
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
原水を、固液分離した後、逆浸透膜（ＲＯ膜）および／またはナノろ過膜（ＮＦ膜）を備
えた膜モジュールで透過水と濃縮水とに分離する水処理方法であって、回収率が少なくと
も９０％になるように運転するとともに、膜モジュールの濃縮水の少なくとも一部を軟化
処理 機物除去法で処理して原水に還流させることを特徴とする水処理方法で

。
【請求項２】
軟化処理法がイオン交換を含むものである、請求項１に記載の水処理方法。
【請求項３】
有機物除去法が、 活性炭処理を含むものである、請求項１または２に記載の水処理
方法。
【請求項４】
精密ろ過膜（ＭＦ膜）および／または限外ろ過膜（ＵＦ膜）を用いて固液分離を行う、請
求項１ いずれかに記載の水処理方法。
【請求項５】
固液分離の前段で原水に凝集剤を添加する、請求項１ いずれかに記載の水処理方法
。
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法および有 あ
って、前記有機物除去法が、オゾン処理、紫外線処理、過酸化水素処理および触媒処理の
群から選ばれる少なくとも２つの処理を施す促進酸化処理を含むものであることを特徴と
する水処理方法

さらに

～３の

～５の



【請求項６】
原水を固液分離する固液分離手段と、固液分離手段の処理水を透過水と濃縮水とに分離す
る、逆浸透膜（ＲＯ膜）および／またはナノろ過膜（ＮＦ膜）を有する膜モジュールと、
膜モジュールの濃縮水の少なくとも一部を処理して原水へ還流させる、有機物除去手段お
よび軟化処理手段を有する還流手段とを備えていることを特徴とする水処理装置

。
【請求項７】

【請求項８】
請求項１ いずれかの方法、または、請求 記載の装置を用いることを
特徴とする造水方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、河川や湖沼等の水を浄化するのに好適に用いられる水処理方法および水処理
装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　膜分離技術は、固液分離、イオンの分離、ガス分離などに用いられる技術で、近年、工
業用水製造および食品、医療、浄水処理、海水淡水化など様々な分野で用いられている。
中でもナノろ過膜（ＮＦ膜： Nanofiltration Membrane）や逆浸透膜（ＲＯ膜： Reverse O
smosis Membrane）は、高品質な水を生産できる膜として広く利用されている。
【０００３】
　ＲＯ膜、ＮＦ膜は、一般に、原水を膜面に沿って供給し、透過水を原水に対して直角方
向に流すクロスフローろ過方式で使われ、膜モジュールに供給した原水の一部が循環し、
膜面にせん断力を与えることで、原水中の懸濁物質やコロイド物質などのファウリング物
質の膜面への付着や堆積を抑制することができる。膜を透過しなかった水は濃縮水と呼ば
れ、水処理装置の回収率によって一部が排水され、残りが膜供給水側に返送される。
【０００４】
　回収率の設定については、水資源と水利権の観点から、また、排水量（濃縮水量）削減
や前処理・排水処理工程の小規模化の観点から、高く設定することが重要である。しかし
ながら、回収率が高くなれば、除去対象物質の除去率に見合って各成分の濃縮倍率も上が
り、膜への負荷が大きくなる。特に、微生物、中～高分子のフミン酸等によるファウリン
グや、カルシウム、マグネシウム、シリカ等が炭酸カルシウム、水酸化マグネシウム、硫
酸カルシウム水和物、シリカとして析出し膜表面に付着するスケールによって、透過水量
の低下や差圧の上昇等が発生し、安定運転を困難にすることがあり、被処理水の水質にも
よるが８０％程度の回収率が限界と考えられている。
【０００５】
　また、ＲＯ膜やＮＦ膜を備えた膜モジュールの濃縮水には、水質汚濁防止法の排水基準
で規制されているような、農薬や微量有害有機物、塩類等の溶解性成分が濃縮されて含ま
れるが、回収率が高いほど水質汚濁防止法の排水基準を超えることが多くなり、濃縮水を
何らかの用途に直接再利用したり河川などに直接放流することができなくなる。そのため
、排水基準を超過する成分については別途処理が必要となる。低回収率では放流のための
排水処理施設の規模が大きくなってしまい、例えば回収率８０％の場合には造水量１万ｍ
３ ／ dに対して排水量は約１，１００ｍ３ ／ｄとなり、処理コストが大きくなる。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
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であって
、前記還流手段は、有機物除去手段として促進酸化処理手段を備え、促進酸化処理手段、
軟化処理手段をこの順序で配置していることを特徴とする水処理装置

有機物除去手段が、さらに活性炭処理手段を備えており、前記促進酸化処理手段、該活性
炭処理手段、および前記軟化処理手段をこの順序で配置していることを特徴とする請求項
６に記載の水処理方法。

～５の 項６または７に



　本発明の目的は、上記従来の問題点を解消し、水資源の有効利用のために、従来８０％
程度が限界であった回収率を大幅に引き上げるとともに、ＲＯ膜やＮＦ膜の安定運転を可
能にし、排水基準の規制強化対策に対応が可能な水処理方法および水処理装置を提供する
ことを目的とするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を達成するための本発明は、原水を、固液分離した後、逆浸透膜（ＲＯ膜）
および／またはナノろ過膜（ＮＦ膜）を備えた膜モジュールで透過水と濃縮水とに分離す
る水処理方法であって、回収率が少なくとも９０％になるように運転するとともに、膜モ
ジュールの濃縮水の少なくとも一部を軟化処理 機物除去法で処理して原水に還
流させることを特徴とする水処理方法で

