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処理対象物質の大きさと処理技術3）図1

MF膜：精密ろ過膜（Micro Filtration）、UF膜：限外ろ過膜（Ultra Filtration）、NF膜：ナノろ過膜（Nano Filtration）、RO膜：逆浸透膜（Reverse Osmosis）
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水は我々の日常生活だけでな
く、産業活動においても必要不
可欠なものである。人類が利用
できる水は有限で貴重な資源
で、水域生態系の保全のために
も水環境を良好な状態に保つこ
とは重要な課題である。その課
題解決の中核となる方策の一つ
が排水処理であり、水環境への
負荷を低減するため、排水には
これまで以上に厳しい環境基準
が求められている。一方で、人

口増加や経済発展に伴い、水の
使用量は今後も増加すると予想
されており1）、2）、排水処理能力
の向上や、よりクリーンな処理
技術の確立、排水を適切に処理
して循環利用する技術の向上な
どが求められている。
本稿では、当社が開発中の溶
解性COD（化学的酸素要求量）
成分処理薬剤を中心に、水環境
負荷低減に活躍する薬剤につい
て紹介する。

排水処理について

一般家庭や工場から排出され
る排水には、さまざまな種類の
汚濁物が含まれており、そのま
ま川や海に流すと生態系に影響
を与えるだけでなく、飲み水な
どの水質にも影響を与える。そ
のため、一般家庭から出る都市
排水は下水処理場で、工場で発
生する産業排水は各工場の水処
理施設などで浄化処理が施され
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『メタクリレート』シリーズの構造式図2

※1 ハイドロキノンモノメチルエーテル（ラジカル重合禁止剤）
注1）メタクリレートDMAの姉妹品としてMEHQを2,000ppm含有したメタクリレートDMA-200も取りそろえています。
注2）記載値はいずれも代表値です。

当社製品をお取り扱いいただく際は、当社営業までお問い合わせください。
また必ず「安全データシート」（SDS）を事前にお読みください。
使用される用途における適性および安全性は、使用者の責任においてご判断ください。
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てから放流される。放流に際し
ては、各国が排水中の無機・有
機物に関して超えてはいけない
基準値を定めており、定期的に
モニタリングされている。
排水中に含まれる汚濁物に

は、プラスチックくず、顔料、
バクテリア、タンパク質、界面
活性剤やさまざまな分子など、
有機系のものから無機系のもの、
溶解しているものからしていな
いものまでさまざまな物質があ
り、対象汚濁物の種類や性質お
よび処理目標に応じた処理技術
が選定される。排水の処理技術
は、物理的処理、化学的処理、
生物的処理に大別されるが、複
数の処理技術が組み合わされて
用いられることがほとんどであ
る。処理対象物質の大きさに着
目した処理技術を図1に示す3）。
一般的な排水処理フローで

は、一次処理として、懸濁物質
（SS）、油脂分、分子量の大き
い有機物質などの懸濁物の表面
荷電を、無機凝集剤や有機凝結
剤で中和して小さな凝集体（フ
ロック）にする。さらに高分子
凝集剤を用いて架橋・吸着し、
フロックの塊を大きくした後、
沈殿分離する。この過程では、
除去対象となる懸濁物の表面電
荷やサイズに応じて、高分子凝
集剤にはさまざまな吸着性や反
応性が求められる。
当社は高分子凝集剤用の原料

として、水溶性、親水性、アニ
オン性化合物との吸着性や反応
性など、多くの機能を有したポ

リマーを生成できるカチオン基
含有モノマー『メタクリレート』
シリーズを提供している（図2）。
『メタクリレート』シリーズは、
分子内に二重結合と第三アミノ
基または第四アンモニウム基を
有したアミノアルキルメタクリ
レート誘導体で、アミド系モノ
マーのため、耐加水分解性に優
れている。この特長を生かし、
高分子凝集剤のほか、製紙用薬
剤、帯電防止剤、電気透析、逆
浸透膜、イオン交換樹脂、紙力
増強剤、顔料分散剤、化粧品原
料としても使われている。
また、当社は高分子凝集剤と
して『サンフロック』シリーズ
も提供しており、汎用グレード
から、酸性排水に効果的なNグ
レード、ベルトプレス脱水機で
高い脱水効果を示すCグレー
ド、無機凝集剤との併用で高い
脱水効果を示すRグレードまで
幅広く取りそろえている。

無機凝集剤や有機凝結剤、高
分子凝集剤による凝集沈殿など
の一次処理の後は、通常、微生
物の生物化学的酸化反応を促す
活性汚泥を用いた生物処理や膜
処理が行われ、さらにそれまで
の過程で除去できなかった物質
を活性炭処理や酸化処理などで
除去している（図3）。

溶解性COD成分処理薬剤

排水汚濁の代表的な水質指標
としては、生物化学的酸素要求
量（BOD）やCODなどがある。
特に自然環境で分解されない有
機物はBODの数値として表れ
ないため、CODの管理が重要
視されている。CODなどの水
質基準が今後ますます厳しく
なってくる一方で、人口増加や
経済発展により水使用量が増加
し、排水中の汚濁物は多様化し
難分解性物質が含まれるなど、
排水処理には大きな負荷がか
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「溶解性COD成分処理薬剤（開発品）」を用いた排水処理フロー例図4

