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(57)【要約】
【課題】塩酸等の薬品を使用することなく磁性粉の使用
量を削減するとともに、回収した回収フロックを削減で
きる凝集磁気分離装置を提供する。
【解決手段】本発明の凝集磁気分離装置は、磁気分離装
置１６から排出される回収フロックを、急速撹拌槽２６
よりも上流側で、凝集剤が添加される前の位置の原水供
給管１２に返送する返送添加装置１８を有している。回
収フロックを原水供給管１２に返送することによって、
塩酸等の薬品を使用することなく回収フロックを再利用
できる。また、回収フロックに含まれる磁性粉を再利用
できるため、新品の磁性粉の使用量を削減できる。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原水を供給する原水供給管に接続され、磁性粉供給手段から供給された磁性粉と凝集剤
とが添加された前記原水を急速撹拌することにより、前記磁性粉を含む磁性マイクロフロ
ックを生成する第１の撹拌槽と、
　前記第１の撹拌槽から流出した前記磁性マイクロフロックを含む前記原水に高分子凝集
剤が添加された原水を、前記第１の撹拌槽よりも遅い回転速度で撹拌を行うことにより前
記磁性マイクロフロックを粗大化させる第２の撹拌槽と、
　前記第２の撹拌槽から流出した粗大化フロックを含む前記原水から、前記粗大化フロッ
クを磁気力によって回収する磁気分離手段と、
　前記磁気分離手段によって回収された回収フロックを、前記第１の撹拌槽よりも上流側
で、前記凝集剤が添加される前の位置で前記原水供給管に返送して前記原水に添加する返
送添加手段と、
　を備えることを特徴とする凝集磁気分離装置。
【請求項２】
　前記磁性粉、前記凝集剤、及び前記回収フロックが添加される前の位置で前記原水の懸
濁物質濃度を検出する濃度検出手段と、
　前記濃度検出手段によって検出された懸濁物質濃度と予め設定された最大原水懸濁物質
濃度とに基づいて、前記返送添加手段による前記回収フロックの返送量、及び前記磁性粉
供給手段による前記磁性粉の添加量を制御する制御手段と、
　を備えた請求項１に記載の凝集磁気分離装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、
　前記濃度検出手段によって検出された前記懸濁物質濃度が、前記最大原水懸濁物質濃度
と等しい場合には、前記返送添加手段による前記回収フロックの返送を停止するとともに
、前記磁性粉供給手段による前記磁性粉の添加量を制御し、前記懸濁物質濃度が前記最大
原水懸濁物質濃度に対し低くなるに従って、前記返送添加手段による前記回収フロックの
返送量を増加させるとともに、前記磁性粉供給手段による前記磁性粉の添加量を減少させ
るように制御する請求項２に記載の凝集磁気分離装置。
【請求項４】
　前記返送添加手段と前記原水供給管との間の返送管路には、磁性粉抽出手段が設けられ
、
　前記磁性粉抽出手段は、前記回収フロックをせん断力によって破砕する破砕手段と、破
砕した回収フロックから磁性粉のみを磁気力によって選択的に抽出する抽出手段と、前記
抽出した前記磁性粉を前記原水供給管に返送する返送手段とを備えた請求項１、２又は３
に記載の凝集磁気分離装置。
【請求項５】
　前記返送添加手段による前記回収フロックの返送経路には、前記回収フロックに含まれ
るプランクトン、及び菌類を殺菌する殺菌手段が設けられている請求項４に記載の凝集磁
気分離装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は凝集磁気分離装置に係り、特にバラスト水に含まれるプランクトンや菌類を凝
集して磁気力により分離処理する凝集磁気分離装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　２００４年に国際海事機関（ＩＭＯ）で採択されたバラスト水管理条約では、バラスト
水（海水）を介した微生物の移動、拡散による生態系のかく乱や健康被害を防ぐため、バ
ラスト水に含まれるプランクトンや菌類を除去又は死滅させるための装置を船舶に搭載す
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ることが求められている。現在では、次亜塩素酸ナトリウム等を用いた薬品処理、オゾン
処理、紫外線照射、加熱処理、及び磁気分離等、各種水処理技術を組み合わせたバラスト
水処理技術が進められている。
【０００３】
　特許文献１に開示された凝集磁気分離装置は、原水であるバラスト水に磁性粉と凝集剤
とを添加し、これを攪拌することでバラスト水中の微生物や菌類を含む磁性フロックを生
成し、これを磁気分離手段によってバラスト水から分離するとともに、凝集できない比較
