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(57)【要約】
【解決課題】エネルギー効率及び処理効率を高めた有機
性固形物を含む水媒体の処理方法及び装置を提供する。
【解決手段】有機性固形物を含む被処理水媒体は、被処
理水媒体供給ライン２から混合槽８に送られ、超音波処
理工程３から返送される超音波処理済水媒体と混合され
る。混合液は、混合液搬送ライン９を介してダイヤモン
ド電極電解処理工程５に送られ、電解処理される。この
ように超音波処理及びダイヤモンド電極電解処理で水媒
体中の有機性固形物を可溶化した後、生物処理を行う。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波処理及びダイヤモンド電極電解処理で水媒体中の有機性固形物を可溶化した後、
生物処理を行うことを特徴とする水媒体の処理方法。
【請求項２】
　ダイヤモンド電極電解槽、超音波振動子及び生物処理槽を具備することを特徴とする水
媒体処理システム。
【請求項３】
　前記超音波振動子が前記ダイヤモンド電極電解槽内に組み込まれて一体化された超音波
－ダイヤモンド電極電解装置を具備することを特徴とする請求項２に記載の水媒体処理シ
ステム。
【請求項４】
　前記超音波－ダイヤモンド電極電解装置は、
　互いに対向位置に設けられている被処理水媒体供給口及び処理済水媒体排出口と、被処
理水媒体供給口側に形成されている超音波照射ゾーンと、超音波照射ゾーンの下流側に形
成されているダイヤモンド電極電解処理ゾーンと、を具備し、
　該ダイヤモンド電極電解処理ゾーンは、対面配置されている1対のダイヤモンド電極及
び対極と、両者の間に形成されている水媒体流路とを具備し、
　該超音波照射ゾーンは、ダイヤモンド電極に超音波を作用させる超音波振動子を具備す
る、
ことを特徴とする請求項３に記載の水媒体処理システム。
【請求項５】
　前記超音波－ダイヤモンド電極電解装置は、
　互いに対向位置に設けられている被処理水媒体供給口及び処理済水媒体排出口と、被処
理水媒体供給口側に形成されている超音波照射ゾーンと、処理済水媒体排出口側に形成さ
れているダイヤモンド電極電解処理ゾーンと、を具備し、
　該ダイヤモンド電極電解処理ゾーンは、対向位置に配置されている1対のダイヤモンド
電極及び対極と、該1対のダイヤモンド電極及び対極の間に配置されている複数の複極電
極と、該複極電極の間に形成されている水媒体流路とを具備し、
　該超音波照射ゾーンは、該複極電極に超音波を作用させる超音波振動子を具備する、
ことを特徴とする請求項３に記載の水媒体処理システム。
【請求項６】
　前記超音波－ダイヤモンド電極電解装置は、
　互いに対向位置に設けられている被処理水媒体供給口及び処理済水媒体排出口と、被処
理水媒体供給口側に形成されている超音波照射ゾーンと、処理済水媒体排出口側に形成さ
れているダイヤモンド電極電解処理ゾーンと、を具備し、
　該ダイヤモンド電極電解処理ゾーンは、交互に配置されている複数対の多孔性ダイヤモ
ンド電極及び多孔性対極と、該多孔性ダイヤモンド電極及び多孔性対極の複数の孔を通し
て水媒体が流れるように形成されている水媒体流路とを具備し、
　該超音波照射ゾーンは、該ダイヤモンド電極に超音波を作用させる超音波振動子を具備
する、
ことを特徴とする請求項３に記載の水媒体処理システム。
【請求項７】
　ダイヤモンド電極電解処理で排出される気体を生物処理に投入することを特徴とする水
媒体の処理方法。
【請求項８】
　ダイヤモンド電極電解処理が電流律速であり、該気体を生物的嫌気性処理に投入するこ
とを特徴とする請求項７の水媒体の処理方法。
【請求項９】
　ダイヤモンド電極電解処理が物質移動律速であり、該気体を生物的好気性処理に投入す
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ることを特徴とする請求項７の水媒体の処理方法。
【請求項１０】
　ダイヤモンド電極電解槽と、生物処理槽と、ダイヤモンド電極電解槽から排出される気
体を生物処理槽に供給する電解ガス供給ラインと、を具備することを特徴とする水媒体処
理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、下水及び集落廃水等の初沈汚泥、余剰汚泥、返送汚泥、浄化槽汚泥また嫌気
性のメタン発酵の汚泥、さらにし尿、家畜糞尿、飲食業残飯、生ごみ、食品加工廃棄物、
畜肉廃棄物、アルコール蒸留廃棄物、各種アミノ酸発酵廃液、乳酸発酵廃液、焼酎発酵粕
及び発酵酒製造廃液、澱粉製造廃液、ビート工場廃液などの有機性固形物を含む各種水媒
体の処理方法に関し、特に超音波処理とダイヤモンド電極電解処理を併用して有機性固形
物を可溶化して生物処理に供する水媒体の処理方法及びダイヤモンド電極、超音波振動子
及び生物処理槽を具備する水媒体の処理システムに関する。
【０００２】
　また、本発明は、ダイヤモンド電極電解処理で排出される気体を生物処理に投入する水
媒体の処理方法及び処理システムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　下水汚泥、家畜糞尿、し尿、飲食業残飯、生ごみや食品加工残渣などの有機性固形物を
含む水媒体や廃水は、資源回収を目的とした処理方法、または、廃棄物を系外に排出しな
いゼロエミッション的な処理で処分されることが望まれている。資源回収型の処理方法と
しては、これらの固形物を含む水媒体をガス燃料、液体燃料、化学原料、肥料に変換する
メタン発酵、水素発酵、乳酸発酵、エタノール発酵、コンポスト化などが注目されるよう
になってきている。なお、有機性廃棄物のメタン発酵や水素発酵、エタノール発酵、ブタ
ノール発酵、乳酸発酵などの微生物を用いた発酵処理方法では、必ず余剰菌体及び原料の
未分解物を含む残渣が排出されるので、有機性固形物を含む水媒体の処理過程において汚
泥の形態で有機性固形物を含む水媒体が発生する。従来、これら残渣を含む廃液や汚泥は
、産業廃棄物として処分されるか、またはさらに生物的好気性処理、生物的嫌気性処理又
はコンポスト化処理をしてから、必要に応じて固液分離又は乾燥の単位操作を繰り返した
後、水質基準を満たした処理水は放流され、固形物は脱水汚泥や余剰残渣の形態で産業廃
棄物として処分されている。コンポスト化により有機性肥料に変換された固形物は、発生
地の地元で農地還元するなどして有効利用されている。しかし、コンポストの需要自体は
、流通経路を介して販売できるほど成長してはいないのが実状である。
【０００４】
　また産業廃棄物処分場の処分地が逼迫し、廃棄物処分量の大幅削減が必須となってきた
ため、特に有機性汚泥に関してはオゾン処理、超音波処理、アルカリ処理、湿式酸化処理
、水熱処理、ボールミル処理のような物理化学的処理又は機械的処理などの前処理もしく
は可溶化処理を経た後、メタン発酵槽あるいはエタノール発酵槽へ戻すことにより、メタ
ンやエタノール回収量を増加させると共に余剰汚泥発生量を減少させる処理プロセスが提
案されている。下水処理場で発生する余剰汚泥については、その量が膨大なため、前記し
た物理化学的処理又は機械的処理により可溶化させ、可溶化液を生物的好気性処理槽に再
送して、曝気槽を循環する過程で微生物の代謝によって有機性廃棄物を炭酸ガスにまで分
解させるプロセスが開発されている。このプロセスでは、下水処理システムとして汚泥発
生を伴わない水処理方法が提案され、ゼロエミッションが狙いとなっている。
【０００５】
　また、各種木質系廃棄物、またはトイレットペーパが多く含まれる下水の初沈汚泥等の
セルロース系水媒体に関しては、酸化熱処理、酵素処理、水熱処理、ソルボサーマル処理
などを行い、セルロースの加水分解反応を促進させて、糖化反応によって可溶化し、微生
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物を用いる乳酸発酵、メタン発酵、エタノール発酵あるいは好気性処理を行う方法なども
提案されている。
【０００６】
　有機性固形物を含む水媒体である汚泥を可溶化又は減容化する技術は、比較的多くがす
でに開示されている。たとえば、特開平６－２０６０８８号公報には、オゾンを用いて汚
泥の可溶化を行い、可溶化液を生物的好気性処理に戻す方法が紹介されている。特開２０
０２－２８２７２１号公報には、高速回転するディスクで汚泥を破砕する装置が紹介され
ている。特開２００４－２９０７７８号公報には、汚泥に加水分解酵素を添加して嫌気性
消化を行い、汚泥発生量を減容化する方法が開示されている。特開平１１－１８８３７９
号公報には、可溶化した汚泥を酸発酵させた後、生物的好気性処理に戻して汚泥を減容化
する方法が紹介されている。また、特開２００３－５３７７号公報には、可溶化後に固液
分離を行い、分離された汚泥の酸発酵及び分離液からリン回収を行う方法が紹介されてい
る。特開２００３－１０８９０号公報には、ノズル噴射で発生するキャビテーションによ
って汚泥を可溶化する装置が開示されている。特開平１１－１５６３９９号公報には、キ
ャビテーションと酸性酸化剤及びアルカリ剤を併用して汚泥を可溶化する方法が紹介され
ている。特開平２－２２７１９０号公報、特開２００５－１８６０２２号公報には、アル
カリ剤を添加して汚泥を可溶化する方法が紹介されている。また、特開２００５－２４６
３４７号公報には、アルカリ処理を行い、さらに酸処理、熱処理、ビーズミル処理、溶菌
処理、超音波処理の第二の可溶化処理を行う方法が開示されている。特開２００５－１２
５３２０号公報には、生物処理で発生する残渣を水熱処理し、電気分解処理する方法が開
示されている。特開平９－１５０１９６号公報には、水媒体を陰極処理工程とアルカリ処
理工程に循環させて汚泥を可溶化する方法が開示されている。また、汚泥可溶化工程で、
電解により発生させた酸性水及びアルカリ水を用いる方法が特開平１０－７６２９９号公
報、さらに電解で発生させた強酸性液及び強アルカリ液でリンの溶出及び不溶化を行う方
法が特開２００５－３０５２５４号公報に紹介されている。
【０００７】
　以上のように、汚泥の可溶化に電気分解反応を用いる技術も最近注目されつつある。電
気化学反応は、電子が反応剤の役割を果たし、グリーンケミストリ的イメージがあり、さ
らに電源をオンオフすることにより任意に反応の制御ができ、コンパクトでシンプルなプ
ロセスとなるメリットがある。汚泥の可溶化又は減容化に電気化学反応を用いた他の従来
技術としては、下記の技術を挙げることができる。
【０００８】
　特開２００２－１２６７８２号公報、特開２００２－３６１２８２号公報には、生物処
理で発生する余剰汚泥を直接電解処理し、電解処理した汚泥を生物処理に返送する方法が
開示されている。このような汚泥を電解する際に電極への汚泥の付着を防止する方法とし
て回転式の電極が特開２００５－１４４３１１号公報に開示されている。特開２００１－
１４９９９８号公報には、電解条件として、交流電解を行い、過酸化水素を添加する方法
が開示されている。また、特開２００５－１１８６９５号公報、特願２００５－２５３９
４６号明細書には、この汚泥の電解を行うためにダイヤモンド電極と言う特殊な電極を用
いることが記載されている。特開平１１－１４７１００号公報には、汚泥を直接電解はし
ないが、超音波処理で汚泥を可溶化している場に、塩水電解で発生したアルカリ剤及び酸
性酸化剤を添加して汚泥を可溶化する方法が紹介されている。
【０００９】
　なお、特開２００５－１０３３５１号公報には、ジエチレングリコールモノブチルエー
テル含有処理水（COD：2,400mg/L）を超音波処理及びダイヤモンド電極を用いる電気分解
処理してＣＯＤ（化学的酸素要求量）を低減させる水処理方法が記載されている。また、
特開２００３－２３６５５１号公報には、有機ハロゲン化合物を含む被処理対象媒体に対
して電気分解処理と超音波処理を併用することにより、超音波によって固体に付着してい
る有機ハロゲン化合物を液状分に移行させ、その後の電気分解処理において効率的に分解
処理する方法及び装置が記載されている。しかし、特開２００５－１０３３５１号公報及
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び特開２００５－１０３３５１号公報には、Ｔ－ＣＯＤ（総化学的酸素要求量）が不変で
Ｓ－ＣＯＤ（溶解性化学的酸素要求量）が増加したことは何ら記載されていないことから
、水媒体中の有機性固形物を易生物分解性に変える可溶化処理については記載も示唆もな
いといえる。
【００１０】
