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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＣＯＤ成分及びハロゲン化有機化合物を含有する排水を第１排水として処理する排水処
理方法において、
　前記第１排水から前記ＣＯＤ成分及び前記ハロゲン化有機化合物を除去して第２排水と
して排出する除去ステップと、
　前記第２排水から膜透過水を膜分離して第３排水として排出する膜分離ステップと、
　前記第２排水に流動性を有する炭素質吸着材を添加する添加ステップと、
　前記第２排水の一部を膜原水としてその一部を前記第１排水に返送する返送ステップと
、
を含むことを特徴とする排水処理方法。
【請求項２】
　前記除去ステップが、前記第１排水を凝集処理して第４排水として排出するステップと
、前記第４排水を沈殿分離して前記第２排水として排出するステップとを含むことを特徴
とする請求項１に記載の排水処理方法。
【請求項３】
　前記除去ステップが、前記第１排水から膜透過水を膜分離して前記第２排水として排出
するステップを含むことを特徴とする請求項１に記載の排水処理方法。
【請求項４】
　前記除去ステップが、前記第１排水を凝集処理して第５排水として排出するステップと
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、前記第５排水から膜透過水を膜分離して前記第２排水として排出するステップとを含む
ことを特徴とする請求項１に記載の排水処理方法。
【請求項５】
　ＣＯＤ成分及びハロゲン化有機化合物を含有する排水を第１排水として処理する排水処
理装置において、
　前記第１排水から前記ＣＯＤ成分及び前記ハロゲン化有機化合物を前記排水から除去し
て第２排水として排出する除去手段と、
　前記第２排水から膜透過水を膜分離して第３排水として排出する膜分離槽と、
　前記第２排水に炭素質吸着材を添加する吸着材添加装置と、
　前記膜分離槽内の前記第２排水を膜原水としてその一部を前記第１排水に返送する返送
手段と、
を備えることを特徴とする排水処理装置。
【請求項６】
　前記除去手段が、前記第１排水を凝集処理して第４排水として排出する凝集槽と、前記
第４排水を沈殿分離して前記第２排水として排出する沈殿槽とを備えることを特徴とする
請求項５に記載の排水処理装置。
【請求項７】
　前記除去手段が、前記第１排水から膜透過水を膜分離して前記第２排水として排出する
膜分離槽を備えることを特徴とする請求項５に記載の排水処理装置。
【請求項８】
　前記除去手段が、前記第１排水を凝集処理して第５排水として排出する凝集槽と、前記
第５排水から膜透過水を膜分離して前記第２排水として排出する膜分離槽とを備えること
を特徴とする請求項５に記載の排水処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、排水処理方法及び装置に係り、より詳細には、ダイオキシン類等のハロゲン化
有機化合物を含有する排水を処理する排水処理方法及び装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
廃棄埋立地には焼却灰が埋め立てられており、埋立地浸出水には焼却灰から溶出した有害
なダイオキシン類などの難分解性ハロゲン化有機化合物が含有されている。一般的に、浸
出水には、ダイオキシン類が実測濃度（浸出水１Ｌあたりのダイオキシン類の重量）で数
十～数百ｐｇ／Ｌ程度含有されている。このため、浸出水処理施設においては、浸出水に
対して生物処理による脱窒素・ＣＯＤ除去、凝集沈殿、砂ろ過、及び活性炭吸着材による
残留ＣＯＤ除去処理がなされ、浸出水中のダイオキシン類等が生物処理で発生した生物汚