的大きな固形物（数ｍｍの小魚や海草類）をドラム型フィルタによって捕集する。この凝
集磁気分離装置によれば、使用する凝集剤は水道水処理でも使用されている安全性の高い
ものであり、塩素等の薬品を使用した処理と比較して、排水時のバラスト水に残留した薬
剤や副生成物が環境を２次汚染するリスクは少ない。また、バラスト水中の微生物や細菌
類だけではなく、砂や泥も同時に凝集して分離除去できるため、バラストタンク底部への
砂や泥の蓄積を防止できる副次的な効果もある。
【０００４】
　ところで、特許文献１等に開示された凝集磁気分離装置では、バラスト水の浄化性能を
維持しつつ、高価な磁性粉の使用量を削減すること、及び回収した回収フロックを削減す
ることが問題として提起されている。
【０００５】
　つまり、凝集磁気分離装置では、磁性フロックを生成する過程において、磁性粉をでき
るだけ全てのフロックに均等に抱かせるために、添加する磁性粉は、数ミクロンほどの非
常に粒子径が小さく、かつ、均等な粒子径を持ったものを使用しなければならない。
【０００６】
　しかしながら、このような磁性粉は非常に高価であり、凝集磁気分離装置のランニング
コストが高くなる一因となるため、磁性粉の使用量はできるだけ削減することが望まれて
いる。また、凝集磁気分離装置を船舶に搭載する場合、磁性粉の使用量を削減することは
、磁性粉を貯留するタンクの小型化につながるため、装置設置スペースが限られた船舶内
への装置搭載においてはメリットが大きい。同時に、船舶内への磁性粉の補給作業頻度も
低減できるため、船員の負担も軽減できる。
【０００７】
　一方、磁気分離手段から排出される回収フロックはタンクに貯留して産業廃棄物として
処分しなければならない。貯留タンクの小型化、省スペース化、及び産業廃棄物処分費の
削減のためにも、回収フロックはできるだけ再利用して、削減することが望まれている。
【０００８】
　そこで特許文献２には、回収フロックを攪拌しながら塩酸を加えることにより、高分子
凝集剤を分解して油、処理水を含んだ凝集剤及び磁性粉に分解し、分解した凝集剤及び磁
性粉を原水に戻して再利用する磁気分離浄化装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平９－１１７６１８号公報
【特許文献２】特開２００６－７１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　特許文献２では、磁性粉を再利用するために塩酸を使用しているが、船舶で塩酸を使用
するためには、強酸性物質である塩酸を用いる処理装置を船舶内に設置する上での安全性
や、被処理物質の中和処理の確実性を証明するものをＩＭＯに提出しなければならず、非
常に煩雑な手続きが必要となる。
【００１１】
　このような背景から、特許文献１の如く、バラスト水中の微生物や菌類を物理的に取り
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除く凝集磁気分離装置において、磁性粉の使用量を削減するとともに、回収した回収フロ
ックを削減できる凝集磁気分離装置が望まれていた。
【００１２】
　なお、塩酸等の薬品を使用することなく、磁性粉の使用量を削減し、かつ回収した回収
フロックを削減しようとする課題は、バラスト水に限定されるものではなく、陸上で処理
される原水においても同様に有している。
【００１３】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、塩酸等の薬品を使用することなく磁
性粉の使用量を削減できるとともに、回収した回収フロックを削減できる凝集磁気分離装
置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、前記目的を達成するために、原水を供給する原水供給管に接続され、磁性粉
供給手段から供給された磁性粉と凝集剤とが添加された前記原水を急速撹拌することによ
り、前記磁性粉を含む磁性マイクロフロックを生成する第１の撹拌槽と、前記第１の撹拌
槽から流出した前記磁性マイクロフロックを含む前記原水に高分子凝集剤が添加された原
水を、前記第１の撹拌槽よりも遅い回転速度で撹拌を行うことにより前記磁性マイクロフ
ロックを粗大化させる第２の撹拌槽と、前記第２の撹拌槽から流出した粗大化フロックを
含む前記原水から、前記粗大化フロックを磁気力によって回収する磁気分離手段と、前記
磁気分離手段によって回収された回収フロックを、前記第１の撹拌槽よりも上流側で、前
記凝集剤が添加される前の位置で前記原水供給管に返送して前記原水に添加する返送添加
手段と、を備えたことを特徴とする凝集磁気分離装置を提供する。
【００１５】
　本発明の凝集磁気分離装置によれば、磁気分離手段から排出される回収フロックを、第
