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(57)【要約】
　精密濾過膜および／または限外濾過膜と逆浸透との組
合せを使用した、洗濯水または洗車水などの廃水の処理
システム。本システムは、これら要素を使用して、次い
で、濁度を低減するために媒体フィルタによって濾過さ
れる水を前処理することができる。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　逆浸透要素の上流に１つまたは複数の濾過膜を備えている、廃水を処理するためのシス
テム。
【請求項２】
　前記濾過膜の１つが、精密濾過膜である、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記濾過膜の１つが、限外濾過膜である、請求項１に記載のシステム。
【請求項４】
　前記逆浸透要素の下流に、媒体フィルタをさらに備えている、請求項１に記載のシステ
ム。
【請求項５】
　前記媒体フィルタが、もっぱら濁度を低減するために使用される、請求項４に記載のシ
ステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、２０１４年５月３０日に出願された、「Ｓｙｓｔｅｍｓ　ｆｏｒ　Ｔｒｅａ
ｔｉｎｇ　Ｗａｓｔｅｗａｔｅｒ」と題する米国仮特許出願第６２／００５，８４６号の
出願の優先権および利益を主張する。この出願の明細書、図面、および特許請求の範囲は
、参照することにより、本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、下水（ｓｅｗｅｒ　ｗａｔｅｒ）、サニタリー下水（ｓａｎｉｔａｒｙ　ｓ
ｅｗｅｒ　ｗａｔｅｒ）、再生水（ｒｅｃｌａｉｍｅｄ　ｗａｔｅｒ）、および／または
家庭雑廃水（ｇｒｅｙｗａｔｅｒ）からの廃水（ｗａｓｔｅｗａｔｅｒ）を濾過およびリ
サイクルするためのプロセスおよびシステムを対象としている。いくつかの実施形態では
、精密濾過膜または限外濾過膜の後に逆浸透膜が続き、水道水に匹敵する水を提供する。
【背景技術】
【０００３】
　以下の議論は、著者（複数の場合もある）による公表の数、公表の年に言及する場合が
あること、および、最近の公表日に起因して、特定の公表は、本発明に関する従来技術と
みなされないことに留意されたい。本明細書におけるそのような公表の議論は、より完全
な背景技術のために与えられるものであり、そのような公表が特許性を判定する目的に関
する従来技術であることを承認するものとは解されない。
【０００４】
　廃水は、１つまたは複数の溶質の濃度が様々であるために、処理が困難である。除去さ
れることになる溶質には、限定されないが、固形物、粒子、コロイド、ウイルス、バクテ
リア、硬度、塩分、有機物、界面活性剤、およびワックスが含まれる。溶質の濃度は、た
とえば、プロセスの中で使用される化学薬品、プロセスの中で実施されるステップ、時期
、時刻、水再使用システムの構成要素のいくつかまたはすべての清掃の頻度、または最後
の清掃からの時間、廃水内の予期しない溶質となる珍しい物質または事象の変化のために
、変化し得る。さらに、溶質は、形状、サイズ、または化学組成が一定ではない場合があ
る。たとえば、溶質は、凝固したり、反応したり、酸化したり、ｐＨ調整剤であったり、
または中和剤であったりする。さらに、逆浸透膜は通常、９０％を超える汚物を水から除
去するが、逆浸透膜は、システムの設計に応じて、入ってくる水の約４０％から８０％を
処理するのみである。さらに、廃水の再使用は、公共の安全性を確実にするように規定さ
れている。たとえば、カリフォルニアの保健医療省は、再使用の用途に従って廃水がどの
ように処理されるべきかの規定を年一回更新している。これら処理の要請は、公共の安全
のためのものであり、廃水の発生源、および、再利用水（ｒｅｃｙｃｌｅｄ　ｗａｔｅｒ
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）の使用に応じて、用途に関して十分であるか、十分でない場合がある。通常、安全性の
規定は、消毒、ウイルスの除去、飲料水のラインとのクロスコンタミネーション（相互汚
染）の防止、および、システムの機能不全の場合にシステムを自動的にバイパスすること
に焦点を置いている。エンドユーザは、たとえば、ｐＨ、分子の除去、塩分、硬度、色、
透明度、および臭いを含む要請を有する場合がある。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の目的、利点および新規の特徴、ならびにさらなる適用可能な範囲は、添付図面
とともに、以下の詳細な説明に部分的に説明され、以下のテストにより、当業者には部分
的に明らかとなるか、本発明の実施によって習得され得る。本発明の目的および利点は、
添付の特許請求の範囲に特に指摘された手法および組合せによって実現されるとともに達
成され得る。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　添付図面は、本明細書に組み込まれるとともに、その一部を形成し、本発明のいくつか
の実施形態を示し、詳細な説明とともに、本発明の原理を説明する役割を果たす。図面は
単に、本発明の一実施形態または複数の実施形態を説明することを目的とするものであり
、本発明を限定するものと解釈されない。
【０００７】
【図１】図１は、低ＴＤＳの飲料用ではない水および飲料用ではない水を提供（生成）す
るための、廃水を濾過する３ステップのプロセスのフロー図である。
【図２】図２は、本明細書における図のための、第１の配管および器具の概略的シンボル
キーを示す図である。
【図３】図３は、本明細書における図のための、第２の配管および器具の概略的シンボル
キーを示す図である。
【図４】図４は、沈殿調整取込タンク（ｓｅｔｔｌｉｎｇ　ａｎｄ　ｅｑｕａｌｉｚａｔ
ｉｏｎ（調整、均等化）　ｃａｐｔｕｒｅ（取込、捕捉）　ｔａｎｋ）に取り込まれた廃
水を提供する用途または器具における、本発明の再生システムの実施形態のプロセスのフ
ロー図である。ポンプは、タンクから水を除去する。ポンプまたは自動バルブは、多孔性
バリアによって固形物から守られている。水は、機械式凝集／凝固／濾過／漉し（ストレ
ーナ；ｓｔｒａｉｎｅｒ）のプロセスのステップを通して処理され、調整タンクに貯蔵さ
れる。メータ（計測器）は、水の物理的特性を測定し、その特性が許容可能な範囲内にあ
る場合、水の通過を許容する。物理的特性には、限定されないが、ｐＨ、酸化電位、およ
び温度が含まれる。許容可能な範囲の例は、華氏１１３度未満の温度、酸化剤に依存する
５５０ｍＶ＋／－１００ｍＶ未満の酸化還元電位、および、２から１１の間のｐＨである
。
【図５】図５は、プロセスの第１のステップのための、水の再生タンクの３つの異なる構
成を示すプロセスのフロー図である。
【図６】図６は、プロセスの第１のステップのための、水の再生タンクの３つの異なる構
成を示す例示的配管および器具の図である。
【図７】図７は、図６からのタンクの構成の第３の選択肢を使用した、プロセスの完全な
第１のステップの１つの構成を示す例示的配管および器具の図である。洗濯廃水は、タン
クに入ると酸化される。多孔性バリアによって保護されている排水ポンプは、調整タンク
に貯蔵する前に、機械式凝集／凝固／濾過／漉しの処理のステップを通して水をポンプで
送る。
【図８】図８は、廃水が濾過され、次いで、その水が、必要とされる水質に基づき、一次
用途および二次用途のためにソート（分類）される、プロセスの第２のステップのプロセ
スのフロー図である。二次用途はオプション（任意選択的）である。二次用途が存在しな
い場合、媒体濾過および消毒のステップが除かれ、たとえ有機物除去ステップが再生シス
テムの構成要素であったとしても、水が第１の有機物除去ステップの洗浄（ｗａｓｈｉｎ
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ｇ）およびバックウォッシング（逆洗；ｂａｃｋｗａｓｈｉｎｇ）に使用される。
【図９】図９は、プロセスの第２のステップ、濾過システムの例示的配管および器具の図
である。この図は、一次用途と二次用途との両方のための水再使用タンクを有する完全な
濾過システムを示している。処理の７つのステップが存在する。この７つのステップは：
沈殿（図示せず）、濾過（図示せず）、（化学物質洗浄リザーバからの注入を介しての）
凝固／乳化、限外濾過、逆浸透、媒体濾過、およびｕｖ消毒である。逆浸透からの排出さ
れた物は、二次用途のために、媒体濾過および消毒ステップ（ｕｖ消毒、オゾン、または
塩素消毒など）を経ることができる。二次用途には、洗浄プロセスの第１のステップとし
ての、車、衣類、および材料を濡らすことが含まれる。水再使用二次タンクからの水の再
使用はオプションである。二次用途が存在しない場合、媒体濾過および消毒のステップが
除かれ、たとえ有機物除去ステップが再生システムの構成要素であったとしても、水が第
１の有機物除去ステップの洗浄およびバックウォッシングに使用される。
【図１０】図１０は、濾過システムの一次ラインのサブ３００マイクロジーメンス（３０
０マイクロジーメンスより下）の透過水（ｐｅｒｍｅａｔｅ　ｗａｔｅｒ）の質、および
、加熱水の場合の、６日間にわたるシステムのエネルギの節約を示すグラフである。
【図１１】図１１は、濾過された廃水のｐＨ反応を水道水と比較するグラフである。濾過
された廃水は、９０％少ない洗剤（洗浄剤；ｄｅｔｅｒｇｅｎｔ）で、目標となるｐＨを
達成する。洗剤のほぼ半分はｐＨ調整剤である。この図は、洗濯用洗剤の添加を介しての
、再利用廃水と水道水の滴定を示している。洗濯用洗剤が添加されると、両方の溶液のｐ
Ｈが増大する。再利用廃水は、水道水よりも７５％少ない洗剤で、目標となる１０．０の
ｐＨを得た。
【図１２】図１２は、濾過／再利用水が、十分な質である場合に、一次または二次用途に
戻る、逆の孔サイズ濾過プロセスの第３のステップのプロセスのフロー図である。最も小
さい孔サイズを有する濾過のためのバリアが最初に来ている。したがって、１つのポンプ
からの圧力であっても、いくつかの異なる孔サイズで水を濾過するのに使用できる。追加
の特定用途向けの処理には、洗剤の混合、化学物質の混合、および／またはオゾンの添加
などの処理が含まれ得る。これら特徴により、ｐＨ、浸透力、臭い、および他のパラメー
タに関して、再利用水が処理され得る。
【図１３】図１３は、水再使用プロセスの第３のステップの例示的配管および器具の図で
ある。水は、２つのクラスの用途にソートされる：一次用途と二次用途。水は、プロセス
の第３のステップの一部として、特定用途のために処理され得る。補給水は、飲料水のラ
インに接続された制御バルブを介して提供される。飲料水は、減圧逆流防止デバイスを介
して保護されている。膜洗浄水は、クロスコンタミネーションの虞なしに、複数の膜に同
時に適用可能である。
【図１４】図１４は、本発明の実施形態から１５日の期間にわたって再使用された水のガ
ロンのグラフである。このシステムは、透過水が３００ｐｐｍを超えた場合に停止する。
【図１５】図１５は、本発明のシステムから得られた濾過データを示す図である。
【図１６】図１６は、本発明のシステムから得られた濾過データを示す図である。
【図１７】図１７は、一般的な洗車における水の流れの図である。水道水が洗車の準備ス
テップと濯ぎ（洗い流し）ステップとの両方に使用される。
【図１８】図１８は、本発明の、スポットフリー（染みなし、斑点なし）の再使用水プロ
セスの図である。洗車の準備ステップと濯ぎステップとの両方のための追加の水道水を無
駄に消費する代わりに、再生水が浄化され、使用される。
【図１９】図１９は、逆浸透（ＲＯ）膜からの濃縮水（ｒｅｔｅｎｔａｔｅ）が、水の回
復の割合を増大させるようにソートされるシステムの図である。逆浸透（ＲＯ）膜からの
濃縮水は、水の回復の割合を増大させるためにソートされる。ソートには、３つのステッ
プが含まれる。第１のステップは、水をポンプの流入口に戻すように繋ぐことにより、Ｒ
Ｏプロセスの濃縮水をリサイクルするために、バルブ（Ａ）を開くことである。流入口に
おける圧力が許容可能な値の範囲を超えた場合、濃縮水を調整タンク♯Ｎに戻してリサイ
クルするために、第２のバルブ（Ｂ）が開かれ得る。ここで、Ｎはこのシステムにおいて
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最も高いＮの値である。通常の流入水は、総溶解固形分（不純物総溶解度；ｔｏｔａｌ　
ｄｉｓｓｏｌｖｅｄ　ｓｏｌｉｄｓ（ＴＤＳ））が２００から２，０００ｐｐｍの間であ
る。本発明のいくつかの実施形態では、２，０００ｐｐｍのＴＤＳを処理すると評価され
たかん水（塩分を含んだ水、半塩水；ｂｒａｃｋｉｓｈ　ｗａｔｅｒ）ＲＯ膜が採用され
る。本発明のいくつかの実施形態では、３５，０００ｐｐｍのＴＤＳを処理すると評価さ
れた海水ＲＯ膜が採用される。濃縮水のＴＤＳが許容可能な範囲を超えた場合、濃縮水を
排水するために、バルブが開かれる。再利用排水管（リサイクルドレイン）は、ＴＤＳが
許容可能なレベルを超えた場合に閉じられ得る。バルブが閉じられることになる条件の１
つは、ＴＤＳが長時間、すなわち、１分以上、１時間以上、許容可能なレベルを超えてい
る場合である。
【図２０】図２０は、濾過プロセスにおける負荷平準化タンク（ｌｏａｄ　ｌｅｖｅｌｉ
ｎｇ　ｔａｎｋｓ）の位置を示すプロセスのフロー図である。負荷平準化タンクは、１～
２４０分の動作の間、水を保持するように設計され、かつ、用途からの水の廃棄および用