特徴とするものである。
【０００８】
　このとき、軟化処理法がイオン交換を含むものであることや、有機物除去法が、
活性炭処理を含むものであることが好ましい 密ろ過膜（ＭＦ膜）および／または限外
ろ過膜（ＵＦ膜）を用いて固液分離を行うことや、固液分離の前段で原水に凝集剤を添加
することも好ましい。
【０００９】
　また、本発明は、原水を固液分離する固液分離手段と、固液分離手段の処理水を透過水
と濃縮水とに分離する、逆浸透膜（ＲＯ膜）および／またはナノろ過膜（ＮＦ膜）を有す
る膜モジュールと、膜モジュールの濃縮水の少なくとも一部を処理して原水へ還流させる
、有機物除去手段および軟化処理手段を有する還流手段とを備えていることを特徴とする
水処理装置

特徴とするものである

【００１０】
　

【００１１】
　さらに、上記いずれかの方法または装置を用いる造水方法も好ましい態様である。
【００１２】
　なお、本発明における回収率は下式の通り、膜モジュールへの供給水量から膜供給水側
に返送される濃縮水量を差し引いた水量（ａ）に対する膜透過水量（ｂ）の比であり、膜
分離法における量的な処理効率を示す指標である。
【００１３】
【数１】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１４】
【発明の実施の形態】
　図１に本発明の水処理装置のフローの一例を示す。この水処理装置は、原水５０を固液
分離する固液分離装置３と、固液分離装置３の分離水６０を透過水７０と濃縮水８０とに
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法および有
あって、前記有機物除去法が、オゾン処理、紫外

線処理、過酸化水素処理および触媒処理の群から選ばれる少なくとも２つの処理を施す促
進酸化処理を含むものであることを

さらに
。精

であって、前記還流手段は、有機物除去手段として促進酸化処理手段を備え、
促進酸化処理手段、軟化処理手段をこの順序で配置していることを
。

また、有機物除去手段が、さらに活性炭処理手段を備えており、前記促進酸化処理手段
、該活性炭処理手段、および前記軟化処理手段をこの順序で配置していることが好ましい
。



分離する、逆浸透膜（ＲＯ膜）および／またはナノろ過膜（ＮＦ膜）を有する膜モジュー
ル６と、膜モジュール６の濃縮水８０を処理して原水５０へ還流させる、有機物除去手段
（促進酸化処理装置７、活性炭処理装置８）および軟化処理装置９を有する還流手段１０
とを備えている。また、固液分離装置３よりも上流側には、原水５０を一旦貯留するタン
ク１と、タンク１に貯留された水を加圧して固液分離装置３に送水する加圧ポンプ２を設
けており、固液分離装置３と膜モジュール６の間には、固液分離装置３による分離水６０
を貯留するタンク４と、タンク４に貯留された分離水６０を加圧して膜モジュール６に送
水する加圧ポンプ５とを設けている。
【００１５】
　この水処理装置において、タンク１に貯留された原水５０は、加圧ポンプ２によって固
液分離装置３に送水され、固液分離装置３によって懸濁物質が除去される。本発明におい
ては、原水５０に含有されている濁質、微生物、有機物等の不純物がＲＯ膜やＮＦ膜の表
面に付着してろ過差圧が急上昇するのを防ぐために、原水５０を予め固液分離し、ＲＯ膜
やＮＦ膜に導かれる分離水６０のＦＩ（Ｆｏｕｌｉｎｇ　Ｉｎｄｅｘ）値を調整する。Ｆ
Ｉ値は、スパイラル型モジュールの場合５以下に、中空糸型モジュールの場合は４以下に
することが好ましい。ＦＩ値とはＳＤＩ（Ｓｉｌｔ　Ｄｅｎｓｉｔｙ　Ｉｎｄｅｘ）値と
も称され、ＲＯ膜やＮＦ膜への供給水（分離水６０）中の不純物の管理指標であり、次式
で表されるものである。
【００１６】
　　ＦＩ＝（１－Ｔ０ ／Ｔ１ ５ ）×１００／１５
このとき、Ｔ０ は、０．４５μｍのメンブレンフィルターを用いて、試料水を２０６ｋＰ
ａの加圧下でろ過したときに、初めに５００ｍｌをろ過するのに要した時間であり、Ｔ１

