水封が切れていないことを確認してください。

これらの注意を怠ると、 消毒剤から発生する塩素ガスが空気中の水分と反応し、 塩酸を生じ、 この
ため設備・機器の金属類を腐食し、 器物破損事故の生ずるおそれがあります。

警告
注意

本書で使われているマークには次のような意味があります。
…取扱いを誤った場合に、 使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定されます。

…取扱いを誤った場合に、 使用者が傷害を負う危険および物的損害の発生が想定されます。

警告 1） 消毒剤による発火・爆発、有毒ガス事故防止

警告 2） 作業中の酸欠などの事故防止

警告 3） 感電・発火、巻き込まれ事故防止

注意 4） マンホール・点検口などからの転落・傷害事故防止

注意 5） 消毒剤による器物破損事故防止
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NSE型を適正に管理するための注意事項2
NSE型を正常に稼働させるため、構造を十分理解されたうえで維持管理を行ってください。
■装置の特徴
1）空気配管の分岐
　NSE型本体とブロワは１本の空気配管で接続されております。この空気配管は槽内で散気管
用、逆洗管用、移送ポンプ用、循環ポンプ用に分岐しております。各系統の空気配管にはバルブ
が設けられております。

2）ばっ気と逆洗
　NSE型はばっ気用と逆洗用の空気配管を１本化し、構造上の工夫で、ばっ気と逆洗を行うこ
とを可能にしました。なお、循環ポンプのバルブ横には細孔（φ0.6～1.0㎜）が開いていますが、
この径が大きくなると処理性能に影響を与えることがありますので、孔径は大きく広げないでく
ださい。 

3）エアバランスの重要性
　空気配管が１本ですので、バルブの誤操作や散気管の汚れ、閉塞等によりバランスのズレが
許容範囲を外れると機能上不具合が発生しますので、構造を十分理解した上で適正な維持管
理に努めてください。想定される不具合とその対策について下表にまとめます。

●エアバランスが崩れた際に生じる現象とその対策

通常運転時にもかかわらず、
散気管だけではなく逆洗管
からもエアが吐出している。 
なお、 激しく吐出している場
合は生物ろ過槽が逆洗状
態になっている。

循環水量、移送水量が設
定標準値よりも極端に多い、 
あるいは少ない。

逆洗時間が短くなっている。

散気管の吐出孔が閉塞している。
または、ひどく汚れており、 エアの吐
出圧が高まっている。

バルブの開度設定が誤っている。

バルブの開度設定が誤っている。

細孔が閉塞している。

散気管の吐出孔が閉塞している。
または、ひどく汚れている。

散気管を洗浄してください。

各バルブの設定を確認し、 
適正な位置に設定し直し
てください。

各バルブの設定を確認し、 
適正な位置に設定し直し
てください。

針等を用いて細孔の閉塞
を解消してください。

散気管を洗浄してください。

p.12

p.11

p.11

p.12

p.12

異常な状態 考えられる原因 処置方法 参照
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NSE型の構造と機能3
　NSE 型は、トイレ、台所、風呂、洗面所からの排水を合わせて処理する浄化槽です。
浄化槽の処理性能はBOD15mg/L 以下、T-N20mg/L 以下、SS15mg/L 以下となっています。こ
の性能を十分に発揮させるためには、設計、施工および維持管理が一体となることが必要です。
　維持管理については作業内容が広範囲にわたっていますので、作業内容を系統的に分類し、そ
れぞれ対策を講ずることが性能を安定させるために必要です。NSE 型の機能が十分に活かせます
ように、本書を参考に正しい維持管理を行ってください。

