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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】連続吸脱着式排水処理装置を用いて、吸着素子
の劣化の抑制効率の高い手段を付帯することで、吸着素
子の交換頻度を減らし、ランニングコストや交換時の労
力を削減できる排水処理システムを提供すること。
【解決手段】排水を分離膜に通水して無機物質および／
または有機物質の一部を除去した透過水と、分離膜を透
過しなかった濃縮水とに分離する分離膜装置１００と、
前記分離膜装置に接続され、前記透過水を接触させるこ
とで有機物質を吸着し、加熱ガスを接触させることで吸
着した有機物質を脱着する吸着素子を含み、前記吸着素
子に透過水を供給することで有機物質を前記吸着素子に
吸着させて処理水として排出する連続吸脱着式排水処理
装置２００と、前記連続吸脱着式排水処理装置から排出
された有機物質を含有する脱着ガスを燃焼させて酸化分
解した清浄ガスを排出する燃焼装置３００を備えた、排
水処理システム。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　有機物質を含有する排水から有機物質を除去することで当該排水を清浄化する排水処理
システムであって、
　前記有機物質を含有する排水を分離膜に通水して無機物質および／または有機物質の一
部を除去した透過水と、分離膜を透過しなかった濃縮水とに分離する分離膜装置と、
　前記分離膜装置に接続され、前記透過水を接触させることで有機物質を吸着し、加熱ガ
スを接触させることで吸着した有機物質を脱着する吸着素子を含み、前記吸着素子に透過
水を供給することで有機物質を前記吸着素子に吸着させて処理水として排出し、前記吸着
素子に加熱ガスを供給することで有機物質を前記吸着素子から脱着させて有機物質を含有
する脱着ガスとして排出し、前記吸着素子の脱着処理が完了した部分を、吸着処理を行な
う部分に移行させるとともに前記吸着素子の吸着処理が完了した部分を、脱着処理を行な
う部分に移行させる操作を繰り返し実施できる手段を有した連続吸脱着式排水処理装置と
、
　前記連続吸脱着式排水処理装置に接続され、前記連続吸脱着式排水処理装置から排出さ
れた有機物質を含有する脱着ガスを燃焼させて酸化分解した清浄ガスを排出する燃焼装置
を備えた、
　排水処理システム。
【請求項２】
　前記分離膜装置の分離膜が、逆浸透膜、正浸透膜、限界ろ過膜、精密ろ過膜、イオン交
換膜、透析膜からなる群から選ばれる少なくともひとつの部材を含んでいる請求項１に記
載の排水処理システム。
【請求項３】
　前記分離膜装置の分離膜が、高分子膜、炭素膜、セラミック膜、ゼオライト膜、アルミ
ナ膜からなる群から選ばれる少なくともひとつの部材を含んでいる請求項１に記載の排水
処理システム。
【請求項４】
　前記連続吸脱着式排水処理装置は、前記吸着素子にガスを吹き付けることで前記吸着素
子に付着した余剰の排水を吹き飛ばしてこれを除去排水として排出する請求項１～３のい
ずれかに記載の排水処理システム。
【請求項５】
　前記連続吸脱着式排水処理装置から排出された除去排水が、前記連続吸脱着式排水処理
装置に再度供給されるように構成された請求項４に記載の排水処理システム。
【請求項６】
　前記吸着素子が、活性炭、活性炭素繊維、ゼオライトおよびシリカゲルからなる群から
選ばれる少なくともひとつの部材を含んでいる請求項１～５のいずれかに記載の排水処理
システム。
【請求項７】
　前記分離膜装置の前記濃縮水の一部が第１濃縮水として前記有機物質を含有する排水に
混合され、前記分離膜装置に再度供給されるように構成された請求項１～６のいずれかに
記載の排水処理システム。
【請求項８】
　前記分離膜装置の前記濃縮水から第１濃縮水を除いた第２濃縮水を曝気処理することで
、第２濃縮水中から有機物質を揮発除去し、有機物質を含有する曝気ガスを排出する曝気
装置が設置されている請求項７に記載の排水処理システム。
【請求項９】
　前記分離膜装置の前記濃縮水から第１濃縮水を除いた第２濃縮水を加熱し、有機物質を