　各種物理化学的処理の中では、超音波処理は分散効果、キャビテーションバブル発生ま
たはそのバブルが破壊するときに発生する局所的衝撃波によって、有機性廃棄物が破砕さ
れる等の特徴を有し、また常温常圧のプロセスにおいて、シンプル且つコンパクトな装置
で実現できるため、汚泥などを可溶化する方法として大変期待されている。しかし、超音
波処理では、投入された電気エネルギーのすべてが可溶化のために消費されないので、コ
ストパーフォーマンスを向上させることが必要である。
【００１１】
　また、ダイヤモンド電極を用いた電気化学的処理方法は比較的新しい技術であり、汚泥
の可溶化にも用いられている例もある（特開２００５－１１８６９５号公報、特開２００
６－６８６１７）。ダイヤモンド電極は、ＣＶＤ（化学蒸着）法でホウ素（ボロン）をド
ーピングして導電性のダイヤモンド膜を製作するため、「ボロン・ドープド・ダイヤモン
ド（ＢＤＤ）電極」とも呼ばれている。ダイヤモンド電極は広い熱力学の窓を示し、陽極
として用いた場合に、酸素が発生する前に酸化能力が高いＯＨラジカルが電極表面に発生
することが知られている。ＯＨラジカルは、ほとんどの有機物を二酸化炭素および水まで
分解できることが知られている。ダイヤモンド電極は、水溶液に完全に溶解している有機
物に対しては能力を発揮するが、汚泥のように固形物が含まれている場合には固形物の電
極表面への物質移動が律速となり能力を十分に発揮することができない。したがって、有
機性固形物が含まれている水媒体の可溶化手段としてダイヤモンド電極を用いることは効
率が悪いという問題がある。
【特許文献１】特開平６－２０６０８８号公報
【特許文献２】特開２００２－２８２７２１号公報
【特許文献３】特開２００４－２９０７７８号公報
【特許文献４】特開平１１－１８８３７９号公報
【特許文献５】特開２００３－５３７７号公報
【特許文献６】特開２００３－１０８９０号公報
【特許文献７】特開平１１－１５６３９９号公報
【特許文献８】特開平２－２２７１９０号公報
【特許文献９】特開２００５－１８６０２２号公報
【特許文献１０】特開２００５－２４６３４７号公報
【特許文献１１】特開２００５－１２５３２０号公報
【特許文献１２】特開平９－１５０１９６号公報
【特許文献１３】特開平１０－７６２９９号公報
【特許文献１４】特開２００５－３０５２５４号公報
【特許文献１５】特開２００２－１２６７８２号公報
【特許文献１６】特開２００２－３６１２８２号公報
【特許文献１７】特開２００５－１４４３１１号公報
【特許文献１８】特開２００１－１４９９９８号公報
【特許文献１９】特開２００５－１１８６９５号公報
【特許文献２０】特願２００５－２５３９４６号明細書
【特許文献２１】特開平１１－１４７１００号公報
【特許文献２２】特開２００５－１０３３５１号公報
【特許文献２３】特開２００３－２３６５５１号公報
【特許文献２４】特開２００５－１１８６９５号公報
【特許文献２５】特開２００６－６８６１７号公報
【非特許文献１】西本、小林、超音波テクノ２００３,７－８,４５－４７
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【非特許文献２】Ｒａｌｐｈ　Ｅ．　Ｗｈｉｔｅ，Ｍｏｄｅｒｎ　Ａｓｐｅｃｔｓ　ｏｆ
　Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｎ．３７，　Ｋｌｕｗｅｒ　Ａｃａｄｅｍｉｃ　
Ｐｕｂｌｉｓｈｅｒ，　２００４，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ, ｐｇ．１１９
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上記したように、多くの有機性固形物を含む水媒体は、生物処理により資源回収型又は
ゼロエミッション的に処理することが望まれるようになってきている。しかし、生物処理
は低コストである一方、大きな処理スペース及び長い処理時間を必要とし、また水媒体に
は生物処理では分解又は処理できない難分解性の物質も多く含まれている。一方、物理化
学的処理は、短時間処理で完結でき、難生物分解性の廃棄物でも処理できるが、生物処理
と比較すると高コストである。さらに、超音波処理は、エネルギー効率が低い。また、ダ
イヤモンド電極電解処理は、電極表面への固形物の物質移動が律速となり、有機性固形物
を含む水媒体を可溶化するためにはエネルギー効率が悪い。そこで、エネルギー効率及び
処理効率を高めた有機性固形物を含む水媒体の処理方法及び装置を提供することが本発明
の課題である。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明者らは、上記課題に対して鋭意検討を行った。汚泥を始めとする有機性固形物を
含む水媒体の各種処理実験を行い、効率よく処理するプロセスを考案して本発明を完成す
るに至った。すなわち、本発明は下記の構成により、その目的を達成するものである。
【００１４】
　本発明によれば、超音波処理及びダイヤモンド電極電解処理で水媒体中の有機性固形物
を可溶化して易生物分解性とした後、生物処理を行うことを特徴とする水媒体の処理方法
が提供される。
【００１５】
　「可溶化」には、固形性の有機廃棄物を粉砕し、微粒子、低分子の状態にする一面と、
元々水に溶けていなかった有機物を親水性、つまり水溶性に変換する面とがある。これら
は、いずれも微生物が処理しやすい状態（易生物分解性）に有機性廃棄物を変換するもの
である。この有機性固形物を含む水媒体の可溶化程度は、ＳＳ（浮遊固形物量）の減少及
びＳ－ＣＯＤ（溶解性化学的酸素要求量）の増加量に基づいて定量化できる。また、可溶
化の質は、ＶＦＡ（揮発性有機酸）の発生または、Ｓ－Ｓｕｇａｒ（溶解性糖）への変換
傾向のいずれが大きいかに基づいて定量化できる。ＶＦＡの発生は、可溶化機構に部分酸
化的作用が含まれていることを示し、Ｓ－Ｓｕｇａｒへの変換（「糖化」とも呼ばれる）
は、可溶化機構に通常は加水分解作用が含まれていることを示す。これらＶＦＡ及びＳ－
Ｓｕｇａｒはいずれも生物処理の理想的な基質である。また、有機性固形物を含む水媒体
が可溶化によって易生物分解性に変化したか否かの定性的評価は、どれだけ腐りやすくな
ったかを観察又は観測することで判断できる。本発明における「可溶化」は、有機性固形
物を含む水媒体のＣＯＤ低減ではなく、あくまでも有機性固形物を生物処理しやすい状態
（易生物分解性）に変換することである。本発明は、水媒体中の有機性固形物を可溶化し
た後に、後続の生物処理によってＣＯＤ減少量を指標とする有機性固形物の分解を行い、
処理プロセス全体のコストを低減させる。
【００１６】
　本発明は、超音波処理及びダイヤモンド電極電解処理を併用して水媒体中の有機性固形
物を可溶化することを特徴とする。本発明において、超音波処理とダイヤモンド電極電解
処理とを同時に行う（以下、「ソニックＢＤＤ」と略することもある）ことが特に好まし
いが、水媒体を超音波処理に供してからダイヤモンド電極電解処理に供する態様、ダイヤ
モンド電極電解処理に供してから超音波処理に供する態様及び超音波処理とダイヤモンド
電極電解処理との間を循環させる態様を含む。
【００１７】
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　有機性固形物を含む水媒体を超音波処理及びダイヤモンド電極電解処理の併用、特にソ
ニックＢＤＤで直接処理すると、超音波の分散・破砕効果とダイヤモンド電極の電解によ
って発生するＯＨラジカルの酸化能力とが、効率よく組み合わせられることに本発明者ら
は着眼した。ダイヤモンド電極又は超音波処理の単独技術の弱点が効果的に補われること
が明らかとなった。すなわち、有機性固形物を含む水媒体の処理に超音波処理とダイヤモ
ンド電極電解処理とを併用すると、可溶化のエネルギー消費の観点からは、相加効果では
なく著しい相乗効果が得られ、コスト的に断然有利になることを見出した。
【００１８】
　なお、本発明における可溶化は、電解で発生させた酸性水及びアルカリ水を超音波処理
場に投入して汚泥を可溶化する従来方法（特開平１１－１４７１００）とは明らかに異な
る。この従来方法は、酸性水に含まれる次亜塩素酸と超音波との組み合わせ効果で可溶化
が進行するため、余剰汚泥の減容化処理初期には効果があるが、可溶化処理後の液を生物
的好気性処理槽に返送させて循環するうちに塩素耐性菌が発生して次亜塩素酸の効果が無
くなり、長期処理では汚泥減容化がうまく機能しなくなる欠点がある。本発明においては
、有機性固形物を含む水媒体を超音波処理とダイヤモンド電極電解処理を併用している反
応場に直接投入するため、次亜塩素酸のみの効果ではなく、ＯＨラジカルの効果があり、
効率が高い。ちなみに、これまでＯＨラジカル耐性菌が発見された報告例はない。よって
、本発明は、有機性固形物を含む水媒体を直接、超音波処理とダイヤモンド電極電解処理
とを併用する反応場に投入して可溶化させることを特徴とする水媒体の処理方法でもある
。
【００１９】
　本発明では、可溶化して易生物分解性となった有機性固形物を生物処理に供することを
特徴とする。超音波処理及びダイヤモンド電極電解処理の併用、特にソニックＢＤＤで可
溶化することにより、元々難分解性であった有機性固形物を含む水媒体が生物処理可能と
なり、効率のよい生物的嫌気性処理または生物的好気性処理が可能となる。ダイヤモンド
電極電解処理と超音波処理を併用した可溶化では、水媒体に含まれる有機性固形物を分散
、さらに固形物の破砕による微粒子化、低分子化の効果が現われる。この低分子化に糖化
反応も含まれ、水溶性の糖の発生が進行する。さらに、ダイヤモンド電極電解処理を併用
しているため、部分酸化により有機酸の発生も起こる。これらの相乗効果により、生物処
理、特に嫌気性処理又は好気性処理が進行しやすくなる。よって、本発明は、超音波処理
及びダイヤモンド電極電解処理で水媒体中の有機性固形物を可溶化して易生物分解性とし
た後、生物的嫌気性処理又は生物的好気性処理を行うことを特徴とする水媒体の処理方法
でもある。
【００２０】
　前記生物的嫌気性処理としては、温度３０℃～７０℃、ｐＨ５～８．５、酸化還元電位
－１００ｍＶ～－６００ｍＶでの嫌気性雰囲気下で有価物である水素及び／又はメタンを
産出する酸発酵法、水素発酵法、可溶化・水素発酵法、メタン発酵法などを用いることが
できるが、酸発酵法であることが特に好ましい。酸発酵法とは、有機性固形物が微生物の
作用により加水分解反応、部分酸化反応、エタノール発酵、乳酸発酵などの嫌気性発酵が
ほぼ同時に進んでいくことにより可溶化される過程で、酢酸、乳酸、酪酸、プロピオン酸
などの有機酸が発生するプロセスである。酸発酵の工程は、反応温度３０～７０℃、ｐＨ
４．５～７、より好ましくはｐＨ５～６、水理学的滞留時間（ＨＲＴ）２～１２時間で行
うことが好ましい。特に、有機性廃棄物の種類によっては可溶化段階が反応律速となりや
すいことから、温度４５℃～７０℃の高温反応でＨＲＴ２～８時間で行うことが好ましい
。
【００２１】
　乳酸発酵、エタノール発酵、水素発酵、可溶化・水素発酵などの工程では、水素、二酸
化炭素、硫化水素の他に、蟻酸、酢酸、プロピオン酸、乳酸、酪酸、吉草酸、カプロン酸
などの有機酸、エタノール、プロパノール、２，３－ブタンジオール、アセトン、ブタノ
ールなどのアルコール類が主に生成される。メタン発酵では、メタン、二酸化炭素、硫化
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水素、アンモニアなどのバイオガスが主に生産される。メタン発酵では、分解された有機
物１ｋｇあたり０．３５ｍ３（標準状態）のメタンが生産される。メタン発酵法は、発酵
温度３０～７０℃、好ましくは３５～４０℃の中温性メタン発酵領域または５０～６５℃
の高温性メタン発酵領域で行う。これは、多くの中温性または高温性メタン生成細菌群や
その他の嫌気性細菌群の生育至適温度がこれらの範囲内にあるためである。メタン発酵の
運転条件としては、ｐＨ６～９、より好ましくはｐＨ７～８、ＨＲＴ５～３０日、より好
ましくはＨＲＴ１０～２５日が好ましい。メタン発酵工程での反応処理形式としては、特
にＳＳ（Ｓｕｓｐｅｎｄｅｄ　Ｓｏｌｉｄｓ）濃度、油脂濃度に応じて、浮遊床型、固定
床型、流動床型、ＵＡＳＢ（上向流式嫌気性スラッジブランケット）型のいずれにおいて
も適用可能である。具体的には、ＳＳ濃度２，０００ｍｇ／Ｌ以上の場合、油脂濃度１，
０００ｍｇ／Ｌ以上の場合には浮遊床型メタン発酵を適用することが好ましい。メタン発
