
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　界面活性剤によりエマルジョン化されている含油廃水の処理方法であって、
　前記含油廃水を気化させ、前記気体を、

温度で加熱処理
し、その加熱処理後の気体を凝縮して液体に戻して回収する含油廃水の処理方法。
【請求項２】
　前記含油廃水を気化させるのに、大気圧以下に減圧して気化させる請求項１に記載の含
油廃水の処理方法。
【請求項３】
　界面活性剤によりエマルジョン化されている含油廃水を収容可能な気密性容器と、減圧
室とを気体移送路により連通接続し、前記気体移送路に凝縮器を設け、前記減圧室を大気
圧以下に減圧して、前記含油廃水を気化させてその気体を前記気体移送路を介して前記減
圧室に移送する際に、

温度で加熱可能な熱分解装置を前記
気密性容器内又は前記気密性容器と前記凝縮器との間の気体移送路部分に備えてある含油
廃水の処理装置。
【請求項４】
　前記気密性容器において前記含油廃水の上部空間に空間加熱装置を設けてある請求項３
に記載の含油廃水の処理装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、界面活性剤によりエマルジョン化されている含油廃水の処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車、機械加工、金属加工等の工場では、水溶性切削油の廃水が排出される。この廃
水には、一般的にｎ -ヘキサン抽出物質（油分）が数千～数万ｍｇ /Ｌと高濃度で含まれて
おり、乳化剤（界面活性剤など）により乳化されたエマルジョンの状態にある。また、水
質汚濁防止法に基づくｎ -ヘキサン抽出物質（油分）の下水放流基準は、 5ｍｇ /Ｌ（鉱物
油）以下と規制されている。従って、このような水溶性切削油の廃水を下水放流するため
には、廃水から油分を除去することが必須となっている。
【０００３】
　そこで、上述の水溶性切削油に代表されるような油分を含む廃水（以下、「含油廃水」
と記す）を処理するために、これまで幾つかの処理方法（例えば、浮上分離法、沈殿分離
法、微生物処理法等が挙げられる）が考案されている。
【０００４】
　沈殿分離法は、含油廃水中に凝集剤（塩鉄、ＰＡＣ、硫酸バンド等）を添加することに
より油分を凝集・沈殿させて分離する方法である（特許文献１参照）。
【０００５】
　浮上分離法は、上記と同様の凝集剤を添加後、比重が水より小さいか、もしくは同等で
ある油分に細かい気泡を付着させて見掛けの比重を小さくし、水面に浮上させて油分を分
離する方法である（特許文献２参照）。
【０００６】
　微生物処理法は、自然界に存在する微生物を利用して、好気的もしくは嫌気的に油分を
分解・除去する方法である（特許文献３参照）。
【０００７】
【特許文献１】特開２００２ -５８９１０公報
【特許文献２】特開２００３ -１５４２０５公報
【特許文献３】特開平７ -３０３８９４公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、上述の沈殿分離法においては、油分の回収率が３０～５０％と低く、そ
の多くが廃液中に残留し得ること。また、浮上分離法においては、含油廃水中には金属切
削により生じる金属ミクロ粒子が多量に混入されている場合もあるので、それらを含む油
分の比重が重くなり液面に浮上し難くなって回収率が低下する虞があること。そして、微
生物処理法においては、油分中には生物分解され難い鉱油が溶解しているので、処理に時
間がかかるといった問題が生じている。
【０００９】
　さらに、沈殿分離法や浮上分離法によって回収された油分には上述したように金属ミク
ロ粒子が多量に混入されているので焼却処理にあっては多大なエネルギーを要すると共に
、粉塵などの大気汚染の原因ともなり得る。また生物処理法においては生物分解に伴って
悪臭が発生し得るので、さらに脱臭装置といった設備が必要となり得る。
【００１０】
　またさらに、上述したいずれの方法においても、処理能力を上げるためには、それぞれ
大規模な沈殿槽、浮上槽、培養槽といった設備が必要とされ、設備コストや設置場所つい
ての問題も生じ得る。
