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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＣＯＤＣｒ５０００～９０００ｍｇ／Ｌで、樹木に由来する油脂を１００～５００ｍｇ
／Ｌ含むクラフトパルプ排水を嫌気性処理する方法において、
　クラフトパルプ排水を、浮上式油水分離手段により油脂を含む分離汚泥と分離液とに油
水分離する油水分離工程と、
　該浮上式油水分離手段で浮上分離された油脂を含む汚泥を、担体のないメタン発酵槽で
メタン発酵処理するメタン発酵工程と、
　該メタン発酵工程の処理水と前記浮上式油水分離手段で油脂を含む汚泥が分離された分
離液とを嫌気処理する嫌気処理工程とを有し、
　該嫌気処理工程は、流動性の非生物担体を用い、該担体表面に生育させた嫌気処理細菌
により嫌気処理を行う工程であり、
　該メタン発酵槽への流入水の温度が２５～４０℃であり、該メタン発酵槽において加温
を行わないことを特徴とするクラフトパルプ排水の嫌気性処理方法。
【請求項２】
　請求項１において、前記分離汚泥をメタン発酵する際に、メタン発酵槽から引き抜いた
液を固液分離し、汚泥をメタン発酵槽に返送することを特徴とするクラフトパルプ排水の
嫌気性処理方法。
【請求項３】
　請求項１又は２において、前記嫌気処理工程の処理水を好気性処理する好気性処理工程
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を有することを特徴とするクラフトパルプ排水の嫌気性処理方法。
【請求項４】
　ＣＯＤＣｒ５０００～９０００ｍｇ／Ｌで、樹木に由来する油脂を１００～５００ｍｇ
／Ｌ含むクラフトパルプ排水を嫌気性処理する装置において、
　クラフトパルプ排水を油脂を含む分離汚泥と分離液とに油水分離する浮上式油水分離手
段と、
　該浮上式油水分離手段で浮上分離された油脂を含む汚泥をメタン発酵処理する、担体の
ないメタン発酵槽と、
　該メタン発酵槽の処理水と前記浮上式油水分離手段で油脂を含む汚泥が分離された分離
液とを嫌気処理する嫌気処理槽とを有し、
　該嫌気処理槽では、流動性の非生物担体が充填され、該担体表面に生育させた細菌によ
り嫌気処理が行われ、
　該メタン発酵槽への流入水の温度が２５～４０℃であり、該メタン発酵槽において加温
を行わないことを特徴とするクラフトパルプ排水の嫌気性処理装置。
【請求項５】
　請求項４において、前記分離汚泥をメタン発酵する際に、メタン発酵槽から引き抜いた
液を固液分離し、汚泥をメタン発酵槽に返送することを特徴とするクラフトパルプ排水の
嫌気性処理装置。
【請求項６】
　請求項４又は５において、前記嫌気処理槽の処理水を好気性処理する好気性処理槽を有
することを特徴とするクラフトパルプ排水の嫌気性処理装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、クラフトパルプ排水、即ち、クラフトパルプ工場より排出される有機性排水
を嫌気性処理する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、クラフトパルプ工場より排出されるクラフトパルプ排水の処理法として、好気性
菌を用いた好気処理法が広く用いられている。しかし、好気処理法はエネルギー消費量が
多く、また余剰汚泥の処理が問題となる。一方、嫌気処理法は食品産業などの高濃度排水
の処理に利用されており、好気処理法と比較して曝気が不要であるためエネルギー消費が
低く、汚泥発生量が少ないといったメリットがある。また、排水処理後に発生するメタン
ガスをエネルギーとして利用可能である点においても有利である。
【０００３】
　嫌気処理法の改良法として、嫌気グラニュールを用いた上向流嫌気性汚床法（ＵＡＳＢ
法）が開発されており、特許文献１には、クラフトパルプ排水をＵＡＳＢ法で嫌気処理す
る方法として、クラフトパルプ排水中のイオウ分を除去した後、該排水と高分子炭水化物