蒸発させる加熱器と、蒸発した前記有機物質を液化凝縮させた蒸発凝縮水を前記連続吸脱
着式排水処理装置に供給する冷却器とを含む蒸発濃縮装置が設置されており、前記蒸発凝
縮水を前記分離膜装置の前記透過水と混合するように構成された請求項７に記載の排水処
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理システム。
【請求項１０】
　前記分離膜装置または前記分離膜装置と連続吸脱着式排水処理装置の間に曝気装置が設
置されている請求項１～９のいずれかに記載の排水処理システム。
【請求項１１】
　排水中の無機物質および／または有機物質を吸着する吸着素子を含む吸着装置が、前記
分離膜装置と連続吸脱着式排水処理装置の間に接続されているように構成された請求項１
～１０のいずれかに記載の排水処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機物質を含有する排水から有機物質を除去することで当該排水を清浄化す
る排水処理システムに関し、特に、各種工場や研究施設等から排出される有機物質を含有
する排水から有機物質を効率的に除去することで当該排水を清浄化する排水処理システム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、排水中から有機物質を除去する方法として、有機物質を含有する排水を吸着素子
に通液吸着させ、吸着された有機物質を加熱ガスにて吸着素子から脱着し、この吸着と脱
着とを連続的に繰り返して実施できる手段を用いて排水を処理するとともに、脱着の際に
排出された有機物質を含むガスを後処理装置へ導入して処理する連続吸脱着式排水処理装
置が有効であることが知られている。そして、後処理装置としては、触媒燃焼装置などの
酸化分解処理装置などが知られている。また、上記連続吸脱着式排水処理装置の処理効率
を高めるなどの目的で、曝気槽などを上記連続吸脱着式排水処理装置の前段に接続して、
前処理する方法も有効であることが知られている（例えば、特許文献１～３参照）。
【０００３】
　連続吸脱着式排水処理装置と燃焼装置とを組み合わせた排水処理システムのフローの一
例を図１に示す。このシステムは、有機物質を含有する排水を接触させることで有機物質
を吸着処理し、加熱ガスを接触させることで有機物質を脱着処理する吸着素子として吸着
材２１１、２２１を含む連続吸脱着式排水処理装置２００を導入することで、吸着処理と
脱着処理を連続的に行って有機物質を除去し、清浄化された処理水と有機物質を含む脱着
ガスを排出する。連続吸脱着式排水処理装置２００から排出された脱着ガスは燃焼装置３
００に導入され後処理される。脱着ガスは、熱交換器３１０を通過することで加熱された
後、燃焼炉３２０に導入されてガス中の有機物質が酸化分解され、清浄化された分解ガス
を排出する。分解ガスは熱交換器３１０を通過し、大気中に放出される。
【０００４】
　図１の連続吸脱着式排水処理装置２００は、吸着処理後、加熱空気、加熱窒素、水蒸気
、過熱水蒸気などの加熱ガスを用いて脱着処理を行うことで、吸着素子に吸着された有機
物質を吸着素子から脱着し、吸着素子を再生して再び吸着処理へ移行し、この処理を連続
的に行うことで、少量の吸着材で効率的に排水中の有機物を除去することができる排水処
理装置である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－５５７１２号公報
【特許文献２】特開２００６－５５７１３号公報
【特許文献３】特開２０１２－４０５３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　排水中には、連続吸脱着式排水処理装置の脱着処理に使用する加熱ガスの温度よりも高
沸点の有機物質や、揮発しない無機物質等が含有している場合がしばしばあり、これらの
物質は脱着処理においても吸着素子から脱着が困難である場合がある。これらの物質（以
下「脱着困難物質」という場合がある）を含む排水を連続吸脱着処理した場合、脱着困難
物質がサイクル毎に吸着素子に蓄積して、所定の吸着性能を得られなくなる（いわゆる、
