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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原水にオゾンを添加したのち凝集剤を添加し、膜ろ過して再生水を得る再生水製造方法
であって、凝集工程の直前で原水中の残留オゾン濃度を測定し、その値が０.２～２.０ｍ
ｇＯ３/Ｌとなるようにオゾン添加量を制御しながらオゾンを添加して原水中に含まれる
微細固形物の表面性状を易凝集性に改質したうえ、凝集剤を添加して凝集させ、耐オゾン
性の分離膜により膜ろ過することを特徴とする再生水製造方法。
【請求項２】
　凝集工程の直前で測定された残留オゾン濃度が０.２ｍｇＯ３/Ｌ以上、１.０ｍｇＯ３/
Ｌ以下となるようにオゾン添加量を制御することを特徴とする請求項１記載の再生水製造
方法。
【請求項３】
　凝集工程の直前で測定された残留オゾン濃度が１.０ｍｇＯ３/Ｌを越え、２.０ｍｇＯ

３/Ｌ以下となるようにオゾン添加量を制御することを特徴とする請求項１記載の再生水
製造方法。
【請求項４】
　原水が排水であることを特徴とする請求項１記載の再生水製造方法。
【請求項５】
　耐オゾン性の分離膜が、セラミック製のモノリス膜であることを特徴とする請求項１記
載の再生水製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、下水処理水その他の各種の排水を原水として再生水を得る再生水製造方法に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　水資源の有効利用を図るために、各種の排水を膜ろ過して再生水を得る技術が開発され
ている。例えば特許文献１、２には、浄水処理場のろ過池の洗浄排水を膜ろ過することに
より、洗浄水として再利用する方法が開示されている。これら特許文献１、２に記載の発
明の場合には排水の性状が比較的良好であるが、排水が下水排水のように多量の有機物を
含有するような場合には、排水を膜ろ過すると膜面が排水中の有機物などによって短時間
のうちに閉塞してしまい、運転不能となるおそれがある。
【０００３】
　このような膜面の閉塞を防止する技術としては、特許文献３、４に示されるように、原
水中にオゾンを添加して膜面閉塞の原因となる有機物を分解してしまう方法がある。しか
し有機物を十分に分解するためには多量のオゾンを必要とする。そしてオゾン発生には多
量の電力と多額のオゾン発生機メンテナンス費用を要するため、多量のオゾンを添加する
とランニングコストが高くなるという問題がある。
【０００４】
　また多量のオゾンを添加した場合有機物の分解が進み、膜面を通過してしまうため、膜
ろ過水中の残留有機物濃度が高まり、却って再生水の水質が低下するという問題がある。
これらの理由により、排水を膜ろ過して再生水を得るためにオゾンを利用することはほと
んど行われておらず、特許文献３、４は何れも浄水処理を主目的とするものである。
【０００５】
　なお特許文献５には、下水二次処理水にプレオゾン処理、生物膜ろ過処理、オゾン処理
、膜ろ過処理を行う再生水の製造方法が記載されている。しかしこの方法も大量のオゾン
を必要とするうえ、原水の性状変動等によってプレオゾン処理のオゾンが誤って生物膜ろ
過処理工程に流入すると生物膜の活性が低下し、処理水質が悪化するおそれもあり、実用
運転は容易ではないと考えられる。
【特許文献１】特開平１１‐２３５５８７号公報
【特許文献２】特開２００１‐８７７６４号公報
【特許文献３】特開２００３‐２８５０５９号公報
【特許文献４】特許第３４４９２４８号公報
【特許文献５】特開２００２－１３６９８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って本発明の目的は、大量のオゾンを必要とせず、低コストで膜面の閉塞を確実に防
