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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉄イオン、鉄粒子、鉄酸化物粒子及び鉄水酸化物粒子からなる群より選ばれる少なくと
も一つの金属関連物質と、シリカ及びアルミナの少なくとも一方を含有する濁質成分とを
含む被処理水が流れる被処理水流路と、
　前記被処理水に酸化剤を供給する酸化剤供給部と、
　前記被処理水に、前記濁質成分を凝集させる凝集剤を供給する凝集剤供給部と、
　基材と、前記基材に設けられた多孔質担体層と、前記多孔質担体層に担持され、Ｆｅ２

Ｏ３、Ｆｅ３Ｏ４、Ｆｅ（ＯＨ）３及びＦｅＯＯＨからなる群より選ばれる少なくとも一
種の三価の鉄イオン化合物を含む吸着粒子と、を有する金属材料凝集促進層を備え、前記
酸化剤の作用によって前記被処理水に含まれる前記金属関連物質を前記吸着粒子に吸着さ
せることにより、前記金属関連物質の凝集を促進する凝集促進部と、
　を備える、水処理装置。
【請求項２】
　前記吸着粒子は、Ｆｅ（ＯＨ）３及びＦｅＯＯＨの少なくともいずれか一方を含む、請
求項１に記載の水処理装置。
【請求項３】
　前記多孔質担体層は活性炭を含む、請求項１又は２に記載の水処理装置。
【請求項４】
　前記凝集剤は、鉄系無機凝集剤及びアルミニウム系無機凝集剤の少なくとも一方である
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、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の水処理装置。
【請求項５】
　前記凝集促進部の下流に設けられ、前記被処理水と共に前記凝集促進部から流れてきた
前記金属関連物質の凝集物及び前記濁質成分の凝集物を濾過するフィルタ部をさらに備え
る、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の水処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は水処理装置に関する。詳細には本発明は、被処理水を効率的に浄化することが
可能な水処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、被処理水を浄化するための水処理装置の開発が進められている。水処理装置
としては、例えば特許文献１に開示されているものが挙げられる。特許文献１では、フェ
ノール系樹脂のビーズ状成形体を前駆体とするメソ多孔性炭素ビーズを用い、当該メソ多
孔性炭素ビーズのメソ細孔内に金属を担持させてなる水処理用触媒を使用した実廃水処理
装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－９９６１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示されているような従来の水処理装置は、公共の水処理施設で水浄化を
行うことが前提とされている地域で使用することが想定されている。
【０００５】
　一方、社会基盤の整備が進んでいない新興国においては、公共の水処理施設を有してい
ない地域も多く存在する。このような地域では、各家庭に水処理装置を設置することによ
り、水を浄化したいというニーズがある。特に、被処理水中に含まれている金属イオンな
どの金属関連物質やシリカなどの濁質成分を、家庭に設置された水処理装置によって除去
したいというニーズがある。ただ、家庭の水需要に見合った処理時間で金属関連物質や濁
質成分を除去するためには、従来の水処理装置の原理によれば、大型の貯留槽を設ける必
要がある。
【０００６】
　しかしながら、一般家庭では、大型の水処理装置を設置するために適した大きさのスペ
ースを有していない場合が多い。そのため、前述のニーズに応えるためには、大型の貯留
槽を設けることなく、被処理水中に含まれる金属関連物質を必要とされる程度まで十分に
除去することが可能な水処理装置が必要になる。したがって、小さなスペースで金属関連
物質や濁質成分を効率的に除去することができる水処理装置が求められている。
【０００７】
　本発明は、このような従来技術の有する課題に鑑みてなされたものである。そして、本
発明の目的は、金属イオンなどの金属関連物質、及びシリカなどの濁質成分の除去を効率
的に行うことが可能な水処理装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明の態様に係る水処理装置は、金属イオン、金属粒子
、金属酸化物粒子及び金属水酸化物粒子からなる群より選ばれる少なくとも一つの金属関
連物質と、シリカ及びアルミナの少なくとも一方を含有する濁質成分とを含む被処理水が
流れる被処理水流路を備える。また、水処理装置は、被処理水に酸化剤を供給する酸化剤
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供給部と、被処理水に、濁質成分を凝集させる凝集剤を供給する凝集剤供給部とを備える
。水処理装置はさらに、基材と、基材に設けられた多孔質担体層と、多孔質担体層に担持
され、Ｆｅ２Ｏ３、Ｆｅ３Ｏ４、Ｆｅ（ＯＨ）３及びＦｅＯＯＨからなる群より選ばれる
少なくとも一種の三価の鉄イオン化合物を含む吸着粒子と、を有する金属材料凝集促進層
を備え、酸化剤の作用によって被処理水に含まれる金属関連物質を吸着粒子に吸着させる
ことにより、金属関連物質の凝集を促進する凝集促進部を備える。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、金属イオンなどの金属関連物質、及びシリカなどの濁質成分の除去を
効率的に行うことが可能な水処理装置を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本実施形態に係る水処理装置の全体構成を説明するための模式図である。
【図２】本実施形態に係る水処理装置における水処理の原理を説明するための概念図であ
る。
【図３】本実施形態に係る金属材料凝集促進層の構造を説明するための断面図である。
【図４】本実施形態に係る水処理装置の凝集促進部において、酸化剤の酸化作用によって