途からの水の要求の周期的性質のために、必要である。
【図２１】図２１は、濾過システムからの用途のために複数の流出流が存在する場合の、
濾過プロセスにある負荷平準化タンクの位置を示すプロセスのフロー図である。負荷平準
化タンクは、１～２４０分の動作の間、水を保持するように設計され、かつ、用途からの
水の廃棄および用途からの水の要求の周期的性質のために、必要である。
【図２２】図２２は、排水ポンプを制御することなく、調整タンクがあふれることを防止
するための方法の配管および機器の図である。廃水は用途から提供され、酸化されるとと
もに取込タンク内に貯蔵される。調整タンクが満杯である場合、あふれることを防止する
ために、バルブが閉じられる。機械的凝集／凝固／濾過／漉しのプロセスのステップは、
プロセスの一部とすることができる。この構成により、排水ポンプを濾過システムから電
気的に絶縁することが可能である。
【図２３】図２３は、本発明の一実施形態の再生システムのプロセスのフロー図である。
この実施形態では、用途または器具が、沈殿調整取込タンクに取り込まれる廃水を提供す
る。ポンプは、タンクから水を除去する。ポンプまたは自動バルブは、多孔性バリアによ
って固形物から守られている。水は、機械式凝集／凝固／濾過／漉しのプロセスのステッ
プを通して処理され、調整タンクに貯蔵される。メータは、水の物理的特性を測定し、そ
の水が濾過システムの作動要件を満たすように調整する。物理的特性には、限定されない
が、ｐＨ、酸化電位、および温度が含まれる。許容可能な範囲の例は、華氏１１３度未満
の温度、酸化剤に基づく５５０ｍＶ＋／－１００ｍＶ未満の酸化還元電位、および、２か
ら１１の間のｐＨである。
【図２４】図２４は、濾過システムでの使用のために、調整タンク内の水を調整するため
の方法の配管および機器の図である。廃水は特定の用途から提供され、酸化され、取込タ
ンク内に貯蔵される。調整タンクが満杯である場合、あふれることを防止するために、バ
ルブが閉じられる。機械的凝集／凝固／濾過／漉しのプロセスのステップは、プロセスの
一部とすることができる。調整タンク内のメータは、変化する物理的特性を監視する。物
理的特性は、限定されないが、ｐＨ、酸化還元電位、および温度とすることができる。こ
のことは、漂白剤などの酸化洗剤が一般的に使用される洗濯の用途に特に関連する。
【図２５】図２５は、濾過システムでの使用のために、調整タンク内に酸化部分インライ
ンを提供する方法の配管および機器の図である。廃水は用途から提供され、酸化され、取
込タンク内に貯蔵される。機械的凝集／凝固／濾過／漉しのプロセスのステップは、プロ
セスの一部とすることができる。水は、一重項分子状酸素またはオゾンの化学的および／
または電気的発生源を使用して酸化される。メータは、酸化防止剤の投入と、酸化防止剤
が投入される濾過システムとの両方を制御し、ＯＲＰが５５０ｍＶ＋／－１０ｍＶ超であ
る場合に濾過システムがオフにされ、酸化防止剤は投入されず、また、ＯＲＰが５５０ｍ
Ｖ＋／－１００ｍＶ未満である場合、濾過システムはオンとなる。ＯＲＰの範囲は、使用
される酸化剤の活性度、および、濾過ユニットの酸化剤の公差を示している。洗浄モード
では、ＯＲＰが５５０ｍＶ超である場合に、濾過システムはオンとなり得、酸化防止剤の
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投入はオフとなる。このことは、ワックスなどの有機物が膜を汚している洗車の用途に特
に関連する。調整タンク内の他のメータは、変化する物理的特性を監視する。物理的特性
は、限定されないが、ｐＨ、酸化還元電位、および温度とすることができる。この用途で
は、メータにより、インライン酸化ステップの後にラインに残っている酸化剤を中和する
ために、酸化還元電位を監視することができる。
【図２６】図２６は、濾過システムでの使用のために、調整タンク内に酸化部分インライ
ンを提供するための方法の配管および機器の図である。廃水は用途から提供され、酸化さ
れ、取込タンク内に貯蔵される。機械的凝集／凝固／濾過／漉しのプロセスのステップは
、プロセスの一部とすることができる。水は、一重項分子状酸素、オゾン、または塩素の
化学的および／または電気的発生源を使用して酸化される。調整タンク内のメータは、変
化する物理的特性を監視する。物理的特性は、限定されないが、ｐＨ、酸化還元電位、お
よび温度とすることができる。この用途では、メータにより、インライン酸化ステップの
後にラインに残っている酸化剤を中和するために、酸化還元電位を監視することができる
。このことは、活性な生物学上の汚染物質が濾過プロセスに入ることを防止するための汚
水（下水；ｂｌａｃｋｗａｔｅｒ）の用途に特に関連している。
【図２７】図２７は、濾過システムでの使用のために、殺菌タンク内への酸化部分を提供
する方法の配管および機器の図である。廃水は用途から提供され、酸化され、取込タンク
内に貯蔵される。機械的凝集／凝固／濾過／漉しのプロセスのステップは、プロセスの一
部とすることができるが、通常は、フィルタ表面での生物学的危険物質の蓄積を防止する
ために、省略される。水は、殺菌タンク内に投入される一重項分子状酸素、オゾン、また
は塩素の化学的および／または電気的発生源を使用して酸化される。殺菌タンク内のメー
タにより、殺菌プロセスの品質が監視される。第２のバルブおよび／またはポンプシステ
ムにより、殺菌された水が中和タンク内に入ることが許容される。逆流は、２重の逆流防
止部または１つのエアギャップのいずれかを使用して防止される。中和タンク内では、酸
化還元電位を濾過システムが動作可能となる５５０ｍＶ未満とするために、酸化防止剤が
添加される。メータは、酸化防止剤の投入と、酸化防止剤が投入される濾過システムとの
両方を制御し、ＯＲＰが５５０ｍＶ＋／－１０ｍＶ超である場合に濾過システムがオフに
され、酸化防止剤は投入されず、また、ＯＲＰが５５０ｍＶ＋／－１００ｍＶ未満である
場合、濾過システムはオンとなる。ＯＲＰの範囲は、使用される酸化剤の活性度、および
、濾過ユニットの酸化剤の公差を示している。洗浄モードでは、ＯＲＰが５５０ｍＶ超で
ある場合に、濾過システムはオンとなり得、酸化防止剤の投入はオフとなる。
【図２８】図２８は、再生タンクに使用される一般的な固形物トラップの図である。水を
こぼすことなく、トラップを除去することを可能にするために、ユニオンが排水バルブの
上に置かれている。排水バルブは、排水バルブ上に固形物が蓄積することを防止するため
に、重力に対し直交するようになっている。排水バルブは通常、ボールバルブまたはバタ
フライバルブなどの大型のポートバルブである。タンクから水が抜かれた後に、バルブの
上のユニオンが連結解除される。通常、バルブと排水管との間でソフトな接続が使用され
、トラップおよびバルブ内に残っている水がコンテナ内に入れられることを可能にする。
トラップの上の追加のユニオンにより、トラップ内に残った水が除去された後にのみ、ト
ラップの除去が可能である。トラップは、トラップされた固形物の除去を可能にするため
に、より大型の除去キャップまたはプラグを有している。トラップの直径は、タンクの底
部のポートの直径と同じサイズか、それより大きい。
【図２９】図２９は、排水ポンプを有する洗濯機からの水を取り込む場合に、取込タンク
があふれることを防止するための方法の配管および機器の図である。廃水は洗濯機から提
供され、洗濯機の排水管にポンプで送られる。排水管は、水を貯蔵するタンクに繋がって
いる。タンクが満杯である場合、洗濯機と排水管とを接続する制御バルブが閉じ、排水管
に繋がっている制御バルブが開き、これにより、余分な水が排出されることを可能にする
。水は、取込タンクと調整タンクとの間で、ポンプまたは制御バルブを介して移送され得
る。０．０１”から１”の間の開口を有するストレーナ（濾過器、漉し器；ｓｔｒａｉｎ
ｅｒ）が、自動バルブおよび／またはポンプを保護するために使用され得る。２重のスイ
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ングチェックバルブまたはエアギャップなどの逆流防止デバイスにより、調整タンクから
取込タンクへ水が流れることが防止される。
【図３０】図３０は、廃棄物除去ステップと、それに続く分子分離ステップが存在し逆浸
透または正浸透ステップで終了している、本発明の一実施形態を示すプロセスのフロー図
である。正浸透／逆浸透ステップは、分子分離ステップの濾過されたサイドの圧力センサ
によって始動される。逆浸透または正浸透の後に、オプションの酸化ステップが存在する
。分子分離ステップは、精密濾過膜、限外濾過膜、またはこれら２つの組合せとすること
ができる。
【図３１】図３１は、２つの廃棄物除去ステップと、それに続く逆浸透または正浸透ステ
ップが存在する、本発明の一実施形態を示すプロセスのフロー図である。正浸透／逆浸透
ステップは、分子分離ステップの濾過されたサイドの圧力センサによって始動される。逆
浸透または正浸透の後に、オプションの酸化ステップが存在する。廃棄物除去ステップは
、精密濾過膜、限外濾過膜、またはこれら２つの組合せとすることができる。
【図３２】図３２は、沈殿、濾過、限外濾過、逆浸透、媒体濾過、および紫外線消毒を伴
う６つのステップのプロセスで水が処理される、ＲＯ濃縮水を再利用しない、洗濯水再利
用システムの例示的Ｐ＆ＩＤを示す図である。濾過ユニットは、フィルタプレス、または
カートリッジフィルタなどの、手動で洗浄されなければならない受動（ｐａｓｓｉｖｅ）
ユニットである。濾過ユニットは、３００ミクロン未満のサイズの孔を有している。この
方法により、より高い水の回復が可能になる。いくつかの実施形態では、限外濾過膜の前
に設置されたストレーナが存在する。いくつかの実施形態では、溶解された有機物を乳化
するために、洗剤が第１の調整タンクに添加される。いくつかの実施形態では、排水ポン
プの前に、排水ポンプを大きいごみから保護するための多孔性バリアが存在する。バリア
は通常、直径が０．２５”より小さい開口を有している。逆浸透膜上の圧力は、圧力開放
バルブ、直径が小さいパイプ（＜３／８”）、またはフローリストリクタなどのフローリ
ストリクタ（流れ制限装置）を使用して制御される。逆浸透による濃縮水は、再利用され
る（Ａ）か、排出される（Ｃ）。
【図３３】図３３は、沈殿、濾過、限外濾過、逆浸透、媒体濾過、および紫外線消毒を伴
う６つのステップのプロセスで水が処理される、ＲＯ濃縮水を再利用する、洗濯水再利用
システムの例示的Ｐ＆ＩＤを示す図である。濾過ユニットは、フィルタプレス、またはカ
ートリッジフィルタなどの、手動で洗浄されなければならない受動ユニットである。濾過
ユニットは、３００ミクロン未満のサイズの孔を有している。この方法により、より高い
水の回復が可能になる。いくつかの実施形態では、限外濾過膜の前に設置されたストレー
ナが存在する。いくつかの実施形態では、溶解した有機物を乳化するために、洗剤が第１
の調整タンクに添加される。いくつかの実施形態では、排水ポンプの前に、排水ポンプを
大きいごみから保護するための多孔性バリアが存在する。バリアは通常、直径が０．２５
”より小さい開口を有している。逆浸透膜上の圧力は、圧力解放バルブ、直径が小さいパ
イプ（＜３／８”）、またはフローリストリクタなどのフローリストリクタを使用して制
御される。逆浸透による濃縮水は、再利用される（Ａ）か、調整タンクに戻される（Ｂ）
か、排出される（Ｃ）。
【図３４】図３４は、沈殿、濾過、限外濾過、逆浸透、媒体濾過、および紫外線消毒を伴
う６つのステップのプロセスで水が処理される、例示的洗濯水再利用システムを示す図で
ある。濾過ユニットは、遠心分離機、ベルトフィルタ、スピンディスク、ディスクフィル
タまたはドラムフィルタなどの、固形廃棄物の自動的な廃棄および収集を可能にする能動
的（ａｃｔｉｖｅ）ユニットである。濾過ユニットは、３００ミクロン未満のサイズの孔
を有している。濾過ユニットからの廃棄物は、濾過ユニットによって再び処理される前に
、沈殿タンク内で処理され得る。この方法により、より高い水の回復が可能になる。いく
つかの実施形態では、限外濾過膜の前に設置されたストレーナが存在する。いくつかの実
施形態では、溶解した有機物を乳化するために、洗剤が第１の調整タンクに添加される。
いくつかの実施形態では、排水ポンプの前に、排水ポンプを大きいごみから保護するため
の多孔性バリアが存在する。バリアは通常、直径が０．２５”より小さい開口を有してい
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る。逆浸透膜上の圧力は、圧力開放バルブ、直径が小さいパイプ（＜３／８”）、または
フローリストリクタなどのフローリストリクタを使用して制御される。逆浸透による濃縮
水は、再利用される（Ａ）か、調整タンクに戻される（Ｂ）か、排出される（Ｃ）。
【図３５】図３５は、沈殿、濾過、限外濾過、逆浸透、媒体濾過、および紫外線消毒を伴
う６つのステップのプロセスで水が処理される、例示的洗濯水再利用システムを示す図で
ある。濾過ユニットは、遠心分離機、ベルトフィルタ、スピンディスク、ディスクフィル
タ、またはドラムフィルタなどの、固形廃棄物の自動的な廃棄および収集を可能にする能
動的ユニットである。濾過ユニットは、３００ミクロン未満のサイズの孔を有している。
濾過ユニットからの廃棄物は、濾過ユニットによって再び処理される前に、沈殿タンク内
で処理され得る。この方法により、より高い水の回復が可能になる。いくつかの実施形態