■各部の名称とはたらき

1）固液分離貯留槽
沈殿分離作用により汚水中の
固形物や油脂等をスカム、堆
積汚泥として濃縮、貯留しま
す。併せて、有機物の分解除
去と脱窒処理も行います。中間
水は移流バッフルを通過し、嫌
気ろ床槽へ自然移流します。
2）嫌気ろ床槽
汚水がろ床内部を下向流で流
れます。固形物の除去と嫌気
性バクテリアによる有機物の分解除去と脱窒処理が行われます。汚水は、移流管兼清掃孔内に
設けた移送ポンプにより、日平均汚水量のおおむね4.5倍に相当する水量で生物ろ過槽へと移送
します。固液分離貯留槽と嫌気ろ床槽には流量調整部を設けており、後段への負荷を平準化する
働きを持たせています。
3）生物ろ過槽
常時好気状態にあります。担体に付着した好気性バクテリアにより、有機物の酸化分解処理、窒素
成分の硝化処理を行うとともに、浮遊SSを捕捉します。生物ろ過槽の槽内水は、槽内に設けてい
る循環ポンプにより日平均汚水量のおおむね３倍に相当する水量で固液分離貯留槽へと常時返
送します。更に、１日５回標準実施される逆洗時には、逆洗水の返送が行われます。
4）処理水槽
生物ろ過槽とは槽底部で連通しており、生物ろ過槽通過後の処理水を一時的に貯留します。
5）消毒槽
処理水に消毒剤を接触させて消毒した後、槽外へ放流します。

流量調整型生物ろ過循環方式処理方式
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トイレ・台所・ふろ・洗面所
BOD : 200mg/L
T-N : 45mg/L
SS : 160mg/L

移送
ポンプ

循環ポンプ

嫌気ろ床槽固液分離貯留槽 生物ろ過槽 処理水槽 消毒槽流入 放流

BOD : 15mg/L以下
T-N : 20mg/L以下
SS : 15mg/L以下

■フローシート

■保守点検は専門業者が実施
浄化槽の保守点検には専門の技術が必要です。浄化槽の保守点検業者の登録制度が条例で定められて
いる場合には登録業者に、条例で定められていない場合には浄化槽管理士に浄化槽管理者が委託します。
■使用開始前の保守点検
浄化槽施行規則第５条に「浄化槽管理者は、法第10条第１項の規定による最初の保守点検
を、浄化槽の使用開始の直前に行うものとする」と定められています。保守点検時には、「保
守点検チェックリスト」を使用してください。
■通常の保守点検頻度
定められた技術上の基準に従って、14～18人槽は４ヶ月に１回以上、21～50人槽は３ヶ月に１
回以上の頻度で保守点検を行ってください。
■清掃
定められた技術上の基準に従って、年に１回以上行ってください。
■記録
保守点検、清掃の記録は、浄化槽管理者が作成した後、３年間保存してください。
（浄化槽管理者が業務を業者に委託した場合は、その業者が記録を２部作成し、１部を浄化槽管
理者に交付し、各 ３々年間保存してください。）

保守点検について4

流量調整部

仕　様
人　　槽 14

1.863
1.439
0.412
1.249
0.269
0.030
4.850
2770
1630

16 21 25 3018
2.765
2.156
0.617
1.876
0.395
0.044
7.236
3350

　　　　　　　　1950

3.950
3.070
0.879
2.680
0.551

　　　　0.073
10.324
4630

35
4.642
3.562
1.026
3.128
0.653

12.058
3950

40
5.301
4.099
1.176
3.573
0.742

13.820
4470

45
5.925
4.605
1.324
4.021
0.830
0.105
15.486
4970

50
6.583
5.100
1.469
4.465
0.917

17.170
5470

容

　量

　（㎥）

寸

　法

　（㎜）

固液分離貯留槽
嫌 気 ろ 床 槽
（ 流 量 調 整 部 ）
生 物 ろ 過 槽
処 理 水 槽
消 毒 槽
総 容 量
全 長 ： Ｌ
全 幅 ： Ｗ
全 高 ： Ｈ
流 入 管 底
流 出 管 底

マンホール寸法と数

2250
2400
600
650

1950
450
500

※1． 固液分離貯留槽、 嫌気ろ床槽はHWLでの容量です。
※2． 流量調整部容量は、 固液分離貯留槽、 嫌気ろ床槽に含まれます。

φ450×2
φ600×1

φ450×3
φ600×1

φ450×2
φ600×2

φ450×4
φ600×1
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各槽の保守点検の内容5
■保守点検の内容