、三価の鉄イオンが、多孔質担体に担持された鉄酸化物又は鉄水酸化物に吸着されること
を説明するための模式図である。
【図５】本実施形態に係る他の例の水処理装置の全体構成を説明するための模式図である
。
【図６】実施形態１に係る水処理装置の全体構造を説明するための模式図である。
【図７】実施形態１に係る水処理装置の酸化剤供給部及び混合部の構造を説明するための
断面図である。
【図８】実施形態２に係る水処理装置の全体構造を説明するための模式図であって、被処
理水が順方向に流れることを示す図である。
【図９】実施形態２に係る水処理装置の全体構造を説明するための模式図であって、被処
理水が逆方向に流れることを示す図である。
【図１０】実施形態３に係る水処理装置の全体構造を説明するための模式図である。
【図１１】実施例１における水処理装置の全体構成を説明するための模式図である。
【図１２】実施例２における水処理装置の全体構成を説明するための模式図である。
【図１３】実施例２の水処理装置で処理した処理水において、カオリンの濁度と累積濾過
流量との関係を示すグラフである。
【図１４】実施例２の水処理装置で処理した処理水において、アルミニウムの濃度と累積
濾過流量との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照しながら、本実施形態の水処理装置１００を説明する。なお、図面の
寸法比率は説明の都合上誇張されており、実際の比率とは異なる場合がある。
【００１２】
　以下の実施形態の説明においては、金属関連物質という用語が用いられる。金属関連物
質は、金属イオンＭ＋、金属粒子Ｍ、金属酸化物粒子ＭＯ、及び金属水酸化物粒子ＭＯＨ
からなる群より選ばれる１又は２以上の物質を意味する。また、被処理水Ｗは、金属関連
物質である金属イオンＭ＋、金属粒子Ｍ、金属酸化物粒子ＭＯ、及び金属水酸化物粒子Ｍ
ＯＨのうちの少なくともいずれか１つと、シリカ及びアルミナの少なくとも一方を含有す
る濁質成分とを含むものである。
【００１３】
　また、金属関連物質である金属イオンＭ＋、金属粒子Ｍ、金属酸化物粒子ＭＯ、及び金
属水酸化物粒子ＭＯＨのいずれもが、多孔質担体に担持されている金属酸化物粒子及び金
属水酸化物粒子の少なくともいずれか１つに吸着される。そのため、本明細書においては
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、金属関連物質を吸着する機能を有する金属酸化物粒子及び金属水酸化物粒子を吸着粒子
という。
【００１４】
　図１に示すように、本実施形態の水処理装置１００は、被処理水Ｗが流れる被処理水流
路１１，１２，１３を備えている。被処理水流路１１と被処理水流路１２との間には、混
合部１が接続されている。被処理水流路１２と被処理水流路１３との間には、凝集促進部
２が接続されている。混合部１には、酸化剤供給部４から酸化剤Ｏが供給され、さらに凝
集剤供給部５から凝集剤Ｆが供給される。凝集促進部２から被処理水流路１３へ流れ出た
被処理水Ｗは、フィルタ部３によって濾過され、供給流路１４を経由して、処理済みの水
として水栓等に至る。
【００１５】
　図２に示すように、水処理装置１００においては、金属関連物質を含む被処理水Ｗが、
被処理水流路１１から混合部１へ流れ込む。被処理水Ｗは、井戸、河川若しくは池等の水
源から汲み出した水又は雨水を用いることができ、上述のように、金属関連物質やシリカ
及びアルミナなどの濁質成分を含有している。なお、被処理水Ｗに含まれる金属関連物質
において、金属イオンＭ＋は、二価の鉄イオン（Ｆｅ２＋）及び三価の鉄イオン（Ｆｅ３

＋）である。金属粒子Ｍは、鉄（Ｆｅ）の粒子である。金属酸化物粒子ＭＯは、鉄酸化物
（ＦｅＯ，Ｆｅ２Ｏ３，Ｆｅ３Ｏ４）の粒子である。金属水酸化物粒子ＭＯＨは、鉄水酸
化物（Ｆｅ（ＯＨ）２，Ｆｅ（ＯＨ）３，ＦｅＯ（ＯＨ））の粒子である。
【００１６】
　酸化剤供給部４は、酸化剤Ｏを混合部１へ供給する。混合部１は、被処理水流路１１を
流れる被処理水Ｗと酸化剤供給部４から供給された酸化剤Ｏとを混合するように構成され
ている。混合部１から流れ出た被処理水Ｗは、被処理水流路１２を経由して凝集促進部２
へ流れ込む。
【００１７】
　酸化剤Ｏは、被処理水Ｗ中において、金属関連物質に対し酸化作用を生じさせる。具体
的には、金属関連物質が二価の鉄イオンの場合には、三価の鉄イオンに酸化させる作用を
有する。このような酸化剤Ｏは、オゾン又は塩素を含むことが好ましい。オゾン及び塩素
は被処理水Ｗに容易に添加でき、金属関連物質を効率的に酸化させるため、好ましく用い
ることができる。
【００１８】
　酸化剤Ｏとしては塩素系薬剤が好ましく、特に被処理水Ｗの内部で次亜塩素酸が生成す
るものが好ましい。酸化剤Ｏとしては、次亜塩素酸ナトリウム、次亜塩素酸カルシウム及
び塩素化イソシアヌル酸からなる群より選ばれる少なくとも一つを用いることができる。
次亜塩素酸カルシウムとしては、さらし粉（有効塩素３０％）及び高度さらし粉（有効塩
素７０％））の少なくとも一つを用いることができる。塩素化イソシアヌル酸としては、
トリクロロイソシアヌル酸ナトリウム、トリクロロイソシアヌル酸カリウム、ジクロロイ
ソシアヌル酸ナトリウム、及びジクロロイソシアヌル酸カリウムからなる群より選ばれる
少なくとも一つを用いることができる。この中でも、次亜塩素酸ナトリウムは液体であり
、定量ポンプによる注入方式を用いて被処理水Ｗに定量的に添加できるため、特に好まし
く用いることができる。また、無機系の高度さらし粉は被処理水Ｗに対する溶解度が非常
に高いため、高い酸化作用を発揮することができる。
【００１９】
　図３に示すように、凝集促進部２は金属材料凝集促進層２００を備え、金属材料凝集促
進層２００には、混合部１を経由して酸化剤Ｏが添加された被処理水Ｗが流れ込む。そし
て、金属材料凝集促進層２００は、基材２０１と、基材２０１の内部に設けられた多孔質
担体層２０２とを備える。
【００２０】
　基材２０１は、被処理水流路１２から流れ込んだ被処理水Ｗが多孔質担体層２０２を透
過し、被処理水流路１３から流れ出るように、多孔質担体層２０２を保持する。基材２０
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１としては、例えば、内部に多孔質担体層２０２を保持できる空間を有する筒体や箱体を