を含有する排水とを混合し、これをメタン発酵リアクターに供給する方法が提案されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３１７４３６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　クラフトパルプ排水には、通常、樹木に由来する樹脂がｎ－Ｈｅｘ抽出物として１００
～５００ｍｇ／Ｌ程度含まれている。このため、このようなクラフトパルプ排水の嫌気性
処理では、クラフトパルプ排水中の油脂がスカム化して浮上する；ＵＡＳＢ法による嫌気
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処理では、油脂がグラニュールに付着し、グラニュールの浮上が起こる；油脂自体の分解
も困難である；といった問題がある。また、流動性の担体を用いた嫌気性処理においても
、クラフトパルプ排水中の油脂が担体に付着して担体が浮上することにより生物処理の処
理能力低下を引き起こし、結果として排水処理が正常に行えなくなる。
【０００６】
　本発明は上述のようなクラフトパルプ排水中の油脂に起因する問題を解決し、クラフト
パルプ排水を安定かつ効率的に嫌気処理して、良好な処理水を得る方法及び装置を提供す
ることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明（請求項１）のクラフトパルプ排水の嫌気性処理方法は、ＣＯＤＣｒ５０００～
９０００ｍｇ／Ｌで、樹木に由来する油脂を１００～５００ｍｇ／Ｌ含むクラフトパルプ
排水を嫌気性処理する方法において、クラフトパルプ排水を、浮上式油水分離手段により
油脂を含む分離汚泥と分離液とに油水分離する油水分離工程と、該浮上式油水分離手段で
浮上分離された油脂を含む汚泥を、担体のないメタン発酵槽でメタン発酵処理するメタン
発酵工程と、該メタン発酵工程の処理水と前記浮上式油水分離手段で油脂を含む汚泥が分
離された分離液とを嫌気処理する嫌気処理工程とを有し、該嫌気処理工程は、流動性の非
生物担体を用い、該担体表面に生育させた嫌気処理細菌により嫌気処理を行う工程であり
、該メタン発酵槽への流入水の温度が２５～４０℃であり、該メタン発酵槽において加温
を行わないことを特徴とするものである。
【０００９】
　請求項２のクラフトパルプ排水の嫌気性処理方法は、請求項１において、前記分離汚泥
に、前記嫌気処理の処理水の一部を混合して前記メタン発酵工程でメタン発酵処理するこ
とを特徴とするものである。
【００１０】
　請求項３のクラフトパルプ排水の嫌気性処理方法は、請求項１又は２において、前記嫌
気処理工程の処理水を好気性処理する好気性処理工程を有することを特徴とするものであ
る。
【００１１】
　請求項４のクラフトパルプ排水の嫌気性処理装置は、ＣＯＤＣｒ５０００～９０００ｍ
ｇ／Ｌで、樹木に由来する油脂を１００～５００ｍｇ／Ｌ含むクラフトパルプ排水を嫌気
性処理する装置において、クラフトパルプ排水を油脂を含む分離汚泥と分離液とに油水分
離する浮上式油水分離手段と、該浮上式油水分離手段で浮上分離された油脂を含む汚泥を
メタン発酵処理する、担体のないメタン発酵槽と、該メタン発酵槽の処理水と前記浮上式
油水分離手段で油脂を含む汚泥が分離された分離液とを嫌気処理する嫌気処理槽とを有し
、該嫌気処理槽では、流動性の非生物担体が充填され、該担体表面に生育させた細菌によ
り嫌気処理が行われ、該メタン発酵槽への流入水の温度が２５～４０℃であり、該メタン
発酵槽において加温を行わないことを特徴とするクラフトパルプ排水の嫌気性処理装置。
ものである。
【００１３】
　請求項５のクラフトパルプ排水の嫌気性処理装置は、請求項４において、前記分離汚泥
に、前記嫌気処理槽の処理水の一部を混合して前記メタン発酵槽に導入する手段を有する
ことを特徴とするものである。
【００１４】
　請求項６のクラフトパルプ排水の嫌気性処理装置は、請求項４又は５において、前記嫌