酵槽内においては中性脂肪や高級脂肪酸は温度が高いと分散性が増すため、油脂成分が多
く含まれる廃棄物原料に適用する場合は、５０℃～６５℃の高温メタン発酵方法を選択す
ることが好ましい。また、ＵＡＳＢを用いる場合には、可溶化液に有機酸又は水溶性の糖
類が多く含まれている場合が好ましい。なお、超音波処理及びダイヤモンド電極電解処理
の併用、特にソニックＢＤＤでの可溶化程度によって、ＳＳ濃度は制御できるため、最終
的にどの種類のメタン発酵法を選択するかは、有機性固形物を含む水媒体を超音波処理及
びダイヤモンド電極電解処理の併用、特にソニックＢＤＤで処理した時の結果を見ながら
適宜選択すればよい。固定床型、流動床型といった微生物保持担体を充填したメタン発酵
方法では、微生物を担体に結合する方法として結合法や包括法を適用できるが、本発明で
のメタン発酵工程における微生物反応においては砂、珪砂、活性炭、セラミックス、合成
樹脂、炭素繊維、プラスチックビーズ、ガラスビーズ、ポリエチレングリコール、ポリビ
ニルアルコール、ポリウレタン、ポリプロピレン、汚泥焼却灰、木炭粉末、石炭灰フライ
アッシュのような粒子表面に微生物群を付着させて生物膜を形成させることが有利である
。これらの保持担体の生物的嫌気性処理槽内での存在形態、流動状態によって固定床と流
動床に大別されるが、本発明ではどちらのタイプも適用が可能である。ただし、固定床タ
イプでは油脂分の過剰付着による固定化担体の閉塞や汚泥の浮上が、流動タイプでは担体
同士のぶつかり合いによる汚泥の剥離が問題となりやすいため、発酵原料中の油脂分濃度
や固形物濃度などの性状、発酵槽運転時の原水供給方法や有機物負荷、汚泥濃度や汚泥性
状などに注意が必要である。これらの操作条件を決めるに際しては、原水性状、水量変動
、目標処理水質を加味した上で決定されるものである。
【００２２】
　前記生物的好気性処理は特に限定されるものではなく、例えば、標準的な生物的好気性
処理である浮遊法（曝気槽に汚泥が浮遊する）の活性汚泥処理法であっても良いし、微生
物が膜に固定化された生物膜濾過法であってもよい。更に、活性炭、アンスラサイト（石
炭系炭素）、砂などの担体に好気性微生物を固定した方式の生物的好気性処理であっても
よい。ハニカム担体などに微生物が固定された生物的接触酸化方式の生物的好気性処理で
あってもよい。また、浮遊法のバリエーションとして粒状のＰＥＧ（ポリエチレンングリ
コール）又は活性炭を担体として微生物を固定化した方式であってもよい。更には、ひも
状、網状又はハニカム状の担体に微生物が固定化された接触酸化方式の生物的好気性処理
であってもよい。或いは、空気曝気を行わないで直接空気中から酸素を取り入れる回転円
盤式の生物的好気性処理であってもよい。回転円盤式生物的好気性処理とは、スポンジ等
が取りつけられたディスクが、その上半分が水媒体から空気中に露出した状態で配置され
ており、このディスクが回転することによって空気中から直接水媒体中に酸素を取り込む
ことを特徴とする生物的好気性処理法である。
【００２３】
　また、本発明の生物的処理では嫌気性と好気性とを組み合わせた生物処理を用いること
ができる。この場合には、可溶化液に残留する窒素やリン成分の除去が可能となる。有機
性固形物を含む水媒体の窒素濃度が高い場合には、塩素イオンを添加して、超音波処理及
びダイヤモンド電極電解処理併用の可溶化処理工程で、ある程度窒素除去を行うことが好
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ましい。アンモニア性窒素は、可溶化処理工程で窒素ガスに変換され、一部は硝酸性窒素
に変換される。硝酸性窒素は、生物的嫌気性処理で窒素ガスに変換される。脱窒素菌は、
酸素の代わりに硝酸性窒素を水素受容体として呼吸し、硝酸性窒素又は亜硝酸性窒素を窒
素ガスまで還元する。なお、ここではアンモニア性窒素は分解されない。逆に、可溶化液
にタンパク性窒素などが含まれていると、生物的嫌気性処理では、アンモニアの濃度が高
くなる場合がある。また、脱窒素菌はＢＯＤ成分である有機物を水素供与体とするので、
可溶化処理又は酸発酵処理で発生した有機酸、可溶性糖類などのＢＯＤ成分が硝酸性窒素
、亜硝酸性窒素を窒素ガスに変換するのに利用される。生物的嫌気性処理で分解されない
アンモニア性窒素は生物的好気性処理で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に変換される。この
アンモニア性窒素を硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に変換する工程では、好気性菌である亜
硝酸菌（Nitrosomonas等）がアンモニア性窒素を亜硝酸窒素に変換し、次いで生物的好気
性処理に存在する硝酸菌（Nitrobacter）が亜硝酸性窒素を硝酸性窒素まで酸化する。こ
のように生物的好気性処理と生物的嫌気性処理を組み合わせることによって窒素除去が可
能となる。さらに、生物的嫌気性処理にメタノールを添加して脱窒素速度を高めることも
できる。
【００２４】
　超音波処理及びダイヤモンド電極電解処理併用で可溶化した液を酸発酵処理することに
より、さらなる可溶化の促進と有機酸発生量の増大を図ることができる。有機性固形物を
含む水媒体を超音波処理及びダイヤモンド電極電解処理の併用で可溶化すると、有機性固
形物を含む水媒体に元来含まれていた微生物群（マイクロフローラー）の多くが一旦死滅
し、殺菌された状態となる。この殺菌効果は主にダイヤモンド電極電解のＯＨラジカルに
よるものである。この殺菌された可溶化液に酸発酵の種菌を投入すると、競合又は妨害す
る他の菌がいないため、効率のよい酸発酵反応が進行し、純性培養に近い酸発酵が可能と
なる。また、可溶化の大半を酸発酵の方で補わせることが可能となり、可溶化処理に必要
なエネルギー投入が著しく軽減できるようになる。
【００２５】
　また、酸発酵処理後にメタン発酵処理又は生物的好気性処理を行うことが好ましい。超
音波処理とダイヤモンド電極電解処理を行い、さらに酸発酵した液には、生物分解性の高
い水溶性有機物が多く含まれているため、メタン発酵によりメタン形態でのエネルギー回
収が可能となる。また、生物的好気性処理を行うことにより、廃棄物の最終処分量を低減
させることが可能となる。
【００２６】
　本発明で処理する水媒体は、余剰汚泥、返送汚泥、メタン発酵汚泥の少なくとも一部で
あることが好ましい。余剰汚泥又は返送汚泥を本発明の形態で処理することにより、汚泥
発生のない水処理システムの構築がより簡単に実現できる。超音波照射する汚泥に関して
は、ＳＳ濃度を２，０００ｍｇ／Ｌ～７０，０００ｍｇ／Ｌに設定することが好ましい。
ＳＳ濃度がこの範囲以下となると超音波照射の効率が極めて悪くなる。またこの範囲以上
のＳＳ濃度であると、有機性固形物を含む水媒体の流動性が無くなり、ポンプ輸送などの
ハンドリング上の問題が出てくる。
【００２７】
　また、本発明において、ダイヤモンド電極電解処理後に排出される気体を生物処理に供
しても良い。有機物がダイヤモンド電極電解処理によって低分子化される過程で揮発性の
有機物が発生し、電解槽の温度上昇などにより、これらの低分子有機物成分の一部は気体
成分に同伴される。気体に同伴する低分子有機物は生物分解性が高いため、嫌気性又は好
気性の生物処理の双方で効率よく分解できる。
【００２８】
　本発明によれば、ダイヤモンド電極電解処理で排出される気体を生物処理に投入するこ
とを特徴とする水媒体の処理方法が提供される。ダイヤモンド電極電解処理で排出される
気体を生物処理槽に投入することにより、排ガス処理装置、燃料ガス貯槽、爆発性気体を
希釈するブロワー等を別途設けるコストが省かれ、処理プロセスが安価となる。有機物が
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ダイヤモンド電極電解処理によって低分子化される過程で揮発性の有機物が発生し、電解
槽の温度上昇などにより、これらの低分子有機物成分の一部は気体成分に同伴される。気
体に同伴する低分子有機物は生物分解性が高いため、嫌気性又は好気性の生物処理の双方
で効率よく分解できる。
【００２９】
　ダイヤモンド電極電解処理が電流律速である場合においては、該気体を生物的嫌気性処
理に投入することが好ましい。ダイヤモンド電極電解処理では、電解反応を電流律速の条
件で運転すると水素、炭酸ガス、ＣＯガスの気体成分発生を伴う。電流律速で発生する水
素、ＣＯ、炭酸ガスは生物的嫌気性処理槽に投入することにより、生物処理槽を常に適切
なマイナスの酸化還元電位の還元雰囲気下に維持するために有効利用される。さらに、最
終的にはこれらの水素、炭酸ガス、ＣＯの気体成分は生物的嫌気性処理で発生するメタン
ガスと一緒に回収され得るので、可燃性ガスの貯槽を別途設けることを省くことができる
。回収された可燃性ガスは燃料として直接用いることができ、また改質反応などによって
水素燃料に変換してから燃料電池などに用いることも可能となる。
【００３０】
　ダイヤモンド電極電解処理が物質移動律速である場合は、該気体を生物的好気性処理に
投入することが好ましい。ダイヤモンド電極電解処理の電解反応を物質移動律速の条件で
運転すると、水素、少量の炭酸ガス及び酸素ガスの気体成分発生を伴う。これらのダイヤ
モンド電極から排出される気体成分または排ガスに同伴する揮発性成分は、スクラバー等
の排ガス処理設備を別途設ける必要性無く、生物的好気性処理槽に投入されて効率よく処
理され、周囲への悪臭または爆発性ガスの放出を防ぐことができる。ダイヤモンド電極電
解処理の電解反応を物質移動律速条件で運転する場合に発生する水素、少量の炭酸ガスお
よび酸素は、そのまま電解工程から排出するのは危険であるため、水素濃度を爆発下限値
（４ｖｏｌ％）以下、好ましくは１ｖｏｌ％以下に空気希釈して生物的好気性処理槽に導
入する。排出気体の主成分は空気となるため、生物的好気性処理槽を曝気するために有効
利用ができると同時に排ガスの浄化を行うことができる。また、ダイヤモンド電極電解処
理に希釈用空気を供給するブロワーは、生物的好気性処理を曝気するブロワーと一本化で
きる。
【００３１】
　また、本発明においては、可溶化の後、晶析によるリン除去工程を設けてもよい。晶析
脱リン法は、汚泥を生成せずリン資源としてリン回収ができる。結晶種として、HAP（ヒ
ドロキシアパタイト、Ｃａ5(ＯＨ)(ＰＯ4)3）、ＭＡＰ（リン酸マグネシウムアンモニウ
ム、Ｍｇ(ＮＨ4)ＰＯ4）があり、可溶化液の成分及び含有イオンのバランスによってどち
らかの結晶種を選択する。いずれの結晶種でも、不足イオン種を添加し、ｐＨを調整した
後、晶析部となる脱リン塔でリン除去を行う。この晶析による脱リンを行う場合は、可溶
化液を予め固液分離して、分離液のみの脱リンを行ってもよい。なお、分離液中にリン（
ＰＯ３－Ｐ）が５０ｍｇ／ｌ以上含まれる場合に好ましく適用することができる。
【００３２】
　次に本発明の超音波処理とダイヤモンド電極電解処理とを併用する場合の作用効果につ
いて、ダイヤモンド電極電解処理単独の場合及び超音波処理単独の場合と比較しながら説
明する。
【００３３】
　例えば、被処理水媒体として余剰汚泥をダイヤモンド電極電解処理単独で可溶化する場
合の電解セル内での状態を図１に示す。余剰汚泥の菌体は、図１の丸囲み拡大部分で示す
ように、好気性菌体群が自ら分泌するポリマー様菌体外物質で包囲されており、大きさが
１００～４００μｍのフロックとして存在する。この汚泥を可溶化するには、汚泥をダイ
ヤモンド電極表面で発生する強力なＯＨラジカルと接触させる必要性がある。ダイヤモン
ド電極電解によるＯＨラジカルは、電気化学的に発生しているため、電極に直流電流を供
給している限り、電極表面で常に連続的に発生する。しかし、このダイヤモンド電極電解
で発生するＯＨラジカルの寿命は、１マイクロ秒程度と非常に短いため、電極表面の極近
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傍を離れることはなく、常に電極表面の拡散層内にしか存在しない。従って汚泥フロック
は、ＯＨラジカルと反応するために、電極表面の拡散層を通過する必要がある。拡散層の
膜厚は、撹拌又はポンプ循環によって汚泥に流れをつけるか或いは電極表面に向けて強制
的な流れを形成させるなどによって若干異なるが、通常は３０～１００μｍ程度である。
図１には、電解セルの中を、汚泥が電極表面に対して平行に流れている状態で示す。しか