１の撹拌槽よりも上流側で、凝集剤が添加される前の位置の原水供給管に返送する返送添
加手段を有している。磁気分離手段から排出された回収フロックは、回収フロック受槽に
一旦溜められた後、返送添加手段によって原水供給管に返送される。すなわち、本発明は
、回収フロック中の磁性粉を再利用するので、塩酸等の薬品を使用することなく磁性粉の
使用量を削減できるとともに、回収した回収フロックを削減できる。また、磁性粉の分離
抽出処理が不要になる。なお、返送されない回収フロックは、回収フロック受槽から余剰
回収フロックとしてオーバーフローさせて、回収フロック貯留槽に別途貯留する。
【００１６】
　本発明は、前記磁性粉、前記凝集剤、及び前記回収フロックが添加される前の位置で前
記原水の懸濁物質濃度を検出する濃度検出手段と、前記濃度検出手段によって検出された
懸濁物質濃度と予め設定された最大原水懸濁物質濃度とに基づいて、前記返送添加手段に
よる前記回収フロックの返送量、及び前記磁性粉供給手段による前記磁性粉の添加量を制
御する制御手段と、を備えることが好ましい。
【００１７】
　本発明の制御手段は、濃度検出手段によって検出された懸濁物質濃度と予め設定された
最大原水懸濁物質濃度（凝集磁気分離装置の設計値）とに基づいて、前記返送添加手段に
よる回収フロックの返送量、及び磁性粉供給手段による前記磁性粉の添加量を制御する。
本発明の如く、原水の懸濁物質濃度を検出し、最大原水懸濁物質濃度を下回ることを確認
することによって、分離抽出処理が不要になり、これによって簡素で低コストな構成で回
収フロックを再利用できる。また、回収フロックに含まれる磁性粉を再利用できるため、
新品の磁性粉の使用量を削減できる。更に、新品の磁性粉に起因する回収フロックの発生
量も削減できる。
【００１８】
　本発明によれば、前記制御手段は、前記濃度検出手段によって検出された前記懸濁物質
濃度が、前記最大原水懸濁物質濃度と等しい場合には、前記返送添加手段による前記回収
フロックの返送を停止するとともに、前記磁性粉供給手段による前記磁性粉の添加量を制
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御し、前記懸濁物質濃度が前記最大原水懸濁物質濃度に対し低くなるに従って、前記返送
添加手段による前記回収フロックの返送量を増加させるとともに、前記磁性粉供給手段に
よる前記磁性粉の添加量を減少させるように制御することが好ましい。これにより、本発
明は、原水の懸濁物質濃度に影響を受けることなく、凝集磁気分離装置の処理能力が安定
する。
【００１９】
　ところで上記発明では、原水の懸濁物質濃度が最大原水懸濁物質濃度を上回った場合に
は、回収フロックを原水供給管に返送することができない。そこで、このような場合でも
回収フロックを返送して、回収フロック中の磁性粉を再利用するためには、返送過程にお
いて、回収フロックから磁性粉のみを抽出して、それ以外の懸濁物質成分を除去する必要
がある。
【００２０】
　そこで本発明によれば、前記返送添加手段と前記原水供給管との間の返送管路に磁性粉
抽出手段を設け、前記磁性粉抽出手段を、前記回収フロックをせん断力によって破砕する
破砕手段と、破砕した回収フロックから磁性粉のみを磁気力によって選択的に抽出する抽
出手段と、前記抽出した前記磁性粉を前記原水供給管に返送する返送手段とから構成した
。
【００２１】
　本発明の磁性粉抽出手段によれば、回収フロックからの磁性粉の抽出、及びその他の懸
濁物質成分の除去を２段の工程で行う。
【００２２】
　１段目の工程では、回収フロックに物理的な力を加えて回収フロックを破砕する。回収
フロックでは、磁性粉とその他の懸濁物質成分が、無機凝集剤と高分子凝集剤によって強
固に凝集しているため、それを破砕するために、超音波破砕機、ラインミル、又はボール
ミルを使用する。これにより、塩酸等の薬品を使用することなく、物理的な力のみで回収
フロックを破砕するため、薬品漏洩のリスクがなく安全性が高い。また、船舶搭載に当た
ってはＩＭＯの承認手続きが簡素化される。
【００２３】
　２段目の工程では、抽出手段の磁気力によって、破砕した回収フロックから磁性粉を抽
出し、その他の懸濁物質成分を除去する。そして、抽出した前記磁性粉を返送手段によっ
て原水供給管に返送する。返送する回収フロックは、磁性粉の以外の懸濁物質成分が除去
されているため、その回収フロック中に含有する磁性粉の純度は高い。よって、原水懸濁
物質濃度が高い場合でも、その回収フロックを原水供給管に返送できる。
【００２４】
　本発明によれば、前記返送添加手段による前記回収フロックの返送経路には、前記回収
フロックに含まれるプランクトン、及び菌類を殺菌する殺菌手段が設けられていることが
好ましい。
【００２５】
