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(57)【要約】
【課題】　　ＢＯＤ値が高い排水と海水を混合した原水
を淡水化する方法を提供する。
【解決手段】混合池において、ＢＯＤ値が高い排水に海
水を混合する工程と、発酵槽と発酵合成槽と合成槽にお
いて、複合発酵法により、前記原水の汚染物質を分解消
失しつつ、塩分濃度を低減する工程とからなる、ＢＯＤ
値が高い排水と海水を混合した原水を淡水化する方法で
ある。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＢＯＤ値が高い排水と海水を混合した原水を淡水化する方法において、
１）混合池において、前記排水に海水を混合する工程と、
２）発酵槽と発酵合成槽と合成槽において、複合発酵法により、前記原水の汚染物質を分
解消失しつつ、塩分濃度を低減する工程と、
からなる、ＢＯＤ値が高い排水と海水を混合した原水を淡水化する方法。
【請求項２】
　請求項１の淡水化方法であって、
１）前記発酵槽と前記発酵合成槽と前記合成槽において、複合発酵法により、前記原水の
有害菌のほとんどを分解消失し、有害菌の残りを有機物に変える工程と、
２）カーボン触媒槽とサンド触媒槽において、前記有機物と有効性菌を除去する工程と、
を含む請求項１の淡水化方法。
【請求項３】
　請求項１の淡水化方法であって、カーボンフィルターとマイクロフィルター（０．５μ
、０．２μ）の濾過により、最も微細な微生物を除去し、生活用水、農業用水、工業用水
を供給する工程を、含む請求項１の淡水化方法。
【請求項４】
請求項１の淡水化方法であって、ＲＯ膜の濾過により、飲用水を供給する工程を、含む請
求項１の淡水化方法。
【請求項５】
　請求項１の淡水化方法であって、前記発酵槽と前記発酵合成槽との間にある沈殿槽にお
いて、前記原水を液体と固形分（菌床）に分け、固形分（菌床）は前記混合池に返送し、
液体は前記発酵合成槽に移送する工程を、
含む請求項１の淡水化方法。
【請求項６】
　請求項１の淡水化方法であって、前記発酵合成槽と前記合成槽との間にある沈殿槽にお
いて、前記原水を液体と固形分（菌床）に分け、固形分（菌床）は前記発酵合成槽に返送
し、液体は前記合成槽に流下させる工程を、
含む請求項１の淡水化方法。
【請求項７】
請求項１の淡水化方法であって、前記発酵槽と前記発酵合成槽と前記合成槽における複合
発酵環境を絶えず整えるために、前記発酵槽内の原水に、ＥＭＢＣ増殖液を添加する工程
を含む請求項１の淡水化方法。
【請求項８】
複合発酵法により、前記原水の汚染物質を分解消失し、塩分濃度を低減し、有害菌のほと
んどを分解消失し、有害菌の残りを有機物に変えることにより、ＢＯＤ値が高い排水と海
水を混合した原水を淡水化するための前記発酵槽、前記発酵合成槽、前記合成槽、前記有
機物と有効性菌を除去するための前記カーボン触媒槽と前記サンド触媒槽、最も微細な微
生物を除去することにより生活用水、農業用水、工業用水を得るための前記カーボンフィ
ルターと前記マイクロフィルター（０．５μ、０．２μ）、飲用水を得るための前記ＲＯ
膜から構成されることを特徴とする淡水化装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複合発酵法により、ＢＯＤ値が高い排水と海水を混合した原水を淡水化する
方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、特に発展途上国では、水不足は深刻な問題であり、低コストで海水を淡水化する
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技術が望まれている。
【０００３】
　そのような中で、現在、海水を淡水化する技術は以下のとおり、二つの方法が知られて