【００１１】
　本発明は、上記実情に鑑みてなされたものであって、切削油等の含油廃水を、低コスト
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で効率良く迅速に処理し得ると共に、大気汚染や悪臭の発生を招来することもない含油廃
水の処理方法及び処理装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の第１特徴構成は、界面活性剤によりエマルジョン化されている含油廃水の処理
方法であって、前記含油廃水を気化させ、前記気体を、

温
度で加熱処理し、その加熱処理後の気体を凝縮して液体に戻して回収する点にある。
【００１３】
〔作用及び効果〕
　界面活性剤によりエマルジョン化されている含油廃水を一旦気化させてから、その気体
を、

温度で加熱処理を行う
【００１４】
　従って、加熱処理後の気体を凝縮して液体として回収した含油廃水においては、界面活
性剤によるエマルジョン化が起こらないので、特に凝集剤や気泡等を使用せずとも、容易
に水相と油相とに分離し得る状態となる。その結果、油分と水とをそれぞれ効率良く回収
することが可能となり、特に油分については、金属ミクロ粒子等の不溶物がほとんど分離
除去されており、そこにまた新たな油分を補充したり、界面活性剤や水を加えることによ
って再利用することが可能となるので、焼却する必要もなくなる。
【００１５】
　また焼却する場合であっても、油分には金属ミクロ粒子等がほとんど含まれないので、
多大なエネルギーを必要とせず焼却することが出来、しかも粉塵等の大気汚染を招来する
虞もない。
【００１６】
　また、分離水についても金属ミクロ粒子等の不溶物は含まれず、油分もほとんど含まな
いので、水質汚濁防止法の排水基準を満たし得、そのまま下水に排水することが可能とな
る。なお、含油廃水に直接加熱処理を施す場合、水の沸点を超える温度で加熱処理を行う
には、大きな圧力を必要とするので、より頑強な耐圧構造を有する設備等が必要となり、
コスト高となり得るが、本発明においては特にそのような構造・設備等を必要としない。
【００１７】
　また、含油廃水をそのまま一旦気化させて、加熱処理した後、凝縮して回収するといっ
たように、処理方法が複雑でなく、工程数も少ないので、迅速且つ効率的に含油廃水を処
理することが可能であり、処理能力を上げるために特に大型の設備を用意する必要もなく
、小スペースでしかも簡便な構造・設備で本発明を実行することも可能である。
【００１８】
　本発明の第２特徴構成は、前記含油廃水を気化させるのに、大気圧以下に減圧して気化
させる点にある。
【００１９】
〔作用及び効果〕
　大気圧以下に減圧して含油廃水を気化させるので、例えば、含油廃水中に常圧では気化
し難い成分が含まれている場合であっても容易に（例えば、より低温で）気化させること
が可能となり、ランニングコストの低減や処理時間の短縮化にもつながると共に、低温処
理が可能なので 分の再利用化が図れる。
【００２０】
　本発明の第３特徴構成は、界面活性剤によりエマルジョン化されている含油廃水を収容
可能な気密性容器と、減圧室とを気体移送路により連通接続し、前記気体移送路に凝縮器
を設け、前記減圧室を大気圧以下に減圧して、前記含油廃水を気化させてその気体を前記
気体移送路を介して前記減圧室に移送する際に、

温度で加
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熱可能な熱分解装置を前記気密性容器内又は前記気密性容器と前記凝縮器との間の気体移
送路部分に備えてある点にある。
【００２１】
〔作用及び効果〕
　上述の第１及び第２の特徴構成の作用及び効果を有する処理方法を実行可能な含油廃水
の処理装置を提供することができる。
【００２２】
　本発明の第４特徴構成は、前記気密性容器において前記含油廃水の上部空間に空間加熱
装置を設けてある点にある。
【００２３】
〔作用及び効果〕
　気密性容器において含油廃水の上部空間に空間加熱装置を設けてあるので、上部空間の
空間温度が上昇すると共に飽和蒸気量も上昇して、より多くの気化分子が上部空間中に存
在することが可能となり、さらに、ボイル・シャルルの法則から上部空間内の圧力が上昇