　本発明の凝集磁気分離装置が、船舶に設置されるバラスト水処理用の装置の場合には、
回収フロックに含まれるプランクトン、及び菌類を殺菌手段によって殺菌して原水供給管
に戻すので、原水への新たな負荷とはならない。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の凝集磁気分離装置によれば、塩酸等の薬品を使用することなく磁性粉の使用量
を削減できるとともに、回収した回収フロックを削減できる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】実施の形態の凝集磁気分離装置の全体構成図
【図２】図１に示した凝集磁気分離装置から磁性粉抽出装置を取り除いた基本型の凝集磁
気分離装置の概略ブロック図
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【図３】図１に示した凝集磁気分離装置の概略ブロック図
【図４】図２に示した凝集磁気分離装置における回収フロック返送率を示したグラフ
【図５】図３に示した凝集磁気分離装置における回収フロック返送率を示したグラフ
【図６】磁性粉添加濃度とフロック除去率の関係を示したグラフ
【図７】原水ＳＳと回収フロック返送率の関係を示したグラフ
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、添付図面に従って本発明に係る凝集磁気分離装置の好ましい実施の形態について
説明する。
【００２９】
　図１は、実施の形態の凝集磁気分離装置１０の全体構成図である。この凝集磁気分離装
置１０は、原水供給管１２、凝集装置１４、磁気分離装置（磁気分離手段）１６、返送添
加装置（返送添加手段）１８、磁性粉抽出装置（磁性粉抽出手段）２０、加熱殺菌装置（
殺菌手段）２２、及び制御部２４を備えている。
【００３０】
　なお、実施の形態の凝集磁気分離装置１０は、船舶に設置されるバラスト水処理用の装
置のため、加熱殺菌装置２２を備えているが、陸上に設置される凝集磁気分離装置の場合
には、加熱殺菌装置２２は必須の構成ではない。また、磁気分離装置１６で回収された回
収フロックを、返送添加装置１８によって原水供給管１２に直接返送する装置の場合には
、磁性粉抽出装置２０も必須の構成ではない。
【００３１】
　凝集装置１４は、高速攪拌槽（第１の攪拌槽）２６と緩速攪拌槽（第２の攪拌槽）２８
とを有し、原水供給管１２を介して送水された原水（被処理水：海水）から磁性マイクロ
フロックを生成する。このため、原水供給管１２には、磁性粉供給装置（磁性粉供給手段
）３０と凝集剤添加装置３２とが設けられ、また、高速攪拌槽２６から緩速攪拌槽２８へ
送水する管路３４には高分子凝集剤添加装置３６が設けられる。
【００３２】
　磁性粉供給装置３０は、磁性粉注入用ポンプ３８を有し、磁性粉注入用ポンプ３８の回
転数が制御部２４によって制御されることにより、原水供給管１２に対する新品磁性粉の
添加量が制御される。
【００３３】
　また、原水供給管１２の上流側には、原水の懸濁物質〔以下、ＳＳ（Suspended Solid
）と称する〕濃度を検出するＳＳ濃度計（濁度計でもよい）４０が取り付けられている。
ＳＳ濃度計４０によって計測されたＳＳ濃度情報は制御部２４に出力され、制御部２４は
、そのＳＳ濃度情報に基づいて磁性粉注入用ポンプ３８の回転数、及び返送添加装置１８
を構成する回収フロック返送用ポンプ４２の回転数を制御する。これにより、原水供給管
１２を流れる原水に新品の磁性粉と回収フロックとが添加される。なお、ＳＳ濃度計４０
の設置位置は、原水供給管１２に限定されるものではなく、前記磁性粉、前記凝集剤、及
び前記回収フロックが添加される前の位置であればよい。例えば、原水を一時貯留するタ
ンクに設置してもよい。
【００３４】
　ここで、磁性粉としては例えば四三酸化鉄を好適に用いることができ、凝集剤としては
ポリ塩化アルミニウム、塩化第二鉄、硫酸第二鉄等の水溶性の無機凝集剤を好適に用いる
ことができる。また、高分子凝集剤としては、アニオン系及びノニオン系のものを好適に
用いることができる。
【００３５】
　高速攪拌槽２６は、原水と、原水に添加した磁性粉、凝集剤、及び前記回収フロックと
を攪拌するために高速回転する攪拌羽根（不図示）を有する。磁性粉、凝集剤、及び前記
回収フロックが添加された原水は、前記攪拌羽根によって高速攪拌される。これにより、
数十μｍ程度の大きさの微小な磁性マイクロフロックが高速攪拌槽２６内で生成される。
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磁性マイクロフロックが生成される際、原水中の微生物や菌類は、電荷を帯びているため
磁性粉を核として吸着されて磁性マイクロフロックに取り込まれる。