①流入管路

点検マス、流入管
経路の閉塞の有無

・異物の付着がある。 ・異物を除去する。

異物・油の流入

水位の状況

汚泥の堆積状況

スカムの
発生状況

蚊やハエの
発生状況

・紙おむつや衛生用品等が存在。
・油が多量に浮いている。

・水位が異常に上昇している。

・汚泥の堆積が底部より
　14～30型の場合95cm以上、
　35～50型の場合120cm以上ある。

・スカムが流入バッフル又は
　移流バッフルの上端を乗り越えている。
・スカム厚が移流バッフル下端よりも
　厚くなっている。

・著しく発生している。

・管理者に流さないように説明する。

・原因を特定し適切に対処する。 

①嫌気ろ床槽のろ床閉塞の場合
　全面的にパイプで突きながら揺さぶり、
　閉塞を解消する。

②移送ポンプ動作不良の場合
　移送ポンプの洗浄を行う。 （p.14参照）

③生物ろ過槽の閉塞
　生物ろ過槽の点検を行う。 （p.13参照）

④循環・移送量のバランス
　移送水量より循環水量が多いと
　流量調整部の水位が高くなるため、
　各水量を調整する。 （p.11参照）

・嫌気ろ床槽の汚泥堆積状況を確認し、
　余裕が無いようであれば清掃する。

・底部堆積汚泥厚を測定し、余裕がある
　ようであればスカムを破砕して沈める。

・プレート式またはスプレー式殺虫剤で
　駆除をする。

点検項目 異常な状態 異常時の処置方法

②固液分離貯留槽
点検項目 異常な状態 異常時の処置方法
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水位の状況

汚泥の堆積状況

スカムの
発生状況

移送ポンプ
移送水量の測定

・水位が異常に上昇している。

・汚泥の堆積が底部より
　14～30型の場合40cm以上、
　35～50型の場合45cm以上ある。
・流出水のSS濃度が著しく高くなって
　いる。

・移流管兼清掃孔の上端を
　乗り越えている。

・移送水量が少ないあるいは多い。
・移送されない。

・原因を特定し適切に対処する。 

①嫌気ろ床槽のろ床閉塞の場合
　全面的にパイプで突きながら揺さぶり、
　閉塞を解消する。

②移送ポンプ動作不良の場合
　移送ポンプの洗浄を行う。 （p.14参照）

③生物ろ過槽の閉塞
　生物ろ過槽の点検を行う。 （p.13参照）

④循環・移送量のバランス
　移送水量より循環水量が多いと
　流量調整部の水位が高くなるため、
　各水量を調整する。 （p.11参照）

・清掃する。

・ひしゃく等を用いて固液分離貯留槽へ
　移送する。
・嫌気ろ床槽の汚泥堆積状況を調べ
　余裕が無いようであれば清掃する。

・移送量を調整する。 （p.11参照）
・移送ポンプを洗浄する。 （p.14参照）
・空気配管を点検する。
・ブロワを点検する。

③嫌気ろ床槽
点検項目 異常な状態 異常時の処置方法

細孔からの
空気逃がし

ばっ気状態

混合液の状態

・空気の逃げが確認できない。

・水流に偏りがある。

・白濁している。

・針等を用いて閉塞を解消する。
 （p.12参照）

・散気管の点検を行う。 （p.12参照）

・逆洗動作状況および、タイマーボックスの
　設定を確認する。 （p.13、p.15、p.16参照）

④生物ろ過槽
点検項目 異常な状態 異常時の処置方法
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担体の生物膜
付着状況