して、気密性容器と減圧室との間により大きな圧力差が生じることとなる。その結果、気
体の移送速度が増大すると共に、含油廃水の気化速度も増大するので、処理時間が、空間
加熱装置を備えていない場合と比べてさらに短縮される。なお、気密性容器を加熱する構
成とした場合、含油廃水が気密性容器内で焦げ付いてしまう虞が生じると共に、減圧下で
上部空間を間接的に加熱する状態となるので、上部空間温度は上昇し難く、含油廃水の気
化がスムーズ行われなくなってしまうが、本発明ではそのような心配もない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下に本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００２５】
〔実施形態〕
　図１は、本発明の実施形態における含油廃水の処理方法を実行可能な装置を示す概略図
である。
【００２６】
　気密性容器２はその上部と下部とが鏡板構造をとり、容器内の減圧状態に対して耐圧性
を有する構造となっている。
【００２７】
　気密性容器２の側面部には、含油廃水１を投入可能な投入口３を備えている（例えば、
ロータリーフィーダー等を備えた投入口にしておけば、気密性容器を密閉状態にしたまま
、含油廃水を自動で連続的に気密性容器に投入することも可能である）。また、気密性容
器２の下部には排出口４を備えており、含油廃水１や処理後の残渣を自在に排出すること
が可能である（この場合も例えば、ロータリーフィーダー等を備えた排出口にしておけば
、気密性容器を密閉状態にしたまま、含油廃水や処理後の残渣を自動で連続的に気密性容
器から排出することも可能である）。
【００２８】
　気密性容器２内の上部には、含油廃水１を収容した際に生じる上部空間２０を加熱する
ための空間加熱装置２０（遠赤外線ヒーター等）が備えられている。
【００２９】
　また、気密性容器２の外側には、含油廃水加熱装置５と接続されているジャケット６が
備えられており、含油廃水１を加温することが可能となっている。
【００３０】
　気密性容器２の鏡板状の天板には気体移送管８が接続されており、回収槽１２まで連通
接続されている。
【００３１】
　気密性容器２と回収槽１２まで連通接続する気体移送管８には、気密性容器２を上流側
として、上流側から順に、熱分解装置９、冷却装置１１が接続されているコンデンサー１
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０、およびバルブ２１が設けられている。
【００３２】
　回収槽１２は、その上部と下部とが鏡板構造をとり、槽内の減圧状態に対して耐圧性を
有する構造となっている。さらに、回収槽１２の鏡板状の天板には、減圧装置１５（例え
ば、真空ポンプ等）の減圧配管２２と気体移送管８とが接続されており、さらに減圧開放
弁１３が設けられている。また、回収槽１２の下部には排液弁１４が設けられており、回
収槽１２内に回収された液体を分離槽１６に排出可能となっている。
【００３３】
　次いで、具体的な処理工程について説明する。まず、所定量の含油廃水１（自動車工場
等から排出される水溶性切削油など）を投入口３を通じて気密性容器２内へ投入する。こ
のときの投入量は、少なくとも処理中は、機密性容器２の上部に設けられている空間加熱
装置７までは達しない量であることが望ましい。というのは、空間加熱装置７と含油廃水
１とが接触している状態にあると、上部空間２０を加熱するという空間加熱装置本来の目
的を果たすことが困難になると共に、空間加熱装置７を使用する場合、通常その温度は好
ましくは８０℃～１２０℃にて使用するため、空間加熱装置７と含油廃水１とが接触した
状態で使用してしまうと、空間 熱装置７の表面に含油廃水１の油分が焦げ付いてしまう
虞があるからである。また、気密性容器２内一杯に含油廃水１を投入しても、その液面の
面積が小さくなり、気化速度が遅くなるだけで効率が悪く、逆に少なすぎても、装置内を
減圧するのに時間がかかってしまいこの場合も効率が悪い。
【００３４】
　含油廃水１を投入後、減圧開放弁１３と排液弁１４とを閉じ、バルブ２１を開いて、減