用いることができる。また、基材２０１としては、表面に多孔質担体層２０２を保持でき
る枠体を用いることができる。なお、図３に示す凝集促進部２は、金属材料凝集促進層２
００における基材２０１の上面に被処理水流路１２が接続され、基材２０１の下面に被処
理水流路１３が接続されている。そして、基材２０１の内部に保持されて多孔質担体層２
０２を構成する多孔質担体Ｃが、被処理水流路１３に流れ出ないように、網２０３を設け
ている。
【００２１】
　多孔質担体層２０２は、表面に吸着粒子Ａを担持する多孔質担体Ｃを含んでいる。多孔
質担体Ｃは、活性炭、シリカ、セラミックス及びゼオライトからなる群より選ばれる少な
くとも一つを用いることができる。多孔質担体Ｃは、酸化剤Ｏを含む被処理水Ｗの流速を
一定以上に維持する開口率を有している。また、多孔質担体Ｃは、金属関連物質Ｍ＋，Ｍ
，ＭＯ，ＭＯＨの凝集に必要な吸着粒子Ａを担持するために、十分な表面積及び吸着性を
有している。
【００２２】
　吸着粒子Ａは、金属酸化物粒子及び金属水酸化物粒子の少なくともいずれか一方を含む
。具体的には、吸着粒子Ａは、Ｆｅ２Ｏ３、Ｆｅ３Ｏ４、Ｆｅ（ＯＨ）３及びＦｅＯＯＨ
からなる群より選ばれる少なくとも一種の三価の鉄イオン化合物を含む。
【００２３】
　凝集促進部２は、被処理水流路１２から酸化剤Ｏを含む被処理水Ｗを受け入れる。そし
て、凝集促進部２は、酸化剤Ｏの作用によって酸化された金属関連物質を吸着粒子Ａへ吸
着させる。これにより、凝集促進部２は、多孔質担体Ｃの表面で、金属関連物質に由来す
る金属酸化物粒子ＭＯ及び金属水酸化物粒子ＭＯＨからなる混合粒子の凝集を促進させる
。
【００２４】
　具体的には、図２に示すように、被処理水Ｗに含まれる金属関連物質が鉄イオン、鉄粒
子、鉄酸化物、及び鉄水酸化物である場合、酸化剤Ｏの酸化作用によって鉄イオンは三価
の鉄イオン（Ｆｅ３＋）に酸化される。そして、三価の鉄イオン、鉄粒子、鉄酸化物及び
鉄水酸化物は、吸着粒子Ａに含まれる三価の鉄イオン化合物が核となり、吸着粒子Ａの表
面に吸着する。その結果、吸着粒子Ａの表面で、金属関連物質は、粒子径が１μｍ以上の
鉄酸化物の粒子及び鉄水酸化物等からなる凝集物ＭＤＡへ成長する。なお、三価の鉄イオ
ンは吸着粒子Ａに吸着されるが、被処理水Ｗに含まれる二価の鉄イオン（Ｆｅ２＋）は、
多孔質担体Ｃを構成する活性炭の表面に吸着され、凝集物ＭＤＡへ成長する。
【００２５】
　ここで、吸着粒子Ａを構成する金属と、被処理水Ｗに含まれる金属関連物質を構成する
金属とが同一元素であることが好ましい。この場合、吸着粒子Ａは、金属関連物質を効率
的に吸着することが可能となる。ただし、吸着粒子Ａは、被処理水Ｗにおける金属関連物
質を吸着することができればよい。したがって、吸着粒子Ａを構成する金属と金属関連物
質を構成する金属とが異なる元素であってもよい。
【００２６】
　多孔質担体Ｃの表面で凝集した凝集物ＭＤＡは、ある程度の大きさ以上、例えば粒子径
が１μｍ以上になると、被処理水Ｗの水流によって多孔質担体Ｃの表面から脱離し、被処
理水Ｗと共に下流へ流れる。つまり、凝集物ＭＤＡを含む被処理水Ｗは、凝集促進部２か
ら被処理水流路１３を経由してフィルタ部３へ流れ込む。
【００２７】
　フィルタ部３は、凝集促進部２の下流に設けられ、凝集促進部２から被処理水Ｗと共に
流れてきた凝集物ＭＤＡを捕捉する。本実施形態においては、フィルタ部３は、砂濾過部
である。このフィルタ部３によれば、被処理水Ｗから凝集物ＭＤＡを除去することができ
る。その結果、フィルタ部３の下流においては、金属イオンＭ＋、金属粒子Ｍ、金属酸化
物粒子ＭＯ、及び金属水酸化物粒子ＭＯＨの凝集物ＭＤＡが除去された処理済の水が生成
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される。この処理済の水は、供給流路１４を経由して水栓まで供給される。
【００２８】
　次に、図４を用いて、被処理水Ｗ中の鉄イオンの除去に着目して、本実施形態の水処理
装置１００と比較例の水処理装置との相違を説明する。
【００２９】
　図４の（ａ）に示すように、比較例の水処理装置において、被処理水Ｗは酸素（Ｏ２）
を含むが、酸化剤Ｏを含まない。多孔質担体Ｃとして活性炭を用いた場合、活性炭は二価
の鉄イオン（Ｆｅ２＋）を吸着しやすい性質を有する。ここで、二価の鉄イオンが水中で
酸化されて三価の鉄イオン（Ｆｅ３＋）になった場合、三価の鉄イオンは瞬時に酸素と結
合し、微粒子状の酸化鉄に変化する。しかし、活性炭は鉄イオンよりも酸化鉄微粒子を吸
着し難いため、結果的に三価の鉄イオンは吸着されずに活性炭を通過してしまう場合が多
い。
【００３０】
　このように、二価の鉄イオンは多孔質担体Ｃに吸着されるが、三価の鉄イオンは酸素と
結合して数ｎｍレベルの酸化鉄粒子となることから、多孔質担体Ｃを通過してしまう。こ
のような数ｎｍレベルの酸化鉄粒子を除去するには逆浸透膜（ＲＯ膜）などを用いなけれ
ばならず、コストが大きく増大してしまう。
【００３１】
　一方、本実施形態の水処理装置１００では、図４の（ｂ）に示すように、酸化剤Ｏが被
処理水Ｗ中に供給された場合、二価の鉄イオンは三価の鉄イオンに酸化される。そして、
三価の鉄イオンは、凝集促進部２に存在する吸着粒子Ａに吸着される。つまり、吸着粒子
Ａは、Ｆｅ２Ｏ３、Ｆｅ３Ｏ４、Ｆｅ（ＯＨ）３及びＦｅＯＯＨからなる群より選ばれる
少なくとも一種の三価の鉄イオン化合物を含んでいる。被処理水Ｗ中の三価の鉄イオンは
、吸着粒子Ａにおける三価の鉄イオン化合物との親和性が高いことから、三価の鉄イオン
化合物が核となり、吸着粒子Ａの表面に吸着する。その結果、吸着粒子Ａの表面で被処理
水Ｗ中の鉄イオンが凝集し、鉄酸化物や鉄水酸化物の凝集物ＭＤＡが生成する。また、酸
化剤Ｏによって酸化されなかった二価の鉄イオンは多孔質担体Ｃに吸着され、多孔質担体
Ｃの表面に存在する吸着粒子Ａと凝集物ＭＤＡを生成する。
【００３２】
　ここで、凝集物ＭＤＡの粒子径が数μｍレベルとなった後に、凝集物ＭＤＡは吸着粒子
Ａの表面から脱離する。つまり、被処理水Ｗ中の鉄イオンは、鉄酸化物や鉄水酸化物の凝
集物ＭＤＡとして吸着粒子Ａの表面に凝集する。そして、凝集物ＭＤＡが１μｍ以上とな