５ は、Ｔ０ のあと同じ状態で続けて１５分間ろ過した後に、試料水を再び５００ｍｌろ過
するのに要した時間である。
【００１７】
　固液分離装置３としては、砂ろ過、保安フィルター等、原水中の懸濁物質の漏出を阻止
するろ過装置が挙げられるが、微生物が膜孔内に入り込まない孔径１μｍ以下の精密ろ過
膜（ＭＦ膜）や限外ろ過膜（ＵＦ膜）を単独あるいは組み合わせて用いることが好ましい
。
【００１８】
　固液分離装置３に分離膜を用いる場合、膜透過流束や膜差圧の改善および処理水質の向
上による処理能力と安定性の向上を目的として、原水に凝集剤を添加することもできる。
凝集剤の注入率は、マイクロフロックを形成できる程度の少量として、そのまま膜分離す
る、あるいは凝集処理としては十分の凝集剤を添加し、凝集フロックを沈澱処理した後、
その上澄み液を分離膜で処理してもよい。
【００１９】
　ＭＦ膜やＵＦ膜等の分離膜は、分離水６０のＦＩ値をほぼ０に近づけることができるこ
とからもわかるように、除濁性が高まりＮＦ膜およびＲＯ膜をさらに長期的に安定運転で
きる。
【００２０】
　ＵＦ膜やＭＦ膜の膜素材としては、酢酸セルロース、ポリアクリロニトリル、ポリエチ
レン、ポリエーテルスルホン、ポリスルホン、ポリプロピレン、ポリ弗化ビニリデン、セ
ラミック等、いずれも適用可能である
　膜形態としては、中空糸膜、管状膜、平膜など、いずれの形状のものでもよい。ここで
、中空糸膜とは外径２ｍｍ未満の円管状の分離膜であり、管状膜とは外径２ｍｍ以上の円
管状の分離膜である。中空糸膜は装置単位あたりの有効膜面積を大きくできる。
【００２１】
　そして、これらのＵＦ膜やＭＦ膜は、モジュール化され使用される。モジュールとして
は菌体によって閉塞しがたい構造のものがよく、例えば、 (1)外圧クロスフロー中空糸膜
モジュール、 (2)内径１ｍｍ以上の内圧クロスフロー中空糸膜モジュール等が、膜の充填
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率が高く、膜面積が大きくなるので好ましい。
【００２２】
　また、固液分離として用いる膜装置の運転方式には、定流量ろ過運転と定圧ろ過運転が
あるが、定流量ろ過運転は、一定の処理量を得ることができ、処理プロセスの制御が行い
やすいので好ましい。
【００２３】
　上述の固液分離装置３で処理され懸濁物質が除去された分離水６０は、タンク４に貯留
された後、加圧ポンプ５によって膜モジュール６に加圧供給され、透過水７０と濃縮水８
０とに分離される。このとき、膜モジュールにおける回収率が９０％以上になるように運
転する。
【００２４】
　膜モジュール６に使用されるナノろ過膜、逆浸透膜は以下のようなものである。
【００２５】
　すなわち、ナノろ過膜（ＮＦ膜：Ｎａｎｏｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ　Ｍｅｍｂｒａｎｅ）
は主に分子量数百から数千程度以上の中～高分子量の分子や二価イオン、重金属イオンな
どの多価イオンの排除性能が高いもので、飲料水製造用途に用いる場合、主に、トリハロ
メタン前駆物質や農薬、フルボ酸等を除去することができる。除去対象物の大きさは限外
ろ過膜（ＵＦ膜）と逆浸透膜（ＲＯ膜）の中間に位置するが、脱塩率が５％以上９３％未
満（評価条件　ＮａＣｌ濃度：５００～２，０００ｍｇ／ｌ、操作圧力：０．５～１．５
ＭＰａ）とも定義されるものである。
【００２６】
　膜素材としては、ポリアミド系、ポリピペラジンアミド系、ポリエステルアミド系、あ
るいは水溶性のビニルポリマーを架橋したものなどがある。また、膜構造としては、膜の
少なくとも片面に緻密層を持ち、緻密層から膜内部あるいはもう片方の面に向けて徐々に
大きな孔径の微細孔を有する非対称や膜、非対称膜の緻密層の上に別の素材で形成された
非常に薄い活性層を有する複合膜などがある。さらに、膜形態としては、平膜、中空糸膜
等があり、たとえば膜厚を１０μｍ～１ｍｍの範囲、中空糸膜の場合は外径を５０μｍ～
４ｍｍの範囲とする。
【００２７】
　また、逆浸透膜（ＲＯ膜：Ｒｅｖｅｒｓｅ　Ｏｓｍｏｓｉｓ　Ｍｅｍｂｒａｎｅ）は、
ＮＦ膜の除去対象物に加えて一価のイオン性物質を除去する場合（主に海水淡水化処理や