オーバーフロー口
スリットの状況

循環ポンプ
循環水量の測定

・担体充填部が閉塞し、水位が異常に
　上昇している。

・スリットに汚泥が付着し、閉塞している。

・循環水量が少ないあるいは多い。
・移送されない。

・手動逆洗を行う。 （p.13参照）
・逆洗回数を見直す。

・ブラシと水道水を用いて洗浄する。

・循環水量を調整する。 （p.11参照）
・循環ポンプを洗浄する。 （p.14参照）
・空気配管を点検する。
・ブロワを点検する。

④生物ろ過槽（つづき）
点検項目 異常な状態 異常時の処置方法

薬剤筒の状況

消毒剤の状況

スカム・堆積物の
有無

・垂直に保持されていない。

・消毒剤がない。

・スカムや堆積物がある。

・正常な位置にセットする。

・補充する。

・ひしゃく等を用いて、固液分離貯留槽へ
　移送する。

⑥消毒槽
点検項目 異常な状態 異常時の処置方法

スカムの有無 ・スカムがある。
・ひしゃく等を用いて、固液分離貯留槽へ
　移送する。

⑤処理水槽
点検項目 異常な状態 異常時の処置方法

流出管・排水管
経路の閉塞の有無

・閉塞を起こしている。 ・異物を除去する。

⑦流出管路
点検項目 異常な状態 異常時の処置方法

■消毒剤の貯留日数

【注意】 ●薬剤貯留日数は、溶解量を5mg/Lとした場合の目安です。
 ●有機系と無機系の薬剤を混ぜると危険ですので一緒に入れないでください。

人槽

薬剤筒径（㎜）と使用数
 薬剤保持量（ｇ）
 貯 留 日 数（日）

14
φ80×1
2000
142

16

250

18

222

21
φ80×2
4000
190

25

160

30

133

35

171

40

150

45

133

φ80×3
6000

50

120
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各装置について6

　NSE型では１本の空気配管によ
り、散気・逆洗の操作、移送量・循
環量の制御を実施することが可能
です。ブロワからの配管は１本で、
槽内で散気管用・逆洗管用・移送
ポンプ用・循環ポンプ用の４系統に
分岐しています。ブロワからの送気
の開始・停止により散気と逆洗をコ
ントロールします。
　ブロワ停止中は、循環ポンプ上部
の空気配管に設けられた細孔より
配管内の空気が抜け、槽内水深と
同じレベルまで槽内水が満たされ
る状態になります。
　ブロワの運転が再開すると、始めは先に排水された逆洗管から空気が吐出し逆洗が実施され
ます。少し遅れて散気管にも空気が満たされると散気管から空気が吐出し始め、ばっ気が開始さ
れます。散気管は逆洗管よりも高い位置に設置されている為、散気管からの空気の吐出が始ま
ると水圧差により逆洗管からの空気の吐出が停止します。このようにして空気が供給され始め
てから、散気管より空気が吐出するまでの間、生物ろ過槽の逆洗が実施されます。

空気配管および各バルブの機能と設定位置6-1

細孔部 拡大図

流出ブロ
ワよ

り



動作③　ブロワ停止中 動作④　ブロワ運転再開直後

9

散気管より空気が吐出し、逆洗管からは空気
の吐出はない。
逆洗管内には散気管の吐出圧とバランスする
位置まで水が浸入している。
細孔からは微量の空気が逃げている。

散気管より空気の吐出が停止し、管内に水が
浸入し始める。
逆洗管にも水が浸入し始める。
細孔からは微量の空気が逃げている。

散気管・逆洗管とも水面位置まで水が浸入し、
満たされる。
なお、逆洗管下部の孔の方が大きいことおよび
配管容積が小さいことから逆洗管の方が先に
水で満たされる。
水が満たされた時点で、空気は逃げなくなる。

散気管・逆洗管に浸入した水が各孔部より、排
出される。
細孔から再び微量の空気が逃げ始める。この
時、逆洗管の下部の孔の方が大きいことおよび
配管容積が小さいことから、先に浸入水が排出
される。

●逆洗の仕組み
動作①　ブロワ通常運転時 動作②　ブロワ停止直後
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逆洗管内の水は全て排出されて、下部の孔部
からは空気が吐出し始める。散気管の水はまだ
排出中である。
細孔からは微量の空気が逃げ続ける。

散気管内の水も全て排出され、下部の孔部か
らは空気が吐出し始める。これと同時に、逆洗
管からの空気の吐出が停止する。
細孔からは微量の空気が逃げている。
→動作①　ブロワ通常運転時に戻る。

動作⑤　ブロワ運転再開（初期） 動作⑥　ブロワ通常運転直前
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3）移送バルブの設定
移送水は設計水量（日平均汚水量：200L/人・日×人槽）のおおむね４.５倍の水量となるように設定し
ています。バルブには設定目安位置を表示してありますので、これを目安に調整してください。

※実際の使用状況に合わせて調整してください。

4）循環バルブの設定
循環水は設計水量（日平均汚水量：200L/人・日×人槽）のおおむね３倍に相当する水量で固液分離貯留槽
へ常時返送しています。バルブには設定目安位置を表示してありますので、これを目安に調整してください。