では、限外濾過膜の前に設置されたストレーナが存在する。いくつかの実施形態では、溶
解した有機物を乳化するために、洗剤が第１の調整タンクに添加される。いくつかの実施
形態では、排水ポンプの前に、排水ポンプを大きいごみから保護するための多孔性バリア
が存在する。バリアは通常、直径が０．２５”より小さい開口を有している。逆浸透膜上
の圧力は、圧力解放バルブ、直径が小さいパイプ（＜３／８”）、またはフローリストリ
クタなどのフローリストリクタを使用して制御される。逆浸透による濃縮水は、再利用さ
れる（Ａ）か、調整タンクに戻される（Ｂ）か、排出される（Ｃ）。
【図３６】図３６は、プロセスの第２のステップ、濾過システムの例示的配管および器具
の図である。この図は、一次用途と二次用途との両方のための水再使用タンクを有する完
全な濾過システムを示している。処理の７つのステップが存在する。この７つのステップ
は：沈殿（図示せず）、濾過（図示せず）、（化学物質洗浄リザーバからの注入を介して
の）凝固／乳化、限外濾過、逆浸透、媒体濾過、およびｕｖ消毒である。逆浸透からの排
出された物は、二次用途のために、媒体濾過および消毒ステップ（ｕｖ消毒、オゾン、ま
たは塩素消毒など）を経ることができる。二次用途には、洗浄プロセスの第１のステップ
として、車、衣類、および材料を濡らすことが含まれる。水再使用二次タンクからの水の
再使用はオプションである。二次用途が存在しない場合、媒体濾過および消毒のステップ
が除かれ、たとえ有機物除去ステップが再生利用システムの構成要素であったとしても、
水が第１の有機物除去ステップの洗浄およびバックウォッシングに使用される。
【図３７】図３７は、本発明の一実施形態の水質のパフォーマンス（性能）を示す図であ
る。平均して、総溶解固形分（ＴＤＳ）の９６．２％が、１７２２の平均濃縮水ＴＤＳ濃
度を有し、平均温度華氏９３．８度で６５．１マイクロジーメンスを有する得られた透過
水とともに除去される。温度は、華氏７０から１１０度の間である。
【図３８】図３８は、媒体濾過ベースの水の再使用のプロセスのフロー図を示している。
媒体フィルタの前処理は、限外濾過と逆浸透との組合せである。限外濾過は精密濾過であ
るか、精密濾過の後に限外濾過がされてもよい。ＵＶ消毒ステップは、オゾン、塩素投入
、または糞便の大腸菌の９９．９９％が不活性化されていることが証明されているか若し
くは２ｐｐｍの遊離塩素を提供する他の代替的な消毒方法とすることができる。逆浸透か
らの透過水は、濁度が２ＮＴＵ未満であることを確実とするために、継続して監視される
。濁度は、総溶解固形分（ＴＤＳ）を測定することによって間接的に測定され得る。
【図３９】図３９は、６か月の間にわたる洗濯水ユニットの日々のパフォーマンスを示す
グラフである。濾過のパフォーマンスが、１日当たりに再利用された平均ガロンに関して
プロットされ、監視の最終日にパフォーマンスに対して正規化（ｎｏｒｍａｌｉｚｅ）さ
れる。
【図４０】図４０は、３ヶ月の期間にわたってＴＤＳによって測定された水質を示すグラ
フであり、線は、参考のために、平均的な水道水の品質を示している。グラフの下の表は
、ウォールナットクリーク（米国の地名；Ｗａｌｎｕｔ　Ｃｒｅｅｋ）、ｚＮａｎｏの水
の濾過ユニットに関する最小、最大、平均ＴＤＳの数値、および、ウォールナットクリー
クの水道水と比較しての、ｚＮａｎｏユニットの割合の向上を示している。
【図４１Ａ】図４１は、ｚＮａｎｏの前処理された廃水と処理されていない廃水との間の
光学的透明度の差を示している。光学的透明度に関する値を含むグラフが、光学的透明度
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を比較するために使用される画像上に重ねられている。マイクロジーメンス（ｍＳ）での
、各廃水流の伝導度（伝導率）の値も含まれる。
【図４１Ｂ】図４１は、ｚＮａｎｏの前処理された廃水と処理されていない廃水との間の
光学的透明度の差を示している。光学的透明度に関する値を含むグラフが、光学的透明度
を比較するために使用される画像上に重ねられている。マイクロジーメンス（ｍＳ）での
、各廃水流の伝導度の値も含まれる。
【図４２】図４２は、前処理された廃水と処理されていない廃水とを精密濾過（０．１ミ
クロン）で濾過した際のＲＯ濾過システムのパフォーマンスを比較する図である。廃水は
、洗車からのものとした。左上には、前処理された廃水（実線）と処理されていない廃水
（破線）との間の濾過速度（濾過量）の比較が示されている。右上には、圧力に対して正
規化された、前処理された廃水（実線）と処理されていない廃水（破線）との間の濾過速
度の比較が示されている。右下のプロットは、前処理された廃水（実線）と処理されてい
ない廃水（破線）との透過水の総溶解固形分である。
【図４３】図４３は、ＵＦとＲＯとの両方を使用するシステムの特性と、ＲＯのみを使用
するユニットの特性とを比較し、図４２からの結果をまとめている。表は、図４２におけ
るプロットの平均を含んでいる。
【図４４】図４４は、嫌気性消化装置の廃水濾過のＧＦＤに関してＲＯ濾過のパフォーマ
ンスを比較している。濾過は、交差流速１００ｃｍ／ｓで、１００ｐｓｉにおいて実施し
た。４つの膜のサンプルが並行してテストされた。このテストにおいて使用した膜のサン
プルは、３ｉｎ２の商業的に利用可能であるＲＯ膜のサンプルとした。浄化された水が１
時間の間、ベースラインテストとして濾過され、その後に廃水の濾過を行った。サンプル
は２０分毎に取った。ＲＯ濾過において使用した、予め濾過された嫌気性消化装置の廃水
は、２つの異なる方法で用意した。一方の方法は、０．２μｍのＰＥＳ膜を通る濾過を伴
うものとした。他方の方法は、０．２μｍのＰＥＳ膜を通る濾過と、それに次ぐ１００ｋ
のＭＷＣＯのＰＥＳ膜を通る濾過を伴うものとした。
【図４５】図４５は、嫌気性消化装置の廃水濾過のファウリング率（ファウリング速度；
ｆｏｕｌｉｎｇ　ｒａｔｅ）に関するＲＯ濾過のパフォーマンスを比較している。濾過は
、交差流速１００ｃｍ／ｓで、１００ｐｓｉにおいて実施した。４つの膜のサンプルを並
行してテストした。このテストにおいて使用した膜のサンプルは、３ｉｎ２の商業的に利
用可能であるＲＯ膜のサンプルとした。浄化された水を１時間の間、ベースラインテスト
として濾過し、その後に廃水の濾過を行った。サンプルは２０分毎に取った。ＲＯ濾過に
おいて使用した、予め濾過された嫌気性消化装置の廃水は、２つの異なる方法で用意した
。一方の方法は、０．２μｍのＰＥＳ膜を通る濾過を伴うものとした。他方の方法は、０
．２μｍのＰＥＳ膜を通る濾過と、それに次ぐ１００ｋのＭＷＣＯのＰＥＳ膜を通る濾過
を伴うものとした。ファウリング率は、２０分のフラックスに対する各サンプリング時に
おけるフラックスを正規化することによって決定される。
【図４６】図４６は、ＲＯ膜の純水のフラックスに対して比較したＲＯ濾過のパフォーマ
ンスをまとめた表である。濾過は、交差流速１００ｃｍ／ｓで、１００ｐｓｉにおいて実
施した。４つの膜のサンプルを並行してテストした。このテストにおいて使用した膜のサ
ンプルは、３ｉｎ２の商業的に利用可能であるＲＯ膜のサンプルとした。浄化された水を
１時間の間、ベースラインテストとして濾過し、その後に廃水の濾過を行った。サンプル
は２０分毎に取った。ＲＯ濾過において使用した、予め濾過された嫌気性消化装置の廃水
は、２つの異なる方法で用意した。一方の方法は、０．２μｍのＰＥＳ膜を通る濾過を伴
うものとした。他方の方法は、０．２μｍのＰＥＳ膜を通る濾過と、それに次ぐ１００ｋ
のＭＷＣＯのＰＥＳ膜を通る濾過を伴うものとした。ファウリング率は、２０分のフラッ
クスに対する各サンプリング時におけるフラックスを正規化することによって決定される
。
【図４７】図４７は、廃水（「濃縮水」）、再利用水（「透過水」）、および水道水の温
度を比較するグラフである。水道水は、カリフォルニアのサクラメントにおけるテストに
基づいて見積もられた値である。廃水は、水の再利用プロセスを通してその温度が維持さ
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れ、それにより、再利用水が、水道水よりも温かい華氏２０度超であるようになっている
。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　定義
　本明細書および特許請求の範囲において使用される場合、以下の用語は以下のように定
義される。
【０００９】
　「両親媒性物質」は、溶媒を好むドメインと溶媒を排除するドメインとの両方を有した
分子を意味する。
【００１０】
　「界面活性剤」は、親水性の少なくとも１つのドメインと、疎水性の少なくとも１つの
ドメインとを有する両親媒性物質の種類を意味する。界面活性剤とともに動作するように
構成されたシステムは、すべての両親媒性物質でも動作することが最も見込まれ得る。
【００１１】
　「メソフェーズ（中間相；Ｍｅｓｏｐｈａｓｅ）」は、１つまたは複数の溶媒と１つま
たは複数の界面活性剤との間の相互作用によって形成された界面活性剤の液晶構造を意味
している。
【００１２】
　「安定化した界面活性剤のメソ構造」は、溶媒の除去の後にその構造を維持するメソフ
ェーズを意味している。
【００１３】
　「中空ファイバ膜」は、中空孔の筒状構造を意味している。この材料は、多孔性である
ことを除いてストローに類似している。この材料は通常、水の分離に使用される。
【００１４】
　「膜／半透膜」は、特定のクラスのイオン、分子、タンパク質、エンザイム、ウイルス
、細胞、コロイド、および／または他のクラスからの粒子を分離するために使用される材
料を意味している。膜／半透膜は、溶媒（たとえば水）に対しては透過性であり、すべて
またはいくつかの溶質（たとえばＮａＣｌ）に対しては非透過性である。
【００１５】
　「浸透圧」は、理想気体の法則によって近似された混合物の圧力を意味している。
【００１６】
　「浸透」は、半透膜が２つの水の体積を分離する場合で、一方の体積はより高い浸透圧
を有している場合に、水が半透膜を通過するプロセスを意味している。
【００１７】
　「逆浸透」または「ＲＯ」は、ゼロより大きい浸透圧を、塩と水とを分離するのに使用
するプロセスを意味している。
【００１８】
　「正浸透」または「ＦＯ」は、水のフラックスを形成するために浸透勾配を使用するプ
ロセスを意味している。
【００１９】
　「エマルジョン」は、水、少なくとも１つの両親媒性物質、および油を含む溶液を意味
している。
【００２０】
　「フィルタ」は、溶液から溶質を除去するために使用される材料を意味しており、限定
されないが、膜、精密濾過フィルタまたは精密濾過膜、限外濾過フィルタまたは限外濾過
膜、逆浸透フィルタまたは逆浸透膜、正浸透フィルタまたは正浸透膜、中空ファイバ膜、
および半透膜を含む。
【００２１】
　「全浮遊固形物」は、０．２ミクロン（またはそれ未満）の濾過によって除去された固
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形物を意味している。
【００２２】
　「逆フラックスカーブ」は、印加される圧力の増大の結果としての、膜のフラックスの
低下を意味している。
【００２３】
　「固形物（固体）セパレータ」は、サイズが４．９９ミクロンより大きい粒子を除去す
るために使用される水処理デバイスを意味している。
【００２４】
　「遠心フィルタ」は、遠心力を使用する固形物セパレータを意味している。
【００２５】
　「スピンディスクフィルタ」は、それ自体を洗浄するためにスピンするプラスチック製
濾過ディスクを使用する固形物セパレータを意味している。スピンディスクフィルタは、
ディスクフィルタとは同じではない。
【００２６】
　「ドラムフィルタ」は、ウォータジェットと組み合わせてドラムを使用する固形物セパ
レータを意味している。
【００２７】
　「フィルタプレス」は、機械的圧力下にあるフィルタを使用する固形物セパレータを意
味している。
【００２８】
　「ディスクフィルタ」は、機械的圧力下にあるフィルタディスクを使用する固形物セパ
レータである。
【００２９】
　「精密濾過」または「ＭＦ」は、孔の平均サイズが０．１から０．２ミクロンの間であ
る膜を使用した濾過を意味している。
【００３０】
　「限外濾過」または「ＵＦ」は、５ｋダルトンから２５０ｋダルトンの間の分子の重量
の削減がされる膜を使用した濾過を意味している。
【００３１】
　「臨界ミセル濃度」は、その濃度より上においては、界面活性剤がメソ構造を形成する
濃度を意味している。
【００３２】
　「エマルジョン」は、有機物、分子、タンパク質、固形物、細胞、ウイルスなどの、溶
融しにくい浮遊固形物および／または溶解した固形物に凝固された界面活性剤で構成され
たミセルを意味している。
【００３３】
　「触媒酸化」は、一重項分子状酸素、過酸化水素、および／またはオゾンなどの、接触
酸素供給源を添加することにより、水の中の有機物の溶質を処理するプロセスを意味して
いる。
【００３４】
　「ＵＶ－オゾン」は、ＵＶ光ならびに、水中および／または空気中の酸素を使用してオ
ゾンが形成される触媒酸化プロセスを意味している。
【００３５】
　「電気－オゾン」は、電解ならびに、水中および／または空気中の酸素を使用してオゾ
ンが形成される触媒酸化プロセスを意味している。
【００３６】
　「塩素処理」は、固体または液体の塩素が廃水に添加される殺菌プロセスを意味してい
る。
【００３７】
　「嫌気性消化」は、バクテリアが、廃水内に存在する有機物を処理できるように、廃水