った場合には、被処理水Ｗの水流により吸着粒子Ａの表面から脱離し、フィルタ部３に到
達する。ただ、凝集物ＭＤＡは１μｍ以上となっているため、逆浸透膜を用いなくても、
例えば砂濾過等で容易に除去することが可能となる。
【００３３】
　上述のように、吸着粒子Ａは、Ｆｅ２Ｏ３、Ｆｅ３Ｏ４、Ｆｅ（ＯＨ）３及びＦｅＯＯ
Ｈからなる群より選ばれる少なくとも一種の三価の鉄イオン化合物を含むことが好ましい
。ただ、吸着粒子Ａは、Ｆｅ（ＯＨ）３及びＦｅＯＯＨの少なくともいずれか一方を含む
ことがより好ましい。Ｆｅ（ＯＨ）３及びＦｅＯＯＨは、三価の鉄イオンとの親和性が特
に高いことから、凝集物ＭＤＡを生成しやすくなり、被処理水Ｗから金属関連物質を効率
的に除去することが可能となる。
【００３４】
　なお、被処理水Ｗ中に鉄水酸化物（Ｆｅ（ＯＨ）３）、鉄酸化物（Ｆｅ２Ｏ３）、及び
鉄（Ｆｅ）の粒子が含まれている場合には、鉄水酸化物、鉄酸化物及び鉄の粒子は多孔質
担体Ｃに吸着され難い。しかしながら、吸着粒子Ａは、鉄水酸化物、鉄酸化物及び鉄の粒
子も吸着することができるため、凝集物ＭＤＡとして除去することが可能となる。
【００３５】
　上述のように、井戸、河川若しくは池等の水源から汲み出した水又は雨水などからなる
被処理水Ｗは、金属関連物質に加えて、シリカ及びアルミナなどの濁質成分を含有してい
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る場合がある。このような濁質成分の一部は、金属関連物質に巻き込まれる形で吸着粒子
Ａの表面に凝集することができるため、金属関連物質と共に凝集物ＭＤＡを形成して除去
することができる。ただ、被処理水Ｗ中の濁質成分は粒子径が数ｎｍレベルであるため、
凝集促進部２の作用だけでは十分に除去できない可能性がある。そのため、水処理装置１
００は、図１に示すように、濁質成分を凝集させる凝集剤Ｆを被処理水Ｗに供給する凝集
剤供給部５を備えている。
【００３６】
　凝集剤供給部５は、凝集剤Ｆを混合部１へ供給する。混合部１は、被処理水流路１１を
流れる被処理水Ｗと凝集剤供給部５から供給された凝集剤Ｆとを混合するように構成され
ている。つまり、混合部１は、凝集剤Ｆと酸化剤供給部４から供給された酸化剤Ｏとを混
合するように構成されている。被処理水Ｗに対する凝集剤Ｆと酸化剤Ｏの添加順序は特に
限定されず、凝集剤Ｆを添加した後に酸化剤Ｏを添加してもよく、酸化剤Ｏを添加した後
に凝集剤Ｆを添加してもよく、凝集剤Ｆと酸化剤Ｏを同時に添加してもよい。
【００３７】
　なお、凝集剤ＦのｐＨが３．５程度の酸性であり、酸化剤Ｏとして塩素系薬剤を用いた
場合、これらが直接接触しないように混合することが好ましい。つまり、これらを被処理
水Ｗに同時に添加した際には、酸性の凝集剤Ｆにより酸化剤Ｏが分解して塩素ガスが発生
する原因となる可能性がある。そのため、酸化剤供給部４を被処理水流路の上流に設け、
凝集剤供給部５を被処理水流路の下流に設け、酸性の凝集剤Ｆと酸化剤Ｏとが直接接触し
難くすることが好ましい。
【００３８】
　凝集剤供給部５において、凝集剤Ｆの添加方法は特に限定されない。凝集剤Ｆが液体の
場合には、定量ポンプによる注入方式を用いて、被処理水Ｗに定量的に添加することがで
きる。また、凝集剤Ｆが粉体の場合には、フィーダー等を用いて、被処理水Ｗに粉体のま
ま添加することができる。
【００３９】
　凝集剤Ｆは、濁質成分を凝集させ、フィルタ部３により濾過される程度の粒子、つまり
粒子径が２０μｍ～５０μｍの粒子にすることが可能なものならば特に限定されない。凝
集剤Ｆとしては、無機凝集剤及び有機凝集剤の少なくとも一方を用いることができる。無
機凝集剤は、鉄系無機凝集剤及びアルミニウム系無機凝集剤の少なくとも一方であること
が好ましい。鉄系無機凝集剤としては、硫酸第一鉄、硫酸第二鉄、塩化第二鉄、ポリ硫酸
第二鉄、及びポリシリカ－鉄凝集剤からなる群より選ばれる少なくとも一つを用いること
ができる。アルミニウム系無機凝集剤としては、ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）及び硫
酸アルミニウム（硫酸バンド）の少なくとも一方を用いることができる。有機凝集剤は、
カチオン系合成高分子凝集剤、アニオン系合成高分子凝集剤、ノニオン系合成高分子凝集
剤からなる群より選ばれる少なくとも一つを用いることができる。この中でも、凝集剤Ｆ
は無機凝集剤を用いることが好ましく、鉄系無機凝集剤を用いることがより好ましい。鉄
系無機凝集剤は、アルミニウム系無機凝集剤と比べて健康被害に対する懸念が小さいこと
から、好適に用いることができる。
【００４０】
　被処理水Ｗに対する凝集剤Ｆの添加量は濁質成分を凝集させ、フィルタ部３により濾過
される程度の粒子にすることが可能ならば特に限定されない。例えば、凝集剤Ｆが無機凝
集剤の場合には、被処理水Ｗに対する凝集剤Ｆの濃度が１～５ｐｐｍとなるように添加す
ることが好ましい。
【００４１】
　水処理装置１００において、凝集剤供給部５により凝集剤Ｆが被処理水Ｗに添加された
場合、凝集剤Ｆの作用により、被処理水Ｗに分散している濁質成分が集合し、凝集物を生
成する。この際、凝集物には、濁質成分であるシリカやアルミナと共に、金属関連物質が
取り込まれる場合がある。そして、濁質成分が凝集してなる凝集物は、被処理水流路１２
を経由して凝集促進部２に到達する。濁質成分の凝集物の多くは凝集促進部２をそのまま
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通過するが、当該凝集物の一部は金属関連物質と共に凝集し、凝集物ＭＤＡの内部に取り
込まれる場合がある。
【００４２】
　そして、凝集促進部２から流出した濁質成分の凝集物及び金属関連物質の凝集物ＭＤＡ
は、被処理水流路１３を経由してフィルタ部３へ流れ込む。濁質成分の凝集物及び金属関
連物質の凝集物ＭＤＡは粒子が粗大化しているため、フィルタ部３により容易に捕捉され
、被処理水Ｗから除去することができる。その結果、フィルタ部３の下流においては、濁
質成分の凝集物及び金属関連物質の凝集物ＭＤＡが除去された処理済の水が生成され、こ
の処理済の水は供給流路１４を経由して水栓まで供給される。