※実際の使用状況に合わせて調整してください。

●各バルブの標準設定位置および説明

1）散気バルブの設定 【ハンドル色 ： 青】

散気バルブは通常「開」の位置に設定します。
生物ろ過槽の手動逆洗の際のみ「閉」の位置にします。
作業終了後は「開」の位置に戻します。

（開の場合）（閉の場合）

2）逆洗バルブの設定 【ハンドル色 ： 赤】

逆洗バルブは通常「開」の位置に設定します。
生物ろ過槽は散気管を中心に左右２槽に分割されていますが、片
側の生物ろ過槽を手動逆洗したい場合は、逆洗したい生物ろ過槽
のバルブを「開」にし、散気バルブおよびもう片側の逆洗バルブを
「閉」にします。
手動逆洗の実施後は、バルブを「開」の状態に戻してください。（開の場合）（閉の場合）

人　槽

移送バルブ開度（%）
14
37

16
28

18
31

21
47

25
58

30
60

35
60

40
66

45
57

50
65

人　槽

循環バルブ開度（%）
14
17

16
25

18
28

21
33

25
33

30
43

35
52

40
56

45
50

50
55
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●散気管の点検
散気管から均等に散気が行われているかを目視で確認
してください。明らかに散気の状態が偏っている場合
は、散気管の洗浄を行ってください。
逆洗管より空気が漏れている場合も、同様に散気管の
洗浄を行ってください。

●散気管の洗浄手順
①ユニオンをゆるめ外す。
②散気管キャップをゆるめ外す。
③洗浄管に直接水道水ホースをつなぎ、
　水で散気管洗浄を行う。
　又は、パイプ洗浄ブラシにて洗浄を行う。

●細孔の掃除
循環バルブには空気逃がしのための細孔があります。細孔からは微量の空気が常時吐出してい
ます。細孔が閉塞すると15分間のブロワ停止時間内に、散気管内への水の浸入が完了せず、ブ
ロワ運転再開時の逆洗時間が短くなることがあります。
細孔の掃除には、直接針等を差し込んでスムーズに出し入れができるようになるまで針等を動か
してください。

散気装置6-2

細孔部 拡大図
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●逆洗について
生物ろ過槽は汚泥による担体充填部の閉塞を防止するために、タイマーボックス内のタイマーに
より定期的に逆洗し、処理性能を維持しています。逆洗は１日５回（標準）行います。

●逆洗回数の変更目安
標準設定では１日当たりの逆洗回数は５回としています。
タイマーボックス内のタイマーの設定を変更することで回数を変更することができます。
（タイマーの設定はp.15～16を参照）

●手動逆洗の実施
生物ろ過槽を手動逆洗するには以下の２種類の方法があります。
１）散気バルブを「閉」にする方法
散気管および移送ポンプのバルブを「閉」にし、逆洗管から空気が吐出するまで循環ポンプの
バルブを絞ります。逆洗状態になりますので、循環ポンプにより移送される汚泥の状態を確認し
てください。

２）電源操作による方法
ブロワの電源プラグをタイマーボックスのコンセントより抜きます。このまま15分間経過してから
再びコンセントに差し込むことにより生物ろ過槽の逆洗が行われます。

●逆洗管の点検
手動逆洗状態として左右両側の担体充填部が均等に逆洗されているか目視で確認してください。
均等でない場合は、逆洗が弱い方の逆洗バルブを全開にし、逆洗が強い方のバルブを閉めて洗
浄してください。

逆洗装置6-3

（開の場合） （閉の場合）
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●移送・循環ポンプの点検
移送・循環ポンプの移送水量が少なくなっている場合は、ポンプ内部または移送管内に生物膜
等が付着していることが考えられます。この場合、各ポンプの掃除口キャップを外して圧力水、
パイプ洗浄ブラシなどで内部の洗浄を行ってください。それでも充分でない場合は槽外に引き上
げて洗浄します。
洗浄が終わりましたら掃除口キャップを元のとおりしっかりと取り付け、ポンプを元の状態に戻
してください。

また、移送ポンプの受け部は下図の様にＵ字管形状となっており、この部分が閉塞していると思
われる場合は移送ポンプを取り外し、Ｕ字管を圧力水などで洗浄します。

　必要空気量は以下の通りです。

14人槽は定格圧力0.018MPa、16～50人槽は定格圧力0.02MPaで、上記の必要空気量以上を
満たすブロワを使用してください。
ブロワの電源コードは専用のタイマーボックス内のコンセントに、タイマーボックスの電源は防水
型コンセントに接続してください。