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から酸素を除去するプロセスを意味している。
【００３８】
　水の再生、濾過、および戻し（ｒｅｔｕｒｎ）プロセスの水再使用用途
　本発明の実施形態には、再使用用途のための任意の用途からの廃水を処理するためのプ
ラットフォーム処理システムが含まれる。このシステムはオプションで以下のシステム：
洗濯廃水再利用のための膜ベースの洗浄水再利用システム、洗車の廃水の再利用システム
、ワインの水の再利用システム、ビールの廃水の再利用システム、日常の水の再利用シス
テム、部品の洗浄システム；生物学的消化の廃水、冷却およびボイラのための膜ベースの
廃水の再利用システム；部品、タンク、車、衣類などの洗浄からの廃水の膜ベースの再利
用システムの内の１つを備えるか、または、オプションで廃棄物がさらに処理され、かつ
／または他の用途に使用される、再生、濾過、および再使用を含む水の再利用のためのシ
ステムおよびプロセスを備える。このシステムは、好ましくは、３つのサブシステム：再
生サブシステムと、濾過サブシステムと、戻しサブシステムと、を備えている。再生サブ
システムは、廃水が濾過サブシステムおよび戻しサブシステムに入ることを防止する。廃
水が濾過サブシステムおよび戻しサブシステムに入ると、（ｉ）それらシステムが適切に
作動することが妨げられ得、（ｉｉ）それらシステムに損傷を与え得、（ｉｉｉ）それら
システムによって処理されないか処理され得ず、または、（ｉｖ）再使用から処理される
ことが法律上認められない。処理することができない廃水の例には、酸化電位が５００ｍ
Ｖ超である廃水、２ｐｐｍ超である遊離塩素を含む廃水、直径が１”より大きい粒子を含
む廃水、または、シャツの襟の芯、ボタン、および／もしくはハンガを含む廃水が含まれ
る。廃水の処理の困難性には、華氏１０５度を超える廃水、または、汚水発生源（動物の
廃棄物を含む）からの廃水が含まれる。汚水の例には、トイレ、シンク、およびキッチン
からの下水（ｓｅｗａｇｅ）が含まれる。洗濯廃水の処理に関して、このことは好ましく
は、４つの構成要素を使用して達成される。第１の１つまたは複数のタンクが洗濯機の排
水管の下に配置される。タンクは好ましくは、別のタンク、または排水管のいずれかに排
水する。複数のタンクが共に繋がっている場合、最も下のタンクが好ましくは、排水管を
有するように備えている。ポンプは好ましくは、タンクまたは（複数のタンクが共に繋が
っている場合には）複数のタンクの最も低い場所に配置される。ポンプは、限定されない
が、排水ポンプ、放流ポンプ、下水ポンプ、または井戸ポンプとすることができる。ポン
プは、メッシュ、ストレーナ、および／またはフィルタスクリーンにより、ブラジャのワ
イヤ、ボタン、襟の芯などの大きい物体から保護され得る。保護バリアのための開口のサ
イズは、好ましくは、０．０４インチ（１．０１６ｍｍ）より大きく、かつ、２インチ（
５０．８ｍｍ）未満である。ポンプは、廃水の品質を測定する１つまたは複数のプローブ
に繋がれ得る。プローブは、水の伝導度、濁度、イオン濃度、酸化電位、濁度、および／
または他のパラメータを継続的に測定することができる。代替的には、廃水は、システム
の作動要求を満たすように処理され得る。例では、二亜硫酸ナトリウム（メタ重亜硫酸ナ
トリウム）などの酸化防止剤を投入することにより、酸化電位が５００ｍＶ未満に低減さ
れ、熱交換器を使用して温度が低減され、（バクテリアおよびウイルスなどの）生物学剤
が２つのステップの酸化および酸化中和プロセスを介して中和され得る。本発明では、伝
導度が濁度の間接的測定として使用され得ることを示す、濁度と電気伝導度との相関関係
を示す。
【００３９】
　本発明の実施形態には、孔が３００ミクロン未満かつ５ミクロンより大きい濾過ステッ
プを使用しての逆浸透膜に関する前処理が含まれている。このため、この前処理の後に、
膜の孔のサイズが精密濾過膜および／または限外濾過膜の孔のサイズであり（精密濾過と
限外濾過の孔のサイズは重複する場合がある）、かつ、膜の構成が筒状膜、中空ファイバ
膜（内側から外側へおよび外側から内側への両方）、または、貫通チャネルスペーサを有
するフラットシートの膜である、膜の処理ステップが行われることが好ましい。膜は、好
ましくは、膜を横切る圧力差（膜の両側での圧力差）が５．０から５０ｐｓｉの間で作動
することが好ましい。膜は、好ましくは、バックフラッシング（ｂａｃｋｆｌｕｓｈｉｎ
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ｇ）、バックウォッシング、フォワードフラッシング（ｆｏｒｗａｒｄ　ｆｌｕｓｈｉｎ
ｇ）、およびフォワードウォッシング（ｆｏｒｗａｒｄ　ｗａｓｈｉｎｇ）の組合せによ
って洗浄される。一定の間隔で、定置洗浄（ＣＩＰ）プロトコルのために、膜が動作から
外されることが好ましい。ＣＩＰでは優先的に、膜を洗浄するために過酸化水素が使用さ
れる。
【００４０】
　本発明は好ましくは、廃水の再生、濾過、および再使用のための３つのステップのプロ
セスを含んでいる。プロセスからの高濃度の廃水は、処分されるか、代替的方法を使用し
て処理され得る。望ましい代替的方法には、酸化、生物学的処理、電気的透析、漉し、お
よび濾過が含まれる。代替的処理の目的は、限定はされないが、水がプロセスにフィード
バックされ得るよう水を処理すること、他の用途に使用されるよう水を貯蔵および／また
は処理すること、高濃度の廃棄物が廃棄物の処理に許容可能および／または廃棄物を処理
することであるよう水を処理すること、である。たとえば、代替的処理は蒸留プロセスで
あってもよい。たとえば、代替的処理は、大きい固形物が下水管に入ることを防止するス
トレーナバッグであってもよい。図１は、廃水の再生、濾過、および戻しに使用される３
つのシステム、ならびに代替的な処理のプロセスのフロー図を含んでいる。このＮＵＦ＋
ＲＯ（ナノ限外濾過プラス逆浸透）システムは、好ましくは、システムのフットプリント
（設置面積）を最小化し、それにより、輸送費を低減する。直接的な利点は、特定用途の
ために廃水を再使用することにより、真水または水道水を節約することである。間接的な
利点は、処理された廃水と、真水または水道水との間の物理的特性の差異である。これら
物理的特性には、限定されないが、温度、ｐＨ、アルカリ度、硬度、洗剤濃度が含まれる
。通常、廃水の発生源は、それら物理的特性の１つまたは複数を達成するために、真水ま
たは水道水を処理している。処理された廃水を再使用することにより、エネルギ、化学物
質、および設備費が低減され得、この理由は、その水が理想的作動条件に近いためである
。これら物理的特性は、用途特有のものであり、限定されないが、既存の飲料水処理およ
び／または調整設備の除去または低減の能力を含んでおり、この理由は、再使用水がすで
にこの設備によって処理および／または調整されているためである。そのような設備は、
化学物質、または化学物質を投入する設備を含んでおり、水の軟水化、水の酸化、ｐＨ調
整、ならびに、水溶性ワックスおよび／または洗剤などの化学物質の追加を含み得る。
【００４１】
　本発明に関連する特定の水の再使用用途には、限定されないが、洗車廃水、洗濯廃水、
家庭雑廃水および汚水のリサイクル、が含まれる。家庭雑廃水は、腐敗しにくい廃水であ
る。汚水はすべて廃水であり、家庭雑廃水は汚水のサブセット（一部、下位概念）である
。本発明による処理の後には、流入水の約１０％から９０％が、飲料水に匹敵するか、飲
料水に比べて総溶解固形分が少なく、消毒済み三次処理廃水の基準を満たし、かつ、一次
用途に使用することができる。本発明のいくつかの実施形態では、残りの水は消毒済み三
次処理廃水の基準を満たし、二次用途に使用することができる。洗濯の用途に使用される
場合、本発明により、洗濯洗剤の消費を約１０％から９０％低減することができ、水の加
熱の要請を約１０％から９０％低減することができる。洗濯における一次的な水の用途は
すべて、第１のサイクルの後の洗浄サイクルである。洗濯における二次用途は、第１の洗
浄サイクルである。この理由は、二次用途の水における界面活性剤の濃度は一次用途より
高いためである。同様に、洗車の用途では、一次的な水の用途は、最終的な車の洗浄と化
学物質の混合である。二次的な水の用途は、車とホイールの洗浄の準備である。一次用途
の水は常に、二次用途に使用され得る。一次的および二次的な水の他の用途には、トイレ
のフラッシング（洗い流し、水洗；ｆｌｕｓｈｉｎｇ）、灌漑、レクリエーションのため
ではない貯水、および冷却が含まれる。図２と図３とは両方とも、残りの図に関して重要
である配管および機器を示している。
【００４２】
　図１７は、一般的な洗車の水の使用を示している。図１８に示すように、本発明の実施
形態は、スポットフリー濯ぎ水を提供するために、水道水を使用する代わりに水を再使用
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する、スポットフリー再使用水処理システムである。洗車準備ステップは、洗車プロセス
の第１のステップであり、車が濡らされ、大きなゴミが除去される。水道水は通常、この
ステップに使用される。洗車洗浄ステップは、洗車プロセスの中間ステップであり、再使
用水によって車が洗浄される。洗車の再使用水は、洗車のプロセスの全ステップから収集
された水であり、洗車濯ぎステップにおいて再使用される。洗車濯ぎステップは洗車の最
後のステップであり、水道水またはスポットフリーの水が車の濯ぎに使用される。スポッ
トフリー濯ぎ水は、逆浸透によって提供された、軟水化された水である。スポットフリー
濯ぎ廃水は、１ガロンのスポットフリー濯ぎ水を作る際に生成される、約０．８から１．
０ガロンの廃水である。ｚ－スポットフリー再使用水は、ｚＮａｎｏプロセスを使用する
再使用水から生成されたスポットフリー濯ぎ水である。したがって、水の消費ステップは
水の節約技術となり、水のコストを毎年２５０００ドルも節約する。
【００４３】
　本システムの実施形態の再生セクションは、好ましくは、以下の１つまたは複数を含む
：１つまたは複数のフィルタ；ポンプの前のフィルタは３００ミクロン以上である；ポン
プの後のフィルタは１００ミクロン以下である；および、再生タンク内の水を、再生タン
クの水が除去される前に、２４時間未満の間、より好ましくは１２時間未満の間、さらに
より好ましくは６時間未満の間、さらにより好ましくは２時間未満の間出す。
【００４４】
　図４は、水の再生システムの実施形態の各ステップのプロセスのフロー図を含んでいる
。この第１のステップは、二つの機能の沈殿負荷調整タンク内の水を取り込むことである
。廃水が空気中を通って落ちることにより、廃水が酸化することが許容される。いくつか
のプロセスでは、廃水の提供は断続的である。たとえば、洗濯機は、毎サイクルの終了時
、大まかには、１０から２０分毎にのみ廃水を提供する。洗車により、１分間オンとなる
のに対して３分間オフとなる推定割合で、車がアーチの下に入る毎に廃水が提供される。
さらに、プロセス内の様々なステップにより、様々な量の水が必要とされ得る。調整タン
クは、各生成イベント間に、廃水の全体積を貯蔵する。廃水の貯蔵は好ましい、なぜなら
、濾過速度が、イベント毎の水の体積をイベントの時間の長さで割った速度（量）の代わ
りに、イベント毎の水の体積をイベント間の時間で割った速度（量）を満たすか、それを
超えることのみ必要であるため、廃水の貯蔵により、濾過ステップの費用が最小化される
からである。たとえば、洗濯機は１０分毎のサイクルで１０ガロンの廃水を提供し得、調
整タンクを有する、毎分１ガロンの濾過システムを必要とする。調整タンクがなければ、
洗濯機には毎分１０ガロンのシステムが必要になる。沈殿調整タンクは好ましくは、オー
バーフロー排水管、および、よどんだ水の蓄積を防止するために、底部に、常に開いてい
るフル排水部（フル排水管、フルドレイン）を備えている。
【００４５】
　廃水取込タンクのいくつかの異なるスタイルが存在する。図５は、プロセスのフロー図
を含んでおり、図６は、沈殿調整タンクの様々な構成の選択肢の配管および機器の図を含
んでいる。沈殿調整タンクは、図５および６の選択肢１のように、下水管ラインから水を
収集するように繋げられ得る。このことは、汚水用途に典型的であるが、これらには限定
されない。図５および６の選択肢２は、廃水を捕捉する用途の下層の沈殿調整タンクであ
る。このことは、限定はされないが、洗車の用途に典型的である。図５および６の選択肢
３は、用途の下に繋げられた地上タンクである。このことは、限定はされないが、重力に
よる排水が一般的である洗濯の用途に典型的である。
【００４６】
　大きい粒子および物体は、沈殿調整タンク内で沈殿する。洗濯の用途では、これら物体
には、シャツのタグ、ボタン、およびブラジャのワイヤが含まれ得る。洗車の用途では、
これら物体には、土および車の部品が含まれ得る。汚水の用途では、これら固形物には、
糞便およびトイレットペーパが含まれ得る。図４に示すように、沈殿調整タンク内には、
０．１”から２”の間の開口を有するストレーナが存在し得る。このストレーナにより、
沈殿しなかった大きい物体がポンプに流入することが防止される。ポンプは、沈殿した固
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形物がポンプ内に入るのを低減するために、沈殿調整タンクの底部から持ち上げられてい
てもよい。ポンプは、限定ではないが、井戸ポンプ、自給ポンプ、放流ポンプ、排水ポン
プ、または下水ポンプとすることができる。ポンプは、フロートスイッチまたはレベルス