鹹水脱塩、純水製造）に用いられ、脱塩率が９３％以上（評価条件　ＮａＣｌ濃度：５０
０～２，０００ｍｇ／ｌ、操作圧力：０．５～３．０ＭＰａ）とも定義されるものである
。
【００２８】
　膜素材としては、酢酸セルロース、セルロース系のポリマー、ポリアミド、およびビニ
ルポリマー等の高分子材料を用いることができる。代表的な逆浸透膜としては、酢酸セル
ロース系またはポリアミド系の非対称膜、および、ポリアミド系の活性層を有する複合膜
を挙げることができる。中でも、塩の排除性能が高い、酢酸セルロース系非対称膜、ポリ
アミド系活性層を有する複合膜および芳香族ポリアミド系の活性層を有する複合膜が好ま
しく、特に、芳香族ポリアミド複合膜は、高排除性能かつ高透水性であるので好ましい。
膜構造としては、ＮＦ膜と同様、非対称膜や複合膜があり、膜形態についてもＮＦ膜と同
様、平膜、中空糸膜等があり、たとえば膜厚を１０μｍ～１ｍｍの範囲、中空糸膜の場合
は外径を５０μｍ～４ｍｍの範囲とする。
【００２９】
　ＮＦ膜およびＲＯ膜は、共に運転コストの観点から低圧で運転できるものが好ましいが
、低圧運転時の造水量を考慮すると複合膜が好ましい。さらに好ましくはポリアミド系の
複合膜であり、ＮＦ膜の場合は、ポリピペラジンアミド系の複合膜などが透過水量、耐薬
品性等の点からより適している。
【００３０】
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　そして、膜モジュール６は、上述のＮＦ膜、ＲＯ膜を実際に使用するためにモジュール
化されている。平膜状の場合はスパイラル型、プリーツ型、プレート・アンド・フレーム
型、円盤状のディスクを積み重ねたディスクタイプに、中空糸膜の場合は、中空糸をＵ字
状やＩ字状に束ねて容器に収納した中空糸膜型があるが、本発明はこれらモジュールの形
態に左右されるものではない。
【００３１】
　また、本発明において、膜モジュール６には、ＲＯ膜、ＮＦ膜のいずれか一方を使用す
るのもよいし、両方を使用するのもよい。これらは、供給水（分離水６０）および必要な
透過水７０の水質、透過水７０の利用目的に応じて適宜選定すればよい。
【００３２】
　膜モジュール６は、多段に配置して、前段の膜モジュールの濃縮水を後段の膜モジュー
ル６で処理するように構成してもよい。この場合には、後段のＲＯ膜やＮＦ膜の濃縮水中
のカルシウム、マグネシウム、シリカ等の濃度が、溶解度を超えないことを注意する必要
がある。
【００３３】
　膜モジュール６のろ過圧力は、膜供給水（分離水６０）の種類、運転方法等により、０
．５～３．０ＭＰａ程度の範囲内で適宜設定することが好ましい。河川水や湖沼水等の淡
水を処理する場合は浸透圧が低いため比較的低圧でろ過することができる。
【００３４】
　このような膜モジュール６においてＲＯ膜やＮＦ膜を透過した水は、透過水７０として
膜モジュール６から取り出される。この透過水は、トリハロメタン前駆物質や農薬、重金
属イオン等が除去されているので、飲料用水や工業用水、農業用水等として利用される。
【００３５】
　一方、濃縮水８０は、還流手段１０に設けた有機物除去手段（促進酸化処理装置７、活
性炭処理装置８ 化処理手段（軟化処理装置９）で処理し、少なくとも一部（軟
化処理装置９による処理後の濃縮水１００）をタンク１で原水と還流させる。原水に還流
させなかった濃縮水（活性炭処理装置８による処理後の濃縮水９０の一部）は、そのまま
自然界に放流する 有機物除去手段の除去対象は、主に臭気（カビ臭）、色度、トリハロ
メタン、トリハロメタン前駆物質、農薬、陰イオン界面活性剤、フェノール類、トリクロ
ロエチレン等の低沸点有機塩素化合物となる。軟化処理手段の除去対象は、スケール成分
であるカルシウム、マグネシウム等である。
【００３６】
　本発明は、予め固液分離で懸濁物質を除去した分離水６０をＲＯ膜やＮＦ膜を備えた膜
モジュール６で処理し、その際に得られる濃縮水８０を、有機物除去手 化処理
手段で処理して再度固液分離や逆浸透分離、ナノろ過に導くので、水質を低下させずに回
収率を高めることができ、また、膜モジュールを回収率９０％以上で運転しても安定運転
が可能となる。
【００３７】
　有機物除去手段としては、促進酸化処理装置 活性炭処理装置８などを用い
ることができる。また、図１に示すように、促進酸化処理装置