泥や凝集沈澱処理で発生した凝集汚泥に付着したり、活性炭吸着材に吸着したりすること
で、かなりのダイオキシン類が浸出水中から除去される。しかし、上記の浸出水処理施設
では、放流水のダイオキシン毒性等量が０．１ｐｇ－ＴＥＱ／Ｌを超える場合があり、ダ
イオキシン類の更なる低減を目指した改善が望まれている。
【０００３】
このような排水中のダイオキシン類等の更なる低減を図る排水処理方法として、オゾン分
解法、紫外線照射オゾン分解法、膜分離法等の種々の方法が知られている。
【０００４】
オゾン分解法は、強力な酸化力をもつヒドロキシラジカルを発生させ、ダイオキシン類等
を脱ハロゲン化あるいは分解する方法であり、紫外線照射オゾン分解法は、紫外線により
ヒドロキシラジカルの生成を促進し、オゾン分解単独の場合よりも少ないオゾン量でダイ
オキシン類等の脱ハロゲン化・分解を行うものである。膜分離法は、膜を用いて排水から
ＳＳ分（懸濁物質）を分離し、ＳＳ分中に存在するダイオキシン類等を除去する方法であ
る。
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【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前述した従来のオゾン分解法、紫外線照射オゾン分解法及び膜分離法は、
以下のような問題点を有していた。
【０００６】
すなわち、オゾン分解法及び紫外線照射オゾン分解法では、排水中の塩濃度が高い場合、
オゾンによる分解反応が抑制され、反応時間が長くなり、ダイオキシン類等の除去効率が
十分ではなく、また、多量のオゾンが必要であった。このため、ダイオキシン類等の除去
効率を向上させるべくオゾン酸化を促進しようとすると、アルカリ剤が必要となり（ｐＨ
＝１０程度でオゾン分解反応速度が大きくなる）、余分な処理薬剤費がかかることになる
。
【０００７】
また、膜分離法では、ＳＳ分に取り込まれるダイオキシン類については十分に除去できる
ものの、ＳＳ分に取り込まれずに排水中に溶解するダイオキシン類等については十分に除
去することができない。
【０００８】
そこで、本発明は、安価で効率よくダイオキシン類等のハロゲン化有機化合物を除去する
ことができる排水処理方法及び装置を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討した。その結果、ＣＯＤ成分及びハロゲ
ン化有機化合物を排水から除去した後にその排水を膜分離しながら炭素質吸着材を添加す
ると、ハロゲン化有機化合物が短時間に効率よく炭素質吸着材に吸着されることを見出し
、この点に着目して本発明を完成させた。
【００１０】
すなわち、本発明は、ＣＯＤ成分及びハロゲン化有機化合物を含有する排水を第１排水と
して処理する排水処理方法において、第１排水からＣＯＤ成分及びハロゲン化有機化合物
を除去して第２排水として排出する除去ステップと、第２排水から膜透過水を膜分離して
第３排水として排出する膜分離ステップと、第２排水に流動性を有する炭素質吸着材を添
加する添加ステップと、第２排水の一部を膜原水としてその一部を第１排水に返送する返
送ステップとを含むことを特徴とする。
【００１１】
この構成によれば、第１排水からＣＯＤ成分及びハロゲン化有機化合物を除去した後に第
２排水に炭素質吸着材を添加すると、第２排水中のＣＯＤ成分及びハロゲン化有機化合物
は第１排水から除去されて少なくなっているので、ＣＯＤ成分及びハロゲン化有機化合物
が除去されずに多くなっている場合に比べて炭素質吸着材に効率よく吸着される。更に、
第２排水の一部である膜原水が第１排水に返送されると、炭素質吸着材も膜原水と共に返
送され、炭素質吸着材の余剰吸着能力によりＣＯＤ成分及びハロゲン化有機化合物が第１