【００３６】
　緩速攪拌槽２８は、複数段の連続した多段攪拌槽として構成されており、各段の攪拌槽
には攪拌羽根（不図示）が設けられている。このような構成の緩速攪拌槽２８では、上流
側の攪拌槽から下流側の攪拌槽にかけて段階的に攪拌速度が低下するように設定されてい
る。緩速攪拌槽２８には高速攪拌槽２６から、磁性マイクロフロックを含む被処理水と、
この被処理水に添加された高分子凝集剤が送水される。このため、上流側の攪拌槽から下
流側の攪拌槽にかけて段階的に低速攪拌が行われることで、磁性マイクロフロックが成長
していき粗大化したフロック（粗大化フロック）となる。また、攪拌速度が段階的低速化
して行くため、粗大化フロックがそれぞれの攪拌羽根の衝突により破壊される虞が少ない
。
【００３７】
　磁気分離装置１６は、前記粗大化フロックを被処理水から回収する。磁気分離装置１６
は、磁気分離槽４４と磁気フィルタ４６、及びスクレーパ（不図示）と移送装置４８が備
えられている。磁気分離槽４４には、粗大化フロックを含有する被処理水が緩速攪拌槽２
８から送水される。磁気フィルタ４６は、例えば回転ドラムの体を成し、少なくとも一部
を磁気分離槽４４中の被処理水に浸漬させることで、磁気分離槽４４中に漂う粗大化フロ
ックを被処理水から回収する。回収された粗大化フロック（回収フロック）は、磁気フィ
ルタ４６の回転によって磁気分離槽４４から引き上げられ、前記スクレーパによって磁気
フィルタ４６から掻き落とされる。そして、掻き落とされた回収フロックは、スクリュウ
コンベア等の移送装置４８によって回収フロック受槽５０に移送され、ここで一時溜めら
れる。
【００３８】
　回収フロック受槽５０に溜められた回収フロックは、ポンプ４２によって加熱殺菌装置
２２へ送られる。加熱殺菌装置２２は、回収フロックを加熱処理することにより、回収フ
ロック内に含有された微生物や菌類を死滅させる。なお、回収フロックはスラリー状であ
るため、ポンプ４２としてはチューブポンプ又は一軸ネジ式ポンプなどの容積式ポンプを
使用することが好ましい。なお、加熱により菌類等を死滅させるための温度は７５～８０
℃であり、加熱時間は約３分である。
【００３９】
　一方、磁性粉抽出装置２０は、回収フロックをせん断力によって破砕する破砕装置（破
砕手段）５２、５４と、破砕した回収フロックから磁性粉を磁気力によって選択的に抽出
する抽出装置（抽出手段）５６と、抽出した磁性粉を原水供給管１２に返送するポンプ（
返送手段）５８とを備えている。
【００４０】
　すなわち、図１に示した凝集磁気分離装置１０は、返送添加装置１８による回収フロッ
クの返送経路において、その上流側に加熱殺菌装置２２を設け、その下流側に磁性粉抽出
装置２０を設けた形態である。
【００４１】
　破砕装置５２は、特殊形状の撹拌羽根６０を高速回転させて強力なせん断力を発生させ
るラインミルであり、破砕装置５４は、超音波の周波数で振動する棒状の振動子６２を浸
漬して液６４中にせん断力を発生させる超音波破砕機（周波数２０ｋＨｚ程度）である。
なお、実施の形態では２台の破砕装置５２、５４を設置したが、いずれか１台の破砕装置
を設置すればよい。また、破砕装置としてボールミル６５を使用してもよい。
【００４２】
　破砕装置５２、５４によって破砕された回収フロックは、抽出装置５６に供給される。
抽出装置５６は、破砕した回収フロックから磁性粉を磁気力によって抽出する。抽出装置
５６としては、永久磁石が埋め込まれた磁気ディスクあるいは磁気ドラムを用いた装置を
使用する。これにより、回収フロックから磁性粉が抽出され、磁性粉以外のＳＳ物質が排
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出される。
【００４３】
　磁性粉以外のＳＳ物質の排出量は、凝集磁気分離装置１０の処理量の０．２％程度であ
るため、ここで使用する抽出装置５６は、主たる構成の磁気分離装置１６と比較して小型
なものでよい。磁性粉の抽出処理を終えた回収フロックは、分離回収フロックとして、回
収フロック受槽５０で発生した余剰回収フロックと同様に回収フロック貯留槽（不図示）
に貯留される。なお、磁気力により抽出された磁性粉は含水率が低く、流動性が悪いため
、清水６６が溜められたタンク６８に供給し、タンク６８内で希釈した後、ポンプ５８に
よって原水供給管１２に返送される。これにより、原水供給管１２を流れる原水に純度の
高い磁性粉が添加される。原水供給管１２に対する回収フロックの返送位置、及び前記磁
性粉の添加位置は、ＳＳ濃度計４０の下流側であって高速攪拌槽２６の上流側であり、か
つ凝集剤が添加される位置の上流側である。なお、ポンプ５８の回転数は、ＳＳ濃度計４
０によって計測されたＳＳ濃度情報に基づき制御部２４によって制御されている。