「溶解性COD成分処理薬剤（開発品）」のコンセプトイメージ図5

排水処理フロー例図3
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かっている。
近年幅広い分野での需要が増

加している非イオン性界面活性
剤や、ポリビニルアルコールな
どは、高溶解性で非イオン性の
有機物であり、排水の化学的処
理が難しく、生物処理にも悪影
響を与えるなど排水処理への負
荷が大きい物質である。このよ
うな、溶解性CODの除去には、
活性炭による吸着や、オゾン酸
化、フェントン酸化といった酸
化法による分解除去などが適用
されているが、いずれも設備費
や処理コストが高いといった問
題がある。非生産設備である排
水処理設備には、できるだけ低
コストで効率よくCODを低減で
きることが求められており、特
に、排水処理の整備が必要とさ
れる新興国において、低コスト

の処理技術は必要不可欠である。
当社は、既存の凝集沈殿槽に
投入するだけで、溶解性COD
成分を不溶化し、排水のCOD
低減に素早い効果を発揮する
「溶解性COD成分処理薬剤（開
発品）」の開発に取り組んでいる
（図4）。比較的低コストで溶解
性CODを低減できる新しいタ
イプの排水処理薬剤である。本
開発品は、イオン性基を有する
化合物〔ポリマー（処理剤A）
と無機化合物（処理剤B）〕を組
み合わせたもので、これらの相

互作用により溶解性CODに選
択的に作用し、析出させること
ができる（図5）。その様子を図
6に示す。「溶解性COD成分処
理薬剤（開発品）」で処理後に、
可溶成分が析出・沈殿している。
図7に示すように、アニオン性
可溶成分、ノニオン性可溶成分
ともにTOC（全有機炭素。水中
の酸化されうる有機物の全量を
炭素の量で示したもの）を5分
の1以下にでき、成分を水中か
ら除去できることがわかる。
既存の凝集・沈殿・加圧浮上
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水のpH

アルデヒド捕捉部位と
ホルムアルデヒドの反応率

3

78％

6

86％

水のpHとホルムアルデヒド反応率表1

〈処理条件〉
アニオン性可溶成分1,000ppmを
溶解させたモデル排水に対し、以
下の操作で処理を行った。
①処理剤Aを添加
②処理剤Bを添加
③硫酸水溶液でpHを調整
④カチオン系高分子凝集剤を添加
⑤沈殿物をろ過により分離

〈処理条件〉
ノニオン性可溶成分1,000ppm
を溶解させたモデル排水に対し、
以下の操作で処理を行い、モデ
ル排水のTOCを測定した。
①処理剤Bを添加
②硫酸水溶液でpH7に調整
③処理剤Aを添加
④上澄みを採取しTOCを測定

「水中アルデヒド捕捉剤」をホルムアルデヒド水溶液
に添加。
反応条件：40℃×4h後
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「溶解性COD成分処理薬剤（開発品）」を用いたモデル実験結果図6

「溶解性COD成分処理薬剤（開発品）」を用いた実験データ図7
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※1 ポリオキシエチレンアルキルエーテル（弊社製品：『エマルミンNL-90』）

〈処理条件〉
アニオン性可溶成分1,000ppmを溶解さ
せたモデル排水に対し、以下の操作で処
理を行い、モデル排水のTOCを測定した。
①処理剤Aを添加
②処理剤Bを添加
　（添加量：処理剤A×3倍）
③硫酸水溶液でpH4に調整
④カチオン系高分子凝集剤を5ppm添加
⑤上澄みを採取しTOCを測定
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アニオン性可溶成分※2処理結果
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※2 ポリオキシアルキレンアルキルエーテル硫酸エステル塩（弊社製品：『エレミノールCLS-20』）

の設備がそのまま使用でき、処
理に特別なエネルギーを要しな
いためランニングコストも削減
できる。手間もかからずCOD
を基準値まで低減することがで
き、処理能力向上、生産ライン
の安定化が可能となる。

水中アルデヒド捕捉剤

排水にはさまざまな物質が含
まれるが、石炭火力発電におけ
る脱硫排水中にはアルデヒド類
が多く含まれる4）。また、ホルム

アルデヒドは医療機器などの消
毒剤や防腐剤として多用されて
いることから、これらの排水に
ホルムアルデヒドが含まれる5）。
また、排水だけでなく、浄水処
理時にホルムアルデヒドが生成
した例もあり6）、当社は排水処理
や水の循環・利用において、水
中のアルデヒド類の処理に適用
できる薬剤ができないかと考え
た。開発中の「水中アルデヒド
捕捉剤」は、水中でアルデヒド
類と反応するポリマーで、効率
的にアルデヒド類を低減するこ
とができると考えられる（表1）。

今後の展開

排水処理は、地球全体の水環
境改善のため、今後は日本など

の先進国だけでなく、まだ設備
が整っていない新興国などへも
導入が進むと予想される。当社
は、さまざまなニーズに応える
ソリューションを世界中へ提供
し、水環境の改善、水資源の確
保への貢献を目指していく。
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