排水から更に除去される。このため、炭素質吸着材が無駄無く利用される。
【００１２】
また、本発明は、ＣＯＤ成分及びハロゲン化有機化合物を含有する排水を第１排水として
処理する排水処理装置において、第１排水からＣＯＤ成分及びハロゲン化有機化合物を排
水から除去して第２排水として排出する除去手段と、第２排水から膜透過水を膜分離して
第３排水として排出する膜分離槽と、第２排水に炭素質吸着材を添加する吸着材添加装置
と、膜分離槽内の第２排水を膜原水としてその一部を第１排水に返送する返送手段とを備
えることを特徴とする。この排水処理装置によれば、上記排水処理方法を有効に実施する
ことができる。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面と共に本発明の排水処理装置の実施形態について詳細に説明する。なお、
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全図中、同一又は同等の構成要素には、同一の符号を付す。
【００１４】
図１は、本発明の排水処理装置の第１の実施形態を示すフローシートである。図１に示す
排水処理装置（以下、必要に応じて「装置」という）１０は、埋立地浸出水などの原水（
第１排水）からＣＯＤ成分及びハロゲン化有機化合物を除去する装置である。ここで、ハ
ロゲン化有機化合物は、ＣＯＤ成分としては十分検出されないものであり、ハロゲン化有
機化合物としては、例えばダイオキシン類（ポリ塩化ダイベンゾダイオキシン、ポリ塩化
ダイベンゾフラン、コプラナーＰＣＢ）等の有機塩素系化合物が挙げられる。以下、ハロ
ゲン化有機化合物として、ダイオキシン類を例に挙げて説明する。
【００１５】
図１に示すように、排水処理装置１０は、ＣＯＤ成分及びダイオキシン類を排水から除去
する除去手段１を備えている。除去手段１は、原水を貯留する貯留槽２と、この貯留槽２
に隣接し、貯留槽２から流入される原水中のＣＯＤ成分及びダイオキシン類を凝集させて
排出する凝集槽３とを備えている。凝集槽３には凝集剤が添加される。凝集剤としては、
塩化第二鉄、ポリ硫酸第二鉄、硫酸アルミニウム、ポリ硫酸アルミニウムなどが用いられ
る。また、除去手段１は、凝集槽３から流入される排水（第４排水）中の凝集汚泥および
これに同伴する固形物を沈殿分離する沈殿槽４を備えている。沈殿槽４から溢流する排水
（第２排水）の清澄度が不十分である場合には、上述の凝集槽３で高分子凝集剤が併用さ
れる。沈殿槽４の底部からは、凝集沈殿汚泥が系外へ排出される。
【００１６】
更に、沈殿槽４から流出される溢流排水は膜原水として膜分離槽５に流入され、膜分離槽
５では、膜原水から膜透過水（第３排水）が膜分離される。膜原水中には浸漬型膜モジュ
ール６が浸漬されている。膜モジュール６は、矩形形状の膜エレメントを積層したもので
あり、膜エレメントには、膜を透過した膜透過水を膜分離槽５から流出させる流出配管７
が取り付けられている。流出配管７には、吸引ポンプ８が接続され、この吸引ポンプ８を
作動させることで膜原水から膜透過水が膜分離される。なお、膜原水により膜を加圧させ
ることで排水を膜分離することも可能である。
【００１７】
膜エレメントの膜としては、例えば精密ろ過膜、限外ろ過膜等の膜が用いられ、これらの
うち、一定ろ過差圧でより高いろ過速度を維持し得る点から、精密ろ過膜が好ましい。ま
た、膜分離槽５には、膜面への固形物付着を抑制するための曝気装置が設けられている。
【００１８】
なお、膜モジュール６は、円形形状の膜エレメントが回転し、隣接する膜エレメント同士
が膜面に付着した固形物等を相互に剥離するものであってもよい。この場合、膜分離槽５
の内部に曝気装置は不要である。
【００１９】