止しつつ、排水から安定して再生水を得ることができる再生水製造方法を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するためになされた本発明の再生水製造方法は、原水にオゾンを添加
したのち凝集剤を添加し、膜ろ過して再生水を得る再生水製造方法であって、凝集工程の
直前で原水中の残留（溶存）オゾン濃度を測定し、その値が０.２～２.０ｍｇＯ３/Ｌと
なるようにオゾン添加量を制御しながらオゾンを添加して原水中に含まれる微細固形物の
表面性状を易凝集性に改質したうえ、凝集剤を添加して凝集させ、耐オゾン性の分離膜に
より膜ろ過することを特徴とするものである。
【０００８】
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　なお請求項２の発明では、凝集工程の直前で測定された残留オゾン濃度が０.２ｍｇＯ

３/Ｌ以上、１.０ｍｇＯ３/Ｌ以下となるようにオゾン添加量を制御し、請求項３の発明
では、凝集工程の直前で測定された残留オゾン濃度が１.０ｍｇＯ３/Ｌを越え２.０ｍｇ
Ｏ３/Ｌ以下となるようにオゾン添加量を制御する。なお請求項４のように原水を排水と
することができ、請求項５のように耐オゾン性の分離膜を、セラミック製のモノリス膜と
することができる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の再生水製造方法によれば、従来技術とは異なりオゾンを凝集性改善の目的で原
水に少量添加したうえで凝集剤を添加する。これによって排水中の微細固形物を凝集性の
良好なフロックとし、分離膜のろ過面の閉塞を防止することができる。本発明ではこの目
的で凝集工程の直前で原水中の残留オゾン濃度を測定し、その値が０.２～２.０ｍｇＯ３

/Ｌとなるようにオゾン添加量を制御する。排水に添加されるオゾン量は微少量であるか
ら、オゾン発生のためのランニングコストを特許文献３、４に示された従来技術に比較し
て、大幅に引き下げることができる。
【００１０】
　またオゾン添加量が少ないので有機物の過度の分解が進行せず、膜ろ過水中の残留有機
物濃度を抑制することができるうえ、オゾンを使用しない場合に比較して膜ろ過流束を２
倍程度にまで高めることができる。さらにオゾン処理の後段には生物膜は存在しないので
、特許文献５のように処理水質が変動することもない。このため本発明によれば、排水が
下水処理水のように比較的多量の有機分を含む水質である場合にも、排水中の微細固形物
を膜ろ過する方法で安定した水質の再生水を得ることができる。
【００１１】
　なお、請求項２のように凝集工程の直前の残留オゾン濃度を０.２ｍｇＯ３/Ｌ以上１.
０ｍｇＯ３/Ｌ以下に制御すれば、オゾンによる凝集性改善効果を損なうことなくオゾン
使用量を抑制することができ、ランニングコストを引き下げることができる。
【００１２】
　また、請求項３のように凝集工程の直前の残留オゾン濃度を１.０ｍｇＯ３/Ｌを越え～
２.０ｍｇＯ３/Ｌ以下となるように制御すれば、原水の性状が変動した場合にも凝集性改
善効果を確保することができ、膜面の閉塞や処理水質の悪化を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に本発明の好ましい実施形態を示す。
　図１は本発明の第１の実施形態を示す図であり、１は下水処理場の最終沈殿池、２は最
終沈殿池１から排出された排水が導かれるオゾン接触塔である。３はこのオゾン接触塔２
にオゾンを供給するオゾン発生器、４は凝集槽、５は耐オゾン性の分離膜である。この実
施形態では原水となる排水は下水処理水であるが、排水の種類はこれに限定されるもので
はなく、返流水、工場排水、ゴミ浸出水、屎尿、農業廃水、畜産排水、養殖排水などを処
理した排水であってもよい。
【００１４】
　原水である排水はオゾン接触塔２に導入され、排水中にオゾンが添加される。この実施
形態では排水を下向流としてオゾンと接触させたが、上向流としても差し支えない。オゾ
ン接触塔へのオゾン供給方法としては、図１に示すように散気筒や散気板などの散気装置
６をオゾン接触塔１内に設置する方法のほか、オゾン接触槽１外に設置したイジェクター