ブロワの選定6-4

移送・循環ポンプ内部の点検・洗浄

人　槽

 必要空気量（L/分）
14
120

16 18
160

21 25
210

30 35
240

40
270

45
310

50
340
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●出荷時の設定

●タイマーボックス
ブロワのON/OFF 制御には24 時間式のタイマーを使用します。

●タイマーの設定
工場出荷時に設定は完了していますので、現在時刻変更の必要がなければ設定は省略できます。

・ブロワ停止時間
1:30、2:00、2:30、3:00、3:30から各15分間ブロワが停止します。
（ブロワが始動すると同時に逆洗がスタートします。）

《ダイヤル式　タイマーの設定方法》
●自動運転

設定されたタイマーOFFの間、ブロワの運転を
停止する。
それ以外の時間はブロワ運転をする。
埋込型設定子が1:30～1:45、2:00～2:15、
2:30～2:45、3:00～3:15、3:30～3:45の部分で
内側に倒れていることを確認します。

●手動運転
自動運転とは無関係に、「入－自動－切」スイッチ
を操作することでブロワの運転または停止を切り
替えることができます。

●間欠運転時刻設定
間欠運転の時刻を変更する場合、ブロワを停止させたい時間帯の埋込型設定子を内側
に倒して設定してください。

タイマーボックスの設定6-5

動作

設定

動作

動作

【注意】 出荷時には逆洗回数は５回に設定しています。逆洗開始時刻を変更する場合には、設定した時刻から
 15分以上あけて次の逆洗開始時刻を設定してください。ブロワONと同時に逆洗が開始されます。

逆洗1回目
逆洗2回目
逆洗3回目
逆洗4回目
逆洗5回目

ブロワOFF
午前1：30
午前2：00
午前2：30
午前3：00
午前3：30

ブロワON
午前1：45
午前2：15
午前2：45
午前3：15
午前3：45

ブロワ運転停止時間
15分間
15分間
15分間
15分間
15分間



≪デジタル式　タイマーの設定方法≫
●ボタンの説明

●時刻調整
「CLOCK」ボタンを押しながら、「WEEK」「HOUR」「MIN」各ボタンで曜日・時刻を合わせてください。
「CLOCK」ボタンのみを３秒以上押すと、PMかAMが画面に表示されます。
PMかAMが表示されていない場合は、24時表示で0:00～23:59と表示されます。

●プログラムの確認とキャンセル
「PROG」ボタンを押すと、標準のプログラム設定時間がON/OFF 交互に表示されます。
1:30～1:45、2:00～2:15、2:30～2:45、3:00～3:15、3:30～3:45 が設定されていることを確認してください。
キャンセルしたいプログラムがある場合は、表示させて「RECALL」ボタンを押します。
（※キャンセルはON/OFF それぞれで行います）
【注意】「R」ボタンはリセットボタンです。押すと時刻やプログラムなど全てがリセットされます。

●タイマープログラム設定を変更する場合は以下の手順で実施してください。
①「PROG」ボタンを押し、画面左下に“ 1ＯＮ ”を表示させます。
②「WEEK」ボタンを押し、月曜日～日曜日“ MO/TU/WE/TH/FR/SA/SU ”が全て表示されてい
ることを確認してください。
③「HOUR」「MIN」ボタンで“ 1ＯＮ”にセットする時・分を設定します。
④“ 1ＯＮ”の設定が完了したら、「PROG」ボタンを押して、“ 1ＯＦＦ ”を表示させます。
⑤上記②と同様に「WEEK」ボタンで曜日を選びます。
　（※曜日はON/OFF それぞれで設定が必要です）
⑥上記③と同様に“ 1ＯＦＦ”にセットする時・分を設定します。
⑦“ 1ＯＮ”と“ 1ＯＦＦ”の設定が完了したら、「PROG」ボタンを押して、“ 2ＯＮ”を表示させます。
⑧上記を繰り返し、逆洗５回目までON/OFF プログラムを設定します。
⑨全てのプログラム設定が終わったら「CLOCK」ボタンを押し、時刻表示画面に戻します。
⑩「MANUAL」ボタンを押して、画面右側表示を“AUTO”にします。
　（※ブロワのON（運転）表示はOFF、ブロワのOFF(停止)表示はONになります。）