いる。一つは、海水を蒸留して淡水化する方法である。もう一つは、海水を逆浸透膜（Ｒ
Ｏ膜）で濾過し、淡水化する方法である。その内容は、具体的には、以下の二つの文献で
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２２１１４０号公報
【特許文献２】特開２００８－１００２１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、海水を蒸留して淡水化する方法については、熱効率が大変悪く、大量の
エネルギーが必要で、多大なコストがかかる。
【０００６】
　また、海水を逆浸透膜（ＲＯ膜）で濾過し、淡水化する方法については、ＲＯ膜が海水
中の微生物や析出物で目詰まりしないための前処理に手間がかかることと、施設の整備に
多大なコストがかかる。
【０００７】
　したがって、本発明の課題は、低コストで海水を淡水化する方法を提供することである
。その方法として、微生物を用いた海水の淡水化方法が考えられるが、実験的に実施され
た例によると、海水のみを淡水化することは不可能であった。
【０００８】
そこで、生活排水や工場廃水等のＢＯＤ値が高い排水と海水を混合した原水を、微生物を
用いた方法、すなわち複合発酵法により、淡水化する方法を提供することを本発明の課題
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
上記課題を解決する本発明は、ＢＯＤ値が高い排水と海水を混合した原水を淡水化する方
法において、１）混合池において、前記排水に海水を混合する工程と、２）発酵槽と発酵
合成槽と合成槽において、複合発酵法により、前記原水の汚染物質を分解消失しつつ、塩
分濃度を低減する工程とからなる、ＢＯＤ値が高い排水と海水を混合した原水を淡水化す
る方法である。
【００１０】
　本発明の複合発酵法による淡水化方法において、１）前記発酵槽と前記発酵合成槽と前
記合成槽において、複合発酵法により、前記原水の有害菌のほとんどを分解消失し、有害
菌の残りを有機物に変える工程と、２）カーボン触媒槽とサンド触媒槽において、前記有
機物と有効性菌を除去する工程とが含まれる。
【００１１】
　本発明の複合発酵法による淡水化方法において、カーボンフィルターとマイクロフィル
ター（０．５μ、０．２μ）の濾過により、最も微細な微生物を除去し、生活用水、農業
用水、工業用水を供給する工程が含まれる。
【００１２】
　本発明の複合発酵法による淡水化方法において、ＲＯ膜の濾過により、飲用水を供給す
る工程が含まれる。
【００１３】
　本発明の複合発酵法による淡水化方法において、前記発酵槽と前記発酵合成槽との間に
ある沈殿槽において、前記原水を液体と固形分（菌床）に分け、固形分（菌床）は前記混
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合池に返送し、液体は前記発酵合成槽に移送する工程が含まれる。
【００１４】
　本発明の複合発酵法による淡水化方法において、前記発酵合成槽と前記合成槽との間に
ある沈殿槽において、前記原水を液体と固形分（菌床）に分け、固形分（菌床）は前記発
酵合成槽に返送し、液体は前記合成槽に流下させる工程が含まれる。
【００１５】
本発明の複合発酵法による淡水化方法において、前記発酵槽と前記発酵合成槽と前記合成
槽における複合発酵環境を絶えず整えるために、前記発酵槽内の原水に、ＥＭＢＣ増殖液
を添加する工程が含まれる。
【００１６】
　ここで、ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）値の高い排水とは、生活排水、農業排水、工
場廃水、畜産由来排水、食品加工排水など微生物の代謝源となる有機物など汚染源を含む
排水を言う。本発明では、海水と混合することにより、後述する複合発酵を行うための微