吸着素子の劣化）ので、吸着素子の交換頻度が高くなり、ランニングコストが高価となる
問題があった。
【０００７】
　本発明は、上記の問題を解決するためになされたものである。すなわち、前記脱着困難
物質と有機物質を含んだ排水を、連続吸脱着式排水処理装置を用いて処理する排水処理シ
ステムに関し、吸着素子の劣化の抑制効率の高い手段を付帯することで、吸着素子の交換
頻度を減らし、ランニングコストや交換時の労力を削減できる排水処理システムを提供す
ることを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは鋭意検討した結果、以下に示す手段により、上記課題を解決できることを
見出し、本発明に到達した。すなわち本発明は以下の通りである。
１．有機物質を含有する排水から有機物質を除去することで当該排水を清浄化する排水処
理システムであって、
　前記有機物質を含有する排水を分離膜に通水して無機物質および／または有機物質の一
部を除去した透過水と、分離膜を透過しなかった濃縮水とに分離する分離膜装置と、
　前記分離膜装置に接続され、前記透過水を接触させることで有機物質を吸着し、加熱ガ
スを接触させることで吸着した有機物質を脱着する吸着素子を含み、前記吸着素子に透過
水を供給することで有機物質を前記吸着素子に吸着させて処理水として排出し、前記吸着
素子に加熱ガスを供給することで有機物質を前記吸着素子から脱着させて有機物質を含有
する脱着ガスとして排出し、前記吸着素子の脱着処理が完了した部分を、吸着処理を行な
う部分に移行させるとともに前記吸着素子の吸着処理が完了した部分を、脱着処理を行な
う部分に移行させる操作を繰り返し実施できる手段を有した連続吸脱着式排水処理装置と
、
　前記連続吸脱着式排水処理装置に接続され、前記連続吸脱着式排水処理装置から排出さ
れた有機物質を含有する脱着ガスを燃焼させて酸化分解した清浄ガスを排出する燃焼装置
を備えたことを特徴とする、
　排水処理システム。
２．前記分離膜装置の分離膜が、逆浸透膜、正浸透膜、限界ろ過膜、精密ろ過膜、イオン
交換膜、透析膜からなる群から選ばれる少なくとも１つの部材を含んでいる上記１に記載
の排水処理システム。
３．前記分離膜装置の分離膜が、高分子膜、炭素膜、セラミック膜、ゼオライト膜、アル
ミナ膜からなる群から選ばれる少なくとも１つの部材を含んでいる上記１に記載の排水処
理システム。
４．前記連続吸脱着式排水処理装置は、前記吸着素子にガスを吹き付けることで前記吸着
素子に付着した余剰の排水を吹き飛ばしてこれを除去排水として排出する上記１～３のい
ずれかに記載の排水処理システム。
５．前記連続吸脱着式排水処理装置から排出された除去排水が、前記連続吸脱着式排水処
理装置に再度供給されるように構成された上記４に記載の排水処理システム。
６．前記吸着素子が、活性炭、活性炭素繊維、ゼオライトおよびシリカゲルからなる群か
ら選ばれる少なくとも１つの部材を含んでいる上記１～５のいずれかに記載の排水処理シ
ステム。
７．前記分離膜装置の前記濃縮水の一部が第１濃縮水として前記有機物質を含有する排水
に混合され、前記分離膜装置に再度供給されるように構成された上記１～６のいずれかに
記載の排水処理システム。
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８．前記分離膜装置の前記濃縮水から第１濃縮水を除いた第２濃縮水を曝気処理すること
で、第２濃縮水中から有機物質を揮発除去し、有機物質を含有する曝気ガスを排出する曝
気装置が設置されている上記７に記載の排水処理システム。
９．前記分離膜装置の前記濃縮水から第１濃縮水を除いた第２濃縮水を加熱し、有機物質
を蒸発させる加熱器と、蒸発した前記有機物質を液化凝縮させた蒸発凝縮水を前記連続吸
脱着式排水処理装置に供給する冷却器とを含む蒸発濃縮装置が設置されており、前記蒸発
凝縮水を前記分離膜装置の前記透過水と混合するように構成された上記７に記載の排水処
理システム。
１０．前記分離膜装置または前記分離膜装置と連続吸脱着式排水処理装置の間に曝気装置