●手動運転
「MANUAL」ボタンを操作することでブロワのON（運転）表示はOFF、AUTO（タイマー運転）、OFF
（停止）表示はON を切り替えることができます。

WEEK
HOUR
MIN
RECALL
CLOCK
PROG
MANUAL
R

・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・
・・・・・

曜日調整
時調整
分調整
プログラムをキャンセル
曜日・時刻調整
プログラム調整・確認
ON・AUTO・OFFの切替
リセット

16
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■窒素除去性能の確認と改善
NSE型は窒素除去タイプの浄化槽です。硝化反応は生物ろ過槽、脱窒反応は固液分離貯留槽、嫌
気ろ床槽で進行します。
処理水の簡易測定結果を踏まえ、窒素除去性能の確認を行ってください。窒素除去が正常に行われ
ていない場合は、以下の表を参考に対処してください。また、必要に応じて移送ポンプ移送水の簡易
測定も行ってください。

特殊メンテナンス7

硝化反応が
起こっていない
NH4-N、NO2-N、
NO3-Nの合計値
が16mg/L以上で、
NH4-Nが大半の場合

硝化反応は起こって
いるが、脱窒が進行
していない
NH4-N、NO2-N、
NO3-Nの合計値のうち
NO2-N＋NO3-Nが
大半の場合

生ゴミや油が多量に流入している。

生物ろ過槽のDO（溶存酸素）濃度
が不足している。

移送水量、循環水量が大幅に多く、
生物ろ過槽での滞留時間が少ない。

循環水量が大幅に多く、固液分離
貯留槽、嫌気ろ床槽にDO（溶存
酸素）が多く存在する。

循環水量が大幅に少なく、固液分離
貯留槽に硝化液が循環されていない。

浄化槽管理者様に説明を行い、
使い方を改めてもらう。

空気配管の細孔以外の空気配管の
ユニオンなどからエアーが漏れていない
ことを確認する。

散気管が閉塞している場合は散気管の
洗浄を行う。 （p.12参照）

ブロワのフィルターが目詰まりしている
場合はフィルターの掃除を行う。

移送水量と循環水量の調整を行う。
 （p.11参照）

移送水量と循環水量の調整を行う。
 （p.11参照）

症状 考えられる原因 対処方法
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清掃は通常１年に１回以上行うよう定められていますが、汚泥の堆積等により処理機能に支障
をきたす恐れのある場合は早めの清掃を実施してください。
清掃作業は下表の手順で進めてください。

清掃の手順8

①一般事項

②嫌気ろ床槽

③固液分離
　貯留槽

④消毒槽

⑤水張り

⑥通電

・ブロワを停止する。
・薬剤筒を引き上げる。

・スカムの引き抜き …………全量
・汚泥の引き抜き …………適正量

まず、スカムを全量引き抜く。
次に移流管兼清掃孔よりバキュームホースを差し込んで、
ろ材および槽内壁を圧力水で洗浄しながら槽内汚泥
および洗浄水を適正量引き抜く。

・スカム、汚泥の引き抜き ……全量

まず、スカムを全量引き抜き、次に底部堆積汚泥を引き
抜く。
この時、槽内壁、流入バッフル周辺部、移流バッフル
周辺部を圧力水で洗浄しながら槽内汚泥とともに全量
引き抜く。

・槽内を洗浄し、薬剤の有無を確認・補充し、正常位置
　に薬剤筒を取り付ける。

・作業後、固液分離貯留槽、嫌気ろ床槽はMWLまで
　水張りする。

・ブロワを始動する。

・内部部品を破損しないよう
　に注意をして行う。
・ろ材の目詰まりを圧力水で
　洗浄する。

・内部部品を破損しないよう
　に注意をして行う。

・薬剤筒は垂直にセットする。

・水道水等を使用する。

・ばっ気状況、移送ポンプ、
　循環ポンプの動作が正常
　であることを確認する。

項目 作業内容 注意事項

【注意】 清掃の際、生物ろ過槽の引き抜きは行わないこと。