装置１０は、膜分離槽５の膜原水に炭素質吸着材１１を添加する定量フィーダ（吸着材添
加装置）９を備えている。炭素質吸着材１１としては、流動性を有するものであれば特に
限定されず、例えば粉末活性炭、粒状活性炭などが用いられる。これらのうち、流動性が
高いことから、粉末活性炭が好ましい。粉末活性炭の粒径は、通常は１～１５０μｍであ
り、好ましくは１～１００μｍである。１μｍ未満では、飛散等し易く取扱いが困難とな
ると共に微粒子化のコストが高くなる傾向があり、１５０μｍを超えると、比表面積が小
さくなり、一定の吸着能力を維持するために多量の粉末活性炭を要する傾向があるからで
ある。粉末活性炭の平均粒径は、好ましくは５～３０μｍである。なお、定量フィーダ９
は、沈殿槽４から溢流される排水であって膜分離槽５に流入される前のものに添加し得る
位置に配置されてもよい。
【００２０】
膜分離槽５の底部からは、膜原水の一部を貯留槽２に導くための返送ライン１２が延びて
おり、この返送ライン１２には圧送ポンプ１３が取り付けられている。このため、圧送ポ
ンプ１３の作動により膜原水と共に炭素質吸着材１１が貯留槽２に導かれる。
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【００２１】
次に、前述した構成の排水処理装置１０を用いた排水処理方法について説明する。
【００２２】
原水は貯留槽２に導入された後、凝集槽３に導入される。このとき、凝集槽３に凝集剤を
添加して原水中のＣＯＤ成分及びダイオキシン類を凝集物に吸着させる。ここで必要があ
れば原水の水質を凝集に適したｐＨに調整する。そして、凝集処理されたＣＯＤ成分及び
ダイオキシン類を含有する排水（第４排水）は沈殿槽４に導かれ、沈澱処理されて凝集沈
殿汚泥となる。このとき、原水中のＣＯＤ成分及びダイオキシン類は、凝集沈殿汚泥に含
まれて十分に除去される（除去ステップ）。ＣＯＤ成分及びダイオキシン類が十分に除去
された排水（第２排水）は膜原水として膜分離槽５に導入され、この膜原水からは、吸引
ポンプ８により膜を通して膜透過水が膜分離され、膜透過水は、流出配管７を通って系外
へ排出される（膜分離ステップ）。膜原水には、膜原水中のＣＯＤ濃度に応じて、吸着材
添加装置９から炭素質吸着材１１を添加する（添加ステップ）。ここで、炭素質吸着材１
１の添加量は、吸着対象水（膜原水及び膜分離槽５から返送された原水）中のＣＯＤ濃度
に依存するが、通常は対象ＣＯＤ濃度の５～２０倍の濃度となる添加量とする。５倍未満
では、炭素質吸着材１１の吸着能力が全体として不足する傾向があり、２０倍を超えると
、炭素質吸着材１１が無駄になる傾向があるからである。
【００２３】
このとき、膜原水中のＣＯＤ成分及びダイオキシン類は、沈殿槽４で除去されて十分に少
なくなっているため、これらＣＯＤ成分及びダイオキシン類は炭素質吸着材１１に効率よ
く吸着される。
【００２４】
膜原水の一部は、圧送ポンプ１３により返送ライン１２を通って一定の割合で前段の貯留
槽２に導かれる。このとき、膜原水と共に炭素質吸着材１１も貯留槽２に導入される。そ
して、貯留槽２において、炭素質吸着材１１の余剰吸着能により原水中のＣＯＤ成分及び
ダイオキシン類が更に吸着されることになる。すなわち、炭素質吸着材１１は、前段のＣ
ＯＤ成分及びダイオキシン類の除去にも利用され、膜原水が前段の原水に返送されない場
合に比べてＣＯＤ成分及びダイオキシン類の除去効率が向上する。このため、炭素質吸着
材１１は無駄無く添加され、コストの低減を図ることができる。
【００２５】
なお、炭素質吸着材１１は、凝集槽３を通って沈殿槽４で凝集汚泥と共に沈降分離され、
系外へ引き抜かれる。沈殿槽引抜汚泥は脱水処理を経て焼却処分される。炭素質吸着材１
