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低圧力損失散気装置“ニューエアー”
Low-pressure Loss Diffuser "Newair"

�����の��タンクでもちいるF�GHとして;いO&PQ�Zい��IJKLのvwを[

するF�GH]ニューエアー^をドイツから`aし�bc４deの�����でfJ.である!x

fJ.の�������タンクにおいて���IJKL�yz{|��}1~�を��し���

�を��するデータがえられた!(kでは�ニューエアーの���vwをghするとともに���

���でのfJijをklする!

Newair is the diffuser for sewage waste water treatment plants. We introduced it from Germany. At
the present day�Newair is running at four sewage plants in Japan. In one of these plants�we
measured oxygen transfer efficiencies� flow velocities of bottom area� and distributions of mixed
liquor suspended solids. In this report�we introduce specification, characteristic and running data of
Newair.
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���により��した���な	
��を�つ�
��である���は�ディスクタイプとチューブタ
イプがあり�ディスクタイプを��１に�チューブ
タイプを��２に�す�ディスクタイプは���
の��が240 mm であり���に���と��す
るコネクターを�している�チューブタイプは�
��の�さが500 mm�750 mmの２��があり� 
!が���と��できる��となっている�
���� �

ニューエアーの��"#の$%&を�１に�す�
'()ポリエチレンを��な����により��
��*#の	
を300��+)に����,#を
120��+)に-.することで�/のような��を
�している�

�����0い1234
��な	
��のため����を56する7の
5�89が:さく�1234は;1.5 kPa と<=に
0く>えることができる�
�����'い?@ABCD
,#の	
が120��と<=に:さいため�E	

な�FをGHし�'い?@ABCDがえられる�
�����IJ�'K)

チューブタイプは;700 gL750 mmLM�ディスク
タイプは;900 gとNOに�ちPびできるQJであ
る�RSは�'()ポリエチレンTで�K)も'く�
UVいがWXでYZ[に\れている�
�����\れた]^[�]_[
'()ポリエチレンTのため�pH�`)abな
ど]^[�]_[に\れている�

�����	
�
ニューエアーは�c,ではすでに200defgの
�hijkでlBしている�m*では�2005nから
opqrがlBし�チューブタイプ１s�ディスク
タイプ２sのtuovを�している�m*ovを�

１に�す�
��� � � �

�����w_xybセンター
ij�%は�z{|u}~�%�b��を��し
ており�１��は８��のh�から��されている�
それぞれのh�は�h�8.1 m の��であるため�
���はh�4.7 m にq�した����%となる�
また����にはz{が|uされており�ニューエ
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タイプ i j � % q��� tun� r �

１ ������ �� ��ybセンター ディスク ３¡ステップ�u%
�b¢��

£#¤� 2008n３� ��の¥¦は2007n４�よりlB

２ §¨��©� ª«¬ijk チューブ ®¯°[±²� £#¤� 2008n３�

３ ���³´� w_xybセンター チューブ z{|u}
~�%�b¢��

����� 2008n３�

µ ¶·�¸�¹ �º»ybセンター チューブ ®¯°[±²� ��� 2005n10� opqr

��１ ディスクタイプ

��２ チューブタイプ

���������

���������

�１ ��"#$%&



アーの��によって�����されている���３

に	
��をす�
������������

����は��������を� し�ディスク
タイプを!"#$に%
した&'(���により)
 されている���４に	
��をす�
�����*+,-./0センター
３1ステップ.2�3045�により)6をおこ
なっている���フローの789を�２にす�:

;タンクは�<=>"と?�"に@Aされ�?�"
には�ディスクタイプが1 344BCDられている
E��５F�<=>"の��Gは���６にすHI
'J��GKPABIOMixEパビオミックスFLが�
M18G	
されている�
��������	
センターの���

NOPのディスクタイプの�QRSをTUとして�
=>VOWX�#$.Y���Z[EMLSSFA\
の]^をおこなった�

_`abソリューションcd Vol. 5 No. 1E2008e8F22

�２ *+,-./0センター ��フロー

��５ *+,-./0センター ディスクタイプ

��６ *+,-./0センター パビオミックス

��３ fgh/0センター チューブタイプ

��４ ������� ディスクタイプ
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��	
��の�タンクのため�������
はオフガス�により��した�オフガス�は���
より��される����������を��するこ
とで��に��した���を �する!�である�
��"#と$%&の'(を�２に)す�*ステッ
プとも$%&を+,る������がえられ�$%
-.を/0することを12した�
�����3 4 - .

5678は�96により:-;<を34�=>し
ている�34が?@AなB>�;<がCDにEFし�
GHのIJとなることがある�このため�;<のE
Fがないことを12するために��タンクKの3
4-.のLMとしてCDNOPQCより100 mmR
と�SKの;<��のATを��した���は�U

３ステップのV6Sにおいておこなった�
�３にCDNOを��４に;<��のATの��
"#を)す�CDNOは;<がEFするとされるW
Xの10 cm/YをZきく+,る29.6[45.1 cm/YのNO
がえられていることを12した�また�;<��の
ATは�CDPCDより100 mmR��\P\�]R�
+\P��より500 mmRで*\ごとに４^_�>
%12^_��した�;<��は�`2 200[2 500
mg/L と�ほぼSKでabにATしており�;<が
EFすることなく�cVに34されていることを1
2した�

む す び
ニューエアーは�dK４^_のe�GHBでf�
�である��f��の$gにおいて�-.hiP�
������34-.Rをおこない�cVな"#が
えられた�
e�GHj$は�j$のkl�やGH�のm�G
H�のため�no�pqがrめられている�ニュー
エアーは�stuvがwく�mい������をx
していることから�yz{�が|}するm�GHに
おいても�~$の�{�を��することなく�56
78のnoが�.である�また���で��もmい
ことからj�-にも�れているなど�no�zに�
�した5678であり���さらにe�GHBで�
�されることを��したい�
��に��Zなご�tを�きました��*���
���にご���きました��テクノP�R ¡¢£
に¤く¥¦の§を¨します�
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U１ステップ 6.4
24.77
21.34

20.2

U２ステップ 4.5 4.05 5.3
26.38
21.34

19.1

U３ステップ 4.45
19.92
18.69

18.0

�３ CDNO��"#

��^_
CDNO
®cm/Y¯

U３ステップ 29.6[45.1

�４ ;<��AT��"#

��B_ ���8
MLSS
®mg/L¯

U３ステップ

+\P��より500 mmR

�\PS�]R

e\PCDより100 mmR

2 215[2 511

2 217[2 550

2 182[2 550