性炭処理装置８の両方を使う 、濃縮水８０の水質に応じて適宜決定す
ればよい。濃縮水における除去対象物の濃度が低い場合には 独で
用いればよいが、濃縮水８０の各有機成分の濃度が高く 進酸化処理単独での除去が困
難な場合、両者を併用することが好ましい。また、濃縮水８０中に、排水基準で規制され
ているようなジクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等の有機塩素
化合物やシマジン、チウラム等の農薬や内分泌撹乱物質などの生物難分解性物質が含まれ
ている場合、もしくは含まれている可能性がある場合には、促進酸化処理を行うことが好
ましい。
【００３８】
　促進酸化処理とはＡＯＰ（＝Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　ＰＲＯｃｅｓｓ

10

20

30

40

50

(6) JP 3698093 B2 2005.9.21

）および軟

。

段および軟

７に加えて、
７単独で使うか、促進酸化

処理装置７と活 かは
、促進酸化処理装置７単

、促



ｅｓ）と称され、オゾン、紫外線、ガンマ線、過酸化水素、フッ素、次亜塩素酸ナトリウ
ム、塩素、触媒（光触媒等）などの群から選ばれる少なくとも２つを併用して、酸化力の
大きなヒドロキシラジカル（ＨＯラジカル）を水中に生成し、この酸化力により有機物を
分解する方法である。ＨＯラジカルは、酸化力が非常に強力であるため、水中に存在する
高い結合力を有する有機塩素化合物や内分泌かく乱物質等の難分解性有機物の分解に有効
である。これらの促進酸化処理は２次廃棄物の発生がなく、効果処理が有機物の分解に加
えて、脱臭、脱色、殺菌等副次的な効果も期待でき、従来にない特徴を有している。促進
酸化処理の組合せとしては、環境への影響を鑑みると、オゾン処理、紫外線処理、過酸化
水素処理、触媒（光触媒）処理の群から選ぶことが好ましい。また、酸化分解に寄与する
ＨＯラジカルをより多く生成するのが好ましく、過酸化水素と紫外線、オゾンと過酸化水
素、オゾンと紫外線がより好ましい。また、オゾン、ＵＶ、過酸化水素の３つを組み合わ
せる場合には、さらに酸化分解を効率的に行うことができるので好ましい。
【００３９】
　一方、活性炭処理では、濃縮水中に残存している臭気（カビ臭）、色度、トリハロメタ
ン、トリハロメタン前駆物質、農薬、陰イオン界面活性剤、フェノール類、トリクロロエ
チレン等の低沸点有機塩素化合物などを吸着除去する。活性炭は、木質（ヤシ殻、おが屑
）、石炭等を原料として、これらの原料を炭化および賦活化処理して造られた黒色、多孔
性の炭素質の物質で、その原料、炭化方法および賦活化方法により吸着特性が異なる。活
性炭の特長は、水中に溶解している有機物に対する除去能力が大きく、薬品処理の場合と
異なり、処理水に反応生成物を残さないことである。
【００４０】
　気体や液体中の微量有機物を吸着する性質を有している活性炭は、その形状から粉末活
性炭、粒状活性炭、繊維状活性炭に分けられる。応急的あるいは短期間使用の場合は、粉
末活性炭処理や繊維状活性炭処理が適し、年間連続あるいは比較的長期間使用の場合は、
粒状活性炭処理のほうが有利とされていることから、本発明においては粒状活性炭のほう
が好ましい。粒状活性炭のうち、木質系のヤシ殻炭は直径３ｎｍ以下の細孔が多く、３０
ｎｍ以上の大きな細孔は少ない。したがって、低分子量の物質が除去されやすい。一方、
石炭系は３ｎｍからかなり大きな細孔まで幅広く存在する。したがって、より大きい分子
量の物質を除去しやすい。本発明においては、活性炭の原料は限定しないが、活性炭の吸
着能は、共存する有機物とその量によっても変化するので、事前に濃縮水中の除去対象物
質の物性、実態、処理効果等について、実験を含めた調査を十分に行い、活性炭の種類を
選定することが好ましい。
【００４１】
　続いて、軟化処理装置９は、濃縮水８０を還流して原水５０とともに再度膜モジュール
６に供給した場合に、膜面に、炭酸カルシウム、硫酸カルシウム、水酸化マグネシウム等
のスケールが析出しないようにするもので、たとえば、 (1)濃縮水８０に苛性ソーダを注
入してｐＨ１０程度にした水を反応槽中で炭酸カルシウムで被覆した流動媒体と接触させ
、水中のカルシウムを炭酸カルシウムとして流動媒体上に晶析させる晶析軟化法や、 (2)
消石灰、ソーダ灰、苛性ソーダ等を添加して濃縮水８０の pＨを上昇させてＣａＣＯ３ や
Ｍｇ (ＯＨ )２ として硬度成分を除くアルカリ凝析法、 (3)イオン交換樹脂等によるイオン
交換法等の処理を施すものである。
【００４２】
　晶析軟化法は施設が比較的コンパクトで、マグネシウムは除去できないがカルシウムを
除去でき、また、汚泥処理を必要としない利点がある。ただし、反応槽流出水のｐＨ値が
高くなることから、ｐＨ調整のための設備が必要となる。また、反応槽中の流動媒体は炭
酸カルシウムの晶析により大きさが変化し、除去効率が低下するため、流動媒体の定期的
な排出と補充が必要である。アルカリ凝析法は、硬度成分以外の濁質、重金属イオン等を
同時に除去することが可能である。ただし、マグネシウムを除去するためには、ｐＨ値を
１１程度にまで増加させる必要があり、汚泥処理が必要になる。イオン交換法は、固体と
液体間で、固体成分の主体に大きな変化を与えることなくイオンを可逆的に授受する操作
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で、維持管理が比較的容易である。カルシウム、マグネシウムの陽イオンが除去対象物と
なる水処理では、陽イオン交換樹脂を用いる。
【００４３】
　イオン交換樹脂の最も一般的なものは、スチレン－ジビニルベンゼン（ＤＶＢ）付加共