１は、脱水処理時に脱水助剤として作用するので、脱水速度が向上し、脱水効率が向上す
る。
【００２６】
次に、本発明の排水処理装置の第２実施形態について説明する。
【００２７】
図２に示すように、本実施形態の排水処理装置２０は、除去手段１として、貯留槽２、凝
集槽３及び沈殿槽４を膜分離槽２１に代えたものを用いる点で第１実施形態の排水処理装
置１０と異なる。この場合、膜分離槽５の膜原水の一部と共に膜原水に添加された炭素質
吸着材１１が圧送ポンプ１３により返送ライン１２を通して膜分離槽２１の膜原水に導入
される。この膜原水に導入された炭素質吸着材１１は、系外へ引き抜かれ、脱水を経て焼
却処分される。炭素質吸着材１１は再生されて再利用されてもよい。
【００２８】
なお、除去手段１としては、１つの膜分離槽２１が用いられているが、膜分離槽２１は複
数であってもよい。この場合、隣接する上流側の膜分離槽に返送ラインを通して膜原水の
一部が返送される。
【００２９】
次に、本発明の排水処理装置の第３実施形態について説明する。
【００３０】
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図３に示すように、本実施形態の排水処理装置３０は、除去手段１として、沈殿槽４を膜
分離槽３１に代えたものを用いる点で第１実施形態の排水処理装置１０と異なる。この場
合、凝集槽３から排出される排水中の凝集汚泥およびこれに同伴する固形物を含む排水（
第５排水）が膜分離槽３１で膜分離される。この場合、膜分離槽３１により凝集汚泥が完
全に除去されＣＯＤ成分を十分に除去することができるので、後段の膜分離槽５の膜原水
中で炭素質吸着材１１にＣＯＤ成分及びダイオキシン類を効率よく吸着させることができ
る。
【００３１】
以下、実施例により本発明の内容を具体的に説明する。
【００３２】
【実施例】
（実施例１）
図１に示すような排水処理装置１０で原水を処理した。原水としては、ＣＯＤ＝８０ｍｇ
／Ｌ、ダイオキシン類＝１２ｐｇ／Ｌ、ＤＳ（蒸発残留物質）＝１３０００ｍｇ／Ｌを含
むものを用いた。そして、この原水と膜分離槽５からの返送水をそれぞれ１００Ｌ／ｄ、
１０Ｌ／ｄの割合で貯留槽２に導入し、貯留槽２から流入される凝集槽３でＦｅＣｌ3を
１２ｇ／ｄ添加した後、沈殿槽４に導いて沈殿分離し、沈殿槽４から溢流する排水を膜原
水として容積４Ｌの膜分離槽に導入して膜分離し、膜原水に粉末活性炭を２５ｇ／ｄ添加
した。粉末活性炭としては、１～１００μｍの範囲の粒径を有し、かつ５０％重量平均径
が約１６μｍのものを用いた。膜原水の一部は貯留槽２に導入した。そして、水質が安定
した後、沈殿槽４から溢流する排水、及び膜分離槽５からの膜透過水について水質分析し
た。その結果、溢流排水中のＣＯＤが１２ｍｇ／Ｌ、膜透過水中のＣＯＤが４ｍｇ／Ｌ、
ダイオキシン類＝０．２３ｐｇ／Ｌであり、膜分離槽５から出される膜透過水中のダイオ
キシン類が原水中のダイオキシン類濃度に比べて大幅に減少（約１／５０）していた。こ
のため、粉末活性炭を添加することで原水中からダイオキシン類を効率的に除去できるこ
とが分かった。
（実施例２）
図２に示すような排水処理装置を用いて原水を処理した。原水としては、実施例１と同様
のものを用いた。そして、この原水と膜分離槽５からの返送水をそれぞれ１００Ｌ／ｄ、
１０Ｌ／ｄの割合で容積４Ｌの膜分離槽２１に導入し、膜分離槽２１からの膜透過水を膜
原水として膜分離槽５に導入して膜分離し、膜原水に実施例１と同様の粉末活性炭を５０
ｇ／ｄの割合で添加した。膜分離槽５における膜原水の一部は、膜分離槽２１に導入した
。そして、水質が安定した後、膜分離槽２１からの膜透過水、及び膜分離槽５からの膜透
過水について水質分析した。その結果、膜分離槽２１からの膜透過水中のＣＯＤ濃度は１
