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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　油分を含んだ原水を重力分離槽（１）に上向流で供給し、重力分離槽（１）の接触分離
室（４）に充填した網様骨格体（３）に油分を接着させて油滴化し、連続して供給される
原水により油滴を粗大化させて、接着力より浮力が勝った油滴を接触分離室（４）から浮
上させると共に、接触分離室（４）で処理出来なかった分離水に含まれる乳化油を重力分
離槽（１）から抜出して、乳化油の処理剤を添加しながらラインミキサー（１２）で撹拌
して油分の乳化状態を解消させ、次に、この油水を精分離槽（２）に上向流で供給し、精
分離室（２１）に収納した親油性の繊維シート（１８）を通過させて油分を繊維に吸着さ
せ、流入してくる油分と合体して粗大化させて、浮力により繊維シート（１８）から押出
された油分を精分離室（２１）から浮上させ、粗粒化した油分と処理水を分離排出させる
ことを特徴とする油水分離方法。
【請求項２】
　上記乳化油に添加する処理剤を、カチオン系のポリマーを使用したことを特徴とする請
求項１項に記載の油水分離方法。
【請求項３】
　上記重力分離槽（１）から抜出した分離水を、ストレーナー（１５）を通過させて混入
浮遊物を除去した後、精分離槽（２）に供給することを特徴とする請求項１または２に記
載の油水分離方法。
【請求項４】
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　上記重力分離槽（１）の粗油分離室（６）に浮上した粗大油滴が所定レベルに達した時
、積層した粗大油滴を粗油分離室（６）から排出させることを特徴とする請求項１乃至３
の何れか１項に記載の油水分離方法。
【請求項５】
　重力分離槽（１）に網様骨格体（３）を充填した接触分離室（４）を配設し、接触分離
室（４）の下方に原水室（５）と、その上方に粗油分離室（６）を設け、粗油分離室（６
）に連結した分離水管（８）にラインミキサー（１２）を介装し、ラインミキサー（１２
）にカチオン系のポリマーを添加する薬液ポンプ（１４）を配設し、ラインミキサー（１
２）の後段の分離水管（８）を並設した精分離槽（２）に連通させると共に、精分離槽（
２）に立設したろ材筒（１６）に親油性の繊維シート（１８）を充填した精分離室（２１
）を配設し、ろ材筒（１６）の下方に二次原水室（２４）と、その上方に微細油分離室（
２５）を設け、ろ材筒（１６）の周部に精分離室（２１）に連通する処理水の分離流路（
２８）を形成したことを特徴とする油水分離装置。
【請求項６】
　上記分離水管（８）にストレーナー（１５）を配設し、混入浮遊物を捕捉させることを
特徴とする請求項５に記載の油水分離装置。
【請求項７】
　上記重力分離槽（１）の粗油分離室（６）に油面検知器（１０）を設け、この油面検知
器（１０）に粗油排出弁（１１）を連動連結したことを特徴とする請求項５または６に記
載の油水分離装置。
【請求項８】
　上記精分離室（２１）に充填する繊維シート（１８）は、親油、撥水性を有する空隙率
８０％～９０％のポリプロピレン製の不織布で、これらを１０ｍｍ×１０ｍｍ程度の適当
な大きさに裁断したろ材からなることを特徴とする請求項５乃至７の何れか１項に記載の
油水分離装置。
【請求項９】
　上記精分離室（２１）に充填する繊維シート（１８…）は、複数個の網袋（１７…）に
収納してあることを特徴とする請求項５乃至８の何れか１項に記載の油水分離装置。
【請求項１０】
　上記精分離槽（２）の外壁を上槽（２ｃ）と下槽（２ｄ）で構成し、ろ材筒（１６）の