重合物を母体としたものであり、その構造体にさまざまなイオン基グループがついていて
、イオン交換樹脂の化学的性質を決める。陽イオン交換樹脂には強酸性陽イオン交換樹脂
と弱酸性陽イオン交換樹脂がある。強酸性陽イオン交換樹脂は、スルホン酸基のような強
電解質をもつ陽イオン交換樹脂で、全ｐＨ領域で働き、中性塩を分解する能力をもつ。弱
酸性陽イオン交換樹脂は、カルボキシル基をもつ陽イオン交換樹脂で、イオン交換性を示
す有効ｐＨ範囲は４～１４である。本発明においてはどちらも適用可能である。
【００４４】
　イオン交換樹脂は有効径０．５ｍｍ程度の樹脂を数十ｃｍ程度に充填した固定床吸着装
置が一般的である。イオン交換樹脂の再生には、食塩、硫酸、塩酸等の数％以上の溶液が
用いられるので、装置の材質は耐食性でなければならない。
【００４５】
　イオン交換処理は、ＳＶ（Ｓｐａｃｅ　Ｖｅｌｏｃｉｔｙ，１／ｈ）＝流量（ｍ３ ／ｈ
）／充填樹脂量（ｍ３ ）が１０～３０（１／ｈ）の範囲内になる程度で運転するのが好ま
しい。
【００４６】
　なお、イオン交換法による硬度成分の除去性能が極端に高い場合は、ＮＦ膜あるいはＲ
Ｏ膜処理後の濃縮水の一部をイオン交換処理した後、カルシウム由来のスケールが生成し
ない程度にイオン交換処理しなかった濃縮水と混合し、被処理水として返送すればよい。
【００４７】
　また、イオン交換処理する濃縮水に懸濁物質が含まれている場合、イオン交換樹脂は懸
濁物質によって汚染され、硬度成分除去性能が低下する。また、イオン交換樹脂は一般的
に有効径が０．５ mm前後であることから、懸濁物質が樹脂層で捕捉されることになり、そ
のため、損失水頭が増加し、処理水量が低下する。しかしながら、本発明においては、原
水５０は膜モジュール６の前段で固液分離され、懸濁物質が除去されているので、この問
題はない。
【００４８】
　本発明において、有機物除去や軟化処理の順序は特に限定されるものではないが、促進
酸化処理装置７、活性炭処理装置８および軟化処理装置９を用いる場合には、促進酸化処
理は水中の有機物濃度が高いほうがＨＯラジカルによる有機物の酸化分解効率が向上する
こと、また軟化処理は水中に微小有機物が存在している場合、イオン交換体の表面が速や
かに汚染劣化して有効な処理を続けられないことから、図１に示すように促進酸化処理装
置７、活性炭処理装置８、軟化処理装置９の順序に設けることが好ましい
【００４９】
　 図２は、図１の水処理装置において促進酸化処理
装置７、活性炭処理装置８を設けなかった態様である。その他については図１の水処理装
置と同一である。 図３は、図１の水処理装置におい
て軟化処理装置９を設けなかった態様である。その他については図１の水処理装置と同一
である。
【００５０】
【実施例】
　＜実施例１＞
　運転を実施した膜ろ過装置を図１に示す。原水は河川水とした。まず、原水５０は加圧
ポンプ２を通して固液分離装置３で処理された。固液分離装置３には外圧式中空糸膜ＵＦ
膜モジュール（膜材質：ポリアクリロニトリル、公称孔径：０．０１μｍ）を使用した。
運転方式は定流量運転とし、膜透過流束を０．８ｍ／ｄとした。
【００５１】
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　固液分離装置３で処理した分離水６０はタンク４に貯水した後、加圧ポンプ５を通して
ナノろ過膜モジュール（モジュール形状：スパイラル型、膜素材：ポリアミド製、脱塩率
：５５％）を具備した膜モジュール６で処理した。運転方式は、定流量運転（膜透過流束
：０．５ｍ／ｄ）とし、回収率を９５％に設定した。
【００５２】
　そして、膜モジュール６によって排出される濃縮水８０の全量を、オゾンと紫外線から
なる促進酸化処理装置７で処理した。促進酸化処理装置７は小型の反応槽内に低圧水銀ラ
ンプ１５Ｗ、３本を配置し、濃縮水に紫外線を照射するとともに、オゾンを１０ｍｇ／ｌ
で発生、注入するものとした。
【００５３】
　促進酸化処理装置７で処理された濃縮水は活性炭処理装置８で処理された。活性炭処理
装置８は固定床の粒状活性炭であり、活性炭の原料はヤシ殻とした。運転条件はＬＶ：１
００ｍ／ｄ、ろ層厚：２．５ｍ／ｄとした。活性炭処理装置８で処理された濃縮水９０の
２０％は排水し、８０％は軟化処理装置９に流入させた。
【００５４】
　軟化処理装置９ではイオン交換処理を行い、スルホン酸基の陽イオン交換樹脂を使用し
た。通水速度はＳＶ＝２０（１／ｈ）とした。軟化処理装置９で処理された濃縮水１００
はタンク１に返送し、原水と混合した。
【００５５】
　その結果、運転開始直後のＮＦ膜の運転圧力は０．３５ＭＰａであったが、運転開始か
ら３０００時間経過後も０．４２ＭＰａで安定していた。
【００５６】
　また原水５０（ (1)）、固液分離装置３の分離水６０（ (2)）、膜モジュール６の透過水
７０（ (3)）、膜モジュール６の濃縮水８０（ (4)）、促進酸化処理装置７および活性炭処
理装置８で処理された濃縮水９０（ (5)）、軟化処理装置９で処理された濃縮水１００（ (
6)）の平均水質を表１に示す。なお、平均水質とは、１日１回の頻度で１年間測定した結
果の平均をとったものである。
【００５７】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５８】
　上記の水処理の結果、膜モジュール６の透過水７０（ (3)）は水道水水質基準を満たし
ていた。また、促進酸化処理装置７および活性炭処理装置８で処理された濃縮水９０（ (5
)）は水質汚濁防止法における排水基準を満たしていた。
【００５９】
　＜比較例１＞
　運転を実施した膜ろ過装置を図４に示す。原水は実施例１と同じ河川水とした。まず、