気処理槽の処理水を好気性処理する好気性処理槽を有することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、クラフトパルプ排水を油水分
離後、油水分離汚泥をメタン発酵し、該メタン発酵処理水を油水分離液と混合した後に嫌
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気処理することで油脂による阻害を軽減し、高効率で嫌気処理を行うことができることを
見出した。
【００１６】
　本発明はこのような知見に基いて達成されたものである。
【００１７】
　一般に、クラフトパルプ排水中の油脂以外の有機物は、嫌気処理により処理され、特に
担体を用いた嫌気処理により十分に処理される。ところが、担体を用いた嫌気処理槽への
流入水が油脂を含んだクラフトパルプ排水の場合、未分解の油脂が担体表面に付着、堆積
し、目詰まりや担体の浮上が起こる。
【００１８】
　本発明では、クラフトパルプ排水を油水分離し、分離した油脂を含む汚泥をメタン発酵
し、油脂及び汚泥を嫌気処理し易い低分子量物に分解し、このメタン発酵処理液を油水分
離の分離液と混合して嫌気処理する。
【００１９】
　従って、本発明によると、油脂を含むクラフトパルプ排水を効率よく安定して生物処理
することができる。なお、メタン発酵処理液中に油脂が残存していたとしても、少量であ
り、また少なくとも部分的に生物処理されて低分子量化しているので、後段の嫌気処理に
より十分に処理される。
【００２０】
　本発明では、嫌気処理水の一部を前段のメタン発酵槽に導入してもよい。これにより、
メタン発酵処理の安定化、高効率化を図ることができる。さらに、嫌気処理水をメタン発
酵槽に導入することにより、汚泥の減量化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】実施の形態に係るクラフトパルプ排水の嫌気性処理方法のフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明において処理対象となるクラフトパルプ排水は、クラフトパルプ工場より排出さ
れる有機排水であり、通常はＣＯＤＣｒ５０００～９０００ｍｇ／Ｌ程度であり、また樹
木に由来する油脂を１００～５００ｍｇ／Ｌ程度含む。
【００２３】
　本発明では、このクラフトパルプ排水をまず油水分離するのであるが、この油水分離手
段としては、クラフトパルプ排水を槽に導入して油分と水の比重差を利用して分離する自
然浮上式油水分離手段が安価で好適である。ただし、槽内に、平行板式インターセプター
や波板式インターセプターが配置されてもよい。油水分離手段としては加圧浮上法や凝集
浮上分離法、電解・浮上分離法などによる油水分離手段を用いてもよい。
【００２４】
　必要に応じ、この油水分離処理手段又はその後段においてｐＨ調整を行ってもよい。油
水分離処理と別にｐＨ調整を行う場合、酸又はアルカリを添加してｐＨ調整を行うｐＨ調
整槽を設けるのが好ましいが、酸又はアルカリをライン添加してもよい。ｐＨ調整に用い
る酸としては、塩酸、硫酸等が好適であり、アルカリとしては水酸化ナトリウム等が好適
である。
【００２５】
　本発明では、油水分離処理により分離された、油脂を含む汚泥をメタン発酵処理する。
このメタン発酵処理はメタン発酵槽に導入して行うのが好ましい。
【００２６】
　排水の生分解性等の条件により異なるが、メタン発酵槽への流入水は、ｐＨ５～８特に
５．５～７．５、温度２５～４０℃特に３０～３５℃であることが好ましい。クラフトパ
ルプ排水は３５℃前後の場合が多いが、必要に応じて、メタン発酵槽の前段に加温装置を
設置する。メタン発酵槽のＨＲＴは1日以上、３０日未満が適当であり、ＳＲＴを長くす
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るために、固液分離装置により汚泥を分離して返送してもよい。油脂の分解速度は、通常
の有機物の分解速度よりも小さいので、メタン発酵槽のＨＲＴは後段の嫌気反応槽のＨＲ