下端を下槽（２ｄ）の槽底（２ａ）に着脱自在に支持させて、ろ材筒（１６）の上端を下
槽（２ｄ）に内設した支持杆（３３）で保持させ、ろ材筒（１６）の上端を被覆するパン
チングプレート（１９）を支持杆（３３）に着脱自在に連結したことを特徴とする請求項
５乃至９の何れか１項に記載の油水分離装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、船舶等から発生するビルジ、バラスト、タンク洗浄等により、海水または水
に含まれる油分を分離する油水分離方法とその分離装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に油水分離方法として、▲１▼油と水の比重差を利用した重力分離方法。▲２▼細管
通過によって油分を粗粒化するコアレッサー法。▲３▼油分を活性炭、高分子材料等に吸
着させる吸着方法。▲４▼その他、気泡浮上法、生物処理法、薬剤添加による凝集分離等
がある。船舶用の油水分離装置としては、船舶の動揺や設置スペース等の問題で、多層平
行板を設けた重力分離部、粗粒化繊維層、吸着捕集部等を適宜組合せた方式が採用されて
いるが、粗粒化法が主体となっている。例えば、実公平６－２１５２１号公報に記載して
あるように、金属または合成樹脂の繊維で構成した油分粗粒化層と、撥水性及び撥油性の
多孔質膜で構成した油分粗粒化部を組合せ、船舶におけるビルジ等を水と油分に分離する
粗粒化法の油水分離装置は公知である。
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【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
これらの分離方法においては、粗分離したあとの微少油滴を分離する手段である粗粒化繊
維分離層あるいは吸着捕集部は、非常に目の細かいものが使用されており、目詰りが発生
して、油分を含む原水が通過する時の通過抵抗が増大する。そして、粗粒化繊維分離層あ
るいは吸着捕集部の通過流速が早くなり、十分に粗粒化できずに微小油滴が処理水と一緒
に流出することとなり、長時間安定した処理が困難であつた。粗粒化法は１０ミクロン以
下の界面活性剤により、微細な乳化状態の油水に対して処理できないのが現状である。こ
の場合、洗浄による再生であるとか、場合によっては、交換作業を頻繁に実施する必要が
あった。
【０００４】
界面活性剤などにより安定化した乳化油を分離する手段としては、硫酸バンド、ＰＡＣな
どの薬剤によって粗粒化する方法、アルミニウムを電極として溶解し、溶出した金属イオ
ンによって凝集させる方法がある。これらの凝集剤は、水酸化アルミなどの固形物の発生
や、薬剤の取扱い、船舶の動揺などにより、船舶用の油水分離装置としては採用ができな
かった。この発明は、網様骨格体を充填した重力分離槽と親油性の繊維シートを充填した
精分離槽を並設して、原水中の油分を分離する粗粒化方式の分離方法と分離装置を提供す
る。また、油分を分離した重力分離槽の分離水に処理剤を添加して、分離水に含まれる乳
化油の乳化状態を破壊して、安定した処理ができる粗粒化方式の分離方法と分離装置を提
供する。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
この発明の要旨の油水分離方法は、油分を含んだ原水を重力分離槽に上向流で供給し、重
力分離槽の接触分離室に充填した網様骨格体に油分を接着させて油滴化し、連続して供給
される原水により油滴を粗大化させて、接着力より浮力が勝った油滴を接触分離室から浮
上させると共に、接触分離室で処理出来なかった分離水に含まれる乳化油を重力分離槽か
ら抜出して、乳化油の処理剤を添加しながらラインミキサーで撹拌して油分の乳化状態を