圧装置１５、冷却装置１１及び熱分解装置９を作動させる。
【００３５】
　減圧装置１５を作動させると、回収槽１２と気体移送管８とを介して気密性容器２内が
減圧し、含油廃水加熱装置５で加熱すると、含油廃水１の気化が促される。このとき、必
要に応じて、空間 熱装置７を作動させれば、より効率的に含油廃水１の気化を促進する
ことが可能となる。ただし、含油廃水加熱装置５にて使用される温度は、含油廃水１の油
分が気密性容器２内に焦げ付 い温度であることが望ましい。
【００３６】
　含油廃水１の気化成分としては、主にｎ -ヘキサン抽出物質（油分）、界面活性剤、及
び水が挙げられる。
【００３７】
　まず、それらの気化成分は、気体移送管８を通って熱分解装置９の設置してある部位ま
で移送されて、熱分解装置９により直接加熱される。熱分解装置９にて設定される温度は
、ｎ -ヘキサン抽出物質（油分）は分 れないが、界面活性剤は分 れる温度であり
、好ましくは、１４０℃～１６０℃である。その結果、界面活性剤のみが分 れ得るこ
ととなる。
【００３８】
　次いで、加熱処理後の気化成分は、冷却装置の接続したコンデンサー１０の設置してあ
る部位まで移送される。そこで気化成分は凝縮されて、再び液体状態へと戻り、そのまま
バルブ２１を通って、回収槽１２へ貯留される。
【００３９】
　液体（回収液２３）が所定量まで貯まったら、バルブ２１を閉じ、次いで減圧開放弁１
３と排液弁１４とを開き、回収液２３を分離槽１６へ排出する。
【００４０】
　分離槽１６へと排出された回収液２３は、界面活性剤によるエマルジョン化が起こらな
いので、特に凝集剤や気泡等を使用せずとも、容易に水相１８と油相１７とに分離し得る
状態となる（なお、分 た界面活性剤を含む中間相１９が水相１８と油相１７との間に
生じる場合もある）。
【００４１】
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　その結果、油分と水とをそれぞれ効率良く回収することが可能となり、特に油分につい
ては、金属ミクロ粒子等の不溶物がほとんど分離除去されており、そこにまた新たな油分
を補充したり、界面活性剤や水を加えることによって再利用することが可能となるので、
焼却する必要もなくなる。また焼却する場合であっても、油分には金属ミクロ粒子等がほ
とんど含まれないので、多大なエネルギーを必要とせず焼却することが出来、しかも粉塵
等の大気汚染を招来する虞もない。
【００４２】
　また、分離水についても金属ミクロ粒子等の不溶物は含まれず、油分もほとんど含まな
いので、水質汚濁防止法の排水基準を満たし、そのまま下水に排水することも可能であり
、廃水処理業者に依頼する必要もないのでコスト削減につながる。
【００４３】
　なお、処理後の気密性容器２の底部に残っている残渣については、金属ミクロ粒子を多
く含むものと思われるので、排出口４より回収し、可能ならば再利用するか、あるいは産
廃処理業者等に依頼するかなどのしかるべき処理を行う。
【００４４】
〔その他の実施形態〕
１．実施形態における含油廃水の熱分解装置については、気密性容器と凝縮器との間の気
体移送路部分に備えてある構成としてあるが、これに限定するものでなく、熱分解装置を
気密性容器内に設けてある構成としても良い。
２．実施形態における熱分解装置は、気化成分を直接加熱する構成としてあるが、これに
限定するものでなく、気体移送管の周りに熱線コイル等を巻きつけて、間接的に加熱する
構成としても良い。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の実施形態における含油廃水の処理装置を示す概略図
【符号の説明】
【００４６】
１　含油廃水
２　気密性容器
３　投入口
４　排出口
５　含油廃水加熱装置
６　ジャケット
７　空間加熱装置
８　気体移送管
９　熱分解装置
１０　コンデンサー
１１　冷却装置
１２　回収槽
１３　減圧開放弁
１４　排液弁
１５　減圧装置
１６　分離槽
１７　油相
１８　水相
１９　中間相
２０　上部空間
２１　バルブ
２２　減圧配管
２３　回収液
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