【００４４】
　次に、前記の如く構成された凝集磁気分離装置１０の作用について説明する。
【００４５】
　図２に示す概略ブロック図は、図１に示した凝集磁気分離装置１０から磁性粉抽出装置
２０を取り除いた基本型の凝集磁気分離装置１０を示している。すなわち、図２の凝集磁
気分離装置１０は、返送添加装置１８による回収フロックの返送経路に加熱殺菌装置２２
のみを設けた形態である。
【００４６】
　図２の凝集磁気分離装置１０によれば、磁気分離装置１６から排出される回収フロック
を、凝集剤が添加される前の位置の原水供給管１２に返送し添加する返送添加装置１８を
設けている。磁気分離装置１６から排出された回収フロックは、回収フロック受槽５０（
図１参照）に一旦溜められた後、返送添加装置１８のポンプ４２によって原水供給管１２
に返送される。返送されない回収フロックは、回収フロック受槽５０から余剰回収フロッ
クとしてオーバーフローさせて、回収フロック貯留槽に別途貯留される。
【００４７】
　前述の如く回収フロックを原水供給管１２に返送することによって、塩酸等の薬品を使
用することなく回収フロックを再利用できる。これにより、回収フロックに含まれる磁性
粉を再利用できるため、新品の磁性粉の使用量を削減できる。また、新品の磁性粉に起因
する回収フロックの発生量も削減される。
【００４８】
　一方、制御部２４は、ＳＳ濃度計４０によって検出されたＳＳ濃度と、予め設定された
最大原水ＳＳ濃度とに基づいて、返送添加装置１８による回収フロックの返送量と磁性粉
供給装置３０による新品磁性粉の添加量を制御する。
【００４９】
　すなわち、制御部２４は、ＳＳ濃度計４０によって検出されたＳＳ濃度が、最大原水Ｓ
Ｓ濃度と等しい場合には、返送添加装置１８による回収フロックの返送を停止するととも
に、磁性粉供給装置３０による新品磁性粉の添加量を制御する。また、制御部２４は、Ｓ
Ｓ濃度が最大原水ＳＳ濃度に対し低くなるに従って、返送添加装置１８による回収フロッ
クの返送量を増加させるとともに、磁性粉供給装置３０による新品磁性粉の添加量を減少
させるように制御する。
【００５０】
　これにより、図２の凝集磁気分離装置１０によれば、原水のＳＳ濃度に影響を受けるこ
となく、処理能力が安定する。なお、符号７０はフィルタであり、このフィルタ７０は、
磁気分離装置１６によって分離された被処理水から処理水と洗浄排水とを分離する。前記
洗浄排水は、管路７２を介して原水供給管１２に戻される。
【００５１】
　次に、制御部２４による具体的な制御方法について説明する。
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　まず、前提として回収フロックの返送量は、ポンプ４２の回転数を制御部２４が制御す
ることにより、回収フロック排出量の０～１００％の範囲内で制御する。
【００５３】
　また、回収フロックの返送量は、ＳＳ濃度計４０によって検出された原水のＳＳ濃度と
、予め設定された最大原水ＳＳ濃度に基づいて制御部２４が制御する。
【００５４】
　例えば、凝集磁気分離装置１０が、最大原水ＳＳ濃度５０ｍｇ／Ｌで設計されていたと
する。このとき、ＳＳ濃度５０ｍｇ／Ｌの原水が原水供給管１２に流入した場合、回収フ
ロックを１００％返送すると、回収フロックに含まれる５０ｍｇ／Ｌ相当のＳＳが原水に
戻るため、高速攪拌槽２６に流入するＳＳ濃度は５０＋５０＝１００ｍｇ／Ｌとなり、凝
集磁気分離装置１０の能力である最大原水ＳＳ濃度を上回ってしまう。
【００５５】
　一方、ＳＳ濃度１０ｍｇ／Ｌの原水が原水供給管１２に流入している場合は、最大原水
ＳＳ濃度５０ｍｇ／Ｌに対して、４０ｍｇ／Ｌの余裕があるため、その余裕分だけ回収フ
ロックを原水供給管１２に返送しても問題はない。
【００５６】
　試算によると、図２の凝集磁気分離装置１０の場合、原水ＳＳ濃度（ｍｇ／Ｌ）（Ａ）
と返送可能な回収フロック量（排出量に対する回収フロックの返送率％）（Ｂ）と新品磁
性粉の添加量（ｍｇ／Ｌ）（Ｃ）との関係は、図４に示すグラフ、及び下記の表１のよう
になる。図４のグラフ及び表１は、設計最大原水ＳＳ濃度５０ｍｇ／Ｌの場合の返送可能
な回収フロック量を示している。
【００５７】
　図４のグラフの縦軸は、磁気分離装置１６に送水される直前のフロック中の磁性粉比率
を示し、横軸は排出量に対する回収フロックの返送率を示している。また、磁気分離装置
１６における磁気分離を有効に実行させるため、フロック中の磁性粉比率の下限値を３１
．６％と設定し、それ以上の磁性粉比率となるように回収フロックの返送率と新品磁性粉
の添加量とが定められている。
【００５８】
　なお、実施の形態では、フロック中の磁性粉比率が下限値の３１．６％となるように回
収フロックの返送率と新品磁性粉の添加量とが設定されている。具体的には、表１に示す