やポンプなどによりオゾンを原水中に溶解させてからオゾン接触塔に投入する方法などを
用いることもできる。なお、最終沈殿池とオゾン接触塔の間に、生物膜ろ過や担体法など
の生物処理や砂ろ過や繊維ろ過などの簡易ろ過装置を設置することもできる。
【００１５】
　排水中に添加されたオゾンは排水中に含まれる微細固形物と接触することにより、微細
固形物の表面性状を易凝集性に改質する。オゾンによる微細固形物の表面性状改質のメカ
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ニズムについては学術的には十分解明されていないが、微細固形物の表面電荷がオゾンと
の接触によりマイナス側に変化することによるものと想定される。この表面性状改質は少
量のオゾンにより短時間に行われるので、必要な滞留時間は０．１～１０分程度である。
なお、オゾンを消費する物質としては、微細固形物であるＳＳ、有機物（ＣＯＤ）のほか
、NO２‐N等を挙げることができる。
【００１６】
　本発明では、オゾン接触塔１を出た後、凝集槽４の直前において排水中の残留オゾン濃
度をオゾン濃度測定器７により測定し、常に０.２～２.０ｍｇＯ３/Ｌとなるようにオゾ
ン添加量を制御する。制御方式はフィードバック制御が好ましい。またオゾン濃度測定器
７としては市販品を使用すればよく、測定は短時間に行うことができるので時間遅れの少
ないフィードバック制御が可能である。
【００１７】
　本発明において凝集工程の直前における水中の残留オゾン濃度を０.２ｍｇＯ３/Ｌ以上
に保つのは、凝集改善効果を所定のレベルに維持するためである。残留オゾン濃度が０.
２ｍｇＯ３/Ｌ未満となると膜面の閉塞防止効果が低下したり、これを防止するために凝
集剤の注入量を増加させる必要が生じてランニングコストの上昇を招いたりするので好ま
しくない。この点につき更に説明すると次の通りである。
【００１８】
　最近の研究では原水の種類によっては凝集槽内でオゾンが消費され、このオゾン消費が
膜面の閉塞防止に寄与していることが判った。この理由は二つ考えられる。前記したよう
に、オゾンによる微細固形物の表面性状改質は短時間で行われるが、微細固形物の種類に
よってはオゾン接触槽１の内部（滞留時間は０．１～１０分）では反応時間が不足し、易
凝集化により長時間を有する場合もあることが想定された。このような微細固形物をも表
面改質させるためには、凝集槽４内においてもなお水中の残留オゾン濃度をあるレベルに
維持することが好ましく、これが凝集工程の直前における水中の残留オゾン濃度を０.２
ｍｇＯ３/Ｌ以上に保つ理由である。
【００１９】
　もう一つは、オゾン接触塔１内で易凝集化した微細固形物が凝集槽４内で粗大化する際
に表面性状が元に戻り、粒子径があるレベルに達すると凝集改善効果がなくなる傾向があ
ることも想定された。このためには凝集槽４内においても水中の残留オゾン濃度をあるレ
ベルに維持して粗大粒子の表面に対しても改質効果を及ぼすことが好ましく、これが凝集
工程の直前における水中の残留オゾン濃度を０.２ｍｇＯ３/Ｌ以上に保つその他の理由で
ある。
【００２０】
　一方、凝集工程の直前における水中の残留オゾン濃度が２．０ｍｇＯ３/Ｌを越えると
、オゾンにより膜面で阻止できないほど有機物の分解が進行し、処理水中の有機物濃度が
上昇して再生水の水質悪化を招く。またオゾンの発生には大量の電力を必要とするので、
過剰なオゾン注入はランニングコストの上昇を招き好ましくない。すなわち、オゾン設備
費が高くなり、オゾンの凝集改善効果に伴う膜ろ過流束向上による膜設備費低減効果がな
くなることとなる。
【００２１】
　上記のように本願発明では残留オゾン濃度を０.２ｍｇＯ３/Ｌ以上、２.０ｍｇＯ３/Ｌ
以下に維持するが、特に請求項２のように凝集工程の直前の残留オゾン濃度を０.２ｍｇ
Ｏ３/Ｌ以上１.０ｍｇＯ３/Ｌ以下に制御すれば、多くの場合、オゾンによる凝集性改善
効果を損なうことなくオゾン使用量を抑制することができ、ランニングコストを引き下げ