解消させ、次に、この油水を精分離槽に上向流で供給し、精分離室に収納した親油性の繊
維シートを通過させて油分を繊維に吸着させ、流入してくる油分と合体して粗大化させて
、浮力により繊維シートから押出された油分を精分離室から浮上させ、粗粒化した油分と
処理水を分離排出させる油水分離方法で原水中の粗大油分の分離を行い、次に、界面活性
剤により安定化した乳化油の乳化状態を破壊して、乳化油の処理が可能となる。
【０００６】
そして、乳化油に添加する処理剤を、カチオン系のポリマーを使用して乳化油を油滴化さ
せるので、処理剤による水酸化アルミなどの固形物の発生が押えられ、ろ材の目詰りが防
止できる。重力分離槽から抜出した分離水を、ストレーナーを通過させた後に精分離槽に
供給すれば、油水に含まれる混入浮遊物が除去されて、ろ材の目詰りが防止でき、安定し
た効果を発揮することができる。なお、重力分離槽の粗油分離室に浮上した粗大油滴は、
所定レベルに達した時、油分を重力分離槽から排出させるものである。
【０００７】
　油水分離方法を実施するための装置は、重力分離槽に網様骨格体を充填した接触分離室
を配設し、接触分離室の下方に原水室と、その上方に粗油分離室を設け、粗油分離室に連
結した分離水の分離水管にラインミキサーを介装し、ラインミキサーにカチオン系のポリ
マーを添加する薬液ポンプを配設し、ラインミキサー（１２）の後段の分離水管（８）を
並設した精分離槽に連通させると共に、精分離槽に立設したろ材筒に親油性の繊維シート
を充填した精分離室を配設し、ろ材筒の下方に二次原水室と、その上方に微細油分離室を
設け、ろ材筒の周部に精分離室に連通する処理水の分離流路を形成したもので、重力分離
槽の網様骨格体で粗大油滴を分離して、分離水に含まれる乳化油に処理剤を添加して乳化
状態を破壊させ、微小油滴とすることができ、分離水に含まれる処理できなかった微細油
滴を、親油性の繊維シートの全体で行なうため、長時間にわたって高い分離効率が維持で



(4) JP 4151005 B2 2008.9.17

10

20

30

40

50

きる。
【０００８】
　そして、分離水管にストレーナーを配設すれば、分離水に混入する浮遊物を捕捉して、
精分離槽の繊維シートの目詰まりが防止でき、安定した処理が可能となる。重力分離槽の
粗油分離室に油面検知器を設け、この油面検知器に粗油排出弁を連動連結して、油分の蓄
積を検知して粗油排出弁を開放させるもので、浮上油が所定レベルに達した時に、粗大油
滴を重力分離槽から排出することができる。
【０００９】
精分離室に充填する繊維シートは、親油、撥水性を有する空隙率８０％～９０％のポリプ
ロピレン製の不織布で、これらを１０ｍｍ×１０ｍｍ程度の適当な大きさに裁断したもの
で、繊維シートの空隙率が大きく油滴の吸着量が大きいので、繊維シートの内部まで吸着
が可能となり、油滴の吸着量が大きくなる。原水の通過抵抗が時間の経過とともに増大す
ることを防ぎ、長時間にわたって高い分離効率を維持できる。精分離室の繊維シートは、
複数個の網袋に収納した多数の繊維シートを精分離室に充填すれば、ろ過筒への小さい繊
維シートの充填と、目詰まりした繊維シートの取出しが容易となる。
【００１０】
精分離槽の外壁を上槽と下槽で構成し、ろ材筒の下端を下槽の槽底に着脱自在に支持させ
て、ろ材筒の上端を下槽に内設した支持杆で保持させ、ろ材筒の上端を被覆するパンチン
グプレートを支持杆に着脱自在に連結したもので、ろ材筒の取り外しが可能となり、上部
のパンチングプレートを取外せば、精分離部に充填した繊維シートの交換が容易となる。
薬液ポンプの乳化油の処理剤を、カチオン系のポリマーを使用すれば、処理剤による水酸