【００４３】
　このように、本実施形態の水処理装置１００は、金属関連物質と、シリカ及びアルミナ
の少なくとも一方を含有する濁質成分とを含む被処理水Ｗが流れる被処理水流路１１，１
２，１３を備える。金属関連物質は、金属イオン、金属粒子、金属酸化物粒子及び金属水
酸化物粒子からなる群より選ばれる少なくとも一つである。また、水処理装置１００は、
被処理水Ｗに酸化剤Ｏを供給する酸化剤供給部４と、被処理水Ｗに、濁質成分を凝集させ
る凝集剤Ｆを供給する凝集剤供給部５とを備える。さらに水処理装置１００は、金属材料
凝集促進層２００を有し、酸化剤の作用によって被処理水Ｗに含まれる金属関連物質を吸
着粒子Ａに吸着させることにより、金属関連物質の凝集を促進する凝集促進部２を備える
。金属材料凝集促進層は、基材２０１と、基材に設けられた多孔質担体層２０２と、多孔
質担体層に担持され、Ｆｅ２Ｏ３、Ｆｅ３Ｏ４、Ｆｅ（ＯＨ）３及びＦｅＯＯＨからなる
群より選ばれる少なくとも一種の三価の鉄イオン化合物を含む吸着粒子Ａとを有する。
【００４４】
　水処理装置１００において、被処理水Ｗに含まれる金属関連物質が鉄イオン、鉄粒子、
鉄酸化物、及び鉄水酸化物である場合、吸着粒子が高密度に存在する多孔質担体層２０２
に、酸化剤と共に鉄イオンを含む被処理水Ｗを通過させる。それにより、二価の鉄イオン
は、多孔質担体Ｃの表面に吸着される。また、三価の鉄イオンは、多孔質担体Ｃの表面に
付着した吸着粒子Ａとしての鉄酸化物の粒子又は鉄水酸化物の粒子等に吸着される。その
結果、多孔質担体Ｃの表面で、金属関連物質の凝集が促進される。また、被処理水Ｗに含
まれる濁質成分も、凝集剤Ｆの作用により凝集される。そのため、被処理水Ｗに含まれる
鉄イオンの価数によらず鉄イオンを除去することができ、加えて濁質成分も効率的に除去
することができる。
【００４５】
　また、多孔質担体層２０２は活性炭を含むことが好ましい。活性炭は比表面積が高いた
め、吸着粒子を高濃度で担持することができる。また、活性炭は二価の鉄イオンを吸着す
るため、被処理水Ｗ中の二価の鉄イオンを容易に除去することができる。
【００４６】
　さらに、水処理装置１００は、凝集促進部２の下流に設けられ、被処理水Ｗと共に凝集
促進部２から流れてきた金属関連物質の凝集物ＭＤＡ及び濁質成分の凝集物を濾過するフ
ィルタ部３をさらに備えていることが好ましい。これにより、フィルタ部３によって、被
処理水Ｗから金属関連物質の凝集物ＭＤＡ及び濁質成分の凝集物を除去することができる
。その結果、金属関連物質の凝集物ＭＤＡ及び濁質成分の凝集物が除去された水を生成す
ることができる。なお、フィルタ部３により捕捉される金属関連物質の凝集物ＭＤＡ及び
濁質成分の凝集物の粒子径は、２０μｍ～５０μｍであることが好ましい。凝集物の粒子
径がこの範囲内であることにより、フィルタ部３として濾過砂を使用できるため、安価に
濾過を行うことができる。なお、金属関連物質の凝集物ＭＤＡ及び濁質成分の凝集物の粒
子径を測定する場合、その測定方法は特に限定されないが、例えばレーザー回折・散乱法
により測定することができる。
【００４７】
　なお、図１において、凝集剤供給部５は混合部１に接続されているが、このような態様
に限定されない。つまり、凝集剤Ｆの作用により濁質成分が粗大化するのに時間を要する
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場合には、凝集剤供給部５は混合部１に接続することが好ましい。これにより、被処理水
Ｗが被処理水流路１２及び凝集促進部２を通過している間に凝集物が粗大化できるため、
粒子径が２０μｍ～５０μｍの凝集物を容易に得ることができる。ただ、濁質成分の粗大
化がごく短時間で行われるような凝集剤Ｆを用いる場合には、混合部１に限定されず、被
処理水流路１２、凝集促進部２、被処理水流路１３のいずれかに凝集剤供給部５を接続し
てもよい。
【００４８】
　次に、図５を用いて、本実施形態の他の例における水処理装置１００の全体構成を説明
する。他の例の水処理装置１００においても、混合部１には酸化剤供給部４及び凝集剤供
給部５が接続されており、酸化剤供給部４から酸化剤Ｏが供給され、凝集剤供給部５から
凝集剤Ｆが供給される。そして、酸化剤Ｏは塩素を含んでいる。塩素を含む酸化剤Ｏは、
上述のように金属関連物質の凝集の促進を行うと共に、被処理水Ｗの殺菌を行うことがで
きる。また、他の例の水処理装置１００においては、鉄の繊維材料が混合部１に設置され
ている。それにより、混合部１において、鉄イオン及び鉄の粒子が被処理水Ｗに供給され
る。なお、鉄の粒子は、被処理水Ｗ中において、鉄イオン、鉄酸化物の粒子、及び鉄水酸
化物の粒子に変化するものもある。
【００４９】
　一般に、水処理装置１００が使用される環境では、被処理水Ｗとなる原水は、金属関連
物質として、金属イオンＭ＋、金属粒子Ｍ、金属酸化物粒子ＭＯ、及び金属水酸化物粒子
ＭＯＨのうちの少なくとも一つを含んでいる。例えば、当該原水は、鉄イオン、鉄の粒子
、鉄酸化物の粒子及び鉄水酸化物の粒子のうちの少なくとも一つを含んでいる。この場合
、水処理装置１００では、上述のように塩素の酸化作用及び金属材料凝集促進層２００に
よって、原水から三価の鉄イオン、鉄の粒子、鉄酸化物の粒子、及び鉄水酸化物の粒子を
除去することができる。また、二価の鉄イオンは、多孔質担体Ｃの吸着作用により、原水
から除去することができる。
【００５０】
　一方、被処理水Ｗとなる原水が鉄イオン、鉄の粒子、鉄酸化物の粒子、及び鉄水酸化物
の粒子のいずれも殆ど含んでいない場合がある。上述のように、ヒ素やマンガンなど鉄以
外の金属関連物質は、鉄イオンに巻き込まれる形で吸着粒子Ａの表面に凝集して除去され
るため、原水が鉄を含まない場合には、これらの金属関連物質が除去され難くなる可能性
がある。そのため、被処理水Ｗに意図的に鉄を添加し、これらの金属関連物質を除去しや
すくすることが好ましい。図５に示す水処理装置１００では、被処理水Ｗに鉄を供給する
ための繊維材料を混合部１に設けている。
【００５１】
　図５に示される例では、鉄の繊維材料と塩素とが反応することによって、二価の鉄イオ
ン及び三価の鉄イオンが被処理水Ｗに溶け出す。また、被処理水Ｗ中において、三価の鉄