ように、原水ＳＳ濃度５０ｍｇ／Ｌの場合には、回収フロックを返送せず、新品磁性粉の
みを３０ｍｇ／Ｌ添加する。原水ＳＳ濃度は、ＳＳ濃度計４０によって検知し、その測定
結果に応じて回収フロックの返送量と新品磁性粉の添加量とを表１のように制御する。
【００５９】
　凝集磁気分離装置１０を船舶のバラスト水処理に適用する場合、ＩＭＯの規定により、
最大原水ＳＳ濃度は５０ｍｇ／Ｌで設計される。しかしながら、実際の海水のＳＳ濃度は
１０ｍｇ／Ｌ未満の場合が多いため、このように回収フロックを原水供給管１２に返送す
ることで、新品磁性粉の使用量を削減できる。これによって、新品磁性粉の必要貯留量も
削減できるため、装置設置スペースが限られている船舶内においては非常にメリットが大
きい。なお、バラスト水処理においてはプランクトンや菌類（生存個体）が除去対象とな
っているため、回収フロックを原水供給管１２に返送する際には、返送管路の途中に加熱
殺菌装置２２を設けて、プランクトンや菌類を殺滅しながら返送する。
【００６０】
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【表１】

【００６１】
　一方、新品磁性粉の注入量は、制御部２４がポンプ３８の回転数を制御することにより
行う。制御範囲は、回収フロックを原水供給管１２に返送しない場合の注入量を１００％
（３０ｍｇ／Ｌ）として０～１００％の範囲とする。新品磁性粉の注入量は、回収フロッ
クの返送量に応じて決定する。例えば、回収フロック返送量が排出量の５０％の場合、高
速攪拌槽２６に流入する磁性粉の５０％も返送されるため、新品磁性粉の注入量は約５０
％（１６ｍｇ／Ｌ）でよい。回収フロックの返送量は回収フロックの返送管路に設置した
流量計７４により検知し、その測定結果に基づいて制御部２４がポンプ３８の回転数を制
御することにより、新品磁性粉の注入量を制御する。
【００６２】
　ここで、図２の凝集磁気分離装置１０では、原水ＳＳ濃度が設計最大原水ＳＳ濃度を上
回った場合は、回収フロックを返送することができない。そこで、このような場合でも回
収フロックを返送して、回収フロック中の磁性粉を再利用するためには、返送過程におい
て、回収フロックから磁性粉のみを抽出して、それ以外のＳＳ成分を除去する必要がある
。
【００６３】
　図３の凝集磁気分離装置１０は、磁性粉抽出装置２０を磁気分離装置１６の後段に配置
するとともに、磁性粉抽出装置２０の後段に加熱殺菌装置２２を配置したものである。
【００６４】
　すなわち、図３に示した凝集磁気分離装置１０は、返送添加装置１８による回収フロッ
クの返送経路において、その上流側に磁性粉抽出装置２０を設け、その下流側に加熱殺菌
装置２２を設けた形態である。
【００６５】
　磁性粉抽出装置２０では、磁気分離装置１６から排出された回収フロックにおいて、回
収フロックに含有する磁性粉の抽出、及びその他ＳＳ成分除去を２段の工程に分けて行う
。
【００６６】
　１段目の工程では、回収フロックに物理的な力を加えて回収フロックを破砕する。回収
フロックでは磁性粉とその他ＳＳ成分が、無機凝集剤と高分子凝集剤によって強固に凝集
しているため、それを破砕するために、図１に如くラインミル５２、及び／又は超音波破
砕機５４を使用する。回収フロックは、ラインミル５２及び／又は超音波破砕機５４によ
る数１０秒～数分の破砕処理によって、ほとんど分解されることが実験にて確認されてい
る。
【００６７】
　ここで特許文献２の如く、薬品を用いてｐＨ調整を行い、回収フロックの分解を促進す
る方法もあるが、特に船舶内で実施する場合は、ＩＭＯの規制などを考慮すると、物理的
方法のみにより回収フロックの分解を行うことが望ましい。
【００６８】
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　２段目の工程では、破砕した回収フロックから磁性粉のみを磁気力により抽出する。抽
出装置５６としては、永久磁石が埋め込まれた磁気ディスクあるいは磁気ドラムを用いた
装置を使用する。そして、抽出した磁性粉を清水６６によって希釈した後、ポンプ５８に
よって原水供給管１２に返送する。
【００６９】
　これら２段の工程により、返送する磁性粉の純度が向上するので、原水ＳＳ濃度が高く
なっても、回収フロックを返送できる。
【００７０】
　回収フロックから磁性粉以外のＳＳを３０％分離した場合の試算によると、図３の凝集
磁気分離装置１０の場合、原水ＳＳ濃度（ｍｇ／Ｌ）（Ａ）と返送可能な回収フロック量
（排出量に対する回収フロックの返送率％）（Ｂ）と新品磁性粉の添加量（ｍｇ／Ｌ）（
Ｃ）との関係は、図５に示すグラフ、及び下記の表２のようになる。
【００７１】
　これにより、磁性粉抽出装置２０の無い図２に示した凝集磁気分離装置１０と比較して