し、汚泥フロックのような大きな粒子が拡散層を通過するときの物質移動係数（速度）は
１ｍｍ／ｈ以下であり、非常に遅い。そのため、拡散層を通過できる汚泥フロックは極僅
かであり、ＯＨラジカルとの反応がほとんど進行せず、汚泥フロックの電極表面への物資
移動が律速となり、可溶化はほとんど進行しないことになる。なお、塩素イオン、硫酸イ
オンが存在する場合においては、ダイヤモンド電極電解で次亜塩素酸、過硫酸が発生する
ため、ある程度の汚泥殺菌効果は期待できる。
【００３４】
　また、被処理水媒体として余剰汚泥（活性汚泥）を超音波で単独処理する場合の状態を
図２に示す。余剰（活性）汚泥は、好気性菌が分泌するポリマー様菌体外物質で、菌体群
が１００～４００μｍのフロック状に固まっている（１）。この活性汚泥フロックに超音
波を照射すると、キャビテーションバブルの発生が起こり、このキャビテーションバブル
が破壊するときに生じる局所的な衝撃波により汚泥フロックが２０μｍ程度の大きさに分
散し（２）、菌体外物質が１μｍ以下に破壊され（３）、そして最終的には菌体細胞壁が
破壊され（４）、汚泥が可溶化される（非特許文献１からの引用：西本、小林、超音波テ
クノ２００３,７－８,４５－４７）。汚泥への超音波照射により、ポリマー分散（３）ま
での微粒子化は比較的少ないエネルギー投入で進行させることができるが、菌体の硬い細
胞壁の破壊には大きなエネルギーの投入が必要である。また、超音波照射では酸化剤が関
与しないのでＶＦＡはほとんど発生しない。
【００３５】
　さて、被処理水媒体として余剰汚泥（活性汚泥）に本発明の超音波処理とダイヤモンド
電極電解処理を併用した場合の状態を図３に示す。まず、フロック状に固まっている余剰
汚泥に超音波を照射してフロック分散及びポリマー様菌体外物質を１μｍ以下まで破壊さ
せ（１）、その後、ダイヤモンド電極電解処理を行う。超音波照射はエネルギー投入量が
少なくてよい。余剰汚泥は超音波処理によって小さいフロック（２０μm）又は単離菌体
（０．８～３μｍ位）となっているため、電極表面への物質移動係数が高くなり（～５ｃ
ｍ／ｈ）、また微粒子化されたポリマー様菌体外物質の分散体や単離菌体は電極表面から
３０～１００μｍに形成される拡散層に到達しやすくなる（２）。電極表面へ到達した分
散体や単離菌体はＯＨラジカルと反応し（３）、更に微粒子化され、菌体細胞壁が破壊さ
れ、さらに部分酸化される（４）。
【００３６】
　このように本発明の超音波処理とダイヤモンド電極電解処理併用（特にソニックＢＤＤ
）では、ダイヤモンド電極電解で発生する強力なＯＨラジカルの酸化能力及び超音波衝撃
波による汚泥の分散・破砕効果を効率よく利用して可溶化し、有機性固形物を易生物分解
性とするものである。
【００３７】
　これらの方法を実施するための装置も本発明により提供される。すなわち、本発明によ
れば、ダイヤモンド電極電解槽、超音波振動子及び生物処理槽を具備することを特徴とす
る水媒体処理システムが提供される。
【００３８】
　前記超音波振動子が前記ダイヤモンド電極電解槽内に組み込まれて一体化された超音波
－ダイヤモンド電極電解装置を具備することが好ましい。超音波振動子は棒状であること
がより好ましい。
【００３９】
　前記超音波－ダイヤモンド電極電解装置は、互いに対向位置に設けられている被処理水
媒体供給口及び処理済水媒体排出口と、被処理水媒体供給口側に形成されている超音波照
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射ゾーンと、超音波照射ゾーンの下流側に形成されているダイヤモンド電極電解処理ゾー
ンと、を具備し、該ダイヤモンド電極電解処理ゾーンは、対面配置されている1対のダイ
ヤモンド電極及び対極と、両者の間に形成されている水媒体流路とを具備し、該超音波照
射ゾーンは、ダイヤモンド電極に超音波を作用させる超音波振動子を具備することが好ま
しい。
【００４０】
　あるいは、前記超音波－ダイヤモンド電極電解装置は、互いに対向位置に設けられてい
る被処理水媒体供給口及び処理済水媒体排出口と、被処理水媒体供給口側に形成されてい
る超音波照射ゾーンと、処理済水媒体排出口側に形成されているダイヤモンド電極電解処
理ゾーンと、を具備し、該ダイヤモンド電極電解処理ゾーンは、対向位置に配置されてい
る1対のダイヤモンド電極及び対極と、該1対のダイヤモンド電極及び対極の間に配置され
ている複数の複極と、該複極の間に形成されている水媒体流路とを具備し、該超音波照射
ゾーンは、該複極に超音波を作用させる超音波振動子を具備することが好ましい。超音波
振動子は、超音波作用方向がダイヤモンド電極表面と直交する方向となるように配置され
ていることがより好ましい。超音波作用方向がダイヤモンド電極表面に向いていると、ダ
イヤモンド電極表面にドープされているホウ素などが剥離除去されてしまうことがあるの
で好ましくない。
【００４１】
　さらに、前記超音波－ダイヤモンド電極電解装置は、互いに対向位置に設けられている
被処理水媒体供給口及び処理済水媒体排出口と、被処理水媒体供給口側に形成されている
超音波照射ゾーンと、処理済水媒体排出口側に形成されているダイヤモンド電極電解処理
ゾーンと、を具備し、該ダイヤモンド電極電解処理ゾーンは、交互に配置されている複数
対の多孔性ダイヤモンド電極及び多孔性対極と、該多孔性ダイヤモンド電極及び多孔性対
極の複数の孔を通して水媒体が流れるように形成されている水媒体流路とを具備し、該超
音波照射ゾーンは、該ダイヤモンド電極に超音波を作用させる超音波振動子を具備するこ
とが好ましい。
【００４２】
　またさらに本発明によれば、ダイヤモンド電極電解槽と、生物処理槽と、ダイヤモンド
電極電解槽から排出される気体を生物処理槽に供給する電解ガス供給ラインと、を具備す
ることを特徴とする水媒体処理システムが提供される。
【００４３】
　生物処理槽は、生物的嫌気性処理槽または生物的好気性処理槽であることが好ましい。
【００４４】
　生物的嫌気性処理槽は、酸発酵槽であることが好ましい。
【００４５】
　本発明の方法及び装置において用いることができるダイヤモンド電極としては、当該技
術分野において公知の任意の構成の導電性ダイヤモンド電極を挙げることができる。本発
明において用いることができる導電性ダイヤモンド電極の例としては、Ｎｉ，Ｔａ，Ｔｉ
，Ｍｏ，Ｗ，Ｚｒ等の導電性金属材料を基板として用い、これらの基板の表面に導電性ダ
イヤモンドの薄膜を析出させたものや、或いはシリコンウエハ等の半導体材料を基板とし
て用い、これらの基板の表面に導電性ダイヤモンドの薄膜を成膜したもの、更には析出さ
せた導電性多結晶ダイヤモンドを板状に形成した材料などを好ましく挙げることができる
。なお、導電性ダイヤモンド薄膜は、基板上へダイヤモンド薄膜を成膜する際にホウ素や
窒素などのドーパントを所定量ドープして導電性を付与したものであり、ドーパントとし
てはホウ素を使用するのが一般的である。ホウ素をドーパントとして用いる場合は、その
量はダイヤモンドの炭素量に対して（Ｂ／Ｃ比）、１００～３、０００ｐｐｍの範囲にな
るようにすることが好ましい。ドーパントが多いと導電性が高くなるメリットがあるが、
この範囲以上に高いとダイヤモンド電極の耐久性が悪くなる。また、ダイヤモンド電極の
製造法としては、マイクロ波プラズマＣＶＤ法、ホットフィラメントＣＶＤ法、高温高圧
法、アセチレンバーナーなどの各種方法がありいずれで製造したダイヤモンド電極も用い
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ることができるが、ホットフィラメントＣＶＤ法で成膜されたダイヤモンド電極が好まし
い。ダイヤモンド電極の形状としては、板状、メッシュ状、パンチングプレート状、円筒
形など各種形状を用いることができるが、好ましくは板状である。また、導電性ダイヤモ
ンドの膜はナノメーターオーダーからミリメーターオーダーの粒子で構成された多結晶膜
であっても良く、単結晶膜でもよい。
【００４６】
　本発明において、陽極及び陰極の両方に導電性ダイヤモンド電極を用いてもよく、或い
は陽極又は陰極のいずれか一方に導電性ダイヤモンド電極を用いてもよい。導電性ダイヤ
モンド電極でない電極材料としては、白金、チタンなどの通常の電極材料を用いることが
できる。陽極及び陰極の両方を導電性ダイヤモンド電極で構成することがより好ましい。
ダイヤモンド電極の運転条件としては、電極間距離は０．１～１００ｍｍ、好ましくは１
～５０ｍｍ、さらに好ましくは２～１０ｍｍである。電極間距離を、この範囲以下にする
と固形物が電極に付着しやすくなり、流路の閉塞が起こりやすくなる。また、この範囲以
上に電極間距離を大きくすると電極間電圧が上昇し、電解コストが高くなるので好ましく
ない。運転電流密度は０．１～５００ｍＡ／ｃｍ２、好ましくは１～１００ｍＡ／ｃｍ２

、さらに好ましくは１０～５０ｍＡ／ｃｍ２である。電流密度をこの範囲以下にすると、
必要な電極面積が大きくなりすぎて、電極費用が高くなる。また、この範囲以上の電流密
度を用いると、電極間電圧が高くなりすぎ、電解のコストが高くなる。また、ダイヤモン
ド電極電解処理される汚泥の電気伝導度は０．１～３００ｍＳ／ｃｍとなっていることが
好ましい。電気伝導度がこの範囲より低いと、電極間電圧が高くなりすぎ、電解コストが
高くなる。また電気伝導度がこの範囲以上に高くなると、ダイヤモンド電極電解処理には
マイナスな効果はないが、可溶化を行った後の生物処理に塩類阻害などの悪影響を及ぼす
可能性がある。電気伝導度の調整には汚泥に塩類を添加して、所定電気伝導度に調整する
こともできる。調整用の塩類としては、限定されるものではないが、陰イオンとしては塩
素イオン、硫酸イオン等、陽イオンとしてはカリウムイオン等が好ましい。ただし、生物
処理、特に生物的嫌気性処理の阻害となることが知られているナトリウムイオン、アンモ
ニウムイオンなどは避けることが好ましい。
【００４７】
　本発明の方法及び装置において、超音波処理に用いる超音波照射装置の主な構成要素は
超音波信号発信機、信号増幅器及び超音波振動子である。超音波振動子は丸棒であっても
よく、平板状であってもよいが、好ましくは丸棒である。また、丸棒の先端に超音波強度
を集中できるタイプの振動子が好ましい。周波数は特に限定されず、一般的な２０ｋＨｚ
でもよい。市販されている洗浄用の超音波照射装置であってもよいが、汚泥の可溶化専用
に製作されている超音波照射装置が特に好ましい。超音波を照射する場所は配管の一部で
あってもよく、また容器内、ダイヤモンド電極電解槽内であってもよく、超音波振動子を
配管、容器又はダイヤモンド電極電解槽に挿入することによって実現できる。超音波振動
子の接液部分の材料は耐食性に優れているものを使用することが好ましい。ステンレス系
、特にＳＵＳ３１６以上の耐久性を有する材料を用いることが好ましい。
【発明の効果】
【００４８】
　本発明の超音波及びダイヤモンド電極を用いた水媒体の処理方法及び装置によれば、有
機性固形物を含む水媒体を超音波処理及びダイヤモンド電極電解処理で可溶化することが
でき、さらに各種嫌気性又は生物的好気性処理がしやすくなる。そのため、低コストの資
源回収型又はゼロエミッション型の有機性固形物を含む水媒体の処理システム構築が可能
となる。
【発明を実施するための形態】
【００４９】
　以下に、本発明の実施の形態を更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施の形態に
限定されるものではない。
【００５０】
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　図４は、可溶化処理をワンパスフロー（一方向処理）で行う態様の概念図である。図４
には、まず水媒体を超音波処理工程３に供して、次いでダイヤモンド電極電解処理工程５
に供するフローが記載されている。超音波処理工程３及びダイヤモンド電極電解処理工程
５には、それぞれ、貯槽を具備する循環ラインを設けてもよい。図４に示すワンパスフロ
ー態様では、有機性固形物を含む水媒体はライン２から超音波照射装置が具備されている
超音波処理工程３に供給され、ついでダイヤモンド電極電解処理工程５へライン４を介し
て送られる。超音波処理工程３では有機性固形物を含む水媒体に超音波振動子から超音波
が照射され、水媒体が処理される。ダイヤモンド電極電解処理工程では、ダイヤモンド電
極電解槽内で有機性固形物を含む水媒体が処理される。可溶化された液はライン６を介し
てダイヤモンド電極電解処理工程５から排出される。
【００５１】