原水５０は加圧ポンプ２を通して固液分離装置３で処理された。固液分離装置３には外圧
式中空糸膜ＵＦ膜モジュール（膜材質：ポリアクリロニトリル、公称孔径：０．０１μｍ
）を使用した。運転方式は定流量運転とし、膜透過流束を０．８ｍ／ｄとした。
【００６０】
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　固液分離装置３で処理した水６０はタンク４に貯水した後、加圧ポンプ５を通してナノ
ろ過膜モジュール（モジュール形状：スパイラル型、膜素材：ポリアミド製、脱塩率：５
５％）を具備した膜モジュール６で処理した。運転方式は、定流量運転（膜透過流束：０
．５ｍ／ｄ）とし、回収率を９５％に設定した。
【００６１】
　そして、膜モジュール６の濃縮水８０は促進酸化処理装置７、活性炭処理装置８、軟化
処理装置９で処理することなく、２０％は排水し、残りの８０％はそのままタンク１に返
送し、原水と混合した。
【００６２】
　その結果、運転開始直後のＮＦ膜の運転圧力は０．３５ＭＰａであったが、運転開始か
ら７００時間経過後には１．７ＭＰａに達し、薬液洗浄を行わざるをえなかった。
【００６３】
　また原水５０（ (1)）、固液分離装置３で処理された水６０（ (2)）、膜モジュール６で
処理された水７０（ (3)）、膜モジュール６の濃縮水８０（ (4)）の平均水質を表２に示す
。
【００６４】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６５】
　上記の水処理の結果、膜モジュール６で処理された水７０（ (3)）は水道水水質基準を
満たしていた。しかし、膜モジュール６の濃縮水８０（ (4)）はシマジン、チウラムに関
しては水質汚濁防止法における排水基準を満たしていなかった。
【００６６】
　＜ ２＞
　運転を実施した膜ろ過装置を図２に示す。原水は地下水とした。まず、原水５０は加圧
ポンプ２を通して固液分離装置３で処理された。固液分離装置３には外圧式中空糸膜ＵＦ
膜モジュール（膜材質：ポリアクリロニトリル、公称孔径：０．０１μｍ）を使用した。
運転方式は定流量運転とし、膜透過流束を０．８ｍ／ｄとした。
【００６７】
　固液分離装置３で処理した水６０はタンク４に貯水した後、加圧ポンプ５を通してナノ
ろ過膜モジュール（モジュール形状：スパイラル型、膜素材：ポリアミド製、脱塩率：５
５％）を具備した膜モジュール６で処理した。運転方式は、定流量運転（膜透過流束：０
．５ｍ／ｄ）とし、回収率を９５％に設定した。
【００６８】
　そして、膜モジュール６の濃縮水８０は促進酸化処理装置７と活性炭処理装置８で処理
することなく、濃縮水８０の２０％は排水し、残りの８０％は軟化処理装置９に流入させ
た。軟化処理装置９ではイオン交換処理を行い、スルホン酸基の陽イオン交換樹脂を使用
した。通水速度はＳＶ＝２０（１／ｈ）とした。軟化処理装置９で処理された濃縮水１０
０はタンク１に返送し、原水と混合した。
【００６９】
　その結果、運転開始直後のＮＦ膜の運転圧力は０．３５ＭＰａであったが、運転開始か
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ら３０００時間経過後も０．６３ＭＰａで安定しており、まだ薬液洗浄を行う時期ではな
かった。
【００７０】
　また原水５０（ (1)）、固液分離装置３で処理された水６０（ (2)）、膜モジュール６で
処理された水７０（ (3)）、膜モジュール６の濃縮水８０（ (4)）、軟化処理装置９で処理
された濃縮水１００（ (6)）の平均水質を表３に示す。
【００７１】
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００７２】
　上記の水処理の結果、膜モジュール６の透過水７０（ (3)）は水道水水質基準を満たし
ていた。また、膜モジュール６の濃縮水８０（ (4)）は水質汚濁防止法における排水基準
を満たしていた。
【００７３】
　＜比較例 ＞
　運転を実施した膜ろ過装置を図４に示す。原水は ２と同じ地下水とした。まず、
原水５０は加圧ポンプ２を通して固液分離装置３で処理された。固液分離装置３には外圧
式中空糸膜ＵＦ膜モジュール（膜材質：ポリアクリロニトリル、公称孔径：０．０１μｍ
）を使用した。運転方式は定流量運転とし、膜透過流束を０．８ｍ／ｄとした。
【００７４】
　固液分離装置３で処理した水６０はタンク４に貯水した後、加圧ポンプ５を通してナノ
ろ過膜モジュール（モジュール形状：スパイラル型、膜素材：ポリアミド製、脱塩率：５
５％）を具備した膜モジュール６で処理した。運転方式は、定流量運転（膜透過流束：０
．５ｍ／ｄ）とし、回収率を９５％に設定した。
【００７５】
　そして、膜モジュール６の濃縮水８０は促進酸化処理装置７、活性炭処理装置８、軟化
処理装置９で処理することなく、２０％は排水し、残りの８０％はそのままタンク１に返
送し、原水と混合した。
【００７６】
　その結果、運転開始直後のＮＦ膜の運転圧力は０．３５ＭＰａであったが、運転開始か
ら７００時間経過後には１．６ＭＰａに達し、薬液洗浄を行わざるをえなかった。
【００７７】
　また原水５０（ (1)）、固液分離装置３で処理された水６０（ (2)）、膜モジュール６で
処理された水７０（ (3)）、膜モジュール６の濃縮水８０（ (4)）の平均水質を表４に示す
。
【００７８】
【表４】
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【００７９】
　上記の水処理の結果、膜モジュール６で処理された水７０（ (3)）は水道水水質基準を
満たしていた。また、膜モジュール６の濃縮水８０（ (4)）は水質汚濁防止法における排
水基準を満たしていた。
【００８０】
　＜ ＞