生物の生存環境を確立できる環境の排水をＢＯＤ値の高い排水と言う。このような排水と
海水とを混合することによって得られた原水を、本発明において、複合発酵法により処理
する。このような原水は、ＢＯＤ値の高い排水により海水中の塩分が希釈されなおかつ複
合発酵が生じやすい環境となっている。
　本発明において、このような原水を複合発酵法により処理することにより、ＢＯＤ値と
塩分濃度が段階的に低減することを実験的に見出したものである。
【００１７】
　そして、本発明で使用する用語「複合発酵法」とは、単発酵から複発酵、並行複発酵、
平衡複発酵、固形発酵の連動と作用を引き起こし、基質と代謝から置換と交換という有機
・生物的情報エネルギー触媒を生み出し、その状態を創り上げる連鎖循環式発酵法を言う
。このような連鎖循環式発酵によりすべての微生物を有効な生態系へ導き、その微生物の
情報とエネルギーの連動サイクルを生じ、微生物の循環作用を発現し、共存・共栄・共生
を実現している。
【００１８】
　より具体的には、まず好気発酵微生物が働き出すことから始まるが、ここで発酵微生物
とは酵母、乳酸菌類等であり、アミノ酸、ビタミン、ミネラル等の生理活性物質を作り、
大腸菌、糸状菌等の好気性雑菌を浄菌、抑制する。次に乳酸菌が通性嫌気性菌類へとリレ
ーし、放射菌類が現れて抗菌性物質を作り、病原性細菌、ウイルス等の嫌気性雑菌を浄菌
する。この二つの浄菌作用が連動すると、アゾトバクター、根粒菌等の窒素固定菌が、空
気より気体を取り込んで固定する働きをし、最後に光合成細菌、藻類、化学合成細菌が固
定化された気体を取り込んで光合成等、有用な物質やエネルギーへの変換が行われる。こ
のサイクルが継続されることによって、ＢＯＤ値が高い排水と海水を混合した原水の汚染
物質を分解消失し、塩分濃度を低減し、有害菌のほとんどを分解消失し、有害菌の残りを
有機物に変える。
【発明の効果】
【００１９】
本発明によると、混合池において、前記排水に海水を混合し、発酵槽と発酵合成槽と合成
槽において、複合発酵法により、前記原水の汚染物質を分解消失しつつ、塩分濃度を低減
することにより、ＢＯＤ値が高い排水と海水を混合した原水を淡水化することが可能とな
る。
【００２０】
本発明によると、前記発酵槽と前記発酵合成槽と前記合成槽において、複合発酵法により
、前記原水の有害菌のほとんどを分解消失し、有害菌の残りを有機物に変え、カーボン触
媒槽とサンド触媒槽において、前記有機物と有効性菌を除去することにより、有害菌をす
べて除去することが可能となる。このことより、有害菌を除去することを目的して、特別
に、マイクロフィルター（０．２μ）、限外濾過膜（ＵＦ膜）、ナノ濾過膜（ＮＦ膜）、
ＲＯ膜等を設置することが不要となり、コストの増加を抑えることができる。
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【００２１】
　本発明によると、カーボンフィルターとマイクロフィルター（０．５μ、０．２μ）の
濾過により、最も微細な微生物を除去し、生活用水、農業用水、工業用水を供給すること
が可能となる。
【００２２】
　本発明によると、ＲＯ膜の濾過により、飲用水を供給することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明のＢＯＤ値が高い排水と海水の混合水を淡水化するシステムを示す概念図
である。
【図２】本発明の実施形態を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。図１は本発明のＢＯＤ値が
高い排水と海水の混合水を淡水化するシステムを示す概念図であり、図２は本発明の実施
形態を示す平面図である。
【００２５】
（実施形態）
　図２に示すとおり本発明の実施形態に係る淡水化方法は、複合発酵法により、ＢＯＤ値
が高い排水と海水を混合した原水を淡水化する方法である。以下にその方法を記す。