化アルミなどの固形物の発生をおさえ、目詰まりを防止しながら、乳化油を油滴化させる
ことができる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
▲１▼第１段階（粗分離部）
油分を含んだ海水または水等の原水は、供給ポンプにより重力分離槽の底部から上向流で
圧入され、接触分離室に充填した網様骨格体に接触しながら上昇する。原水中の油分が網
様骨格体のろ材表面に接着して油滴化し、連続して圧入される油分によって粗大化し、油
滴の浮力が接着力より勝った時に、粗大化した油滴がろ材から離れ、本体分離槽の上部の
粗油分離室へと浮上する。粗油分離室の蓄積した浮上油が所定レベルに達した時、油面検
知器で検知して粗大油滴を重力分離槽から排出する。
【００１２】
▲２▼第２段階（乳化油破壊部）
重力分離槽で処理出来なかった乳化油と微小油滴を分離水とともに抜出し、少量のカチオ
ン系のポリマーを添加しながらラインミキサーで撹拌し、乳化油を凝集させて微小油滴に
する。また、重力分離槽から抜出した分離水に混入する浮遊物をストレーナーで捕捉して
、後段の精分離槽の繊維シートの目詰まりを防止する。
【００１３】
▲３▼第３段階（精分離部）
油分の乳化状態を破壊して、混入する浮遊物が取り除かれた油水は、精分離槽に上向流で
供給する。精分離室に収納した親油性の繊維シートを通過する油水は、微細油滴を繊維に
吸着させ、流入してくる微細油滴と合体して粗大化させる。上向流と浮力により繊維シー
トから押出された油分は、微細油分離室に浮上する。微細油分離室に蓄積する粗大化した
油分は少量であり、運転終了直前あるいは、運転中適宜、手動で弁を開き油分を精分離槽
の頂部から排出する。油分を分離した処理水は、ろ材筒の周部の分離流路を流下させて精
分離槽から排水する。なお、微細油分離室に油面検知器を設け、微細油分離室の浮上油が
所定レベルに達した時に、油分を精分離槽から排出してもよい。
【００１４】
【実施例】
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この発明の実施例を図面に基づき詳述すると、まず、図１は油水分離装置の縦断側面図で
あって、粗大油滴を分離する重力分離槽１と微小油滴を分離する精分離槽２が並設して連
通させてある。重力分離槽１の中央部に樹脂製の網様骨格体３を充填した接触分離室４が
配設してあり、その槽底１ａに原水室５と槽頂壁１ａに粗油分離室６が設けてある。重力
分離槽１の原水室５に原水供給管７が連結してあり、油分を含んだ海水あるいは水等の原
水を、ビルジタンクなどから供給ポンプ（図示せず）で原水室５に圧入する。原水室５に
圧入された原水は接触分離室４を上昇し、原水中の油分が接触分離室４の網様骨格体３に
接触して表面に接着して油滴化し、連続して圧入される油分によって粗大化する。油滴の
浮力が接着力より勝った時に、粗大化した油滴が網様骨格体３から離れ、重力分離槽１の
上部の粗油分離室６へと浮上して蓄積される。
【００１５】
図２は重力分離槽１の粗油分離室６の拡大図であって、重力分離槽１の粗油分離室６には
、網様骨格体３の上方近傍に開口端を斜め上方に開口した分離水の分離水管８と、槽頂壁
１ｂ近傍に立ち上らせて開口した粗油排出管９が重力分離槽１の周壁から延設してある。
粗油分離室６の分離水の分離水管８と粗油排出管９の間に静電容量式の油面検知器１０が
配設してあり、油面検知器１０は粗油排出管９に設けた粗油排出弁１１に連動連結してあ
る。粗油分離室６に蓄積した浮上油が所定レベルに達した時、蓄積した油層を油面検知器
１０で検知して粗油排出弁１１を解放し、粗油分離室６の油分を粗油排出管９から抜出す
。原水から油分を取除いた分離水は分離水管８から排出する。
【００１６】