　図５は、可溶化処理を循環式で行う態様の概念図である。図５には、未処理の水媒体と
可溶化処理された水媒体とを混合して、再び可溶化処理に供する循環式フローが記載され
ている。図５に示す態様では、未処理の有機性固形物を含む水媒体をライン２を介して撹
拌装置（図示せず）などを具備する混合槽８に供給する。混合槽８には、可溶化処理され
た水媒体がライン４を介して返送され、未処理の水媒体と可溶化処理された水媒体とが混
合される。混合液はライン９を介してダイヤモンド電極電解処理工程５に送られ、ダイヤ
モンド電極電解槽内でダイヤモンド電極電解処理され、ついでライン７を介して超音波処
理工程３に送られる。超音波処理工程３には超音波照射装置が具備されており、混合液は
超音波振動子が発信する超音波に暴露される。超音波処理液の一部はライン６を介して可
溶化工程１から排出され、また残りはライン４を介して混合槽８へ循環される。循環方式
の場合は、循環流量の調整によって、ダイヤモンド電極電解処理工程５及び超音波処理工
程３の反応場での液体の流量の任意調整が可能となる。循環流量の調整は、固形物が各工
程、配管等で沈殿しないように、或いはダイヤモンド電極表面での反応効率を向上させる
ために、適切に設定することができる。
【００５２】
　図６及び図７は、可溶化工程１で発生する気体を生物処理工程１０で利用する態様の概
念図である。図４及び図５に示したワンパスフロー態様及び循環式態様のいずれの態様に
ついても、ダイヤモンド電極電解処理工程５における陰極反応で気体状水素が発生する。
水素は、通常、ダイヤモンド電極電解処理で理論効率（ファラデー効率）どおりに０．４
１Ｌ－Ｈ２／Ａｈ発生する。有機性固形物を含む水媒体を可溶化する大型のプロセスでは
大量の水素が発生するため、水素を再利用することが望ましい。ダイヤモンド電極電解処
理工程５では、ダイヤモンド電極での電解反応を物質移動律速状態で運転すると水素、酸
素と少量の炭酸ガスが発生し、電流律速状態で運転すると水素、炭酸ガスと少量の一酸化
炭素（ＣＯ）が発生する。したがって、物質移動律速運転の場合には酸素を含む気体を好
気性生物処理に利用することができ、電流律速運転の場合には酸素を含まない気体を嫌気
性生物処理に利用することができる。
【００５３】
　図６には、電流律速運転の場合に、ダイヤモンド電極電解処理工程で発生する気体を生
物的嫌気性処理のメタンガスと混合して回収する態様を示す。図６に示すシステムは、生
物的嫌気性処理槽１２と、生物的好気性処理槽１４と、沈殿槽１６とがこの順番に配置さ
れており、生物的嫌気性処理槽１２には有機性廃棄物を含む水媒体が有機性廃棄物供給ラ
イン２１を介して供給され、生物的好気性処理槽１４には生物的嫌気性処理槽１２で処理
された水媒体が嫌気性処理済液供給ライン１３を介して供給され、沈殿槽１６には生物的
好気性処理槽１４で処理された水媒体が好気性処理済液供給ライン１５を介して供給され
る構成となっている。沈殿槽１６からは沈殿汚泥を汚泥返送ライン１８を介して生物的好
気性処理槽１４に返送し、活性汚泥の循環処理ができるように構成されている。一方、沈
殿槽１６において沈殿により濃縮された有機性固形物を含む水媒体は、有機性固形物含有
水媒体供給ライン２を介して可溶化工程１に供給されるように構成されている。可溶化工
程１で可溶化処理された水媒体は、酸発酵槽１０に送られ、次いで生物的嫌気性処理槽１
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２、生物的好気性処理槽１４へと順次送られるように構成されている。さらに、可溶化工
程１で発生した気体を電解ガス供給ライン１９を介して生物的嫌気性処理槽１２に供給し
、さらに生物的嫌気性処理槽１２から気体燃料貯槽２０に気体を供給するように構成され
ている。
【００５４】
　生物的嫌気性処理槽１２に供給される有機性廃棄物としては、飲食業残飯、生ごみ、食
品加工廃棄物、畜肉廃棄物、アルコール蒸留廃棄物、各種アミノ酸発酵廃液、乳酸発酵廃
液、焼酎発酵粕及び発酵酒製造廃液、澱粉製造廃液、ビート工場廃液などＣＯＤ濃度が２
，０００ｍｇ／Ｌ以上で且つ生分解性の高い有機性廃棄物が好ましい。またこの生物的嫌
気性処理槽１２には、酸発酵槽１０から酸発酵処理液が供給され、さらに超音波処理及び
ダイヤモンド電極電解処理併用の可溶化工程１で発生する気体が供給される。生物的嫌気
性処理槽１２からは、燃料ガスとして用いられるメタン、水素、炭酸ガスが含まれた気体
が排出され、気体燃料貯槽２０に送られる。
【００５５】
　生物的嫌気性処理槽１２からは生物的嫌気性処理済液がライン１３を介して排出される
が、この処理液から固形物を除きたい場合には、凝集沈殿、スクリュープレス等をさらに
設けて、固液分離を行い、濾液又は上澄のみを生物的好気性処理槽１４に投入してもよい
。生物的嫌気性処理槽１２で分解できなかった未分解有機物、菌体残渣などがこの生物的
好気性処理槽１４で処理される。図には示していないがこの生物的好気性処理槽１４は、
ライン１３から供給されるもの以外に他の排水を受け入れてもよい。生物的好気性処理済
液はライン１５を介して沈殿槽１６に供給され、ここで余剰汚泥と処理水に分別される。
なお、図に示していないが、脱窒素を行うためにライン１５を分岐させて、生物的好気性
処理済液の一部を生物的嫌気性処理槽１２に返送することもできる。
【００５６】
　図７には、物質移動律速運転の場合に、ダイヤモンド電極電解処理工程で発生する気体
を生物的好気性処理槽１４に供給して、好気性処理の曝気用空気源として利用する態様を
示す。図７に示すシステムは、電解ガス供給ライン１９が生物的好気性処理槽１４に接続
されている点を除いて図６に示すシステムと同様の構成である。
【００５７】
　可溶化工程１ではダイヤモンド電極電解処理を物質移動律速の状態で運転すると水素と
酸素を含む爆発性の気体が発生するため、空気ブロワー（Ｂ）でこの爆発性気体を爆発下
限値以下までに希釈する。従って、水素濃度は４ｖｏｌ％以下、好ましくは１ｖｏｌ%以
下までに希釈される。この空気希釈された気体はライン１９を介して、生物的好気性処理
槽１４に投入され、曝気用空気として利用される。
【００５８】
　前記した図６及び図７の実施形態説明では、超音波処理及びダイヤモンド電極電解処理
を併用して有機性固形物を含む水媒体の可溶化を前提にして説明した。本発明によると、
ダイヤモンド電極電解処理工程では、ダイヤモンド電極の電解反応を物質移動律速の状態
で運転すると水素、酸素と少量の炭酸ガスが発生するため、排出される気体は生物的好気
性処理槽に投入し、電流律速の場合は水素、炭酸ガスと少量のＣＯが発生するため、生物
的嫌気性処理に排出気体を投入する。なお、これは可溶化のみではなく、ダイヤモンド電
極を用いて水媒体からＣＯＤを除去するプロセス一般に適用することができる。ダイヤモ
ンド電極の電解反応が物質移動律速又は電流律速になるのは、超音波処理と併用して有機
性固形物の可溶化を行っている場合のみにおこるのではなく、水媒体に溶存ＣＯＤ（化学
的酸素要求量）成分が含まれているすべての場合に適用される。電流律速又は物質移動律
速のどちらの状態になるかは下記の制限電流密度の式から判断できる（非特許文献２から
引用：Ｒａｌｐｈ　Ｅ．　Ｗｈｉｔｅ，Ｍｏｄｅｒｎ　Ａｓｐｅｃｔｓ　ｏｆ　Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｎ．３７，　Ｋｌｕｗｅｒ　Ａｃａｄｅｍｉｃ　Ｐｕｂｌｉ
ｓｈｅｒ，　２００４，　Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ, ｐｇ．１１９）。
〔数１〕
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ｊｌｉｍ　＝　４ Ｆ ｋｍＣＯＤ　　　　（１）
　式（１）のｊｌｉｍは制限電流密度、Ｆはファラデー定数、ｋｍは物質移動係数、ＣＯ
Ｄは水媒体の溶存ＣＯＤ濃度、すなわち溶解性ＣＯＤ濃度である。運転中のダイヤモンド
電極電解槽の電流密度が上記制限電流密度より高いと物質移動律速になり、電流密度が制
限電流密度より低いと電流律速になる。高濃度の水溶性ＣＯＤが含まれている水媒体をダ
イヤモンド電極電解で処理すると、初期には制限電流密度が高いため、電流律速となる。
すなわち、溶解性ＣＯＤはダイヤモンド電極に与えた理論電気量に対応して減る。１ｇの
ＣＯＤを除去する理論電気量は３．３５Ａｈ／ｇ－ＣＯＤである。ダイヤモンド電極電解
処理を継続すると、ＣＯＤが下がっていくため、ある時点で運転電流密度の方が制限電流
密度より高くなり、物質移動律速となる。本発明に従って有機性固形分を含む水媒体を処
理するプロセスでは、ダイヤモンド電極電解処理を高濃度ＣＯＤ（電流律速）処理工程及
び低濃度ＣＯＤ処理工程（物質移動律速）の二段にわけてもよい。この場合には、図６及
び図７に示したシステムの電解ガス供給ライン１９にバルブなどを設けて、生物的嫌気性
処理槽１２と生物的好気性処理槽１４との両者に接続し、バルブ操作によって、高濃度Ｃ
ＯＤ処理工程から排出される気体は生物的嫌気性処理槽に投入して、低濃度ＣＯＤ処理工
程から排出される気体は生物的好気性処理槽に投入することができる。なお、言うまでも
なく、ダイヤモンド電極電解処理工程を常に電流律速で運転、すなわち運転中の電流密度
を常に制限電流密度以下に維持して、排出される気体を生物的嫌気性処理槽のみに投入す
ることもできるし、逆に、たとえば水媒体に含まれるＣＯＤ濃度があまり高くない場合な
ど、常に制限電流密度以上にダイヤモンド電極電解槽の電流密度を維持して発生する気体
を生物的好気性処理槽のみに投入することもできる。この態様は、ダイヤモンド電極電解
処理と超音波処理を併用して有機性固形物を可溶化する水媒体の処理方法に限定されず、
ダイヤモンド電極電解処理を用いた水媒体の処理方法全般に適用できる。
【００５９】
　続いて、本発明において提供されるダイヤモンド電極電解槽と超音波振動子とが一体の
構造体（以下、「ソニックＢＤＤ装置」という）として構成されている水媒体の処理装置
の実施形態について説明する。ソニックＢＤＤ装置は、生物処理槽とともに本発明の水処
理装置システムを構成する。本発明で提供されるこの水媒体の処理装置システムは、前記
した有機性固形物を含む水媒体を可溶化し、生物処理するのに適しているが、その他のソ
ノケミストリ（超音波化学）又はダイヤモンド電気化学で行える無機合成、有機合成、分
解反応、特に酸化反応又は部分酸化反応が関与した反応と微生物反応とを組み合わせたプ
ロセスにも用いることができる。
【００６０】
　図８にソニックＢＤＤ装置の一実施形態を示す。図８に示すソニックＢＤＤ装置は、互
いに対向位置に設けられている被処理水媒体供給口３６及び処理済水媒体排出口３７と、
被処理水媒体供給口側に形成されている超音波照射ゾーンＳと、超音波照射ゾーンＳの下
流側に形成されているダイヤモンド電極電解処理ゾーンＤと、を具備する。ダイヤモンド
電極電解処理ゾーンＤは、対面配置されている1対のダイヤモンド電極３１及び対極３２
と、両者の間に形成されている水媒体流路３３とを具備する。超音波照射ゾーンＳは、ダ
イヤモンド電極３１に超音波を作用させる超音波振動子３５を具備する。
【００６１】
　図８に示す実施形態では、密閉構造のダイヤモンド電極電解槽３４の中に、ダイヤモン
ド電極電解処理ゾーンＤと超音波照射ゾーンＳとが形成されている。ダイヤモンド電極電
解処理ゾーンＤには、縦置き配置のダイヤモンド電極３１と、ダイヤモンド電極３１に対
面配置されている対極３２とが設けられ、ダイヤモンド電極３１及び対極３２の間に被処
理水媒体通過流路３３が形成されている。ダイヤモンド電極３１への通電は給電体３８に
よって、対極３２への給電は給電体３９によって施される。超音波照射ゾーンＳには、超
音波振動子３５がダイヤモンド電極電解槽３４の内部にダイヤモンド電極電解処理ゾーン
Ｄに向けて超音波を照射するように配置されている。超音波振動子３５は、超音波照射部
がダイヤモンド電極電解槽３４の壁を貫通して挿入されることが好ましく、好適には棒状
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である。棒状にすることにより、ダイヤモンド電極電解槽３４の壁を貫通する面積が少な
く、さらに超音波振動を妨害することなく、貫通部分のシール性、気密性が確保できる。
ダイヤモンド電極電解槽３４は、一体構造物でもよく、あるいは押え板、ガスケット等を
組み合わせて、ボルト締め等で密閉構造を形成するものでもよい。ダイヤモンド電極電解