【００２６】
　生活排水や工場廃水等のＢＯＤ値の高い排水と海水を、混合池１に入れ、混合池１の大
きさによって適正にエアレーションを行う。
【００２７】
　混合池内１の原水を第一ポンプ２１により第一発酵槽２の前槽（後述）に汲み上げる。
第一発酵槽２の容量は１日の処理量に対しほぼ同量である。第一発酵槽２内の原水は、第
一ブロワー２２によって散気管２３を通してエアレーションされている。第一発酵槽２の
中に、第一発酵槽２内の原水の容量の１００分の３から１０００分の１の割合のＥＢＭＣ
増殖液を加える。ＥＭＢＣ増殖液は、発酵槽と発酵合成槽と合成槽内における複合発酵環
境を絶えず整えるために原水に添加するものである。さらに、第一発酵槽２内の原水の濃
度が５０～１００ｐｐｍとなるように複合発酵ＭＬＳＳ菌床を加え、発酵させる。第一発
酵槽２は同量の二槽（前槽、次槽）に分かれている。原水は前槽から次槽へオーバーフロ
ーにより自然流下し、次槽の中間深度まで移送管（図示せず）で送られる。
【００２８】
　ＥＭＢＣ増殖液は以下のようにして得られる。
水９０重量％、松、笹、梅、無花果、栗、桃、柿の葉から抽出した抽出液６重量％、オカ
ラ３重量％、糖密１重量％からなる原液に、空気中から微生物を混入させて、１ｃｃあた
りの微生物数（生菌数）が１０７または１０８から１０９に増加すると、菌の死滅が起こ
らなくなる。それによって、１ｃｃあたりの微生物数（生菌数）が１０２０から１０３０

へと飛躍的に増大し、微生物の高密度化が起き、さらにこの水溶液内で微生物酵素の高濃
度化が起きる。そして、松、笹、梅、無花果、栗、桃、柿の葉に含まれる植物酵素ととも
に結合結晶化（合成融合）し、誘導体たる抗酸化物質が生成される。この抗酸化物質を含
む溶液を濾過してＥＭＢＣ増殖液は得られる。
【００２９】
　複合発酵ＭＬＳＳ菌床とは以下のようなものである。
　複合発酵法により、屎尿または生活排水を沈殿槽等で嫌気発酵、固形発酵させ、ＭＬＳ
Ｓに複合発酵状態にある微生物が付着（着子）し、嫌気性菌類が根付き（着床）、その嫌
気性菌類がコロニー化（菌床）したものが、複合発酵ＭＬＳＳ菌床である。
【００３０】
　さらに原水は、第一発酵槽２の次槽から第二発酵槽３の前槽（後述）にオーバーフロー
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により自然流下し、前槽の中間深度まで移送管（図示せず）で送られる。第二発酵槽３の
容量は１日の処理量に対しほぼ同量である。第二発酵槽３は同量の三槽（前槽、次槽、３
槽）に分かれている。原水は前槽から次槽へオーバーフローにより自然流下し、次槽の中
間深度まで移送管（図示せず）で送られ、次槽から３槽へオーバーフローにより自然流下
し、３槽の中間深度まで移送管（図示せず）で送られる。第二発酵槽３内の原水は、第一
ブロワー２２によって散気管２４を通してエアレーションされ、完全に発酵される。
【００３１】
　原水は、第二発酵槽３の３槽から第一沈殿槽４へオーバーフローにより自然流下する。
原水は、第一沈殿槽４内で液体（第一次中間処理水）と固形分（菌床）に分けられる。固
形分（菌床）は、混合池１に返送され、原水の発酵に役立てられる。第一次中間処理水は
、第一沈殿槽４から第一中継槽５へオーバーフローにより自然流下する。
【００３２】
第一中継槽５内の第一次中間処理水を第二ポンプ２５により第一発酵合成槽６に汲み上げ
る。そして、第一次中間処理水は、第一発酵合成槽６、第二発酵合成槽７、第三発酵合成
槽８へ、順次オーバーフローにより自然流下する。第一発酵合成槽６と第二発酵合成槽７
と第三発酵合成槽８の合計の容量は１．５日の処理量に対しほぼ同量である。第一発酵合
成槽６内と第二発酵合成槽７内と第三発酵合成槽８内の第一次中間処理水は、第一ブロワ
ー２２によって散気管２７を通してエアレーションされ、発酵合成が行われる。