０ｍｇ／Ｌ、膜分離槽５からの膜透過水中のＣＯＤ濃度は３ｍｇ／Ｌ、ダイオキシン類濃
度は０．１５ｐｇ／Ｌであり、膜分離槽５から出される膜透過水中のダイオキシン類が原
水中のダイオキシン類濃度に比べて大幅に減少（約１／８０）していた。
（比較例１）
実施例１と同様の原水を１００Ｌ／ｄの割合で凝集槽に導入し、ここで、ＦｅＣｌ3を２
２ｇ／ｄの割合で添加した。その後、凝集槽から排出される排水を沈殿槽で沈殿分離し、
沈殿槽からの溢流水を砂ろ過塔で砂ろ過した後、活性炭吸着塔の粒状活性炭カラムにＬＶ
（空塔断面積基準線速度）＝６ｍ／ｈにて通水した。そして、安定した処理水質に達した
後、沈殿槽からの溢流水、及び活性炭吸着塔から流出される活性炭処理排水について分析
した。その結果、沈殿槽からの溢流水中のＣＯＤ濃度は、３０ｍｇ／Ｌ、活性炭処理水中
のＣＯＤ濃度は８ｍｇ／Ｌ、ダイオキシン類濃度は３ｐｇ／Ｌであり、ダイオキシン類濃
度は、原水中のダイオキシン類濃度に比べて減少したものの、その割合は、実施例１の場
合に比べて小さかった。
（比較例２）
ＣＯＤ＝１２ｍｇ／Ｌ、ダイオキシン類＝１０ｐｇ／Ｌ、ＤＳ＝１７０００ｍｇ／Ｌを含
有する原水１０ＬをｐＨ＝１０とした後、オゾン濃度が３００００ｐｐｍのオゾン含有酸
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後のダイオキシン類濃度は４ｐｇ／Ｌであり、当初の原水中のダイオキシン類濃度に比べ
て減少したものの、その割合は、実施例１の場合に比べて小さかった。
（比較例３）
実施例２と同様の原水６０Ｌ中に低圧水銀ランプ（出力５０Ｗ）を浸漬した後に点灯し、
オゾン濃度が３００００ｐｐｍのオゾン含有酸素を６Ｌ／ｍｉｎの割合で１ｈｒ原水に供
給した。その結果、オゾン含有酸素を供給した後のダイオキシン類濃度は３ｐｇ／Ｌであ
り、当初の原水中のダイオキシン類濃度に比べて減少したものの、その割合は、実施例１
の場合に比べて小さかった。
（参考例１）
比較例２と同様の原水６０Ｌに、実施例１と同様の粉末活性炭を４．０ｇ添加し、１ｈｒ
攪拌した後の膜ろ過水のダイオキシン類濃度は０．２ｐｇ／Ｌであった。このことから、
比較例２、３と比較して、参考例１では同じ１ｈｒの処理時間でダイオキシン類の除去効
果が大きいことが分かった。
【００３３】
【発明の効果】
以上述べたように本発明によれば、ＣＯＤ成分及びハロゲン化有機化合物が少なくなった
第２排水に炭素質吸着材を添加するので、ＣＯＤ成分及びハロゲン化有機化合物を炭素質
吸着材に効率よく吸着させることができる。また、この炭素質吸着材の余剰吸着力を利用
して、第２排水の一部を膜原水として第１排水に返送することで、炭素質吸着材を前段の
ＣＯＤ成分及びハロゲン化有機化合物の除去にも利用することができ、ＣＯＤ成分及びハ
ロゲン化有機化合物の除去効率が向上する。このため、炭素質吸着材を無駄無く使用する
ことができ、コストの低減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の排水処理装置の一実施形態を示すフローシートである。
【図２】本発明の排水処理装置の他の実施形態を示すフローシートである。
【図３】本発明の排水処理装置の更に他の実施形態を示すフローシートである。
【符号の説明】
２…貯留槽（除去手段）、３…凝集槽（除去手段）、４…沈殿槽（除去手段）、５…膜分
離槽、９…吸着材添加装置、１１…炭素質吸着材、１２…返送ライン（返送手段）、１３
…圧送ポンプ（返送手段）、１０，２０，３０…排水処理装置、２１…膜分離槽（除去手
段）、３１…膜分離槽（除去手段）。
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