イッチによって制御することができる。ポンプは、貯蔵タンクまたは処理タンクに繋げる
ことができる。有害な水が濾過システムに入ることを防止するために、オプションのメー
タをポンプに取り付けることができる。有害な水が濾過システムに入ることを防止するた
めに、オプションのメータを処理タンクに取り付けることができる。このメータは、塩素
濃度、酸化還元電位、ｐＨ、電気伝導度、温度、濁度、および／または他のパラメータを
測定することができる。処理には、（たとえば、殺菌のための）酸化、（たとえば、濾過
システムを保護するための）酸化防止剤、および／または（濾過システムを保護するため
の）熱交換器／冷却器の追加が含まれ得る。濾過システムを損傷させ得る廃水には、高コ
ロニ形成単位（ＣＦＵ）数、６００ｍＶを超える酸化還元電位、１ｐｐｍを超える塩素濃
度、華氏１１３度を超える温度、１１を超えるｐＨ、および／または２未満のｐＨを有す
る汚水含む廃水が含まれ得る。メータは、ポンプをオフとするか、廃水を許容可能なレベ
ルにする処理プロセスに関わり得る。処理の選択肢の例には、廃水の殺菌のための塩素も
しくは同等の酸化剤の追加、廃水内の酸化剤および／もしくは廃水を殺菌するために追加
された酸化剤を除去するための二亜硫酸ナトリウムなどの酸化防止剤の追加、ｐＨを７．
０に調整するための酸もしくは塩基の追加、水の温度を下げるための熱交換器の使用、な
らびに／または、廃水の温度を下げるための水道水の追加が含まれる。
【００４７】
　ポンプは好ましくは、濾過ステップにおいて、フィルタ、ストレーナ、機械式凝集沈殿
装置、精密濾過膜、限外濾過膜、スピンディスクを通過させるように、廃水を加圧する。
スピンディスクによる濾過は、洗濯システムにおける糸くずの除去について、好ましい。
スピンディスクは通常、サイズが約３２ミクロンまたは約６０ミクロンの孔を有している
。洗車の用途のためには、遠心固形物セパレータが好ましい。固形物セパレータにはスト
レーナが組み込まれている場合があり、好ましくは、サイズが約７５ミクロンまたは約５
ミクロンの開口を有している。図７に示すようなチェックバルブにより、排水ポンプがオ
フとなる場合に、沈殿調整タンク内への水の逆流が防止される。チェックバルブがなけれ
ば、ポンプが水レベルセンサによって制御されている場合、水の逆流によりポンプが再び
始動させられ得る。フィルタの孔のサイズは、約０．００１ミクロンから１０００ミクロ
ンの間とすることができる。連続しての２つ以上の濾過ステップが存在してもよい。フィ
ルタは、プリーツ（襞）フィルタ、バッグ（ｂａｇ）フィルタ、カートリッジフィルタ、
または別のタイプのフィルタを備え得る。ストレーナは、セルフクリーニング（自己洗浄
）するようにしてもよい。フィルタが限外濾過膜または精密濾過膜である場合、渦巻き構
成、プレートおよびフレームの構成、中空ファイバ構成、ならびに／または浸水構成では
、バックウォッシュされ得る。膜の孔のサイズは、分画分子量（ＭＷＣＯ）で評価するこ
とができる。ＭＷＣＯは、約１，０００ダルトン程度の低さとすることができる。洗濯の
用途のために、フィルタは、濾過ステップにおける第１の膜と第１のポンプとの両方の要
求に応じて、糸くずを透過可能とするか、透過不可能とすることができる。糸くずを透過
可能であるフィルタは、約３００ミクロンより大きい開口または孔を有している。糸くず
を透過不可能であるフィルタは、約３００ミクロン未満である開口または孔を有している
。
【００４８】
　濾過ステップにおける孔のサイズが十分に小さい場合（通常、０．２ミクロン以下）、
この孔のサイズにより、濾過システム内の有機物およびエマルジョン除去ステップの必要
性が除去される。フィルタは機械的に洗浄されるか、化学的に洗浄されるか、またはそれ
らの両方とすることができる。洗浄は、時間または流入圧力に応じて能動的に開始され得
る。洗浄は、濾過ステップで排水され、濾過ステップが手で洗浄される受動洗浄にもする
ことができる。濾過ステップは、透過性がほとんどなくなった場合の濾過ステップの過剰
な加圧を防止するために、流れ戻しラインを有する。濾過ステップは、フィルタハウジン
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グの容易な洗浄を可能にするための受動的または能動的のいずれかの排水管を有し得る。
濾過ステップの後に、水は調整タンク内に貯蔵される。圧力は、好ましくはポンプ動作の
制御にひも付け（連動）された能動的制御（すなわち、タンクが満杯である場合、ポンプ
がオフになる）によって、または、沈殿調整タンクへの受動的水戻しラインによって、調
整タンク内に蓄積することが防止される。能動的制御により、濾過ステップの洗浄の頻度
が低減されるため、能動的制御がより好ましい。ポンプが調整タンクから長距離に位置し
ている場合があるため、受動的制御がより実現可能である。能動的制御は、限定されない
が、圧力センサおよびレベルセンサを含み得る。調整タンクも、洗浄を可能にし、よどん
だ水を除去するために、能動的または受動的フル排水バルブを含み得る。
【００４９】
　調整タンクは好ましくは、膜を洗浄するのに使用される洗浄水を再利用するために使用
される溶液のためのフィルタ洗浄ラインと、膜の洗浄の間、調整タンクを満たすための、
ポンプ供給の消毒済み三次再利用水の一次または二次ラインと、消毒済み三次再利用水の
二次タンク内に圧力が蓄積することを防止するための、消毒済み三次再利用水の二次タン
クからのオプションの受動的オーバーフローラインとを備えている。受動的オーバーフロ
ーラインは、図７に示されているように、調整タンクの代わりに沈殿調整タンクに繋がっ
ていてもよい。調整タンクからの、濾過システムへの供給が存在することになる。濾過シ
ステムからのセンサは、調整タンク内に水が存在している場合を測定するために、調整タ
ンクに接続されるか、調整タンクに直接接続しているパイプに接続される。このセンサは
、限定されないが、レベルセンサまたは圧力センサとすることができる。本発明のいくつ
かの実施形態では、濁度の要求が間接的な測定を介して満たされる。そのような間接的測
定値の１つは、電気伝導度であり、この理由は、濁度の除去と電気伝導度の除去とが相関
関係にあるためである。間接的測定は、一次用途と二次用途との両方に使用され得る。一
次用途に関する電気伝導度の除去は通常、約４０％から９０％の間である。二次用途に関
する電気伝導度の除去は通常、約５％から２５％の間である。一次用途および二次用途の
水は、好ましくは、調整タンク内に貯蔵される。これらタンクは、再生水に使用される調
整タンクと同じ利点を有する。これらタンクからの水は、オンデマンドのポンプ（圧力ス
イッチにより制御される）および自動制御バルブを使用して洗浄のために使用され得る。
【００５０】
　濾過ステップの処理のフロー図が図８に含まれており、配管および機器の図が図９に含
まれている。具体的には、再生システムからの濾過された水が濾過システムに渡される。
再生システムのセンサは、好ましくは、第１のステージ、エマルジョンポンプを制御する
ためのフィルタへの再生水が存在することを示す。水は次いで、有機物およびエマルジョ
ン除去ステージによって濾過される。このステージでは、固形物、いくつかの有機物、お
よびエマルジョンオイルが除去される。このステージは、好ましくは、膜を含んでいる。
この膜は、好ましくは、限外濾過膜または精密濾過膜である。このステージの孔のサイズ
は、約１．０ｎｍから３００ｎｍの間のいずれか、または約１．０ｎｍおよび３００ｎｍ
と等しくすることができる。孔のサイズはＭＷＣＯとして測定され得る。ＭＷＣＯは、約
３００ＭＷＣＯと１，０００，００００ＭＷＣＯとの間のいずれかとすることができる。
この膜は、好ましくは、バックウォッシュ可能である。膜の構成が渦巻き要素を備えてい
る場合、スペーサは、好ましくは、二平面（バイプレーナ；ｂｉｐｌａｎａｒ）であるか
、貫通チャネルを備えている。再生ステージにおけるフィルタが、孔のサイズの仕様が約
１ｎｍ以上かつ約３００ｎｍ以下であることを満たす精密濾過膜か限外濾過膜である場合
、ポンプと膜のいずれも通常は必要とされない。再生ステージにおけるフィルタが、孔の
サイズの仕様が３００ＭＷＣＯ以上かつ１，０００，０００ＭＷＣＯ以下であることを満
たす精密濾過膜か限外濾過膜である場合、ポンプと膜のいずれも通常は必要とされない。
【００５１】
　有機物およびエマルジョン除去ステージは、好ましくは、膜のバックウォッシュと洗浄
との両方の能動的制御を含む。有機物およびエマルジョン除去ステップの洗浄は、好まし
くは、そのステップの前の圧力センサ、そのステップの後ろの流量センサ、そのステップ
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からの濃縮水の流量センサ、そのステップからの透過水の圧力センサ、および／またはタ
イマによって制御される。膜は、好ましくは、二次用途の水によってバックウォッシュお
よび洗浄されるが、この理由は、二次用途の水が、洗浄プロセスを向上させる非結合界面
活性剤（ｕｎｂｏｕｎｄ　ｓｕｒｆａｃｔａｎｔ）を含むとともに一次用途の水よりも用
途が少ないためである。再生システムの濾過ステップの孔のサイズが有機物およびエマル
ジョンの除去の基準を満たしているために、有機物およびエマルジョン除去ステージが存
在しない場合、二次用途の水が、好ましくは、再生プロセスの濾過ステップの洗浄に使用
される。この場合、再生プロセスにおける濾過ステップは濾過システム内の有機物および
エマルジョン除去ステージに記載のものと同じバルブすべてを含み得る。有機物およびエ
マルジョン除去ステージは、洗浄水を調整タンクに戻して再循環させるための、および、
オフラインでの洗浄のために洗浄水を調整タンクから排水するための手動バルブおよび／
または自動バルブを有している。洗車用途のために、酸化剤または、ブトキシエタノール
、イソプロパノール、または同様の分子を含むディグリーザ（脱脂剤）などのワックスを
溶解する他の化学物質が、ワックスの除去を向上させるために、洗浄水に加えられ得る。
洗濯の用途では、衣類の洗浄に使用される洗剤が、膜の洗浄を向上させるために、洗浄水
に加えられ得る。
【００５２】
　好ましくは、有機物およびエマルジョン除去ステージと、有機物およびエマルジョン除
去ステージが洗浄されている場合に閉じる逆浸透ポンプとの間に、自動制御バルブが存在
する。濾過中はこのバルブは開いている。逆浸透ポンプは、好ましくは、有機物およびエ
マルジョン除去ステージからの透過液パイプ上の圧力スイッチまたはフロースイッチによ
って制御される。ステージ間の圧力は、圧力解放バルブを含むことにより、制限され得る
。その場合、その水は収集され、二次用途の水で処理され得る。有機物およびエマルジョ
ン除去ステージが再生システムの一部である場合、圧力スイッチは再生システムからの透
過液パイプ上にある。逆浸透ポンプにより、水が、好ましくは１２０から３００ｐｓｉの
間に加圧される。水は、逆浸透圧力容器内の、かん水薄フィルム複合逆浸透膜渦巻き要素
に流入する。圧力容器は、オフライン洗浄のための洗浄水の再循環および排水を可能にす
る手動バルブを有している。オフライン洗浄は、洗濯用途のために酸およびいくつかの界
面活性剤とともに優先的に実施される。
【００５３】
　逆浸透膜は、好ましくは、供給水の１０％から９０％が回復される。回復量を増大させ
るために、逆浸透ステップからの濃縮水が再利用され得る。逆浸透プロセスの圧力を制御
するために、圧力解放バルブが図９に示すように使用され得る。逆浸透膜は、水の回復量
を増大させるために、クリスマスツリーの構成に繋げることができる。図１０に示すよう
に、洗濯プロセスからの透過水は、ほとんどいつでも、総溶解固形分の約３００ｐｐｍ未
満を含んでおり、かつ、平均して、総溶解固形分（ＴＤＳ）の約２００ｐｐｍ未満を含ん
でいる。通常は、供給水は、約４５０ｐｐｍから１０００ｐｐｍの間であった。浸透にお
けるＴＤＳのより高い濃度は、通常、有機物およびエマルジョン除去ステップにおけるフ
ァウリング（汚染、付着、堆積；ｆｏｕｌｉｎｇ）を示している。ＴＤＳメータは、供給
水のＴＤＳが、濾過液のＴＤＳとほぼ等しいか又は２０％超であるべきであるステップの
ファウリングを監視するのに使用される。膜の洗浄は、好ましくは、透過液において測定
されたＴＤＳ、および／または、供給水のＴＤＳに対する透過液のＴＤＳの割合によって
制御される。ＴＤＳレベルが許容不可能、通常は３００ｐｐｍを超えた場合、逆浸透膜が
好ましくは自動的に、一次用途の水でフラッシュ（水洗）され、有機物およびエマルジョ
ン除去ステップが二次用途の水でバックウォッシュされる。オプションのステップは、二
次用途のための濃縮水を処理することためのものである。さらに、逆浸透ステップからの
水の平均温度は、通常、洗濯の用途においては摂氏３２度である。同じ期間にわたって、
水道水が摂氏２１度であったため、洗濯用途のために透過水を摂氏３５度より上に加熱す
る必要がないことから、エネルギが節約される。表１は、濾過の各ステージの後の水の濁
度の測定値を示している。水道水の濁度は比較のために載せている。表１に示すように、
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透過液の濁度は２ＮＴＵ未満であり、これは、このため、洗濯用途において水が媒体ベッ
ド（媒体層）を通して濾過された場合の、消毒済み三次再利用水に関する、カリフォルニ
アの再使用の水の要件を満たしている。
【００５４】
【表１】