【００３３】
　第一次中間処理水は、第三発酵合成槽８から第二沈殿槽９へオーバーフローにより自然
流下する。第一次中間処理水は、第二沈殿槽９内で液体（第二次中間処理水）と固形分（
菌床）に分けられる。固形分（菌床）は、第二ブロワー２６によりエアーによって、第一
発酵合成槽６に返送され、流入する第一次中間処理水の発酵合成に役立てられる。第二次
中間処理水は、第二沈殿槽９から第一合成槽１０へオーバーフローにより自然流下する。
【００３４】
第二次中間処理水は、第一合成槽１０、第二合成槽１１、第三合成槽１２、カーボン触媒
槽１３へ、順次オーバーフローにより自然流下する。第一合成槽１０と第二合成槽１１と
第三合成槽１２の合計の容量は１．５日の処理量に対しほぼ同量である。第一合成槽１０
内と第二合成槽１１内と第三合成槽１２内の第二次中間処理水は、第一ブロワー２２によ
って散気管２８を通してエアレーションされ、合成が行われる。
【００３５】
　発酵槽における原水の発酵、発酵合成槽における第一次中間処理水の発酵合成、合成槽
における第二次中間処理水の合成の各過程を経て、ＢＯＤ値が高い排水と海水を混合した
原水は、複合発酵法により、段階的に、原水中の汚染物質が分解消失し、塩分濃度が低減
し、有害菌のほとんどが分解消失し、有害菌の残りが有機物に変えられ、淡水化される。
【００３６】
　発酵槽で生じる発酵は、主として好気発酵（例えば、好気発酵９：嫌気発酵１の割合で
の発酵）である。「主として好気発酵」とは、好気発酵が優位である好気／嫌気複合発酵
を意味し、若干の嫌気発酵が生じていることを意味する。
【００３７】
発酵合成槽で生じる発酵合成は、発酵槽よりも嫌気度の高い発酵である。より具体的には
、「好気発酵と嫌気発酵の両方」、例えば好気発酵５：嫌気発酵５の割合で複合発酵が生
じる。
【００３８】
　合成槽では、発酵合成槽よりも高い嫌気度で発酵が生じる（嫌気発酵が優位な発酵）。
【００３９】
　また、合成槽は、光合成系微生物群、藻類、藻菌類等による生物触媒及び酵素触媒処理
を行うための槽である。これら光合成細菌や藻菌類の触媒作用により生理活性物質の結晶
体を獲得し、物質間の作用である常温超伝導を終了させる。合成槽にて細菌類の働きを終
了させるとともに、細菌類のＤＮＡを分解させ、塩基類を元のタンパク化させ結晶体とし
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【００４０】
　さらに、合成槽は、有機性エネルギー培地と無機性媒体（Ｃ・ＳｉＯ２、Ｔｉ、Ｆｅ、
Ａｌ、Ｃｕ、Ｍｇ、Ｌｉ、Ｂｅ、Ｂ　ｅｔｃ．）によるイオン触媒層を有している。これ
らのイオン触媒層により、原子、イオンレベルの転移、変位、昇華（消失）を生じさせる
。また、有機性タンパク結晶によるエネルギー転移も同時に行われる。
【００４１】
　以上の過程を経て淡水化された水は、カーボン触媒槽１３の下部からサンド触媒槽１４
の下部に移送され、有機物と有効性菌は除去される。淡水化された水は、サンド触媒槽１
４の上部から第二中継槽１５へオーバーフローにより自然流下する。第二中継槽１５内の
淡水化された水を第三ポンプ２９によりカーボンフィルター１６に汲み上げる。
【００４２】
　淡水化された水は、カーボンフィルター１６、マイクロフィルター（０．５μ）１７、
マイクロフィルター（０．２μ）１８を通過し、最も微細な微生物が除去され、第一次処
理水が得られ、第三中継槽１９に移送される。
【００４３】
　第三中継槽１９内の第一次処理水は第四ポンプ３０によりに汲み上げられ、生活用水、
農業用水、工業用水として供給される。
【００４４】
　また、第三中継槽１９内の第一次処理水は第四ポンプ３０によりに汲み上げられ、ＲＯ
膜２０を通過させると、第二次処理水が得られ、飲用水として供給される。
【００４５】