、原水ＳＳ濃度に応じた回収フロックの返送率を上げることができるとともに、新品磁性
粉の添加量を少なくできる。
【００７２】
【表２】

【００７３】
　また、回収フロック中の磁性粉以外のＳＳ成分の６０％を磁性粉抽出装置２０によって
分離除去できれば、原水ＳＳ濃度５０ｍｇ／Ｌの場合に、原水ＳＳ濃度２０ｍｇ／Ｌ相当
の回収フロックとなり、排出量の５０％を返送可能となる。原水ＳＳ濃度が設計最大原水
ＳＳ濃度を上回るケースが多い場合、あるいは、より多くの回収フロックを返送して新品
磁性粉の使用量を削減したい場合は、磁性粉抽出装置２０を設置することが望ましい。
【００７４】
　〔付記〕
　「磁性凝集フロック中の磁性粉比率の最適値に関する説明」
　バラスト水処理における処理対象はプランクトンと菌類である。一方、バラスト水処理
装置を船舶に搭載する際には、監督官庁が規定した処理性能確認試験が必要となり、その
規定では、バラスト水中に砂等の懸濁物質（ＳＳ）が最大５０ｍｇ／Ｌ含まれているバラ
スト水においても、バラスト水排出基準を満たす処理ができることを求めている。
【００７５】
　そこで、発明者らは、プランクトンや菌類の凝集磁気分離条件を決定する試験において
は、砂等の模擬物質としてカオリンという鉱物系微粒子を試験水に添加している。具体的
な試験方法を以下説明する。
【００７６】
　まず、プランクトンや菌類が含まれる海水に、上記カオリンを５０ｍｇ／Ｌの濃度で添
加し、磁性粉、無機凝集剤および高分子凝集剤の添加率をパラメータ（変数）とした凝集
試験を行い、磁性凝集フロックの形成状況を目視等により評価する。その後、磁性凝集フ
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接触・吸着処理を行い、水路から出てくる海水の磁性凝集フロックの濃度を測定し、その
除去率を評価する。
【００７７】
　上記試験の結果、無機凝集剤として使用したポリ塩化アルミニウムの添加率は５ｍｇＡ
ｌ／Ｌ、高分子凝集剤の添加率は１ｍｇ／Ｌの条件で、プランクトンや菌類が十分凝集で
きることが明らかになった。
【００７８】
　また、図６に示すように凝集磁性フロックの除去率は磁性粉添加率とともに増加し、添
加率３０ｍｇ／Ｌ以上では除去率が頭打ちとなる傾向がみられた。処理コストの観点から
は磁性粉添加率はできるだけ少ないことが望ましいため、磁性粉の添加率は３０ｍｇ／Ｌ
とした。
【００７９】
　上記、磁性粉、無機凝集剤および高分子凝集剤添加率の場合の、磁性凝集フロック中の
磁性粉比率は次の式から計算できる。
【００８０】
　磁性凝集フロック中の磁性粉比率（％）＝（磁性粉添加率）／（カオリン添加率＋磁性
粉添加率＋無機凝集剤添加率＋高分子凝集剤添加率）×１００…（式１）
　ここで、磁性粉添加率＝３０ｍｇ／Ｌ、カオリン添加率＝５０ｍｇ／Ｌ、無機凝集剤添
加率＝５×（７８／２７）＝１４．４ｍｇ／Ｌ、高分子凝集剤添加率＝１ｍｇ／Ｌである
。なお、無機凝集剤として添加したポリ塩化アルミニウムは、磁性凝集フロック中では水
酸化アルミニウム（Ａｌ（ＯＨ）３)として存在するため、添加率５ｍｇＡｌ／Ｌに係数
として、Ａｌ（ＯＨ）３の分子量７８／Ａｌの分子量２７を乗じている。
それぞれの数値を（式１）に代入すると、
　磁性凝集フロック中の磁性粉比率（％）＝３０／（５０＋３０＋１４．４＋１）＝３１
．４（％）
　となる。この磁性粉比率が、磁性凝集フロックの除去率を確保しつつ、処理コストが最
小化できる最適な数値であると発明者らは判断した。
【００８１】
　磁性粉再利用に当たっては、磁性凝集フロックの除去率を確保して、処理性能を維持す
るために、本磁性粉比率を下回らないように、その処理フローを構成する必要がある。
【００８２】
　また、図７のグラフは、原水ＳＳ（ｍｇ／Ｌ）に対する回収フロック返送率を示してい
る。このグラフに基づいて回収フロック返送率を設定する。
【符号の説明】
【００８３】
　１０…凝集磁気分離装置、１２…原水供給管、１４…凝集装置、１６…磁気分離装置、
１８…返送添加装置、２０…磁性粉抽出装置、２２…加熱殺菌装置、２４…制御部、２６
…高速攪拌槽、２８…緩速攪拌槽、３０…磁性粉供給装置、３２…凝集剤添加装置、３４
…管路、３６…高分子凝集剤添加装置、３８…磁性粉注入用ポンプ、４０…ＳＳ濃度計、
４２…回収フロック返送用ポンプ、４４…磁気分離槽、４６…磁気フィルタ、４８…移送
装置、５０…回収フロック受槽、５２…破砕装置（ラインミル）、５４…破砕装置（超音
波破砕機）、５６…抽出装置、５８…ポンプ、６０…撹拌羽根、６２…振動子、６４…液
、６６…清水、６８…タンク、７０…フィルタ、７２…管路、７４…流量計
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