Ｔよりも長くすることが好ましい。流入水量、負荷の変動に対応するために、メタン発酵
槽に非生物担体を充填してもよい。
【００２７】
　非生物担体としては、比重、粒径の調整が容易な合成樹脂製担体が好ましく、粒径１．
５～５．０ｍｍ、好ましくは２．５～４．０ｍｍ、沈降速度として２００～５００ｍ／ｈ
をもつものが好ましいが、これに限定されない。非生物担体を用いることにより、処理が
安定し、高負荷運転が可能となる。反応槽は、攪拌機等を用いる完全混合型反応槽が好適
である。
【００２８】
　このメタン発酵槽からのメタン発酵処理水と、油水分離工程で油脂が分離された分離水
とを混合した後、嫌気処理する。この混合を行うために混合槽を設けるのが好ましい。ま
た、混合槽で混合した液を、流動性の非生物担体を有した嫌気処理槽に導入するのが好ま
しい。嫌気処理槽としては、攪拌機等を用いる完全混合型反応槽、水流と発生ガスにより
槽内を混合する上向流型反応槽等を利用できる。嫌気処理槽の担体としては上記メタン発
酵槽のものと同様のものが好適である。
【００２９】
　嫌気処理槽への流入水は、ｐＨ５～８特に５．５～７．５、温度２５～４０℃特に３０
～３５℃であることが好ましい。必要に応じて、嫌気処理工程の前段においてもｐＨ調整
を行う。このｐＨ調整に用いる酸、アルカリとしては前述のものが好ましい。ｐＨ調整は
、上記混合槽で行うのが好ましいが、別途設けたｐＨ調整槽にて行われてもよく、酸又は
アルカリのライン添加にて行われてもよい。また、上記範囲の温度とするために、必要に
応じて混合槽又はｐＨ調整槽に加温装置を設置する。嫌気処理槽への排水の流入速度はＨ
ＲＴ２～２４時間好ましくは２～８時間が適当である。
【００３０】
　本発明では、嫌気処理水の一部（例えば０．１～１０倍特に０．１～５．０倍程度）を
メタン発酵工程に返送するのが好ましく、これにより、メタン発酵処理の安定化、高効率
化を図ることができる。さらに、嫌気処理水をメタン発酵槽に導入することにより、汚泥
の減量化を図ることができる。
【００３１】
　本発明では、嫌気処理水を好気処理してもよい。好気処理方式としては、活性汚泥法、
担体流動法など各種のものを用いることができる。
【００３２】
　以下、本発明方法の実施に好適なクラフトパルプ排水の嫌気性処理装置について図１を
参照して説明する。
【００３３】
　クラフトパルプ排水は油水分離槽１に導入され、油水分離処理され、浮上した油脂を含
む汚泥はポンプ２によりメタン発酵槽３導入される。このメタン発酵槽３には必要に応じ
酸又はアルカリが添加され、ｐＨ５～８に調整される。
【００３４】
　メタン発酵槽３内の油脂及び汚泥は、ポンプによって固液分離装置６に導入され、固形
物と処理水に分離される。この実施の形態では、メタン発酵槽３は撹拌機を持つ完全混合
型の反応槽で、槽内にメタン発酵菌を含んでいる。固液分離装置６を通り抜けたメタン発
酵処理水（上澄水）は、ライン７を介してｐＨ調整槽8に送られ、固形物は余剰汚泥とし
て処分するが、一部をメタン発酵槽３に返送してもよい。槽３内で発生したメタンガスは
槽頂のガス取出ライン５より取り出される。
【００３５】
　ｐＨ調整槽８には、前記油水分離槽１で分離された液（排水）もライン９及びポンプ１
０を介して導入される。このｐＨ調整槽８内において必要に応じ酸又はアルカリが添加さ



(6) JP 5811563 B2 2015.11.11

10

20

30

40

れ、ｐＨ５～８に調整された液がポンプ１１によって嫌気処理槽１２の底部に導入され、
上向流にて該嫌気処理槽１２に通水される。この嫌気処理槽１２内には生物担持担体の流
動床１２Ａが形成されており、嫌気処理が行われる。流動床１２Ａを通り抜けた嫌気処理
水（上澄水）の一部は、スクリーン１２ａ及び返送ライン１３を介してｐＨ調整槽８に返
送され、残部はスクリーン１２ｂ及びライン１４を介して嫌気処理水として取り出される
。槽１２内で発生したメタンガスは、槽頂部のガス取出ライン１２ｃより取り出される。
【実施例】
【００３６】
