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生物処理と膜処理のハイブリッド型

浄水処理システム
Water Purification System by the Collaboration
of Biological Treatment and Membrane Filtration
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Ground or surface water as a source of drinking water contain soluble iron, manganese, and/or organic
matters those are not removed by a membrane filtration. For the purpose of obtaining the highly
purified water, the experiment is being conducted using a unique system by a collaboration of biologi-
cal treatment and membrane filtration. From the experiment so far, relatively high concentration of
soluble iron, manganese and/or organic matters are well removed by the biological treatment, and
treated water through membrane filtration is confirmed to meet the drinking water standard. The
advantage of this method is that no chemical usage enables to produce the safety and fine water, and
the installation space and operating cost can be reduced. Therefore this system is expected to apply
as a new treatment method to the various kind of raw water.
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�１ Q|}~のフローÈ

�１ q&&�:ÉÊË1Q|��Ì�

] な Í ` q &

� c Î¡Ï

pH ÎÐÏ

Ñ c ÎcÏ

� c ÎcÏ

9 Îmg/LÏ
マンガン Îmg/LÏ
アルミニウム Îmg/LÏ
�¥���1TOC� Îmg/LÏ
アンモニア��� Îmg/LÏ
8Ò>? ÎÓ/mlÏ

16.5Ô25.0
6.8Ô7.7
0.205Ô4.859
15Ô50
0.65Ô2.62
0.29Ô0.46
0.10Ô0.18
1.5Ô2.5
1.3Ô1.7
1Ô4
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