図３は油水分離装置の側面図であって、重力分離槽１の粗油分離室６に連結した分離水の
分離水管８にラインミキサー１２が介装してあり、ラインミキサー１２に薬液タンク１３
に連結した薬液ポンプ１４が接続してある。薬液タンク１３にカチオン系のポリマーが貯
留してあり、粗油分離室６から排出した分離水に少量のカチオン系のポリマーを添加して
ラインミキサー１２で撹拌する。分離水中に分散する乳化油をポリマーで凝集させ、乳化
状態を破壊して微小油滴とする。そして、乳化油に添加する処理剤を、カチオン系のポリ
マーを使用したので、従来の硫酸バンド、ＰＡＣなどの処理剤による水酸化アルミなどの
固形物を発生することがない。また、ラインミキサー１２の後段の分離水管８にストレー
ナー１５が配設してあり、重力分離槽１から抜出した分離水に混入する浮遊物を捕捉させ
る。このストレーナー１５はラインミキサー１２の前段に設けてもよいものである。
【００１７】
図４は精分離槽の要部拡大図であって、精分離槽２に円筒状のろ材筒１６が立設してあり
、ろ材筒１６の内部に複数個の網袋１７…に収納した多数の親油性の繊維シート１８…が
充填してある。網袋１７…の繊維シート１８を充填したろ材筒１６の上下をパンチングプ
レート１９、２０で夾持して精分離室２１を構成してある。繊維シート１８は、親油、撥
水性を有する空隙率８０％～９０％のポリプロピレン製の不織布で、これらを１０ｍｍ×
１０ｍｍ程度の適当な大きさに裁断したろ材を使用している。繊維シート１８は空隙率が
大きく油滴の吸着量が大きいので、原水の通過抵抗が時間の経過とともに増大することを
防ぎ、長時間にわたって高い分離効率を維持できる。多数の繊維シート１８…を網袋１７
に充填してパックとすれば、ろ材交換時の小さい繊維シート１８の取出しと、繊維シート
１８の充填が簡単に行なえるものである。ろ材筒１６の下端に円筒状の支持板２２が止着
してあり、この支持板２２を精分離槽２の槽底２ａに垂設した仕切壁２３に外挿してＯリ
ング３４でシールしてある。ろ材筒１６に囲まれた仕切壁２３の内部を二次原水室２４と
してある。
【００１８】
図３に示すように、重力分離槽１で粗大油滴が除かれた分離水の分離水管８が、精分離槽
２の槽底２ａに設けた二次原水室２４の流入口２４ａに接続してある。分離水管８に配設
したラインミキサー１２とストレーナー１５で浮遊物を取除いて乳化油を微小油滴とした
油水を二次原水室２４に流入させる。浮遊物を取除いた油水は、精分離槽２の繊維シート
１８の目詰まりを防止することができる。精分離室２１を上向流で上昇する油水中の微細
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油滴は、親油性の繊維シート１８に吸着させ、後からくる微細油滴と合体して粗大化させ
る。図１に示すように、精分離槽２にはろ材筒１６の上方に微細油分離室２５が設けてあ
り、上向流と浮力により繊維シート１８から押出された油分を、微細油分離室２５に浮上
させる。微細油分離室２５の上部の槽頂壁２ｂに微細油排出弁２６を設けた微細油排出口
２７が連結してある。微細油分離室２５に蓄積する粗大化した油分は少量であり、運転終
了直前あるいは、運転中適宜、微細油排出弁２６を手動で開き油分を微細油排出管２７ａ
から排出する。
【００１９】
図１に示すように、精分離槽２とろ材筒１６の間に処理水の分離流路２８が形成してあり
、微細油分離室２５の蓄積する油層の下方から処理水を流下させ、処理水中に含まれる微
細油滴を浮力で分離させて、分離流路２８の処理水口２９から処理水管２９ａに排水する
。なお、精分離槽２の微細油分離室に油面検知器を設け、微細油分離室の浮上油が所定レ
ベルに達した時に、油分を精分離槽から排出してもよい。図４に示すように、精分離槽２