イオン、鉄の粒子、鉄酸化物の粒子、及び鉄水酸化物の粒子は、金属材料凝集促進層２０
０中の吸着粒子Ａに吸着される。この場合においても、吸着粒子Ａは、Ｆｅ２Ｏ３、Ｆｅ

３Ｏ４、Ｆｅ（ＯＨ）３及びＦｅＯＯＨからなる群より選ばれる少なくとも一種の三価の
鉄イオン化合物を含む。
【００５２】
　本実施形態の他の例の水処理装置１００は、被処理水Ｗに対し、鉄の繊維材料から鉄イ
オン、鉄の粒子、鉄酸化物の粒子、及び鉄水酸化物の粒子を積極的に添加している。それ
により、吸着粒子Ａの表面で、鉄酸化物の粒子及び鉄水酸化物の粒子の凝集を意図的に促
進し、ヒ素やマンガンなど鉄以外の金属関連物質を除去することが可能となる。
【００５３】
　上記した本実施形態の他の例の水処理装置１００によれば、塩素の酸化作用により、大
型の貯留槽を設けることなく、必要とされる程度まで、被処理水Ｗから金属関連物質を除
去することができる。そのため、水処理装置１００によれば、金属関連物質の除去のスペ
ース効率を向上させることができる。また、鉄の繊維材料が鉄イオンとして被処理水Ｗに
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溶け出すことを利用して、被処理水Ｗから微細粒子を除去することができる。
【００５４】
　以下、本実施形態の水処理装置１００の具体的構成を説明する。
【００５５】
　（実施形態１）
　図６及び図７を用いて、実施形態１の水処理装置１００を説明する。図６に示すように
、実施形態１の水処理装置１００においては、凝集促進部２とフィルタ部３とが１つの貯
留槽１０内に設けられている。そして、被処理水流路１３は、貯留槽１０内に設けられて
おり、貯留槽１０内の凝集促進部２とフィルタ部３との境界部である。
【００５６】
　被処理水流路１１には、ポンプＰ１が設けられている。ポンプＰ１は、井戸等から被処
理水Ｗを混合部１へ送る。貯留槽１０内においては、混合部１から流れ出た被処理水Ｗは
、被処理水流路１２を経由して、貯留槽１０の上部から貯留槽１０内へ流れ込む。貯留槽
１０内では、上方から下方へ向かって被処理水Ｗが流れ落ちる。このとき、流れ落ちる被
処理水Ｗは、凝集促進部２とフィルタ部３とを通過する。その後、処理済の水は、貯留槽
１０の下部から外部へ流れ出て、供給流路１４を経由して、水栓へ供給される。
【００５７】
　実施形態１においては、混合部１及び酸化剤供給部４が一体化されている。具体的には
、図７に示すように、混合部１は、蓋部２２を有する混合酸化タンク２３を備えている。
酸化剤供給部４は、混合部１内に設置された酸化剤Ｏとしてのタブレット状の塩素系薬剤
２４そのものである。混合部１内には、タブレット状の塩素系薬剤２４と共に、被処理水
Ｗへ鉄イオン及び鉄粒子を供給する繊維状の鉄２５が設置されている。なお、図６に示す
ように、混合部１には凝集剤供給部５が接続されており、凝集剤供給部５から凝集剤Ｆが
供給されるが、図７では図示を省略している。
【００５８】
　図７に示すように、混合部１内においては、被処理水Ｗが被処理水流路１１から混合酸
化タンク２３内の空間２１へ吹き出される。その後、被処理水Ｗは、混合酸化タンク２３
の下部に設置されているタブレット状の塩素系薬剤２４と繊維状の鉄２５とに接触する。
それにより、タブレット状の塩素系薬剤２４と繊維状の鉄２５は、被処理水Ｗへ、酸化剤
Ｏ並びに鉄イオン及び鉄粒子を供給する。
【００５９】
　なお、タブレット状の塩素系薬剤２４と繊維状の鉄２５とは、混合酸化タンク２３から
被処理水流路１２へ至る経路に設けられた網２６によって捕捉されるため、下流の被処理
水流路１２へ流されてしまうことはない。塩素系薬剤２４としては、塩素化イソシアヌル
酸を用いることが好ましく、例えばジクロロイソシアヌル酸ナトリウムやトリクロロイソ
シアヌル酸ナトリウムを用いることがより好ましく、トリクロロイソシアヌル酸ナトリウ
ムを用いることが特に好ましい。トリクロロイソシアヌル酸ナトリウムは水に対する溶解
度が低いため、タブレット状の塩素系薬剤２４として用いた場合、少量の薬剤を長期に亘
り継続して添加することが可能となる。
【００６０】
　このように、実施形態１では、混合酸化タンク２３に塩素系薬剤２４と繊維状の鉄２５
を近接して配置している。そのため、塩素系薬剤２４の効果により鉄２５から鉄イオン、
鉄、鉄酸化物及び鉄水酸化物が溶出しやすくなり、被処理水Ｗに対する酸化剤Ｏ並びに鉄
イオン、鉄、鉄酸化物及び鉄水酸化物の添加を効率的に行うことが可能となる。また、上
述のように、被処理水Ｗとなる原水が鉄イオン、鉄、鉄酸化物、及び鉄水酸化物を殆ど含
んでいない場合であっても、実施形態１の水処理装置１００を用いることで、被処理水Ｗ
に意図的に鉄を添加できる。その結果、ヒ素やマンガンなど鉄以外の金属関連物質を除去
することが可能となる。
【００６１】
　（実施形態２）
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　図８及び図９を用いて、実施形態２の水処理装置１００を説明する。水処理装置１００
は、流路切替弁５０と排水口１７とをさらに備えている。流路切替弁５０は、被処理水流
路１２と供給流路１４とに接続されている。混合部１と流路切替弁５０とは、被処理水流
路１２ａによって接続されている。流路切替弁５０と貯留槽１０とは、被処理水流路１２
ｂによって接続されている。また、貯留槽１０と流路切替弁５０とは、供給流路１４ａに
よって接続されている。流路切替弁５０と蛇口１６とは、供給流路１４ｂによって接続さ
れている。流路切替弁５０は、排水口１７にも接続されている。流路切替弁５０は、いわ
ゆる五方弁である。
【００６２】
　流路切替弁５０は、図８に示される被処理水Ｗが凝集促進部２からフィルタ部３へ向か
う順方向Ｘに流れる状態と、図９に示される被処理水Ｗがフィルタ部３から凝集促進部２
へ向かう逆方向Ｙに流れる状態とを切り替える。順方向Ｘの流れの場合においては、図８
に示すように、被処理水Ｗは、混合部１、流路切替弁５０、凝集促進部２、フィルタ部３
、流路切替弁５０、及び蛇口１６をこの順番で流れる。逆方向Ｙの流れの場合においては
、図９に示すように、被処理水Ｗは、混合部１、流路切替弁５０、フィルタ部３、凝集促
進部２、流路切替弁５０、及び排水口１７をこの順番で流れる。
【００６３】