が設置されている上記１～９のいずれかに記載の排水処理システム。
１１．排水中の無機物質および／または有機物質を吸着する吸着素子を含む吸着装置が、
前記分離膜装置と連続吸脱着式排水処理装置の間に接続されているように構成された上記
１～１０のいずれかに記載の排水処理システム。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の排水処理システムによれば、脱着困難物質と有機物質を含んだ排水を処理した
場合にも、連続吸脱着式排水処理装置の吸着素子の劣化を抑制して、吸着素子の交換頻度
を減らし、ランニングコストや交換時の労力を削減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】連続吸脱着式排水処理装置と燃焼装置を組み合わせた排水処理システムの一例で
ある。
【図２】本発明の好ましい排水処理システムの一形態の例である。
【図３】本発明の好ましい分離膜装置の一形態の例である。
【図４】本発明の好ましい排水処理システムの一形態の例である。
【図５】本発明の好ましい曝気槽の一形態の例である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
（実施の形態）
　図２は、本発明の実施の形態における排水処理システムのシステム構成図である。以下
においては、この図２を参照して、本実施の形態における排水処理システムの構成につい
て説明する。
【００１２】
　図２に示すとおり、本実施の形態における排水処理システムは、分離膜装置１００と、
連続吸脱着式排水処理装置２００と、燃焼装置３００を主として備えている。
【００１３】
　分離膜装置１００は、脱着困難物質と有機物質を含有する排水を分離膜に通水して脱着
困難物質を除去した透過水と、分離膜を透過しなかった濃縮水とに分離する装置である。
【００１４】
　分離膜装置１００は、図３に示すように、分離膜モジュール１１０と、送液ポンプ１２
０から構成されている。分離膜モジュール１１０に使用する分離膜としては、逆浸透膜、
正浸透膜、限界ろ過膜、精密ろ過膜、イオン交換膜、透析膜からなる群から選ばれる少な
くともひとつの部材を含んでいることが好ましい。また、分離膜モジュール１１０に使用
する分離膜を材質の点からみると、高分子膜、炭素膜、セラミック膜、ゼオライト膜、ア
ルミナ膜からなる群から選ばれる少なくともひとつの部材を含んでいることが好ましい。
【００１５】
　本発明の分離膜モジュール１１０に使用する分離膜としては、なかでも逆浸透膜を使用
することが好ましい。逆浸透膜はＮａＣｌのように水中でイオン解離する物質を高効率で
分離できることで知られている。また、イオン解離しない有機物質に関しては分子径や膜
素材との親和性によって分離性能が異なり、分離したい有機物質の性質に合わせて膜素材
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を選定することで、難脱着有機物質を高効率で分離できる。一般的に分子径が大きく、膜
素材との親和性が低い有機物質ほど透過しにくく、濃縮される傾向にある。
　逆浸透膜の材質としては芳香族ポリアミド、酢酸セルロース、ポリビニルアルコールな
どが挙げられるが、特に限定しない。
【００１６】
　逆浸透膜の分離性能は特に限定しないがＮａＣｌ阻止率９９％以上が好ましい。上記Ｎ
ａＣｌ阻止率以下の逆浸透膜を使用した場合、脱着困難物質が分離できずに、透過水に含
有する可能性があるためである。
【００１７】
　本発明の分離膜装置１００に使用する送液ポンプ１２０の圧力設定は特に限定しないが
、分離膜に逆浸透膜を使用した場合、圧力限界値の５０％以上の圧力で設定することが好
ましい。前記圧力未満で処理した場合、透過水量が少なくなる上、脱着困難物質が分離で
きずに、透過水に含有する可能性があるためである。
【００１８】
　分離膜モジュール１１０を透過した物質は透過水として連続吸脱着式排水処理装置２０
０へ送られ、透過しなかった物質は濃縮水として分離膜装置から排出される。
【００１９】
　上記の分離膜装置１００は、以下に説明する連続吸脱着式排水処理装置２００の前処理