 
【００５５】
　図８および９には、洗濯用途におけるその要件を満たすために、逆浸透ステップの後の
媒体ベッドフィルタが存在する。水のメータは、好ましくは、水が一次用途の再使用の要
件、具体的には、たとえば、洗濯プロセス、洗車プロセス、冷却、貯水、または洗浄の任
意の部分を満たすことを確実にする。そのメータは、ＴＤＳ、濁度、温度、ｐＨ、流量、
または任意の他の水質のパラメータを測定し得る。表ではＮＵＦという名称が付されてい
る、有機物およびエマルジョン除去ステップからの水は、この要件を満たしておらず、そ
の水が二次用途のために使用されるのに十分に濁度を除去するために、それに続く処理を
必要とする場合がある。そのオプションの処理は、好ましくは、媒体ベッドを備え、好ま
しくは、活性炭を含んでいる。水のメータは、水が二次用途の再使用の要件を満たしてい
ることを確実にする。二次的な再使用用途には、トイレのフラッシング、冷却、洗濯のた
めの洗浄サイクル、洗車のための洗浄サイクル、洗車のための前処理噴霧器、および、噴
水などの水の貯蔵が含まれる。そのメータは、ＴＤＳ、濁度、温度、ｐＨ、流量、または
任意の他の水質のパラメータを測定し得る。有機物およびエマルジョン除去ステップから
の水は、有機物およびエマルジョン除去ステップを洗浄するために使用されるさらなる処
理を必要としない。一次用途と二次用途との両方のために、水が使用される前に水を消毒
する必要がある。そのステップは、図８および９に示すように、定量ポンプを介しての紫
外光、オゾン、または化学的酸化とすることができる。このシステムは、停止されると、
好ましくは、両方の濾過ステップを自動的に洗浄し、プロセスに消毒ステップが含まれて
いない場合、二次用途の再使用水を排水してもよい。すべての排水管は、好ましくは、サ
イフォンを分割するためのエアベントを有している。エアベントは、好ましくは、臭いを
防止するために、天井または外部に繋がっている。洗濯用途において、透過水のより高い
ｐＨと水の硬度の除去により、透過水が洗剤に対してより反応するようになる。図１１は
、水道水および透過（濾過された）水の洗剤での滴定を示している。データは下記の表２
に示している。透過水は、水道水に比べ、約７５％低い重量割合の洗剤を使用して１０の
ｐＨが得られた。ｐＨ調整が洗剤の特徴であるため、このことが、洗濯用途の洗剤の要請
が７５％まで低減され得たことを示している。有機物およびエマルジョン除去ステップか
らの濾過された水のより高い濁度により、最大で１０％までの非結合界面活性剤の回復が
暗示されている。非結合界面活性剤は、プロセスにおける洗剤の要求を低減するために、
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【００５６】
【表２】