ることができる。
【００２２】
　しかし原水の性状によっては、請求項３のように凝集工程の直前の残留オゾン濃度を１
.０ｍｇＯ３/Ｌを越え、２.０ｍｇＯ３/Ｌ以下となるように制御することが好ましい場合
もある。このような範囲に維持すれば、原水の性状が変動した場合にも凝集性改善効果を
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確保することができ、膜面の閉塞や処理水質の悪化を防止することができる。
【００２３】
　このようにしてオゾンが添加された排水は、凝集槽４に送られて凝集剤が添加される。
凝集剤の種類としては、ＰＡＣ、塩化第二鉄、硫酸バンド、高分子凝集剤、ＰＳＩ（ポリ
シリカ鉄凝集剤）などを使用すればよい。排水は凝集槽４において急速攪拌や緩速撹拌に
より凝集剤と混合され、凝集フロックが形成される。前工程において凝集改善がなされて
いるので凝集性の良好なフロックが形成される。また凝集槽４の内部においても凝集改善
がなされることは前述の通りである。
【００２４】
　凝集槽５を出た排水は分離膜５により膜ろ過される。分離膜５の材質は耐オゾン性であ
ることが必要であり、セラミック膜のほかにＰＶｄＦ等の耐オゾン性の高分子膜を使用す
ることができる。膜形状はモノリス型、チューブラー型、平膜、中空糸膜などの様々なも
のを用いることができ、外圧式であっても内圧式であってもよい。膜の種類はＭＦ膜また
はＵＦ膜であることが好ましい。
【００２５】
　この実施形態では、セラミック製のモノリス型ＭＦ膜を用いて排水をデッドエンドろ過
し、微細固形物が除去された再利用水を得る。前述のとおり、排水中の微細固形物は凝集
性の良好なフロックとなっているため膜面の閉塞が防止され、下水処理水のように比較的
多量の有機分を含む排水である場合にも、長期間にわたり安定して再利用水を得ることが
できる。ただし定期的な逆洗操作や薬液洗浄が必要であることはいうまでもない。分離膜
５を通過する際にも水中のオゾンは消費され、膜透過後の再生水中の残留オゾン濃度は０
またはごく微量となる。以下に本発明の実施例を示す。
【実施例】
【００２６】
　図１に示した装置を用い、下水処理水から再利用水を得る実験を行った。オゾン接触塔
の滞留時間は１０分であり、使用した分離膜は細孔径が０.１μmのモノリス型セラミック
膜である。膜ろ過流束は4ｍ／日、凝集剤としてはPACを使用し、３mg‐Ａｌ/Ｌの濃度と
なるように排水中に添加した。表１に原水である排水の性状及び処理水である再生水の性
状を示した。
【００２７】
【表１】

【００２８】
　比較例１は、凝集前の溶存オゾン濃度が低いため、凝集改善効果が低く、薬品洗浄間隔
が10日しかないほど膜差圧上昇が激しかった。また、処理水中にも色度成分が残存し、処
理水質もあまり良くなかった。
【００２９】
　実施例１は、凝集前の溶存オゾン濃度が0.２mg/Lあるため、凝集改善効果があり、薬品
洗浄間隔が６０日と安定運転が可能であり、処理水質にも問題はなかった。
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　実施例２は、凝集前の溶存オゾン濃度が1mg/Lあるため、凝集改善効果があり、薬品洗
浄間隔が90日と安定運転が可能であった。水質にも問題はなかった。
　実施例３は、凝集前の溶存オゾン濃度が2mg/Lあるため、凝集改善効果があり、薬品洗
浄間隔が90日と安定運転が可能であった。水質はBODが多少高いが問題はない。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施形態を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００３１】
　１　最終沈殿池
　２　オゾン接触塔
　３　オゾン発生器
　４　凝集槽
　５　分離膜
　６　散気装置
　７　オゾン濃度測定器

【図１】
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