装置として機能し、分離膜装置１００から排出される透過水は、以下に説明する連続吸脱
着式排水処理装置２００において、脱着困難物質が高効率に除去された水となる。
【００２０】
　分離膜装置１００から排出される透過水は、連続吸脱着式排水処理装置２００へ送られ
る。本発明の連続吸脱着式排水処理装置としては、図１で示す連続吸脱着式排水処理装置
２００と同様のものを使用するため、以下の説明は図１に基づき説明する。
【００２１】
　連続吸脱着式排水処理装置２００は、吸着素子としての吸着材２１１、２２１がそれぞ
れ収容された第１処理槽２１０および第２処理槽２２０を有している。吸着材２１１、２
２１は、透過水を通水させることで透過水に含有される有機物質を吸着し、処理水として
連続吸脱着式排水処理装置２００から排出される。また、加熱ガスを通風させることで吸
着した有機物質は、吸着材２１１、２２１から脱着し、有機物質を含有する脱着ガスとし
て連続吸脱着式排水処理装置２００から排出される。
【００２２】
　第１処理槽２１０と第２処理槽２２０は、バルブＶ２０１～Ｖ２０８の開閉を操作する
ことによって交互に吸着槽および脱着槽として機能する。例えば、第１処理槽２１０が吸
着槽として機能している場合には、第２処理槽２２０が脱着槽として機能し、第１処理槽
２１０が脱着槽として機能している場合には、第２処理槽２２０が吸着槽として機能する
ようにバルブＶ２０１～Ｖ２０８が開閉し、加えて吸着槽と脱着槽とが経時的に交互に切
り替わるように構成されている。以上の装置構成により、連続吸脱着式排水処理装置２０
０にて、排水処理されて排水を清浄化する。
【００２３】
　連続吸脱着式排水処理装置２００の脱着槽においては、Ｖ２０９およびＶ２１０を開閉
操作などの手段を用いて、加熱ガスを通風する前にパージガスを吸着材に通風させ、吸着
材の付着水をパージ除去させるパージ処理を行うことが好ましい。付着水を除去すること
で、吸着材の脱着効率が高まるからである。また、除去した付着水は、Ｖ２１１およびＶ
２１２を開閉操作などの手段を用いて、連続吸脱着式排水処理装置２００の入口に返送す
ることがより好ましい。付着水は十分に有機物質が除去されていない場合があり、この場
合、除去した付着水を別途、排水処理する必要がなくなるからである。
【００２４】
　連続吸脱着式排水処理装置２００の脱着槽において使用する加熱ガスは、１５０℃以下
の水蒸気、加熱空気、加熱窒素などが挙げられる。１５０℃を越える加熱ガス（過熱蒸気
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など）を使用しても良いが、非常にエネルギー量を消費する上、吸着材が活性炭などの有
機物で構成される場合は、脱着時に焼失などのリスクもあるため、上記温度範囲の加熱ガ
スが好ましい。
【００２５】
　吸着材２１１、２２１は、活性炭、活性炭素繊維、ゼオライトおよびシリカゲルからな
る群から選ばれる少なくとも１つを含んでいる部材で構成されていることが好ましい。粒
状、粒体状、ハニカム状等の活性炭、活性炭素繊維、ゼオライトおよびシリカゲルが利用
されるが、より好ましくは、活性炭素繊維で構成される。活性炭素繊維は、表面にミクロ
孔を有する繊維状構造を有しているため、水との接触効率が高く、特に水中の有機物質の
吸着速度が速くなり、他の吸着材に比べて極めて高い吸着効率を実現できる部材である。
【００２６】
　吸着材２１１、２２１として利用可能な活性炭素繊維の物性は、特に限定されるもので
はないが、ＢＥＴ比表面積が７００～２０００ｍ２／ｇ、細孔容積が０．４～０．９ｃｍ
３／ｇ、平均細孔径が１４～１８Åのものが好ましい。これは、ＢＥＴ比表面積が７００
ｍ２／ｇ未満、細孔容積が０．４ｍ３／ｇ未満、平均細孔径が１４Å未満のものでは、有
機物質の吸着量が低くなるためであり、またＢＥＴ比表面積が２０００ｍ２／ｇを超え、
細孔容積が０．９ｍ３／ｇを超え、平均細孔径が１８Åを超えるのものでは、細孔径が大
きくなることで分子量の小さな物質等の吸着能力が低下したり、強度が弱くなったり、素
材のコストが高くなって経済的に不利になったりするためである。