 
【００５７】
　流出水の総溶解固形分（ＴＤＳ）は、濾過プロセスが適切に機能していることを確実に
するために、継続的に監視される。ＴＤＳは、濁度よりも高い基準である。消毒済み三次
再利用水のＴＤＳは、どの時点においても２００ｐｐｍ未満となる。サンノゼ（米国の地
名；Ｓａｎ　Ｊｏｓｅ）の水道水の平均ＴＤＳは、水の供給源に応じて、２２０から４２
２の間である（以下の表３に示す、２０１２　Ｗａｔｅｒ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｒｅｐｏｒ
ｔ，　Ｓａｎ　Ｊｏｓｅ　Ｗａｔｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ）。予備試験では、本システムが
、水のＴＤＳが２００ｐｐｍ未満である場合に、濁度が２．０ＮＴＵ未満である水を提供
したことを示した。
【００５８】
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【表３】

 



(21) JP 2017-518176 A 2017.7.6

10

【００５９】
　以下は、濾過された水が平均的な水道水のＴＤＳよりも低いＴＤＳを有する必要がある
ことが、消毒済み三次再利用水に必要とされる基準よりも高い基準であることを示すデー
タである。消毒済み三次再利用水に関する濁度の要求は、２．０ＮＴＵ未満である。表４
のデータは、水道水の濁度（ＮＴＵ）が０．３ＮＴＵ未満であることを示している（２０
１２　Ｗａｔｅｒ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｒｅｐｏｒｔ，　Ｓａｎ　Ｊｏｓｅ　Ｗａｔｅｒ　
Ｃｏｍｐａｎｙ）。対照的に、システムは、ＴＤＳが２００ｐｐｍ未満である場合にのみ
水を再利用する。サンノゼの平均的な水道水は、供給源に応じて２２０、２７９、または
４２２ｐｐｍの平均ＴＤＳを有している。このデータは、消毒済み三次再利用水に対する
要求が水道水ほど厳格ではないことを示している。したがって、濾過プロセスによって提
供される水に対する基準が水道水よりも高い場合、濾過プロセスに対する基準が消毒済み
三次再利用水に関する濁度の要求よりも高い。
【００６０】
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【表４】
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【００６１】
　図１２は、一次用途と二次用途の両方に関する戻しシステムのプロセスのフロー図であ
る。水は、調整タンクから非飲料水ラインへの水を過剰に加圧するポンプを介して所望の
用途に戻される。初期設定では、水が再使用に十分な品質ではない場合、非水道水ライン
が汚染されるのを防止するために、調整タンクと非水道水ラインとを接続するバルブは閉
じられている。水のメータは、好ましくは、システムのパフォーマンスを測定し、リーク
を示し得るフィードバックを提供するのに使用される。一次用途のタンクが満杯である場
合、好ましくは、信号が、停止するために濾過システムに送られる。水のレベルが一次用
途のタンクにおいて、フロートスイッチまたはレベルメータを介して測定される。一次タ
ンクには３つのレベルスイッチが存在する。最も高いレベルは満杯のレベルであり、これ
により、システムが停止される。中間のレベルは用途の準備であり、これにより、通常は
閉じられている制御バルブが開かれる。底のレベルは空であり、これにより、システムを
止めるか、非飲料水ラインからの水でタンクを満たすために、バルブが開かれる。二次用
途のタンクは、同じフロートスイッチを有するが、最も高いフロートスイッチは、好まし
くは、濾過システムをオフにしない。その代わりに、部分的にタンクの排水をするか、何
もしない。非飲料水ラインに入る飲料水は、好ましくは、飲料水ラインのクロスコンタミ
ネーションを防止するために、図１２および１３に記載するようなダブルチェックバルブ
逆流防止デバイスを通る。本発明の最終ステップは、化学物質の追加、洗剤の追加、水の
軟水化、および／または酸化剤の追加などの特定用途の水の処理であり得、一次または二
次用途の水をその特定用途に適するようにすることができる。最終ステップは、流量セン
サ、圧力センサ、またはメータによって制御され得る。図１４は、１５日の期間にわたっ
て洗濯水をリサイクルした、本発明からの水の再使用データのプロットを示している。再
使用水はすべて、ＴＤＳが３００ｐｐｍ未満であった。一次または二次用途のいずれかの
ための水が再使用のための要件を満たさない場合、アラームが起動し、水が自動的に排水
管に排出される。アラームは、好ましくは、手動でリセットされる。
【００６２】
　本発明の実施形態は、好ましくは、膜のバイオリアクタを使用する必要なく、良好に動
作する。本発明の実施形態は、好ましくは、洗浄剤および洗剤の投入量を制御するために
、圧力フィードバックの使用を含んでいる。本発明の実施形態は、好ましくは、本明細書
に記載のように、廃水、汚水などを良好に洗浄および再使用することができる媒体フィル
タを備えたシステムを備えている。
【００６３】
　本発明のいくつかの好ましい特徴により、膜、媒体フィルタ、およびＵＶランプの長期
にわたるパフォーマンスを可能にする。これら特徴には、濃度分極を除去するための、膜
のバックウォッシング、バックフラッシング、およびフラッシングが含まれる。膜に供給
するポンプの圧力サイドでは、１つまたは複数の洗剤の注入ポートが含まれ、それにより
、洗剤が膜の直前で注入され、効率的な洗剤の使用および最高の効率を可能にするように
なっている。膜の濃縮水側では、廃棄流に関していくつかの選択肢が存在する。図１９は
、濃縮廃水のソートの例を示している。第１に、小さいパイプ、圧力解放バルブ、フロー
リストリクタ、またはバルブなどの流れ制限デバイスを介して膜に圧力が印加される。デ
バイスの後に、制御バルブを使用して水がソートされる。３つの選択肢が存在する：第１
の選択肢（バルブＡと表記されている）は、ポンプに戻る水の再利用パイプであり、第２
の選択肢（バルブＢと表記されている）は、再生タンク／調整タンクに戻る水の排水パイ
プであり、第３の選択肢（バルブＣと表記されている）は、システムから水を除去する水
の排水パイプである。バルブＡを通過可能な水の量により、システムの圧力を制御するこ
とができる。バルブＢは、濃縮された洗剤または他の洗浄用分子をＲＯから回復するのに
使用され、それらをＵＦの洗浄に再使用する。バルブＣは、好ましくは、排水管に水を送
る。本発明のいくつかの実施形態では、バルブＣは、他の用途における再使用のために、
他の処理（媒体濾過および／または酸化）に水を送ることにより、システムから水を除去
する。たとえば、洗車の場合、バルブＣからの水は、車の準備、および／または洗車に使
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用され得る。産業用の洗濯においては、バルブＣからの水は、トンネル式洗浄機の第１の
ポケットにおいて、衣類を濡らすために使用され得るか、洗濯機の第１のサイクルにおい
て使用され得る。ソートには、好ましくは、３つのステップが含まれる。第１のステップ
は、水をポンプの流入口に戻すように配管することにより、ＲＯプロセスの濃縮水を再利
用するために、バルブ（Ａ）を開くことである。流入口における圧力が許容可能な値の範
囲を超えた場合、濃縮水を調整タンク♯Ｎ（ここで、Ｎはこのシステムにおいて最も高い
Ｎの値である）に戻して再利用するために、第２のバルブ（Ｂ）が開かれ得る。通常の流
入水は、総溶解固形分（ＴＤＳ）が２００から２，０００ｐｐｍの間である。本発明のい
くつかの実施形態では、２，０００ｐｐｍのＴＤＳを処理すると評価されたかん水ＲＯの
膜が採用される。本発明のいくつかの実施形態では、３５，０００ｐｐｍのＴＤＳを処理
すると評価された海水ＲＯの膜が採用される。濃縮水のＴＤＳが許容可能な範囲を超えた
場合、濃縮水を抜くために、バルブが開かれる。再利用排水管は、ＴＤＳが許容可能なレ
ベルを超えた場合に閉じられ得る。バルブが閉じられることになる条件の１つは、ＴＤＳ
が長時間、すなわち、１分以上、１時間以上、許容可能なレベルを超えている場合である
。
【００６４】
　濾過システムには、以下のいずれかが含まれ得る：単一パイプ（すなわち、ＭＦまたは
ＵＦフィルタとＲＯフィルタとの間の調整タンクを必要としない）のＭＦ／ＵＦ／ＲＯ；
高い濁度／水の再使用のための単一パイプのＭＦ／ＵＦ／ＲＯ／媒体フィルタ；高い濁度
／水の再使用のための単一パイプのＵＦ／ＲＯ／媒体フィルタ；高い濁度／水の再使用の
ための単一パイプのＭＦ／ＲＯ；高い濁度／水の再使用のための単一パイプのＭＦ／ＵＦ
；Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ　Ｔｉｔｌｅ　２２の要請（すなわち、媒体フィルタの要求が２
ＮＴＵ未満の濁度であり、ＭＦ／ＵＦ／ＲＯの膜が０．２ＮＴＵ未満の濁度を有する）を
満たすための媒体フィルタ前処理としてのＲＯの使用；ＭＦ／ＵＦ／ＲＯ膜が媒体フィル
タのファウリングを最小化するための前処理として使用されること；ファウリングを低減
するために、廃水を７．０＜ｐＨ＜１１．０に調整するよう塩基を添加すること；ＭＦ／
ＵＦ／ＲＯが８０％を超えて回復すること；洗浄効率を向上させるための同時のフラッシ
ング；ＵＦおよびＲＯの供給部への洗剤の注入；ＲＯポンプのＭＦ／ＵＦの浸透圧スイッ
チの始動、中間の調整タンクに関する必要性をなくすこと；ＭＦ／ＵＦバックウォッシュ
のＭＦ／ＵＦ供給圧力スイッチまたは代替的にはタイマの始動；溶質のビルドアップ（集
積、増大；ｂｕｉｌｄｕｐ）を低減するための高ＴＤＳにおけるＲＯ濃縮水のダンピング
（廃棄；ｄｕｍｐｉｎｇ）；ＲＯ供給圧力スイッチによって始動される場合のＲＯ濃縮水
のダンピング；依然としてファウリングおよび臭いを最小化しつつ、生物学的、脱窒、酸
化性または還元性の前処理が存在しないこと。これら実施形態のいくつかでは、媒体フィ
ルタが単独で、濁度を低減するために使用され得る。
【００６５】
　水の再利用および再使用の用途のために、処理プロセスは、特定の基準を満たさなけれ
ばならない場合がある。水は、沈殿させるか、酸化させるか、凝固されるか、フィルタベ
ッドを通過させ、次いで消毒される必要がある場合がある。本発明のいくつかの実施形態
では、媒体フィルタ（０．１から１ミクロンの公称孔サイズ）を備えたフィルタベッドを
水が通過し、次いでＵＶ光、オゾン、塩素、および／または過酸化水素による消毒がされ
る。化学的消毒のために、化学薬品の投入が、好ましくは電子的メータを使用して制御さ
れる。オゾンおよびＵＶ光などの電気化学的方法について、消毒の質を常に監視するため
に、好ましくはアラームが含まれる。
【００６６】
　水の再使用に関する要件は通常、厳格である。水は、濁度が２ＮＴＵ未満である場合に
のみ、濾過され得る。流入水の濁度を低減するために、ＭＦ＋ＵＦ、ＭＦ＋ＲＯ、ＵＦ＋
ＲＯ、またはＭＦ＋ＵＦ＋ＲＯの前処理プロセスが、好ましくは媒体フィルタの上流で使
用される。この処理プロセスにより、廃水が媒体フィルタによって濾過され得るように、
廃水の濁度が低減される。一般的な媒体フィルタは、流入水の濁度を５ＮＴＵ未満とする
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必要がある。ＵＦ＋ＲＯプロセスが、好ましくは、濁度を１＋／－０．１５ＮＴＵに低減
する。これは２ＮＴＵ未満であり、このことは、媒体フィルタによって処理される水に関
する要請である。図８は、本発明の図の一例である。限外濾過膜および逆浸透膜は、媒体
フィルタおよびＵＶ消毒光（または代替的には、オゾンまたは塩素）に対する前処理とし
て使用される。逆浸透膜からの透過水の濁度は２ＮＴＵ未満であり、媒体フィルタを通る
低い圧力低下を確実にし、ＵＶ光からの高いパフォーマンスを可能にするために、鉄およ
び他の溶質を除去する。媒体フィルタを通過する流量は、好ましくは、媒体フィルタの表
面積の１．０平方フィート毎の流れの毎分１．０から３．０ガロンの間である。
【００６７】
　ＲＯの前にＭＦおよび／若しくはＵＦ処理を備えるシステムは以下の１つまたは複数を
含み得る：最もエネルギの低い廃水のＲＯプロセス（逆圧力カーブ）、圧縮性ケーキの除
去、ケーキの圧縮に必要なより高い圧力、２ｘのフラットシート表面積、界面活性剤など
の有機物の保持（ｒｅｔｅｎｔｉｏｎ）；サブ１００ミクロン（１００ミクロンより小さ
い）のプレフィルタおよび／若しくはオープンチャネル／中空ファイバ膜を使用した閉塞
防止；３０ｐｓｉ未満かつ１０ｐｓｉ超での動作；ならびに／またはＵＦとＲＯとの間の
流れの制限。
【００６８】
　本発明の実施形態は以下の１つまたは複数を含み得る：０．１から４．０時間の間のみ
の処理のための水の貯蔵を含むバッチ廃水処理；損失のないＭＦおよびＵＦバックウォッ
シング；フラックスを増大させるための２０ｐｐｍ超の界面活性剤の廃水への添加；廃水
の乳化のための１０ｐｐｍから１００，０００ｐｐｍの界面活性剤の添加；有機物のファ
ウリングの最小化；バックフラッシング；ＭＦフィルタが有機複合物を除去せず、複雑な
ファウリングを防止すること；逆浸透または正浸透を使用しての廃水の１００％にも及ぶ
処理および再使用；別々の用途のための浸透プロセスによって処理された廃水の濃縮水の
使用；廃水が濾過された後の別個の用途のための水と分子との分離；プロセスが浸透ポテ
ンシャルによって制限されないこと；ソートプロセスの一部としての分子の濃度の測定；
所望の溶質を分離するために処理された水の量が逆浸透ステップによって処理された水の
量以下であるプロセス；および／または廃水を濾過するために濃縮水の水圧を使用するこ
と。
【００６９】
　本発明のいくつかの実施形態には、１つのポンプが複数の濾過ステップを実施すること
を必要とすることのみを含み、好ましくは以下の１つまたは複数を含む：フィルタの孔の
サイズが逆浸透ステップの後に増大すること；分子の濃度がソートプロセスの一部として
測定されること；分子が乳化された界面活性剤であること；分離された分子が膜および廃
水処理システム内の様々な構成要素の洗浄に使用されること；膜が、圧力センサ、タイマ
、カウンタ、および／またはソフトウェアによって起動された、起動制御バルブを使用し
て洗浄されること；タンクがポンプステージＮの後に除去された水を貯蔵するのに使用さ
れ、次いで、タンクは廃水処理システムによって処理された水の体積割合（体積量、体積
速度；ｒａｔｅ　ｏｆ　ｖｏｌｕｍｅ）が少ない別々の用途のための瞬間的な高い要求を
「負荷平準化」するために使用されること；処理された廃水を真水として使用するが、処
理された廃水がいずれも利用可能でない場合にはそれを自動的にバイパスすること。
【００７０】
　本発明の実施形態は洗剤の使用を低減することを含み、以下の１つまたは複数を含む：
ｐＨを１つのｐＨユニット（単位）内に保持しつつ、固形物、有機物、多価のイオン、ｐ
Ｈ緩衝イオン、および濁度の９９％を除去すること；ｐＨの維持および／もしくは多価イ
オン、ｐＨ緩衝イオンの除去が既存の真水源に対する真水の処理に必要な化学物質量を低
減すること；洗濯または他の洗剤の必要とされる量が２０％から５０％低減されること；
酸化廃水のプロセスへの流入の防止；５００ｍＶ超である酸化還元電位の廃水がプロセス
に流入することの防止；２つの濾過ステップおよび１つの分離ステップを含むこと；最終
的な酸化ステップを含むこと；圧力解放バルブを使用して１つまたは複数のポンプのステ
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ージで圧力を維持すること；圧力測定を使用して２つのポンプを共に作動させること；濾
過された水の０％超かつ１００％未満が、プロセスにおける１つもしくは複数の構成要素
を洗浄するなどの用途のために、ポンプステージｉの後に除去されること；膜要素とスト
レーナとの両方が同時にバックフラッシュされること；廃水処理システムによって処理さ
れた水の体積割合が低い廃水の瞬間的に高い体積を「負荷平準化」するためにタンクを使
用すること；廃水処理システムによって処理された水の体積割合が低い用途による瞬間的
な高い真水の要求を「負荷平準化」するためにタンクを使用すること；処理された廃水が
真水として使用されることを可能にするが、処理された水がいずれも利用可能ではない場
合には自動的にバイパスされること；廃水源が一地方の発生源、井戸、水処理システム、
洗濯機、水再生タンク、産業プロセス、商業プロセス、商業洗車プロセス、部品の洗浄も
しくは洗車からのものであること；ならびに／または廃水源が１０ｐｐｍ超である界面活
性剤を含むこと。
【００７１】
　本発明の一プロセスは以下のようになる。
●再生タンクの排水
●膜のフラッシュ（洗い流し、水洗；ｆｌｕｓｈ）／バックフラッシュ（ｂａｃｋｆｌｕ
ｓｈ）／バックウォッシュ（ｂａｃｋｗａｓｈ）
●洗剤の補充および水の浄化
　○５４”の要素／１８”の要素毎に１５ガロン
●洗剤水を３から２０分間再循環させる
　○オプションの加熱
　○洗浄の効果が再循環圧力を介して間接的に測定される
●バルブを開くことによるタンクの排水
●１ｘから３ｘの洗浄体積の膜のフラッシュ
　○バックフラッシュ（濾過とは逆向きに水が流れるが膜を通過しない）を介して達成で
きる
●バックフラッシュまたはバックウォッシュ
　○バックフラッシュ（定義（ｄｅｆ））－濾過とは逆向きに水が流れるが膜を通過しな
い
　○バックウォッシュ（定義（ｄｅｆ））－濾過とは逆向きに水が流れ、膜を通過する
●洗濯のためのクレンザ（洗浄剤）には、以下が含まれる。
　○ＵＦ膜のためのＴｉｄｅなどの、商業上利用可能な洗剤
　○ＲＯ膜のためのＣＬＲなどの、商業上利用可能なスケール防止剤（ａｎｔｉｓｃａｌ
ａｎｔ）
【００７２】
　廃水の濾過のための他のシステム
　本発明の実施形態は、システム内の膜が少なくとも部分的にゾルゲル材料を含む、１つ
または複数の膜の濾過ステップを含む、水の処理に使用されるシステムである。水の処理
のために、本システムは、好ましくは、前処理ステップと脱塩ステップとの２つのステッ
プを含む。前処理ステップは、好ましくは、固形物と、濁度の８０％超が除去される。脱
塩ステップにより、塩度の５０％超が除去される。いずれか一方または両方の膜がゾルゲ
ル前駆物質から得られ、好ましくは、安定化した界面活性剤を含み、および／または、安
定化された界面活性剤のメソ構造または膜である。フィルタとして使用され、好ましくは
ゾルゲル、界面活性剤、またはそれら両方を備えているこれら膜は、本明細書において、
ＡＭ、すなわち改良された膜（ａｄｖａｎｃｅｄ　ｍｅｍｂｒａｎｅｓ）と呼ばれる。回
復の割合は、流入水に対する処理された水の割合である。以下の表は、以下のプロセスの
フロー図（ＰＦＤ）における各要素のためのシンボルキーであり、これらは、本発明に係
るＰＦＤの特定の非限定的な実施形態である。
【００７３】
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【００７４】
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【００７５】
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【００７６】
　以下は、ＡＭを組み込んだ受動的水処理システムのプロセスのフロー図（ＰＦＤ）であ
る。水は、最大で３つのＡＭを通して濾過される。ＡＭでの処理の後に、酸化ステップを
含むことにより、水が酸化され得る。
【００７７】