　以下に実施例および比較例を挙げて本発明をより具体的に説明する。
【００３７】
［実施例１］
　図１に示す装置において、以下の条件にてクラフトパルプ排水（ＣＯＤＣｒ約６０００
ｍｇ／Ｌ）を処理した。
　　油水分離槽：容量約４２０Ｌ
　　メタン発酵槽：容量５００Ｌ、担体無し
　　固液分離装置：直径０．４ｍ、容量約１００Ｌ
　　嫌気処理槽：容量３．０ｍ３

【００３８】
　通水条件は排水量　１０ｍ３／ｄ、油水分離槽のＨＲＴ１．０時間、ここで油脂含有水
１００Ｌ／ｄを分離し、メタン発酵槽へ送液した。メタン発酵槽はＨＲＴ５．０日、ｐＨ
７．０で運転をおこなった。処理液は固液分離装置（沈殿槽）へ送り、固液分離を行い、
濃縮汚泥を系外に排出した。上澄液はｐＨ調整槽８へ流入させた。嫌気処理槽はＨＲＴ７
．２時間、ｐＨ調整槽８のｐＨ７．０とした。嫌気処理槽１２の担体としては、平均粒径
２．５ｍｍのポリオレフィン系樹脂担体を用い、担体の充填量は槽内保有水量（体積）の
４０％とした。また、種汚泥としてメタン発酵槽３及び嫌気処理槽１２にそれぞれ分散状
の嫌気汚泥（１００００ｍｇＶＳＳ／Ｌ）を２００Ｌ、６００Ｌ投入した。
【００３９】
　嫌気処理水１３のｐＨ調整槽８への返送量は、嫌気処理水の５０％とした。通水試験結
果（運転開始後２～３カ月の平均値）を表１に示す。また、固液分離装置６から、メタン
発酵槽３への汚泥の返送は行わなかった。
【００４０】
［実施例２］
　固液分離装置６からメタン発酵槽３へ汚泥を返送することにより汚泥濃度を高め、メタ
ン発酵槽３の容量を１００Ｌとしたこと以外は実施例１と同様にして処理を行った。通水
試験結果（運転開始後２～３カ月の平均値）を表１に示す。
【００４１】
［比較例１］
　実施例１において、油水分離槽１を省略し、クラフトパルプ排水の全量をそのままｐＨ
調整槽８に導入するようにしたこと以外は実施例１と同様にして処理を行った。通水試験
結果（運転開始後２～３カ月の平均値）を表１に示す。
【００４２】
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【表１】

【００４３】
＜考察＞
　比較例１では、油脂成分がスカムとなり、嫌気処理槽上部に付着した。また、担体表面
への油脂成分の蓄積も確認され、その後、担体の浮上が発生した。ＣＯＤＣｒ除去率は７
３％程度となった。担体表面に油脂が付着した結果、除去率が上がらなかったと考えられ
る。
【００４４】
　実施例１では、油脂含有水汚泥からメタン発酵処理水へのＣＯＤＣｒ除去率は６８％と
なった。また、メタン発酵処理水と油水分離槽９からの分離液を混合し嫌気処理槽に供し
た結果、ＣＯＤＣｒ除去率は原水から嫌気処理水で８６．７％まで増加した。また、担体
の浮上は見られなかった。以上の結果、嫌気処理水をメタン発酵槽に返送することにより
、極めて効率的にクラフトパルプ排水を処理できることが確認できた。
【００４５】
　実施例２では、油水分離を行い、油水汚泥をメタン発酵槽で処理したので、油水汚泥か
らメタン発酵処理水へのＣＯＤＣｒ除去率は７０％となった。また、メタン発酵処理水と
分離液を混合し嫌気処理槽に供した結果、ＣＯＤＣｒ除去率は原水から嫌気処理水で８５
％となった。また、担体の浮上は見られなかった。この実施例２では、油水汚泥成分をメ
タン発酵したので、嫌気処理槽への油脂の混入が減少し、効率的に処理が行われている。
メタン発酵槽内の汚泥濃度を高く維持することができたため、反応槽容量を小さく、高負
荷無条件で運転が可能であった。
【００４６】
　以上の実施例及び比較例より明らかな通り、本発明によれば、クラフトパルプ排水を油
水分離後、油水分離汚泥をメタン発酵し、該メタン発酵処理水を分離液と混合した後に嫌
気処理することにより、油脂による阻害を軽減し、高効率で嫌気処理することが可能であ
る。
【符号の説明】
【００４７】
　１　油水分離槽
　３　メタン発酵槽
　８　ｐＨ調整槽
　１２　嫌気処理槽
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