【００２７】
　燃焼装置３００は、連続吸脱着式排水処理装置２００から排出される脱着ガスを燃焼さ
せて酸化分解させるための装置である。本発明の燃焼装置としては、図１で示す燃焼装置
３００と同様のものを使用するため、以下の説明は図１に基づき説明する。脱着ガスは、
熱交換器３１０に導入されて後述する分解ガスと熱交換されて加熱された後、燃焼炉３２
０へ導入される。燃焼炉では所定温度にて燃焼し、脱着ガス中の有機物質は酸化分解され
、分解ガスを排出する。分解ガスは、熱交換器３１０を通過後、清浄ガスとして大気放出
される。
【００２８】
　燃焼装置３００としては、特にその種類が限定されるものではないが、例えばガスを６
５０～８００℃の高温で直接的に燃焼させて有機物質を酸化分解させる直接燃焼装置や、
白金触媒等を利用してガスを触媒酸化反応させて有機物質を酸化分解する触媒燃焼装置、
蓄熱体を利用して熱回収を行ないつつ経済的に有機物質の直接酸化分解を行なう蓄熱式直
接燃焼装置、白金触媒等と蓄熱体とを組み合わせて効率的にガスを触媒酸化反応させて有
機物質を酸化分解する蓄熱式触媒燃焼装置等を使用することが可能である。当該燃焼装置
３００を用いてガスを燃焼、酸化反応させることにより、有機物質は完全に分解される。
【００２９】
　図４は、本発明の別の実施の形態における排水処理システムのシステム構成図である。
以下においては、この図４を参照して、別の実施の形態における排水処理システムの構成
について説明する。
【００３０】
　図４のうち図４Ａは分離膜装置１００から排出される濃縮水の一部（以下、「第１濃縮
水」と言う）を、前記分離膜装置に再度供給する濃縮水と、前記分離膜装置に再度供給し
ない濃縮水（以下、「第２濃縮水」と言う）とに分け、第２濃縮水を曝気槽４００で処理
するシステムであり、図４Ｂは分離膜装置１００から排出された第２濃縮水を蒸発濃縮装
置５００で処理するシステムである。
【００３１】
　図４の排水処理システムは、分離膜装置１００から排出される濃縮水の一部である第１
濃縮水を分離膜装置１００に再度供給される構成となっている。濃縮水を分離膜装置１０
０に再度供給しない場合、有機物質を処理しなければならない濃縮水の量が多くなり、濃
縮水処理にかかるエネルギーが大幅に増加する可能性があるからである。
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【００３２】
　分離膜装置１００から排出される濃縮水のうち、分離膜装置１００に再度供給されない
第２濃縮水は別途処理する必要がある。第２濃縮水の処理方式として、排水処理または産
廃処理などが挙げられ、特に限定しないが、第２濃縮水の水量が多い場合は排水処理する
構成が好ましい。
【００３３】
　第２濃縮水の処理方法の１つとして、後述する曝気槽４００で処理する構成が挙げられ
る。曝気槽４００は、図５に示すように、気泡を発生させる曝気装置４１０を含み、曝気
槽４００に送られた排水は、曝気槽４００内で曝気処理されて、揮発性の高い有機物質は
水中から除去され、曝気処理水として排出される。曝気処理水は、分離膜装置１００また
は連続吸脱着式排水処理装置２００へ送られ、処理されるのが好ましい。図示しないが、
必要に応じて曝気槽４００内を適切な温度に加温させる手段を入れても良い。排水から揮
発除去された有機物質は、曝気槽４００から排出される曝気ガスに含有されて、曝気槽４
００から排出される。
【００３４】
　曝気槽４００に送られた第２濃縮水は、曝気槽４００内で曝気処理されて、揮発性の高
い有機物質は水中から完全除去され、曝気処理水として排出され、放流しても問題なけれ
ばそのまま放流される。排水から揮発除去された有機物質は、曝気槽４００から排出され
る曝気ガスに含有されて、曝気槽４００から排出され、連続吸脱着式排水処理装置２００
から排出される脱着ガスと混合され、燃焼装置３００にて排ガス処理される構成が好まし
い。別途、曝気ガスの処理装置を付帯させる必要がなくなるだけでなく、曝気ガス中に含
有される有機物質が追加されるので、有機物質の酸化分解時に得られる熱量が増大し、燃
焼装置３００内での熱回収の効率が向上する場合があるためである。