槽３４の下部に水媒体を供給するライン３６及び超音波照射ゾーンＳが配置されており、
上部にダイヤモンド電極電解処理ゾーンＤ及び超音波処理された水媒体を排出するライン
３７が設けられている。
【００６２】
　超音波振動子３５は、ダイヤモンド電極３１に超音波が作用するように隣接しているこ
とが好ましい。ダイヤモンド電極３１と超音波振動子３５の距離は好ましくは３００ｍｍ
以下である。３００ｍｍ以上になると超音波がダイヤモンド電極まで波及しなくなるか、
またはその強度が弱くなるので好ましくない。なお、ダイヤモンド電極３１を構成する導
電性ダイヤモンド膜が電極基材上に十分強固に蒸着されている場合には、超音波振動子３
５をダイヤモンド電極３１に当接させることもできる。超音波がダイヤモンド電極まで波
及するとダイヤモンド電極表面で発生し、該表面に付着していたＯＨラジカルが超音波の
振動によって、ダイヤモンド電極表面からはがされ、ＯＨラジカルが電極表面の拡散層外
へ排出されようになる。ダイヤモンド電極上で発生するＯＨラジカルとダイヤモンド電極
表面とは化学的に強固に結合されているのではなく、ファンデル・ワールス力程度の弱い
結合で付着している。従って、超音波がダイヤモンド電極までに波及すると、ＯＨラジカ
ルはダイヤモンド電極表面からはがされ、拡散層外へ飛びやすくなる。超音波照射ゾーン
Ｓでは水媒体の撹拌混合、又は有機性固形物が存在する場合は微粒子化、破砕が施され、
この分散体又は水媒体のダイヤモンド電極表面への物質移動係数はすでに高い状態になっ
ている。超音波の波及によりＯＨラジカルが拡散層外へ向けて遊動するため、分散体又は
水媒体とＯＨラジカルとの反応が著しく改善される。また、前記したようにこの拡散層の
厚みは通常３０～１００μｍである。この拡散層の厚みは水媒体の物性、すなわち粘度、
温度、溶解物質、溶存物質等と水媒体の流動状態、すなわち水媒体の線速度、乱流状態な
どから決まるものである。ところが超音波がダイヤモンド電極までに波及するとダイヤモ
ンド電極自体も共鳴して振幅をもつようになる。ダイヤモンド電極表面と拡散層境界との
距離が一定ではなくなり、拡散層の厚みが薄くなったのと同じ効果が現われる。一般的な
超音波振動子の振幅は１～５０μｍ程度であるため、この振幅分に対応して拡散層が薄く
なる。この効果により、ＯＨラジカルは拡散層外に排出されやすくなり、水媒体又は分散
体はＯＨラジカルと反応しやすくなる。なお、ダイヤモンド電極で発生するＯＨラジカル
の寿命は１マイクロ秒程度で非常に短いが、超音波振動子が一回振幅するのに必要な時間
もこれに近い。２０ｋＨｚの超音波が一回振動するのに必要な時間は１秒／２０，０００
＝０．００００５秒、すなわち５０マイクロ秒である。１ＭＨｚの超音波が１回振動する
のに必要な時間はちょうど１マイクロ秒となり、ＯＨラジカルの寿命と同じになる。
【００６３】
　図９には、水媒体の大量処理に好ましい本発明のソニックＢＤＤ装置の別の実施形態を
示す。図９に示すソニックＢＤＤ装置は、互いに対向位置に設けられている被処理水媒体
供給口３６及び処理済水媒体排出口３７と、被処理水媒体供給口側に形成されている超音
波照射ゾーンＳと、処理済水媒体排出口側に形成されているダイヤモンド電極電解処理ゾ
ーンＤと、を具備する。ダイヤモンド電極電解処理ゾーンＤは、対向位置に配置されてい
る1対のダイヤモンド電極３１及び対極３２と、1対のダイヤモンド電極３１及び対極３２
の間に配置されている複数の複極電極４２と、複極電極４２の間に形成されている水媒体
流路３３とを具備する。超音波照射ゾーンＳは、複極電極４２に超音波を作用させる超音
波振動子３５を具備する。
【００６４】
　図９に示す実施形態では、ダイヤモンド電極電解槽４３内に、主としてダイヤモンド電
極電解処理を行うダイヤモンド電極電解処理ゾーンＤと、主として超音波処理を行う超音
波照射ゾーンＳとが設けられている。ダイヤモンド電極電解処理ゾーンＤには、ダイヤモ
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ンド電極３１と対極３２の間に、フィルタープレス形式の基板上に導電性ダイヤモンドが
成膜された複極電極４２を複数配置し、複極電極４２の間に絶縁性のガスケット４１を配
置し、複数の複極電極４２の間に被処理水媒体通過流路３３が形成されている。複極電極
４２は、対極３１に面する表面上に導電性ダイヤモンドが成膜されている。ダイヤモンド
電極３１への通電は給電体３８によって、対極３２への給電は給電体３９によって施され
る。ダイヤモンド電極電解槽は、２枚の側板４３の間に、ダイヤモンド電極３１、対極３
２、複極電極４２及びガスケット４１とボルト４５で固定して形成されている。超音波照
射ゾーンＳは、ダイヤモンド電極電解処理ゾーンＤの下方部分に形成されており、被処理
水媒体の供給口３６が設けられている。超音波照射ゾーンＳには、超音波振動子３５が一
方の側板４３を貫通して、被処理水媒体の流入方向と対向する方向に挿入されている。超
音波振動子３５とダイヤモンド電極３１との距離は、超音波がダイヤモンド電極３１に波
及する距離であり、好ましい距離は３００ｍｍ以下である。超音波振動子３５は丸棒状で
あり、先端のみではなく、側面からも超音波を発生するタイプのものであることが水媒体
の均一な処理を行うために好ましい。被処理水媒体は、被処理水媒体供給口３６から超音
波照射ゾーンＳに供給されて超音波処理され、ダイヤモンド電極電解処理ゾーンＤを上昇
する間にダイヤモンド電極電解処理された後、処理済液として処理済水媒体排出口３７か
ら排出される。なお、超音波振動子３５を挿入する部分と排出ライン３７につながる部分
は共に吹き抜け部分として構成されており、超音波振動子３５の挿入が容易となり装置が
小型化されている。
【００６５】
　図１０には、プラントの配管に接続して使用することができる本発明のソニックＢＤＤ
装置の実施形態を示す。図１０に示すソニックＢＤＤ装置は、互いに対向位置に設けられ
ている被処理水媒体供給口３６及び処理済水媒体排出口３７と、被処理水媒体供給口側に
形成されている超音波照射ゾーンＳと、処理済水媒体排出口側に形成されているダイヤモ
ンド電極電解処理ゾーンＤと、を具備する。ダイヤモンド電極電解処理ゾーンＤは、交互
に配置されている複数対の多孔性ダイヤモンド電極３１及び多孔性対極３２と、多孔性ダ
イヤモンド電極３１及び多孔性対極３２の複数の孔を通して水媒体が流れるように形成さ
れている水媒体流路３３とを具備する。超音波照射ゾーンＳは、ダイヤモンド電極３１に
超音波を作用させる超音波振動子３５を具備する。
【００６６】
　多孔性ダイヤモンド電極３１及び多孔性対極３２は、水媒体を貫通させる複数の孔を有
しており、メッシュ状、パンチングプレート状又はハニカム状などの形態でもよい。ダイ
ヤモンド電極３１と対極３２との間には絶縁体であるガスケット４１が挟まれており、両
者を相互に接触させないようにする。
【００６７】
　図１０に示す実施形態のソニックＢＤＤ装置は、配管への接続を容易にするため、両端
部にフランジ４７及び４８を有する一対の継ぎ手４６を被処理水媒体供給口３６及び処理
済水媒体排出口３７にそれぞれ設ける。フランジ４７は継ぎ手４６と配管（図示せず）と
の接続用であり、フランジ４８は継ぎ手４６とダイヤモンド電極電解槽４３との接続用で
ある。ダイヤモンド電極電解槽４３は、一対の継ぎ手４６のフランジ４８の間に、複数の
ダイヤモンド電極３１と対極３２とガスケット４１とを挟持した状態で、フランジ４８を
ボルトで固定することによって形成される。
【００６８】
　超音波振動子３５は、継ぎ手４６を貫通して挿入され、ダイヤモンド電極３１に超音波
を作用させることができる距離に配置されている。好ましい距離は３００ｍｍ以下である
。超音波の作用方向は、図示した実施形態ではダイヤモンド電極３１の導電性ダイヤモン
ド成膜面に直交方向であるが、平行方向であってもよい。
【００６９】
　配管（図示せず）から継ぎ手４６の被処理水媒体供給口３６を介して供給された水媒体
は、超音波照射ゾーンＳで超音波処理され、続いて、ダイヤモンド電極電解処理ゾーンＤ
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でタイヤモンド電解処理され、処理済水媒体排出口３７を介して継ぎ手４６から配管（図
示せず）に排出される。
【実施例】
【００７０】
　以下、実施例及び比較例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらに限定
されるものではない。
【００７１】
　［実施例１、比較例１及び２］
　本発明による超音波処理とダイヤモンド電極電解処理を併用したソニックＢＤＤ処理（
実施例１）と、ダイヤモンド電極電解処理単独（比較例１）及び超音波処理単独（比較例
２）の場合について、汚泥の可溶化実験を行った。
【００７２】
　実験は、図１１に示す循環式バッチ処理装置を用いて行った。ダイヤモンド電極電解槽
５３及び超音波照射装置５５を直列につなぎ、汚泥２Ｌ（５０）をガラスビーカー５１か
らポンプ５２によってダイヤモンド電極電解槽５３及び超音波照射セル５７に送液し、再
びガラスビーカー５１へと流速０．５Ｌ／分で返送させた。超音波照射装置５５は、超音
波振動子５６が具備されているＤｒ．Ｈｉｅｌｓｃｈｅｒ社製の小型超音波装置を用いた
。ダイヤモンド電極電解槽５３には、６インチシリコン・ウエハに導電性ダイヤモンドを
成膜したダイヤモンド電極（陽極）と、チタン対極（陰極）と、を電極間距離が２ｍｍと
なるように配置した。各電極には、電源５４を接続させた。
【００７３】
　実施例１、比較例１及び２について、装置全体の出力を３０Ｗに統一し、同じエネルギ
ー投入量で各種評価を行った。ダイヤモンド電極５３の出力調整は直流電源５４の電流を
調整して電流と電圧の積が３０Ｗ又は１５Ｗになるように設定し、超音波照射装置５５の
出力調整は照射時間のデューティ比（サイクル比）を調整して超音波照射装置５５の給電
側に設けた積算／瞬間電力計（ワットチェッカー）でモニターして３０Ｗないしは１５Ｗ
になるように設定した。ダイヤモンド電極電解処理単独（比較例１）の実験は、ダイヤモ
ンド電極の電源５４のみを稼働させ、出力が３０Ｗになるように設定した。超音波処理単
独（比較例２）の実験では超音波照射装置５７のみを稼働させ、超音波出力を３０Ｗに設
定した。ソニックＢＤＤ（実施例１）の実験では、超音波装置５５の出力を１５Ｗ及びダ
イヤモンド電極に直流を供給する電源５４の出力を１５Ｗに設定し、合計の電力が３０Ｗ
になるように設定した。
【００７４】
　試料汚泥としては活性汚泥処理場の余剰汚泥（ＭＬＳＳ濃度：約１万mg／Ｌ）を用いた
。またソニックＢＤＤ（実施例１）及びダイヤモンド電極電解処理単独（比較例１）の実
験では支持電解質としてＫＣｌを添加した。詳細な実験条件及び試料として用いた汚泥の
水質を表１に示す。
【００７５】
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【表１】

【００７６】
　［粒子径分布］
　実施例１、比較例１及び２について、処理済液の粒子径分布をレーザ散乱装置で分析し
た。結果を図１２に示す。なお、原汚泥の粒子径は約２００μｍ近傍に集中していた。
【００７７】
　比較例１では、原汚泥を１６Ｗｈ／Ｌの電力投入で処理しても汚泥フロックの粒径分布
がほとんど変化していない。図１に示したように、大きなフロックはダイヤモンド電極表
面との接触効率が悪いため、ダイヤモンド電極表面付近でのＯＨラジカルとの反応がほと
んど進行せず、ダイヤモンド電極電解処理そのものには汚泥フロックの分散能力がないの
で、汚泥の可溶化がほとんど進行しないと考えられる。
【００７８】
　比較例２では、８Ｗｈ／Ｌの電力投入の場合よりも１６Ｗｈ／Ｌの電力投入の場合に、
汚泥の粒子径分布が微粒子径へとシフトしていく。原汚泥の粒子径ピークは２００μｍで
あったが、１６Ｗｈ／Ｌの超音波処理により粒子径ピークは２０μｍへシフトしている。
この粒子径分布は、約２０μｍの小さい汚泥フロックと、１～５μｍの単離菌体及び破壊
された小さいポリマーの塊と、１μｍ未満の破壊された菌体断片であると考えられる。な
お、図には示していないが８０Ｗｈ／Ｌの超音波エネルギーを付与した場合、粒子径分布
は１６Ｗｈ／Ｌの超音波エネルギーを付与した場合と比較して変化しなかった。このこと
から、超音波処理単独の場合には、活性汚泥のフロック分散又はポリマー破壊までは低エ
ネルギーで行うことができるが、汚泥中の菌体の細胞壁破壊には膨大なエネルギーが必要