は上槽２ｃと下槽２ｄに二分割可能としてあり、上槽２ｃと下槽２ｄをボルト３０で連結
してある。精分離槽２の下槽２ｄの内側に支持板３１が延設してあり、この支持板３１に
下端をナット３２で連結した支持杆３３がろ材筒１６の上端を覆うパンチングプレート１
９の周端部にナット３２で連結してある。精分離槽２の上槽２ｃを取外し、支持杆３３の
上下のボルト３２、３２を取外せば、ろ材筒１６の内部から網袋１７…に収納した多数の
親油性の繊維シート１８…を取出すことができる。
【００２０】
（実験例）
油水分離装置について、界面活性剤入り試験液の作成は、ＩＭＯ国際海事機構の小委員会
ＤＥ４４において、現行の試験基準がエマルジョン化したビルジに対して考慮が払われて
いないことで、装置の試験基準改正する事で合意された試験液の作成方法に基いて行なっ
た。先ず、試験液は、真水に食塩を添加して、比重１．１０５（２０℃）に調整した食塩
水９５０ｇに、軽油２５ｇとＣ重油２５ｇの割合で添加した後、２００ｒｐｍの撹拌機で
充分に撹拌混合して試験液１を作成した。また、この試薬に界面活性剤（ドデシルベンゼ
ンスルホン酸ソーダ）０．５ｇと黒色酸化鉄０．１ｇの割合で添加した後、２００ｒｐｍ
の撹拌機で充分に撹拌混合して界面活性剤入り試験液２を作成した。
【００２１】
【表１】
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【００２２】
試験方法は、先ず、上記の食塩水に軽油とＣ重油を添加した試験液１を、１７５０ｒｐｍ
の渦巻ポンプで本願発明の油水分離装置に供給して試験した。２時間３０分後に、上記の
軽油とＣ重油を添加した食塩水に、界面活性剤、黒色酸化鉄を混入し試験液に切り替え、
油水分離装置の重力分離槽と精分離槽の間にラインミキサーとストレーナーを配設して、
少量の有機系のカチオンポリマーを添加撹拌して試験を行なった。実験結果は表１のとお
りである。試験結果は、薬剤の界面活性剤、黒色酸化鉄混入を添加しない場合、２時間を
経過した頃より処理水中の油分濃度が上昇し、薬剤を添加することにより、処理水の油分
濃度が低下して安定した処理が可能となった。薬剤添加の効果は非常に優れており、ろ材
の目詰まりなどの発生もなかった。
【００２３】
【発明の効果】
この発明は上記のように構成してあり、網様骨格体を充填した重力分離槽と親油性の繊維
シートを充填した精分離槽を並設して、原水中の油分を分離するので、高い分離効率が得
られるものである。そして、粗大油滴を分離した分離水に含まれる乳化油を微小油滴とす
るので、界面活性剤により安定化している乳化油の乳化状態を破壊して、油水分離が可能
となる。即ち、粗粒化法の従来装置にあっては、微少油滴を分離する後段の粗粒化繊維分
離層は、微細なろ材が使用されており、目詰りが発生して頻繁にろ材洗浄と、交換作業が
必要であった。そして、乳化油を凝集させる金属塩の凝集剤は、水酸化アルミなどの固形
物が発生し、船舶用の油水分離装置としては採用ができなかったものであるが、この発明
の油水分離方法は、油分を含んだ原水を重力分離槽に充填した網様骨格体に油分を接着さ
せて油滴化し、網様骨格体で処理出来なかった乳化油に処理剤を添加して、乳化状態を解
消させた油水を精分離槽に供給し、親油性の繊維シートを通過させて油分を繊維に吸着さ
せ、粗粒化した油分と処理水を分離排出させるので、原水中の粗大油分の分離を行い、次
に、界面活性剤により安定化した乳化油の乳化状態を破壊して、微小油滴の処理が可能と
なる。
【００２４】
乳化油の処理剤は、カチオン系のポリマーを使用して乳化油を油滴化させる方法であり、