【００７８】
　以下は、ＡＭを組み込んだ能動的水処理システムのプロセスのフロー図である。水は、
最大で３つのＡＭを通して濾過される。最終的なＡＭによって水が脱塩され、水を分別処
理することになる。古典的に、このことは、水の回復の割合、流入水に対する処理された
水の割合として測定される。ＡＭでの処理の後に、酸化ステップを含むことにより、水が
酸化され得る。ブースタポンプＰ１からの圧力が解放バルブＲ１を使用して制御される。
【００７９】
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【００８０】
　以下は、能動的制御のＡＭを組み込んだ能動的水処理システムのプロセスのフロー図で
ある。水は、最大で３つのＡＭを通して濾過される。最終的なＡＭによって水が脱塩され
、水を分別処理することになる。古典的に、このことは、水の回復の割合、流入水に対す
る処理された水の割合として測定される。ＡＭでの処理の後に、酸化ステップを含むこと
により、水が酸化され得る。ブースタポンプＰ１からの圧力が解放バルブＲ１を使用して
制御される。圧力センサ（Ｐ１、Ｐ２、およびＰ３）は、システムの洗浄サイクル（複数
の場合もある）を調整する。洗浄サイクルには、フラッシング、バックフラッシング、圧
力低減、流量増大、化学物質の導入、またはそれらの任意の組合せを介することが含まれ
得る。圧力が設定点より大きい場合、１つまたは複数の洗浄サイクルが開始される。シス
テムの適切な動作は、伝導度センサ（Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、およびＣ４）を介して維持され
る。システムの完全な動作は、流量メータおよび／または流体レベルセンサ（Ｆ１および
Ｆ２）によって制御される。
【００８１】

【００８２】
　以下は、能動的制御のＡＭを組み込んだ能動的水処理システムのプロセスのフロー図で
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ある。水は、最大で３つのＡＭを通して濾過される。最終的なＡＭによって水が脱塩され
、水を分別処理することになる。古典的に、このことは、水の回復の割合、流入水に対す
る処理された水の割合として測定される。ＡＭでの処理の後に、酸化ステップを含むこと
により、水が酸化され得る。ブースタポンプＰ１からの圧力が解放バルブＲ１を使用して
制御される。圧力センサ（Ｐ１、Ｐ２、およびＰ３）は、システムの洗浄サイクル（複数
の場合もある）を調整する。洗浄サイクルには、フラッシング、バックフラッシング、圧
力低減、流量増大、化学物質の導入、またはそれらの任意の組合せを介することが含まれ
得る。圧力が設定点より大きい場合、１つまたは複数の洗浄サイクルが開始される。シス
テムの適切な動作は、伝導度センサ（Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、およびＣ４）を介して維持され
る。システムの完全な動作は、流量メータおよび／または流体レベルセンサ（Ｆ１、Ｆ２
、およびＦ３）によって制御される。ポンプＰ２を介してのＣＴ１からの化学物質の投入
は、酸化還元電位センサＯ１を介して制御される。プロセスのフロー図（ＰＦＤ）では、
化学物質の投入が代表例として記載されている。プロセスのフロー図では、そのことは、
Ｍ１およびＭ２の前に起こっているが、別の位置で起こり得る。本発明は、Ｍ１およびＭ
２の後に化学物質を投入することも含んでいる。本発明は、２つ以上の化学物質投入ステ
ップも含んでいる。例では、ＰＦＤに示されるＭ１の前の酸化防止剤の化学物質の投入お
よび、Ｍ３の前のスケール防止剤の化学物質の投入である。スケール防止剤の化学物質の
投入は、Ｐ１の前かつＭ２の後のｐＨセンサを使用して制御され、このことは、ＰＦＤに
示されていない。ＰＦＤ５は、水処理トレインに水を供給する移送ポンプまたは排水ポン
プＰ４を追加した、ＰＦＤ４と同じＰＦＤである。
【００８３】

【００８４】
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　以下は、能動的制御のＡＭを組み込んだ能動的水処理システムのプロセスのフロー図で
ある。水は、最大で３つのＡＭを通して濾過される。最終的なＡＭによって水が脱塩され
、水を分別処理することになる。古典的に、このことは、水の回復の割合、流入水に対す
る処理された水の割合として測定される。ＡＭでの処理の後に、酸化ステップを含むこと
により、水が酸化され得る。ブースタポンプＰ１からの圧力が解放バルブＲ１を使用して
制御される。圧力センサ（Ｐ１、Ｐ２、およびＰ３）は、システムの洗浄サイクル（複数
の場合もある）を調整する。洗浄サイクルには、フラッシング、バックフラッシング、圧
力低減、流量増大、化学物質の導入、またはそれらの任意の組合せを介することが含まれ
得る。圧力が設定点より大きい場合、１つまたは複数の洗浄サイクルが開始される。シス
テムの適切な動作は、伝導度センサ（Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、およびＣ４）を介して維持され
る。システムの完全な動作は、流量メータおよび／または流体レベルセンサ（Ｆ１、Ｆ２
、およびＦ３）によって制御される。ポンプＰ２を介してのＣＴ１からの化学物質の投入
は、酸化還元電位センサＯ１を介して制御される。プロセスのフロー図（ＰＦＤ）では、
化学物質の投入が代表例として記載されている。ＰＦＤでは、化学物質の投入がＭ１およ
びＭ２の前に生じる。本発明は、Ｍ１およびＭ２の後に化学物質を投入することも含み得
る。本発明は、２つ以上の化学物質投入ステップも含んでいる。たとえば、ＰＦＤに示さ
れるＭ１の前の酸化防止剤の化学物質の投入および、Ｍ３の前のスケール防止剤の化学物
質の投入である。スケール防止剤の化学物質の投入は、Ｐ１の前かつＭ２の後のｐＨセン
サを使用して制御され、このことは、ＰＦＤに示されていない。膜すべてによる濾過の前
に、水がＰＦＤ６および７におけるストレーナ１によって濾過される。膜すべてによる濾
過の前に、水がＰＦＤ８および９におけるストレーナ１およびストレーナ２によって濾過
される。ＰＦＤ６から９では、タンクおよびストレーナの配置により、ＰＦＤ９に示すよ
うに、電子制御バルブの開口を介して重力によって駆動するストレーナの逆流が可能にな
る。ＰＦＤ７および９は、水処理トレインに水を供給する移送ポンプまたは排水ポンプＰ
４をそれぞれ追加したＰＦＤ６および８と同じである。
【００８６】
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【００８７】

【００８８】

【００８９】
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【００９０】
例
　図１５から１６は、ＰＦＤがＰＦＤ２に類似しているシステムからの濾過データを示す
図である。このシステムは、２つの膜Ｍ１およびＭ２を備えていた。このシステムはＭ３
またはＯ１を含んでいなかった。Ｍ１はＡＭとした。Ｍ２はＡＭではないものとした。水
質は、伝導度メータを使用して毎日測定した。流入する廃水は、商業上利用可能な５５ポ
ンドの洗濯機からのものとした。Ｍ１ステップの後の水質は、電気伝導度および濁度の測
定を使用して定量化した。濾過の前後の水質の差異は、表８にまとめられている。
【００９１】
【表８】

 
【００９２】
　追加の利点は、濾過液のｐＨが水道水のｐＨよりも大きかったことである。石けんおよ
び界面活性剤が高いｐＨでより有効であるため、衣類や車などの対象の洗浄のための、ｐ
Ｈの高い水の再生および再使用が望ましい。表９は、濾過された水に関するｐＨの増大を
まとめ、それを水道水と比較している。塩素の総量は、不活性クロロアミンを濃縮したも
のである。このタイプの塩素は、膜を傷つけない。遊離塩素は、Ｃｌ２を濃縮したもので
ある。膜Ｍ２の保証には、１ｐｐｍ未満の遊離塩素が必要である。
【００９３】



(35) JP 2017-518176 A 2017.7.6

10

20

30

40

【表９】

 
【００９４】
　完全なシステムに関するシステムのパフォーマンスおよび電力消費は、表１０に列挙さ
れている。第１の列は、濾過の各ステージにおける水圧である。第２の列は、各ステージ
における濾過されなかった水の量である。第３の列は、各ステージにおいて濾過された水
の量である。Ｍ２における濾過速度はＭ１より大きかったが、この理由は、Ｍ１における
圧力がＭ２における圧力よりかなり低かったためである。結果は、Ｍ２による不連続の濾
過であった。第４の列は、回復の割合である。古典的に、回復の割合は、流入水に対する
処理された水の割合である。第５の列は、各ステージにおけるエネルギ消費の推定値（見
積）である。ブースタポンプが、エネルギを消費する第１のステージに使用された。最後
の列は、各ステージがどの程度の頻度で洗浄されたかを示している。
【００９５】

【表１０】

 
【００９６】
　図１、８、９、２１、および３０に示すように、処理プロセスの特定の部分からの廃水
は、他の用途で使用されるのに十分にきれいである場合がある。用途には、車の洗浄サイ
クル、衣類を濡らすこと、灌漑、建物の洗浄、トイレのフラッシング、および他の認可さ
れた水の用途が含まれる。逆浸透からの廃棄物は、廃水を殺菌フィルタおよび消毒ステッ
プを通して処理することにより、消毒済み三次再利用水にされ得る。
【００９７】
　本発明が、記載の実施形態を特に参照して詳細に記載されてきたが、他の実施形態が同
じ結果を得られる。本発明の変形形態および変更形態は、当業者には明らかであり、その
ような変形形態および変更形態をすべて包含することが意図されている。上述の特許およ
び公開すべての開示全体は、これにより、参照することにより組み込まれる。
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