
維持管理要領書本文に出てくる警告表示の
部分は、 浄化槽の維持管理を行う前に注意
深くお読みになり、 よく理解してください。
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注意

いつもニッコー浄化槽をご愛顧いただき心から御礼申し上げます。 皆様方に
ニッコー浄化槽のより深い商品知識と正しいお取り扱い方法をご理解いた
だくために、 ここにメンテナンスガイドを作成いたしました。 このガイドはニッコー
浄化槽  浄化王・浄化王χの維持管理方法について、 ご説明したものです。 
よくお読みいただきまして正しい維持管理を行うようにお願い申し上げます。
この維持管理要領書は維持管理契約を結ばれました業者様へお渡しくださ
い。
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●出荷時の設定（タイマーボックス）
出荷時、 タイマー設定は以下のようになっています。

出荷時の設定

【注意】 出荷時には逆洗回数の設定は2回になっています。 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。

逆洗1回目
2：00

逆洗2回目
3：00

運転停止時間
15分

逆洗回数
2

タイマーの設定

【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。

※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。

　標準設定 ： 午前2時と午前3時にスイッチが切り替わりブロワを
停止させます。

　ブロワ停止時間 ： 午前2時と午前3時から各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2：00～2：15、 3：00～3：15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
止を切り替える事ができます。

●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。

動作

動作

動作

設定



≪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。
2:00/2:15、3:00/3:15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それぞれで設定が必要です）
【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2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



特殊メンテナンス

現場における窒素除去性能の確認は、 市販の簡易測定キットを用いて行ってください。 簡易測定に供す
るためのサンプルは担体流動槽（流出側）より採水してください。 測定の結果、 目標処理水質を満足でき
ていないと判断されるような場合は、 次のように対応してください。
①アンモニア性窒素濃度が大半を占め、 硝酸、 亜硝酸性窒素がほとんど確認されない場合

②硝酸、 亜硝酸性窒素濃度が大半を占め、 アンモニア性窒素はほとんど確認されない場合

１） 生ごみ、 油等の多量の流入が確認されるような場合は、 使用者に使い方を改めるように説明する。
２） いわゆる高負荷の状態であり、 担体流動槽（流出側）におけるDOが明らかに不足（流入のない時
間帯においても、 DOが連続して１.０／Ｌ以下である）している場合は、 ブロワのランクアップを実施
する。 また、 DOがやや不足気味（DOが１.０～２.０／Ｌである）であるという程度であれば、 処理水
エアリフトポンプのバルブ開度を絞ることにより、 散気管側への送気量を増やすようにして様子を見
る。

３） 逆洗回数を減らし、 汚泥返送量を減らす。 これにより、 好気槽内の生物量（硝化菌）が増え窒素の
硝化反応が進行することが期待できます。

１） 循環水量が基準範囲よりも大幅に少ない場合は、 これを基準内に設定し直す。
２） 循環水量が基準範囲よりも大幅に多い場合は、これを基準内に設定し直す。 固液分離貯留槽、 嫌
気ろ床槽へのDOの持ち込みが弊害となり、 脱窒が進行していないことが考えられます。

窒素除去性能の確認と改善策



清掃の手順

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

項目 作業内容 注意事項

ブロワを停止する。
マンホールふたを取り外す。
薬剤筒を引き上げる。

スカムの引き抜きは、 全量とする。
汚泥の引き抜きは、 適正量とする。
まず、 スカムを全量引き抜き、 濾材押さえ面に
洗浄水を使用しながら夾雑物を引き抜く。
次に清掃孔よりバキュームホースを差し込んで、
濾材表面及び槽内壁を圧力水で洗浄しながら
槽内汚泥及び洗浄水を適正量引き抜く。

スカム、 汚泥の引き抜きは、 全量とする。
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
管周辺部は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。

作業後は各槽を水準目安線まで水張りする。

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。
濾材の目詰まりを圧力水で洗浄
する。
汚泥の引き抜きは、適正量とす
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。

水道水を使用する。

ばっ気状況、 移送ポンプ、 処理
水用エアリフトポンプの作動が
正常であることを確認する。

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。 下表の手順で清掃作業を進めてください。

【注意】
　担体流動槽・生物ろ過槽の清掃は通常実施しませんが、 何らかの原因で清掃が必要になった場合は、 バキュ
ームホース先端に担体径（浄化王：φ13㎜、 浄化王χ：φ12㎜）より小さい径のストレーナー等を取り付けるなどし
て、 担体を吸い込まないように担体流動槽から先に引き抜いてください。 この時、 生物ろ過槽は2つの散気バル
ブを「閉」の状態とし、 逆洗状態としてください。 また、 生物ろ過槽内水を全て引き抜く必要性がある場合は、 定
量ポンプを取り外し、 処理水槽側にホースを挿入して生物ろ過槽内の水を引き抜いてください。