　淡水化された水を、農業用水、工業用水として使用する場合には、必要とする農業用水
、工業用水の質とカーボンフィルター、マイクロフィルター（０．５μ、０．２μ）の費
用との兼ね合いから、第二中継槽１５から取水するか、第三中継槽１９から取水するか選
択することができる。
【００４６】
　なお、図２に示す実施形態において、二つの発酵槽（第一発酵槽２、第二発酵槽３）、
三つの発酵合成槽（第一発酵合成槽６、第二発酵合成槽７、第三発酵合成槽８）、三つの
合成槽（第一合成槽１０、第二合成槽１１、第三合成槽１２）を配置したが、これらの数
は限定されるものではなく、数は異なってもよい。
【００４７】
また、図２に示す実施形態において、第一発酵槽２は同量の二槽（前槽、次槽）に分かれ
、第二発酵槽３は同量の三槽（前槽、次槽、３槽）に分かれているが、これらの分割の数
は限定されるものではなく、数は異なってもよい。
【実施例】
【００４８】
　以上に記した本発明の方法に基づき、複合発酵法により、塩分濃度が高い原水を実際に
処理した計測結果を示す。なお、以下の実施例において、図２に示す装置を用いた。
【００４９】
（実施例１）
　表１は、ＢＯＤ値が高くかつ塩分濃度が高い原水を、発酵槽、発酵合成槽、合成槽、カ
ーボン触媒層、サンド触媒層を通して処理した結果である。ＢＯＤ値、ＣＯＤ値、ＳＳ値
については、原水と各処理段階における値を示し、水素イオン濃度と塩化物イオンについ
ては原水と処理水の値を示している。
【００５０】
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【表１】

【００５１】
　表１の結果より、本発明による複合発酵法を用いて、強酸性の原水を中性化するととも
に、ＢＯＤ値、ＣＯＤ値、ＳＳ値、塩化物イオン（塩化水素由来）を低減できることが分
かる。さらに、ＢＯＤ値、ＣＯＤ値、ＳＳ値については、原水、発酵槽内の水、発酵合成
槽内の水、合成槽内の水、処理水と処理が進むに従って、段階的に、低減していくことが
分かる。
【００５２】
（実施例２）
　表２は、塩分濃度が高い原水を、発酵槽、発酵合成槽、合成槽を通して処理した結果で
あり、原水と各処理段階における陽イオン濃度と陰イオン濃度を示している。
【００５３】
【表２】

【００５４】
　表２の結果より、本発明による複合発酵法を用いて、原水の塩分濃度が、原水、発酵槽
内の水、発酵合成槽内の水、合成槽内の水、処理水と進むに従って、段階的に、低減して
いくことが分かる。
【００５５】
実施例１と実施例２から、複合発酵法を用いた本発明の方法により、ＢＯＤ値が高くかつ
塩分濃度の高い原水に対して、ＢＯＤ値と塩分濃度を低減することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明により、低コストでＢＯＤ値の高い排水と海水を混合した原水を淡水化する方法
が確立され、この方法により、低コストで安全な生活用水、農業用水、工業用水、飲用水
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【符号の説明】
【００５７】
１　混合池
２　第一発酵槽
３　第二発酵槽
４　第一沈殿槽
５　第一中継槽
６　第一発酵合成槽
７　第二発酵合成槽
８　第三発酵合成槽
９　第二沈殿槽
１０　第一合成槽
１１　第二合成槽
１２　第三合成槽
１３　カーボン触媒槽
１４　サンド触媒槽
１５　第二中継槽
１６　カーボンフィルター
１７　マイクロフィルター（０．５μ）
１８　マイクロフィルター（０．２μ）
１９　第三中継槽
２０　ＲＯ膜
２１　第一ポンプ
２２　第一ブロワー
２３　散気管
２４　散気管
２５　第二ポンプ
２６　第二ブロワー
２７　散気管
２８　散気管
２９　第三ポンプ
３０　第四ポンプ
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