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になるといえる。
【００７９】
　実施例１では、投入電力の増加に伴い、微粒子化が進行する。ソニックＢＤＤで１６Ｗ
ｈ／Ｌの電力投入は超音波エネルギーとしては半分の８Ｗｈ／Ｌ（超音波／ダイヤモンド
電極出力配分：５０%／５０%、表１参照）を意味するから、実施例１の１６Ｗｈ／Ｌの粒
径分布と比較例２の８Ｗｈ／Ｌと比較する。比較例２では粒子径ピークがほぼ１５０μｍ
であるのに対して、実施例１ではほぼ１００μｍとほぼ２０μｍに粒子径ピークが現れて
おり、微粒子径へとシフトしているといえる。このことから、超音波処理とダイヤモンド
電極電解処理を併用すると、それぞれ単独の場合を合算した以上の顕著な微粒子化効果が
得られると言える。
【００８０】
　［ＭＬＳＳ及びＭＬＶＳＳ］
　実施例１、比較例１及び２の活性汚泥処理における、投入電力に対するＭＬＳＳ（Mixe
d Liquor Suspended Solids：活性汚泥浮遊物質）及びＭＬＶＳＳ（Mixed Liquor Volati
le Suspended Solids：活性汚泥有機性浮遊物質）の低下傾向を調べるため、ＭＬＳＳ濃
度及びＭＬＳＳ除去率を図１３に、また、ＭＬＶＳＳ濃度及びＭＬＶＳＳ除去率を図１４
に示す。ＭＬＳＳ及びＭＬＶＳＳは、ＳＳ（Suspended Solids：浮遊物質）濃度の表し方
であるが、ＭＬＳＳは灰分濃度を含み、ＭＬＶＳＳは６００℃で蒸発する有機性固体のみ
を示す。これらの図において、横軸は汚泥１Ｌに対して与えた投入電力（エネルギー）を
示す。
【００８１】
　ソニックＢＤＤ、超音波処理単独、ダイヤモンド電極電解処理単独の順に高いＭＬＳＳ
及びＭＬＶＳの除去効果が見られた。３５Ｗｈ／Ｌの投入電力で比較すると、ソニックＢ
ＤＤはダイヤモンド電極電解処理単独に対して約２．８倍、超音波処理単独に対して約１
．６倍高いＭＬＳＳ及びＭＬＶＳＳ除去率が得られたことがわかる。例えば４０Ｗｈ／Ｌ
の投入電力でのダイヤモンド電極電解処理単独及び超音波処理単独の場合のそれぞれのＭ
ＬＳＳ除去率は約１８％と約３０％、ＭＬＶＳＳ除去率は約１８％と約３２％であるから
、両者を単に合算すると８０Ｗｈ／Ｌの投入電力で約４８％のＭＬＳＳ除去率及び約５０
％のＭＬＶＳＳ除去率が得られるはずである。ところが、本発明のソニックＢＤＤの場合
には、８０Ｗｈ／Ｌの投入電力で約６２％のＭＬＳＳ除去率及び約７０％のＭＬＶＳＳ除
去率が得られており、単なる合算の効果を遙かに越える顕著な効果が得られている。また
、約５０％のＭＬＳＳ除去率及びＭＬＶＳＳ除去率を達成するために、本発明のソニック
ＢＤＤによれば、それぞれ約４０Ｗｈ／Ｌ及び約３５Ｗｈ／Ｌの投入電力で足りる。これ
は単独処理の合算による理論電力が約８０Ｗｈ／Ｌであることと比較すると、大幅なエネ
ルギー削減となる。
【００８２】
　［全ＣＯＤ濃度］
　実施例１、比較例１及び２における投入電力と全ＣＯＤ濃度（Ｔ－ＣＯＤ、固形性ＣＯ
Ｄ＋溶解性ＣＯＤ値）との関係を図１５に示す。横軸は汚泥１Ｌに対して与えた投入電力
（エネルギー）を示す。いずれの処理においても投入電力が１０Ｗｈ／Ｌを越えるとＴ－
ＣＯＤはほぼ一定のまま推移し、大きな減少は見られない。本発明において、可溶化は、
ＣＯＤを除去することを目的とするのではなく、有機性固形物をＳ－ＣＯＤ、ＶＦＡ、Ｓ
－Ｓｕｇａｒ等に変換させて生物処理しやすい状態にすることを目的とし、可溶化後にた
とえばメタン発酵などの生物処理を行う。Ｔ－ＣＯＤの減少は、生物処理における基質量
が減少することになるので、Ｔ－ＣＯＤがほぼ一定に維持されるソニックＢＤＤは生物処
理に好ましい。
【００８３】
　［可溶性ＣＯＤ］
　実施例１、比較例１及び２における投入電力と可溶性ＣＯＤ（Ｓ-ＣＯＤ、遠心分離上
澄の濾液ＣＯＤ値）及びＣＯＤ可溶化率（固形性ＣＯＤが可溶性ＣＯＤに変換された比率
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）の関係を図１６に示す。横軸は汚泥１Ｌに対して与えた投入電力（エネルギー）を示す
。約４０Ｗｈ／Ｌ以下の投入電力ではダイヤモンド電極電解処理単独（比較例１）の方が
超音波処理単独（比較例２）より高い可溶化率を示したが、それ以上の投入電力において
は超音波処理（比較例２）の方が高いＣＯＤ可溶化率を示した。いずれの投入電力におい
てもソニックＢＤＤ処理（実施例１）にて、最も高い汚泥のＣＯＤ可溶化率が得られたこ
とがわかる。投入電力７．５Ｗｈ／Ｌで比較すると、ソニックＢＤＤはダイヤモンド電極
電解処理単独より１．７倍、超音波処理単独より２．３倍高い可溶化率が得られた。例え
ば、４０Ｗｈ／Ｌの投入電力でダイヤモンド電極電解処理単独及び超音波処理単独の場合
にはそれぞれ約１０％のＣＯＤ可溶化率（合計で約２０％）が得られ、８０Ｗｈ／Ｌの投
入電力でのソニックＢＤＤの場合には約２８％のＣＯＤ可溶化率が得られている。また、
約２０％のＣＯＤ可溶化率を達成するために、本発明のソニックＢＤＤでは約５０Ｗｈ／
Ｌの投入電力で足りる。これは、単独処理の合算による理論電力が８０Ｗｈ／Ｌであるこ
とと比較すると、大幅なエネルギー削減となる。
【００８４】
　［ＶＦＡ］
　実施例１、比較例１及び２で活性汚泥を可溶化した場合の有機酸（ＶＦＡ）発生挙動を
図１７に示す。横軸は汚泥１Ｌに対して与えた投入電力（エネルギー）を示す。投入電力
の増加に伴い、ソニックＢＤＤ（実施例１）及びダイヤモンド電極電解処理単独（比較例
１）でＶＦＡ濃度が高くなる。超音波処理単独（比較例２）ではＶＦＡはほとんど発生し
ていない。これらのことから、有機酸の発生は有機物の部分酸化で発生するものであり、
ソニックＢＤＤ及びダイヤモンド電極電解処理単独は酸化作用があり、超音波は全く酸化
作用がないことが確認できる。
【００８５】
　また、ダイヤモンド電極電解処理単独（比較例１）では投入電力が４０Ｗｈ／Ｌを越え
ると有機酸濃度は低下し始める。このことから、ダイヤモンド電極電解処理では、投入電
力が多すぎると汚泥の可溶化による有機酸の発生よりも、有機酸の酸化分解が早く進行す
るためであると考えられる。本発明のソニックＢＤＤによれば、投入電力の増加と共に有
機酸濃度が増加し続けることから、有機酸の酸化分解よりも汚泥の可溶化が迅速に進行し
続けるといえる。
【００８６】
　［糖濃度及び糖可溶化］
　実施例１、比較例１及び２で活性汚泥を可溶化した場合の糖濃度の挙動及び糖可溶化率
を図１８に示す。横軸は汚泥１Ｌに対して与えた投入電力（エネルギー）を示す。全糖（
Ｔ-Ｓｕｇａｒ）は投入電力によらずに約１,５００ｍｇ／Ｌと一定であり、原汚泥には溶
解性の糖（Ｓ－Ｓｕｇａｒ）がほとんど含まれていなかったことから、糖は汚泥フロック
のポリマー又は菌体の細胞壁由来であるといえる。投入電力の増加に伴い、固形状の糖が
分解され、溶解性の糖に変換されていく。いずれの方法でも糖の可溶化は進行するが、ソ
ニックＢＤＤ（実施例１）の場合が最も多量の溶解性糖を含んでいることがわかる。酸化
作用がない超音波処理単独（比較例２）でも糖可溶化が進むので、この糖可溶化は酸化反
応ではなく、ＣＯＤ可溶化と同じ分散効果に起因していると考えられる。菌体外ポリマー
が分散／低分子化して、溶解性の糖が発生していると考えられる。８Ｗｈ／Ｌの投入電力
で比較して、ソニックＢＤＤ（実施例１）はダイヤモンド電極電解処理単独（比較例１）
より１．５倍、超音波処理単独（比較例２）より２倍高い糖可溶化率が得られた。例えば
、４０Ｗｈ／Ｌの投入電力でダイヤモンド電極電解処理単独及び超音波処理単独の場合は
それぞれ約１５％及び約１２％の糖可溶化率であり、合算の理論値は８０Ｗｈ／Ｌの投入
電力で糖可溶化率が約２７％となる。一方、ソニックＢＤＤの場合、８０Ｗｈ／Ｌの投入
電力では約４０％の糖可溶化率が得られており、理論値を大幅に上回る糖可溶化が進行し
ているといえる。また、約２７％の糖可溶化率を達成するために要する投入電力は約４０
Ｗｈ／Ｌで足り、ほぼ半分の電力に削減することができる。
【００８７】
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　［単位電力当たりのＭＬＳＳ除去率及びＣＯＤ可溶化率］
　実施例１、比較例１及び２における除去ｋｇ－ＭＬＳＳ当りに消費した電力とＭＬＳＳ
除去率及びＣＯＤ可溶化率の関係を図１９に示す。図１９から、本発明のソニックＢＤＤ
によれば、ダイヤモンド電極電解処理単独及び超音波処理単独を大幅に上回る省エネルギ
ー化が達成されることがわかる。例えば、１０％のＭＬＳＳ除去率を得るのにダイヤモン
ド電極電解処理単独（比較例１）では約２２ｋＷｈ／ｋｇ－ＭＬＳＳ、超音波処理単独（
比較例２）では７．５ｋＷｈ／ｋｇ－ＭＬＳＳ、ソニックＢＤＤ処理（実施例１）では６
．１ｋＷｈ／ｋｇ－ＭＬＳＳの電力が必要であった。またＭＬＳＳ除去率３０％で比較し
た場合、ダイヤモンド電極電解処理単独（比較例１）では４０ｋＷｈ／ｋｇ－ＭＬＳＳ、
超音波処理単独（比較例２）では１４．６ｋＷｈ／ｋｇ－ＭＬＳＳ、ソニックＢＤＤ（実
施例１）では７．７ｋＷｈ／ｋｇ－ＭＬＳＳの消費電力が必要であった。超音波処理単独
、ダイヤモンド電極電解処理単独ではＭＬＳＳ除去率を高くするに伴い、ＭＬＳＳ単位重
量当りの消費電力が高くなる。一方、ソニックＢＤＤでは１０～５０％のＭＬＳＳ除去率
範囲では、消費電力は６～８ｋＷｈ／ｋｇ－ＭＬＳＳとほぼ一定である。ダイヤモンド電
極電解処理単独、超音波処理単独、ソニックＢＤＤにおいて、１ｋｇのＭＬＳＳを除去す
るのに必要な電力を下記表２にまとめる。
【００８８】
【表２】

【００８９】
　同様な傾向が消費電力とＣＯＤ可溶率との関係でも見られる（図１９）。ダイヤモンド
電極電解処理単独（比較例１）および超音波処理単独（比較例２）では可溶化率の増加に
伴い、ｋｇ－ＭＬＳＳ当りの消費電力が高くなってくる。これは、可溶化率を高くするほ
ど汚泥の可溶化は難しくなり、多くのエネルギー消費が必要となることを意味している。
ダイヤモンド電極電解処理単独又は超音波処理単独で汚泥を可溶化する場合、可溶化率又
はＭＬＳＳ除去率を向上させるとコスト高となることが明らかである。一方、ソニックＢ
ＤＤにおいてはＣＯＤ可溶化率５～２０％までの消費電力は６～８ｋＷｈ／ｋｇ－ＭＬＳ
Ｓとほぼ一定である。
【００９０】
　ＣＯＤ可溶化率５％で比較すると、ソニックＢＤＤはダイヤモンド電極電解処理単独よ
り３．６倍、超音波処理単独より１．７倍低い電力ですむ。ＣＯＤ可溶化率１５％で比較
するとソニックＢＤＤはダイヤモンド電極電解処理単独より７倍、超音波処理単独より２
．３倍低い電力で足りる。
【００９１】
　［生物分解性］
　実験後、超音波処理単独（比較例２）及びソニックＢＤＤ処理（実施例１）後の汚泥は
分散された状態となっていた。ダイヤモンド電極電解処理単独（比較例１）したものは茶
色に若干に濁っていた。試験後、直射日光が当るところで３０日放置したら原汚泥及び超
音波処理単独（比較例２）した汚泥には緑藻類らしきものが繁殖しており、水溶液が青く
なっていた。また、汚泥はほとんど無臭であり、好気性菌がまだ活発に活動していること
が示された。ダイヤモンド電極電解処理単独（比較例１）及びソニックＢＤＤ処理（実施
例１）した汚泥にはこのような緑藻類の繁殖は見られなかった。また、ダイヤモンド電極
電解処理単独及びソニックＢＤＤ処理した汚泥は、強い発酵（腐敗）臭がした。ダイヤモ
ンド電極電解処理単独及びソニックＢＤＤ処理では活性汚泥の好気性菌が死滅されて、汚
泥は腐りやすく、すなわち発酵しやすくなっていることが示された。これは、ソニックＢ
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【００９２】
　［実施例２、３、４及び比較例３］
　ここでは好気性生物処理（硝化脱窒活性汚泥処理）とソニックＢＤＤを組み合わせた実
験を行い、汚泥減容化の効果を検証した。実験には、図２０に示す実験装置を用いた。生
物処理の原水としては表３に示す成分を有する合成廃水を用いた。また、原水の水質分析
結果を表４に示す。生物処理装置は容積１０Ｌの脱窒素槽６１、容積２０Ｌの曝気槽６２
で構成され、脱窒素槽にはライン６０から原水、ライン７３から可溶化された汚泥、ライ
ン６８から返送汚泥、ライン６３から硝化液が流入する。脱窒素処理された混合液はオー
バーフローで曝気槽に流入する。曝気槽はブロワー７２で曝気した。曝気用空気は密閉さ
れている可溶化工程を通過して曝気槽へ投入される。可溶化工程では、曝気用空気がダイ