　運転を実施した膜ろ過装置を図３に示す。原水は湖沼水とした。まず、原水５０は加圧
ポンプ２を通して固液分離装置３で処理された。固液分離装置３には外圧式中空糸膜ＵＦ
膜モジュール（膜材質：ポリアクリロニトリル、公称孔径：０．０１μｍ）を使用した。
運転方式は定流量運転とし、膜透過流束を０．８ｍ／ｄとした。
【００８１】
　固液分離装置３で処理した水６０はタンク４に貯水した後、加圧ポンプ５を通してナノ
ろ過膜モジュール（モジュール形状：スパイラル型、膜素材：ポリアミド製、脱塩率：５
５％）を具備した膜モジュール６で処理した。運転方式は、定流量運転（膜透過流束：０
．５ｍ／ｄ）とし、回収率を９５％に設定した。
【００８２】
　そして、膜モジュール６によって排出される濃縮水全量８０を、オゾンとＵＶからなる
促進酸化処理装置７で処理した。促進酸化処理装置７は小型の反応槽内に低圧水銀ランプ
１５Ｗ、３本を配置し、濃縮水にＵＶを照射するとともに、オゾンを１０ｍｇ／ｌで発生
、注入するものとした。
【００８３】
　促進酸化処理装置７で処理された濃縮水は活性炭処理装置８で処理された。活性炭処理
装置８は固定床の粒状活性炭であり、活性炭の原料はヤシ殻とした。運転条件はＬＶ：１
００ｍ／ｄ、ろ層厚：２．５ｍ／ｄとした。活性炭処理装置８で処理された濃縮水９０の
２０％は排水し、８０％は軟化処理装置９で処理することなく、タンク１にそのまま返送
し、原水と混合した。
【００８４】
　その結果、運転開始直後のＮＦ膜の運転圧力は０．３５ＭＰａであったが、運転開始か
ら３０００時間経過後も０．８３ＭＰａで安定しており、まだ薬液洗浄を行う時期ではな
かった。
【００８５】
　また原水５０（ (1)）、固液分離装置３で処理された水６０（ (2)）、膜モジュール６で
処理された水７０（ (3)）、膜モジュール６の濃縮水８０（ (4)）、促進酸化処理装置７お
よび活性炭処理装置８で処理された濃縮水９０（ (5)）の平均水質を表５に示す。
【００８６】
【表５】
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【００８７】
　上記の水処理の結果、膜モジュール６で処理された水７０（ (3)）は水道水水質基準を
満たしていた。また、促進酸化処理装置７および活性炭処理装置８で処理された濃縮水９
０（ (5)）は水質汚濁防止法における排水基準を満たしていた。
【００８８】
　＜比較例 ＞
　運転を実施した膜ろ過装置を図４に示す。原水は と同じ湖沼水とした。まず、
原水５０は加圧ポンプ２を通して固液分離装置３で処理された。固液分離装置３には外圧
式中空糸膜ＵＦ膜モジュール（膜材質：ポリアクリロニトリル、公称孔径：０．０１μｍ
）を使用した。運転方式は定流量運転とし、膜透過流束を０．８ｍ／ｄとした。
【００８９】
　固液分離装置３で処理した水６０はタンク４に貯水した後、加圧ポンプ５を通してナノ
ろ過膜モジュール（モジュール形状：スパイラル型、膜素材：ポリアミド製、脱塩率：５
５％）を具備した膜モジュール６で処理した。運転方式は、定流量運転（膜透過流束：０
．５ｍ／ｄ）とし、回収率を９５％に設定した。
【００９０】
　そして、膜モジュール６の濃縮水８０は促進酸化処理装置７、活性炭処理装置８、軟化
処理装置９で処理することなく、２０％は排水し、残りの８０％はそのままタンク１に返
送し、原水と混合した。
【００９１】
　その結果、運転開始直後のＮＦ膜の運転圧力は０．３５ＭＰａであったが、運転開始か
ら７００時間経過後には１．８ＭＰａに達し、薬液洗浄を行わざるをえなかった。
【００９２】
　また原水５０（ (1)）、固液分離装置３で処理された水６０（ (2)）、膜モジュール６で
処理された水７０（ (3)）、膜モジュール６の濃縮水８０（ (4)）の平均水質を表６に示す
。
【００９３】
【表６】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００９４】
　上記の水処理の結果、膜モジュール６で処理された水７０（ (3)）は水道水水質基準を
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満たしていた。しかし、膜モジュール６の濃縮水８０（ (4)）はシマジン、チウラムに関
しては水質汚濁防止法における排水基準を満たしていなかった。
【００９５】
【発明の効果】
　本発明においては、予め固液分離した逆浸透ろ過（ＲＯ）膜および／またはナノろ過膜
（ＮＦ膜）の濃縮水を軟化処理法およ

機物除去
法で処理することによって、高回収率運転でもファウリングやスケールを抑制でき、さら
に濃縮水を排水基準値以下に低減できることから、そのまま放流することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の水処理装置の一実施態様を示すフロー図である。
【図２】 実施態様を示すフロー図である。
【図３】 水処理装置 施態様を示すフロー図である。
【図４】 の水処理装置の態様を示すフロー図である。
【符号の説明】
１、４：タンク
２、５：加圧ポンプ
　　３：固液分離装置
　　６：膜モジュール
　　７：促進酸化処理装置
　　８：活性炭処理装置
　　９：軟化処理装置
　１０：還流手段
　５０：原水
　６０：固液分離装置３の分離水
　７０：膜モジュール６の透過水
　８０：膜モジュール６の濃縮水
　９０：促進酸化処理装置７および活性炭処理装置８で処理された濃縮水
１００：軟化処理装置９で処理された濃縮水
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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