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処理剤による水酸化アルミなどの固形物の発生をおさえ、ろ材の目詰りが防止できる。そ
して、重力分離槽から抜出した分離水を、ストレーナーを通過させた後に精分離槽に供給
すれば、油水に含まれる混入浮遊物が除去されて、ろ材の目詰りが防止でき、安定した効
果を発揮することができる。なお、重力分離槽の粗油分離室に浮上した粗大油滴は、所定
レベルに達した時、油分を重力分離槽から排出するものである。
【００２５】
油水分離方法を実施するための装置は、重力分離槽に網様骨格体を充填した接触分離室を
配設し、接触分離室の下方に原水室と、その上方に粗油分離室を設け、並設した精分離槽
を重力分離槽に連通させると共に、精分離槽に立設したろ材筒に親油性の繊維シートを充
填した精分離室を配設し、ろ材筒の下方に二次原水室と、その上方に微細油分離室を設け
、ろ材筒の周部に精分離室に連通する処理水の分離流路を形成したので、重力分離槽の網
様骨格体で粗大油滴を分離して、分離水に含まれる処理できなかった微細油滴を、親油性
の繊維シートの全体で行なうため、長時間にわたって高い分離効率が維持できる。
【００２６】
重力分離槽の分離水管に薬液ポンプを配設したラインミキサーを介装したので、分離水に
含まれる乳化油の乳化状態を破壊させ、微小油滴とすることができる。また、分離水管に
ストレーナーを配設すれば、分離水に混入する浮遊物を捕捉して、精分離槽の繊維シート
の目詰まりが防止でき、安定した処理が可能となる。そして、重力分離槽の粗油分離室に
設けた油面検知器と粗油排出弁を連動連結したので、浮上油が所定レベルに達した時に、
蓄積した粗大油滴を重力分離槽から排出することができる。
【００２７】
精分離室に充填する繊維シートは、親油、撥水性を有する空隙率８０％～９０％で、１０
ｍｍ×１０ｍｍ程度のポリプロピレン製の不織布としたので、繊維シートの内部まで吸着
が可能となり、油滴の吸着量が大きくなる。多数の繊維シートを収納した網袋を精分離室
に充填すれば、小さい繊維シートのろ過筒への充填と、目詰まりした繊維シートの取出し
が容易となる。そして、精分離槽の外壁を上槽と下槽で構成し、ろ材筒の下端を下槽の槽
底に着脱自在に支持させて、ろ材筒の上端を下槽に内設した支持杆で保持させ、ろ材筒の
上端を被覆するパンチングプレートを支持杆に着脱自在に連結したので、ろ材筒の取り外
しが可能となり、上部のパンチングプレートを取外せば、繊維シートの交換が容易となる
。また、薬液ポンプの乳化油の処理剤を、カチオン系のポリマーを使用すれば、水酸化ア
ルミなどの固形物の発生をおさえ、目詰まりを防止しながら、乳化油を油滴化させること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明に係る油水分離装置の要部縦断側面図である。
【図２】同じく、油水分離装置の接触分離槽の要部縦断側面図である。
【図３】同じく、油水分離装置の側面図である。
【図４】同じく、油水分離装置の精離槽の要部縦断側面図である。
【符号の説明】
１　重力分離槽
２　精分離槽
２ａ　槽底
２ｃ　上槽
２ｄ　下槽
３　網様骨格体
４　接触分離室
５　原水室
６　粗油分離室
８　分離水管
１０　油面検知器
１１　粗油排出弁
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１２　ラインミキサー
１４　薬液ポンプ
１５　ストレーナー
１６　ろ材筒
１７　網袋
１８　繊維シート
１９　パンチングプレート
２１　精分離室
２４　二次原水室
２５　微細油分離室
２８　分離流路
３３　支持杆

【図１】 【図２】
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