ヤモンド電極電解処理工程の排ガス希釈用空気として用いられる。曝気用空気の流量は１
６Ｌ／ｍｉｎであった。曝気槽からの混合液は、容積１Ｌの沈殿槽に流入し、沈殿槽で有
機性汚泥と処理水が分離される。沈殿した汚泥の一部はライン６９から余剰汚泥として排
出される。また他の一部は返送汚泥としてライン６８を介して脱窒槽に戻され、他の一部
がライン７０を介して、ソニックＢＤＤの可溶化工程に流入する。ソニックＢＤＤの可溶
化工程では実施例１で用いた小型超音波照射装置とシリコンウエハー製ダイヤモンド電極
で構成される可溶化装置を用いた。好気性生物処理工程の運転条件を表５に示す。なお、
表５の循環流量は直接脱窒素槽へ流入する量と可溶化処理を経て脱窒素槽へ流入する量（
すなわちライン６３と７３）の合計である。
【００９３】

【表３】

【００９４】
【表４】

【００９５】
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【表５】

【００９６】

【表６】

【００９７】
　［比較例３］
　比較例３では、ソニックＢＤＤによる汚泥の可溶化を行わなかった。すなわち、ライン
７０へ汚泥供給は行わなかった。表３に示した組成の合成廃水を原水として連続的に３６
Ｌ／日で供給すると、運転開始から１週間目に生物処理が安定し、表３に示す処理水水質
が得られた。ＢＯＤ除去率は９９％、全窒素（Ｔ－Ｎ）除去率は８６％であった。なお、
この間汚泥は生物処理工程で増殖し、ライン６９からＭＬＳＳとして５．７ｇ／日の抜き
出しを行った。
【００９８】
　［実施例２］
　ソニックＢＤＤの可溶化工程に３Ｌ／日の汚泥通液を行った。また、通液した汚泥に対
して２０Ｗｈ／Ｌのエネルギー投入を行った。この状態で１週間運転した結果、処理水の
ＢＯＤ除去率は９９％とＴ－Ｎ除去率は８７％であり、水質は可溶化処理を行わなかった
場合とほぼ同等であった。なお、余剰汚泥の発生量は、著しく低下した。比較例３に対し
て、４０％の汚泥削減率が得られた。また、ダイヤモンド電極電解処理工程から排出され
た排ガスは、曝気用ブロワーの空気で希釈し、曝気槽に投入した。曝気槽では、特に悪臭
も発生せず、検知管で水素濃度を測定した結果１％以下であった。電解処理工程で発生す
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た。
【００９９】
　［実施例３］
　ソニックＢＤＤの可溶化工程に１．５Ｌ／日の汚泥通液を行った。また、通液した汚泥
に対して６０Ｗｈ／Ｌのエネルギー投入を行った。この状態で１週間運転した結果、処理
水のＢＯＤとＴ－Ｎは可溶化処理を行わなかった場合とほぼ同等な水質であった。なお、
余剰汚泥の発生量は、比較例３に対して、４４％削減した。また、ダイヤモンド電極電解
処理工程から排出された排ガスは、希釈し同じく曝気槽に投入した。曝気槽では、特に悪
臭も発生せず、検知管で水素濃度を測定した結果、１ｖｏｌ％以下であった。
【０１００】
　［実施例４］
　ソニックＢＤＤの可溶化工程に３Ｌ／日の汚泥通液を行った。また、通液した汚泥に対
して４０Ｗｈ／Ｌのエネルギー投入を行った。この状態で１週間運転した結果、処理水の
ＢＯＤとＴ－Ｎは可溶化処理を行わなかった場合とほぼ同等な水質であった。なお、余剰
汚泥の発生量は、著しく低下した。比較例３に対して、６１％の汚泥削減率が得られた。
また、ダイヤモンド電極電解処理工程から排出された排ガスは、曝気用ブロワーの空気で
希釈し、曝気槽に投入した。曝気槽では、特に悪臭も発生せず、検知管で水素濃度を測定
した結果、１％以下であった。電解処理工程で発生する排ガスは曝気槽に投入することに
よって、脱臭ができ、且つ処理全体を安全に運転できた。３ヶ月間実験を継続したが汚泥
発生量、処理水水質は安定していた。
【０１０１】
　［実施例５］
　ソニックＢＤＤの可溶化工程に３Ｌ／日の汚泥通液を行った。また、通液した汚泥に対
して６０Ｗｈ／Ｌのエネルギー投入を行った。この状態で１週間運転した結果、処理水の
ＢＯＤとＴ－Ｎは可溶化処理を行わなかった場合とほぼ同等な水質であった。なお、余剰
汚泥の発生量は、著しく低下した。比較例３に対して、９５％の汚泥削減率が得られた。
また、ダイヤモンド電極電解処理工程から排出された排ガスは、曝気用ブロワーの空気で
希釈し、曝気槽に投入した。曝気槽では、特に悪臭も発生せず、検知管で水素濃度を測定
した結果１％以下であった。電解処理工程で発生する排ガスは曝気槽に投入することによ
って、脱臭ができ、且つ処理全体を安定して運転できた。
【０１０２】
　比較例３及び実施例２～５では、何れも生物処理を３ヶ月間運転した。これらの試験に
おいては処理水が安定していた。また、ソニックＢＤＤで汚泥にエネルギー投入を増加す
るのに伴い、処理水の水質を悪化することなく汚泥発生量が削減されることが確認できた
。
【０１０３】
　［比較例４、実施例６～８］
　ここでは、嫌気性生物処理（メタン発酵処理）とソニックＢＤＤとを組み合わせ、汚泥
可溶化の検証を行った。比較例４及び実施例６、７及び８は、図２１にフローを示す装置
を用いて、汚泥の可溶化を行った。表７に用いた装置の容量及び流量を示す。
【０１０４】
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【０１０５】
　嫌気性処理の原水には、食堂残飯に水道水を添加して、ミキサーでスラリー化したもの
を用いた。原水の水質を表８に示す。
【０１０６】
【表８】

【０１０７】
　有効容積３０Ｌのメタン醗酵槽（８１）に表８に示した原水を１Ｌ／日の流量で添加し
た。
【０１０８】
　比較例４では、汚泥の可溶化を行わなかった。すなわち、ライン８４の汚泥供給は行わ
なかった。実施例６～８では、ソニックＢＤＤの可溶化工程にメタン醗酵槽の処理液を１
Ｌ／日で送り（ライン８４）、可溶化工程で２０～６０Ｗｈ／Ｌの電力投入を行った。可
溶化工程のソニックＢＤＤ装置は、実施例１に用いた小型超音波照射装置とシリコンウエ
ハーダイヤモンド電極電解装置である。可溶化した液は、ライン８７を介して原水８０と
混合して、再びメタン醗酵槽８１に戻した。ダイヤモンド電極反応の電解発生ガスは、ラ
イン８６を介してメタン醗酵槽内にバブリングさせた。メタン醗酵で発生するガスと可溶
化工程で発生するガスは、ライン８２から排出させた。ライン８２には、ガスメーターを
設置して、発生したバイオガス流量の測定を行った。またガスのサンプリングを行い、ガ
スクロマトグラフィーでガスの組成分析を行った。表９に比較例４と実施例６～８に得ら
れたガス流量、ガス組成及び処理水水質を示す。表９に示す結果は、嫌気性処理とソニッ
クＢＤＤを６０日運転して、ガス発生量及び処理水質が安定した後の数値である。
【０１０９】
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【表９】

【０１１０】
　比較例４では、処理液のＴ－ＣＯＤ（本願ではＣＯＤはＣＯＤｃｒを示す）は２０，５
００ｍｇ／Ｌであり、原水に含まれていたＴ－ＣＯＤの５８％が削減されていた。メタン
ガスの発生流量は１０．２Ｌ／日であった。
【０１１１】
　実施例７～９では、ソニックＢＤＤの可溶化工程で２０～６０Ｗｈ／Ｌのエネルギー投
入を行うと、メタンガスの生成量が１１．２～１２．６Ｌ／日になり、投入電力の増加に
比例しメタン発生量が増加した。また、メタン醗酵槽から排出される処理液のＴ－ＣＯＤ
は８，３００～１７，４００ｍｇ／Ｌに低下した。すなわち、ソニックＢＤＤでメタン醗
酵の汚泥を可溶化することにより、本来汚泥として排出されるＴ－ＣＯＤがメタンに転換
されていることが示された。実施例６～８では、ライン８２に水素が０．８～２．８Ｌ／
日含まれていた。これは、ソニックＢＤＤの電解工程で発生した水素ガスである。本発明
では、電解で発生するガスはメタンガスと一緒に回収され、燃料などの形で有効利用でき
ることになる。
【０１１２】
　本発明において、汚泥等の有機性固形物を含む水媒体の可溶化にダイヤモンド電極電解
を用いた新規方法としてソニックＢＤＤを考案した。本方法では、超音波処理の汚泥分散
・破砕性能及びダイヤモンド電極電解でのＯＨラジカル酸化・殺菌性能を効率よく組み合
わせたものであり、ダイヤモンド電極電解処理単独及び超音波処理単独並びにこれらの合
算理論値と同じ投入電力（エネルギー量）で汚泥のＭＬＳＳ及びＭＬＶＳＳ除去率、ＣＯ
Ｄ可溶化率、糖可溶化率が飛躍的に向上させることができる。換言すれば、ダイヤモンド
電極電解処理単独及び超音波処理単独並びにこれらの合算理論値と同じＭＬＳＳ及びＭＬ
ＶＳＳ除去率、ＣＯＤ可溶化率、糖可溶化率を達成するための所要電力を飛躍的に削減で
きる。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】図１は、ダイヤモンド電極電解処理単独で汚泥を可溶化するときの説明図である
。
【図２】図２は、超音波処理単独で汚泥を可溶化するときの説明図である。
【図３】図３は、ダイヤモンド電極電解処理と超音波処理を併用して汚泥を可溶化すると
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【図４】図４は、本発明のダイヤモンド電極電解処理と超音波処理とを併用して、有機性
固形物を含む水媒体を処理する方法の実施形態を示すフロー図である。
【図５】図５は、本発明のダイヤモンド電極電解処理と超音波処理とを併用して、循環式
に有機性固形物を含む水媒体を処理する方法の実施形態を示すフロー図である。
【図６】図６は、ダイヤモンド電極電解処理で発生する気体を生物的嫌気性処理槽に投入
する本発明の方法及び装置の実施形態を示すフロー図である。
【図７】図７は、ダイヤモンド電極電解処理で発生する気体を生物的好気性処理槽に投入
する本発明の方法及び装置の実施形態を示すフロー図である。
【図８】図８は、ダイヤモンド電極電解槽と超音波振動子が一体の構造体（ソニックＢＤ
Ｄ）を形成する本発明の実施形態を示す図である。
【図９】図９は、ダイヤモンド電極電解槽と超音波振動子とが一体の構造体（ソニックＢ
ＤＤ）を形成する本発明の他の実施形態を示す図である。
【図１０】図１０は、ダイヤモンド電極電解槽と超音波振動子が一体の構造体（ソニック
ＢＤＤ）を形成する本発明の他の実施形態を示す図である。
【図１１】図１１は、本発明の方法の実施形態であり、本願の比較例、実施例を行うのに
用いた装置を示す図である。
【図１２】図１２は、ダイヤモンド電極電解処理単独、超音波処理単独及びソニックＢＤ
Ｄで有機性汚泥を処理した場合の汚泥粒子径分布を示すグラフである。
【図１３】図１３は、ダイヤモンド電極電解処理単独、超音波処理単独及びソニックＢＤ
Ｄで有機性汚泥を処理した場合のＭＬＳＳ除去率を示すグラフである。
【図１４】図１４は、ダイヤモンド電極電解処理単独、超音波処理単独及びソニックＢＤ
Ｄで有機性汚泥を処理した場合のＭＬＶＳＳ除去率を示すグラフである。
【図１５】図１５は、ダイヤモンド電極電解処理単独、超音波処理単独及びソニックＢＤ
Ｄで有機性汚泥を処理した場合のＴ－ＣＯＤを示すグラフである。
【図１６】図１６は、ダイヤモンド電極電解処理単独、超音波処理単独及びソニックＢＤ
Ｄで有機性汚泥を処理した場合のＳ－ＣＯＤ、ＣＯＤ可溶化率を示すグラフである。
【図１７】図１７は、ダイヤモンド電極電解処理単独、超音波処理単独及びソニックＢＤ
Ｄで有機性汚泥を処理した場合の有機酸濃度を示すグラフである。
【図１８】図１８は、ダイヤモンド電極電解処理単独、超音波処理単独及びソニックＢＤ
Ｄで有機性汚泥を処理した場合の全糖、溶解性糖及び糖可溶化率を示すグラフである。
【図１９】図１９は、ダイヤモンド電極電解処理単独、超音波処理単独及びソニックＢＤ
Ｄで有機性汚泥を処理した場合の１ｋｇのＭＬＳＳを除去するのに必要なエネルギーとＭ
ＬＳＳ除去率及びＣＯＤ可溶化率との関係を示すグラフである。
【図２０】図２０は、好気性生物処理にソニックＢＤＤの有機性汚泥可溶化工程が備わっ
た場合の実施の形態であり、比較例３と実施例２，３，４に用いた実験装置のフロー図で
ある。
【図２１】図２１は、嫌気性生物処理にソニックＢＤＤの有機性汚泥可溶化工程が備わっ
た場合の実施の形態であり、比較例４と実施例６，７，８に用いた実験装置のフロー図で
ある。
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【図１５】 【図１６】
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