　排水口１７は、被処理水Ｗが逆方向Ｙに流れる状態において凝集促進部２の下流に位置
付けられ、被処理水Ｗを外部へ排出する。そのため、水処理装置１００によれば、フィル
タ部３を逆流洗浄することが可能になる。また、フィルタ部３の逆流洗浄のときに、フィ
ルタ部３に付着している吸着粒子Ａが凝集促進部２に吸着されている吸着粒子Ａに吸着さ
れる。その結果、凝集促進部２の吸着粒子Ａの能力を回復させることができる。
【００６４】
　ここで、凝集促進部２は、例えば一群の粒状体を含む多孔質担体Ｃを有し、フィルタ部
３は、例えば一群の砂粒を含む砂濾過部を有している。凝集促進部２の一群の粒状体の密
度は、フィルタ部３の一群の砂粒の密度よりも小さい。したがって、貯留槽１０内の水の
中で、凝集促進部２の一群の粒状体は、フィルタ部３の一群の砂粒よりも上側に堆積され
る。また、凝集促進部２を構成する一群の粒状体とフィルタ部３を構成する一群の砂粒と
は、互いに上下方向において並ぶように堆積されている。そのため、水処理装置１００を
小型化することが可能になっている。また、フィルタ部３を逆流洗浄しても、凝集促進部
２を構成する一群の粒状体とフィルタ部３を構成する一群の砂粒とは、重力により自然に
互いの配置を維持する。
【００６５】
　なお、フィルタ部３を構成する一群の砂粒は、例えばマンガン砂とすることができる。
そして、マンガン砂の密度は２．５７～２．６７ｇ／ｃｍ３であり、マンガン砂における
マンガン付着量は０．３ｍｇ／ｇ以上である。ただし、フィルタ部３は、一般の濾過砂（
２．５ｇ／ｃｍ３）で形成されていてもよい。また、凝集促進部２を構成する一群の粒状
体を含む多孔質担体Ｃの密度は、例えば、活性炭の場合０．５ｇ／ｃｍ３であり、ゼオラ
イトの場合０．９～１．１／ｃｍ３であり、シリカの場合２．２ｇ／ｃｍ３であり、セラ
ミックスの場合０．７ｇ／ｃｍ３である。
【００６６】
　（実施形態３）
　図１０を用いて、実施形態３の水処理装置１００を説明する。水処理装置１００は、混
合部１の上流の被処理水流路１１に設けられ、被処理水Ｗに含まれる還元剤としてのアン
モニアを吸着する還元剤吸着部１８をさらに備えている。そのため、混合部１における酸
化剤Ｏが、被処理水Ｗ中のアンモニアの酸化のために消費されてしまうことを抑制するこ
とができる。還元剤吸着部１８では、ナトリウムイオンを含み、そのナトリウムイオンと
被処理水Ｗ中のアンモニウムイオンとを置換することにより、被処理水Ｗ中のアンモニア
を吸着するゼオライトを用いることができる。
【００６７】
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　水処理装置１００は、ゼオライトのアンモニア吸着効果を再生する再生液供給部１９を
備えている。再生液供給部１９は、ゼオライトに塩化ナトリウムを含む再生液を供給する
ことにより、還元剤吸着部１８に新たなナトリウムイオンを吸着させる。それにより、還
元剤吸着部１８によるアンモニアの吸着効果を維持することができる。
【実施例】
【００６８】
　以下、本実施形態における水処理装置の作用を実施例によりさらに詳細に説明するが、
本実施形態はこれら実施例に限定されるものではない。
【００６９】
［実施例１］
　実施例１では、図１１に示す水処理装置を用いて、金属材料凝集促進層の除鉄性能を確
認した。
【００７０】
　まず、多孔質担体としての活性炭へ、吸着粒子としての鉄化合物を担持した。具体的に
は、最初に、内径がΦ５０ｍｍ、容量１Ｌの円筒型処理槽に、活性炭を３００ｍＬ入れた
。なお、活性炭は、粒子径が０．５ｍｍ～２．３ｍｍのものを用いた。次に、円筒型処理
槽の内部の活性炭に、二価の鉄イオンを０．７ｐｐｍ含む水と次亜塩素酸ナトリウム溶液
とを連続通水し、処理槽内で活性炭、水及び次亜塩素酸ナトリウム溶液が十分接触するよ
うにした。水の通水流量は６Ｌ／ｍｉｎとし、次亜塩素酸ナトリウム溶液の注入量は処理
槽内の遊離塩素濃度が５ｐｐｍで維持されるように定量制御を行った。この水及び次亜塩
素酸ナトリウム溶液の注入処理を１０時間行い、活性炭へ鉄化合物を担持した。
【００７１】
　次に、上述のようにして得られた、鉄化合物を担持した活性炭を用い、図１１に示す水
処理装置を作製した。そして、金属材料凝集促進層の除鉄性能を確認するため、従来技術
との比較を行った。従来技術として、酸化剤で鉄の凝集を促して粒成長させた後に、濾過
砂で濾過する高速濾過と比較した。
【００７２】
　比較実験は、図１１で示される水処理装置を用いて行った。凝集促進部及び砂濾過槽に
は、内径Φが５０ｍｍで容量が１Ｌの円筒型の容器を用いた。そして、当該容器の内部に
、濾過砂利を１００ｍＬと、鉄化合物を担持した活性炭を３００ｍＬ入れ、金属材料凝集
促進層を備える凝集促進部を作製した。なお、濾過砂利は、粒子径が２ｍｍ～４ｍｍのも
のを使用した。さらに、別の円筒型容器の内部に、濾過砂利を１００ｍＬと、マンガン砂
（Φ０．３５ｍｍ）を３００ｍＬ入れ、砂濾過槽を作製した。なお、濾過砂利は粒子径が
２ｍｍ～４ｍｍのものを使用し、マンガン砂は粒子径が０．３５ｍｍのものを使用した。
【００７３】
　そして図１１に示すように、被処理水流路を用いて、凝集促進部を砂濾過槽の上流側に
配置し、凝集促進部の上流側に、被処理水としての原水の供給ポンプと、酸化剤の定量注
入機構を設けた。酸化剤は、塩素濃度が１００００ｐｐｍの次亜塩素酸ナトリウム溶液を
用いた。なお、次亜塩素酸の注入機構と凝集促進部の間と、凝集促進部と砂濾過槽の間に
バイパスラインＢＬを設けた。バイパスラインの容量は１Ｌとなっており、バイパスライ
ンと凝集促進部のどちらの流路を通っても、合計容量は同じになるようにしてある。
【００７４】
　実験項目としては、凝集促進部の有無と塩素供給の有無の組み合わせからなる計４通り
を行った。従来技術である高速濾過は、凝集促進部が無く、かつ、酸化剤としての塩素が
有りの場合に相当する。また、本実施形態に係る凝集促進部を用いた濾過は、凝集促進部
が有り、かつ、塩素が有りの場合に相当する。なお、原水としては、鉄濃度が０．７２ｐ
ｐｍの水を用い、原水流量は１Ｌ／ｍｉｎとした。塩素供給を行う場合は、投入量が３０
ｐｐｍになるよう制御した。
【００７５】
　表１では、各々の処理水に含まれる鉄濃度を示す。従来技術である高速濾過（凝集促進