【００３５】
　第２濃縮水の別の処理方法として、蒸発濃縮装置５００で処理する構成が挙げられる。
蒸発濃縮装置５００は、加熱器と冷却器から構成されている。加熱器は、排水を加熱させ
て、排水および有機物質を蒸発・気化させる機器である。
【００３６】
　加熱器にて蒸発しなかった物質は、第３濃縮水として蒸発濃縮装置５００外へ排出され
、放流しても問題なければそのまま放流される。加熱温度は特に限定しないが、連続吸脱
着式排水処理装置２００の加熱ガス温度以下が好ましい。前記加熱ガス温度以上で処理し
た場合、脱着困難物質も蒸発する可能性があるからである。また、加熱方式については、
蒸気などの加熱ガスによる間接加熱、電気ヒーターによる加熱、マイクロ波による加熱な
どが挙げられるが、これも特に限定しない。
【００３７】
　冷却器は、前記加熱器で蒸発した物質を液化凝縮する機器である。液化凝縮した水は、
蒸発凝縮水として蒸発濃縮装置５００から排出される。蒸発濃縮水は、分離膜装置１００
の透過水に合流し、連続吸脱着式排水処理装置２００で清浄処理されるのが好ましい。冷
却方式については、冷却水、地下水などによる間接冷却や、チラー設備（冷水）による冷
却などが挙げられるが、特に限定しない。
【００３８】
　また、蒸発濃縮装置５００は、排水の蒸発の際に発生した蒸気を間接的に排水と接触さ
せるような加熱器と冷却器の装置構成であっても良い。このような構成とすることによっ
て、排水の蒸気が熱源として排水を蒸発させることができ、この際に熱交換によって、蒸
気は液化凝縮して処理水として排出されるので、加熱および冷却に必要なユーティリティ
ーを削減することができるからである。
【００３９】
　以上において説明した本発明の実施の形態において、曝気槽を、分離膜装置１００の前
、あるいは分離膜装置１００と連続吸脱着式排水処理装置２００の間に接続したシステム
構成であっても良い。排水に含有される有機物質が高濃度である場合、特に揮発性の高い



(9) JP 2015-150519 A 2015.8.24

10

20

30

有機溶剤等を多く含む場合は、曝気槽を分離膜装置１００の前、あるいは分離膜装置１０
０と連続吸脱着式排水処理装置２００の間に接続して曝気処理することで、分離膜装置１
００または連続吸脱着式排水処理装置２００の処理負荷量を簡便に削減できるからである
。
【００４０】
　また、以上において説明した本発明の実施の形態において、排水中の有機物質および／
または無機物質を吸着する吸着素子を含む吸着装置を、連続吸脱着式排水処理装置２００
の前に接続した構成にしても良い。分離膜装置１００から排出された処理水中に脱着困難
物質が微量に混入していた場合、上記吸着装置を付帯させることで、連続吸脱着式排水処
理装置２００の吸着材２１１、２１２の劣化がさらに抑制されるためである。
【００４１】
　また、以上において説明した本発明の実施の形態においては、ポンプやファン等の流体
搬送手段やストレージタンク等の流体貯留手段などの構成要素を特に示すことなく説明を
行なったが、これら構成要素は必要に応じて適宜の位置に配置すればよい。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明の排水処理システムは、脱着困難物質と有機物質を含んだ排水を処理した場合に
も、連続吸脱着式排水処理装置の吸着素子の劣化を抑制して、吸着素子の交換頻度を減ら
し、ランニングコストや交換時の労力を削減することができ、産業界への寄与大である。
【符号の説明】
【００４３】
　　　１００：分離膜装置
　　　１１０：分離膜モジュール
　　　１２０：送液ポンプ
　　　２００：連続吸脱着式排水処理装置
　　　２１０：第１処理槽
　　　２１１：吸着材
　　　２２０：第２処理槽
　　　２２１：吸着材
　　　３００：燃焼装置
　　　３１０：熱交換器
　　　３２０：燃焼炉
　　　４００：曝気槽
　　　４１０：曝気装置
　　　５００：蒸発濃縮装置
　　　Ｖ２０１～Ｖ２１２：バルブ
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