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部無、塩素有）では、鉄濃度が０．４７ｐｐｍとなった。これは、一部の鉄は塩素の効果
で粒成長して砂濾過部により濾過されるが、十分な除鉄を行うには粒成長の時間、つまり
砂濾過槽の前段の容量が不足した結果と考えられる。
【００７６】
　これに対して、砂濾過槽の前に凝集促進部を用いた場合（凝集促進部有、塩素有）では
、鉄濃度が０．１６ｐｐｍとなっており、除鉄性能の向上が確認された。これは、凝集促
進部が鉄の凝集を加速し、濾過される鉄の量が増加した結果と考えられ、凝集促進部の除
鉄処理に対する効果が確認された。また、凝集促進部のみを用いた場合（凝集促進部有、
塩素無）でも鉄濃度の低下はわずかながら起こっており、凝集促進部単体での粒成長加速
効果も確認された。
【００７７】
【表１】

【００７８】
　以上のように、本実施形態の凝集促進部を砂濾過槽の上流に備えることで、酸化剤のみ
を用いた場合よりも鉄の粒成長が加速され、濾過による除鉄性能が大幅に向上することが
確認された。
【００７９】
［実施例２］
　実施例２では、図１２に示す水処理装置３００を用いて、金属材料凝集促進層及び凝集
剤による濁質成分の除去性能を確認した。
【００８０】
　図１２に示すように、水処理装置３００は、貯留槽３１０を備えている。貯留槽３１０
としては、内径Φが１００ｍｍで長さが５００ｍｍの円筒型の容器を用いた。貯留槽内部
の上流側には、実施例１で得られた、鉄化合物を担持した活性炭からなる凝集促進部３０
２を配置し、下流側にはフィルタ部３０３を配置した。フィルタ部３０３では、粒子径が
０．３５ｍｍのマンガン砂と、粒子径が２～４ｍｍの砂利と、粒子径が４～８ｍｍの砂利
とを、凝集促進部側からこの順で積層させた。なお、貯留槽３１０において、凝集促進部
３０２の容量は４００ｍＬとした。また、貯留槽３１０におけるマンガン砂の容量は１４
００ｍＬとし、粒子径が２～４ｍｍの砂利の容量は５００ｍＬとし、粒子径が４～８ｍｍ
の砂利の容量は５００ｍＬとした。
【００８１】
　そして図１２に示すように、被処理水流路を用いて、凝集剤供給部３０５を貯留槽３１
０の上流側に配置し、凝集剤供給部３０５の上流側に、被処理水としての原水の供給ポン
プＰと、酸化剤供給部３０４とを設けた。なお、原水の供給ポンプＰの上流側には、原水
の流量を測定する流量計を設置した。原水としては、カオリンを０．１ｇ／Ｌの濃度で添
加した水を用いた。酸化剤供給部３０４から供給される酸化剤としては、次亜塩素酸ナト
リウム溶液を用いた。また、凝集剤供給部３０５から供給される凝集剤としては、濃度が
１１％である液体のポリ塩化アルミニウムを用いた。
【００８２】
　このような水処理装置３００を用いて、濁質成分であるカオリンの除去性能を確認した
。具体的には、カオリンを０．１ｇ／Ｌの濃度で添加した原水を、供給ポンプＰを用いて
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流速２．３Ｌ／ｍｉｎ（線速度１７．６ｍ／ｈ）で流した。そして、供給ポンプＰを用い
て、酸化剤供給部３０４から原水に酸化剤を添加した。この際、酸化剤の添加量は、塩素
濃度が１０ｐｐｍとなるように調整した。さらに、供給ポンプＰを用いて、凝集剤供給部
３０５から原水に凝集剤を添加した。
【００８３】
　酸化剤及び凝集剤を含む原水は貯留槽３１０に到達し、凝集促進部３０２及びフィルタ
部３０３をこの順で通過することにより、処理水を得た。そして、貯留槽３１０を通過し
た後の処理水中に含まれるカオリンの濁度を測定した。測定結果を図１３に示す。なお、
図１３のグラフは、縦軸を処理水中に含まれるカオリンの濁度（単位：Nephelometric Tu
rbidity Unit（ＮＴＵ））とし、横軸を原水の累積濾過流量としている。図１３では、凝
集促進部３０２を除いた貯留槽３１０を使用した場合における、カオリンの濁度の測定結
果も示している。
【００８４】
　図１３に示すように、凝集剤と凝集促進部を併用した場合には、ＷＨＯ基準である５Ｎ
ＴＵ未満となることが分かる。また、凝集促進部を使用しなかった場合には、累積濾過流
量が１０ｍ３／ｍ２程度で濁度が上昇しているのに対し、凝集剤と凝集促進部を併用した
場合には、２０ｍ３／ｍ２程度まで濁度の上昇が抑制できることが分かる。つまり、凝集
促進部を用いることにより、凝集剤により粗大化した濁質成分が金属関連物質に取り込ま
れて凝集物ＭＤＡを形成し易くなるため、濁質成分を効率的に除去することが可能となる
。なお、カオリンを０．１ｇ／Ｌの濃度で添加した処理前の原水の濁度は１００ＮＴＵで
あることから、凝集剤と凝集促進部を併用することで、濁度を大幅に低減できることが分
かる。
【００８５】
　さらに、貯留槽３１０を通過した後の処理水中に含まれるアルミニウムの濃度も測定し
た。このアルミニウムは凝集剤に由来するものであり、処理水にアルミニウムが含まれる
と健康被害に対する懸念が生じる。測定結果を図１４に示す。なお、図１４のグラフは、
縦軸を処理水中に含まれるアルミニウムの濃度とし、横軸を原水の累積濾過流量としてい
る。図１４に示すように、凝集剤と凝集促進部を併用した場合には、ＷＨＯ基準である０
．２ｍｇ／Ｌ未満となることが分かる。また、凝集促進部を使用しなかった場合には、累
積濾過流量が１０ｍ３／ｍ２程度で濃度が上昇しているのに対し、凝集剤と凝集促進部を
併用した場合には、２０ｍ３／ｍ２を超えても濃度の上昇が抑制できることが分かる。こ
のことから、凝集促進部を用いることにより、凝集剤の流出も抑制できることが分かる。
【００８６】
　以上、本実施形態の内容を説明したが、本実施形態はこれらの記載に限定されるもので
はなく、種々の変形及び改良が可能であることは、当業者には自明である。
【符号の説明】
【００８７】
　２　凝集促進部
　３　フィルタ部
　４　酸化剤供給部
　５　凝集剤供給部
　１００　水処理装置
　２００　金属材料凝集促進層
　２０１　基材
　２０２　多孔質担体層
　Ａ　吸着粒子
　Ｃ　多孔質担体
　Ｆ　凝集剤
　Ｏ　酸化剤
　Ｗ　被処理水
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