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　MBR(膜分離活性汚泥法)は、省スペースながら高度な処理水質が得られる特長をもち、産業排水から下水処理へと本格的に用途展開が進んでい
ます。特に国内外で水の循環･再利用の需要が増大導入が活発化する中、今後の市場拡大が予測される水ビジネス注目の技術です。そこで基礎
特性から標準化を含めた最近動向を始め、各種方式、設計・運転・メンテナンス・次世代MBRに至るまでの最新技術と市場動向を網羅したMBR初の
書籍を発刊いたします。水処理に携わっている方だけでなく、膜・材料・薬品開発の方々、また新たなビジネス探索としてご活用ください。

産業排水、下水処理．．．大規模、中規模、小規模に対応できる注目の水ビジネス技術



詳細、最新情報は S&T出版　MBR で検索

第1章 総論
　1.　MBRの最大の特徴
　2.　使用される膜の性能
　3.　MBRの基本構成
　4.　MBRのチャレンジ性
　5.　MBRの省スペース性
　6.　MBR+としての組み合わせ技術
　7.　MBRの導入状況
　8.　MBRの宿命、ファウリング
　9.　MBRの担うべき高度処理

第2章 MBRの基礎 
　1.　MBR用膜の種類と特徴
　2.　各種のMBRシステム
　3.　MBRの設計検討

第3章 MBRシステムの開発と適用 
　1節 浸漬型平膜を用いたMBRシステムの開発とその適用事例
　　1.　液中膜の概要と特徴
　　2.　開発の経緯
　　3.　適用事例
　2節 PVDF浸漬型平膜によるMBRシステムの開発とその適用
　　1.　PVDF平膜の特徴
　　2.　PVDF平膜モジュールについて
　　3.　設計、運転上の留意点
　　4.　運転応用例
　　5.経済性について
　3節 MBR用PTFE膜モジュールの概要と適用例
　　1.　ＰＴＦＥ膜の概要
　　2.　ＭＢＲ用浸漬型・ＰＴＦＥ中空糸膜モジュール
　　3.　膜システムおよび運転事例
　　4.　トラブルと解決事例
　　5.　今後の展望
　4節 PVDF内圧膜槽外型MBRシステムの開発とその適用
　　1.　AirLift式槽外型のMBR
　　2.　CrossFlow式槽外型のMBR
　5節 槽外型セラミック膜によるMBRシステムとその適用
　　1.　セラミック膜
　　2.　槽外型セラミック膜によるMBRシステム
　　3.　運転実績
　6節 PVDF中空糸膜を用いた浸漬型MBRシステムの開発とその適用事例
　　1.　浸漬型MBRの基本性能の検証　～パイロットプラント実証運転～
　　2.　PDVF中空糸膜のファウリング防止
　　　　　～技術的ブラッシュアップに向けた実証運転～
　　3.　PVDF中空糸膜を用いた浸漬型MBRシステムの実用化4)
　　　　　　～下水への適用事例～
　7節 中空糸膜を用いた膜分離槽別置型MBRシステムとその適用
　　1.　システムの構成
　　2.　システムの原理
　　3.　システムの特徴
　　4.　実証試験
　8節 MBRによる微量化学物質・医薬品の除去
　　1.　対象とする微量化学物質と従来法の下水処理での挙動
　　2.　MBRでの微量物質除去率の向上方法
　　3.　MBRでの微量物質除去の考え方
　9節 MBRによるノロウイルスの除去
　　1.　ノロウイルスに関する基本事項
　　2.　下水道におけるノロウイルスの挙動
　　3.　MBRによるノロウイルスの除去

第4章 国内外におけるMBR、MBR-ROシステム 
　1節 MBR、MBR-ROシステムによる産業排水の処理と回収
　　1.　MBRの特徴
　　2.　MBRシステムによる産業排水の処理と排水回収事例
　2節 食品工業排水におけるMBRシステムの適用例
　　1.　排水成分の水への分散状態
　　2.　エマルションの形態変化について
　　3.　食品系排水処理
　　4.　まとめ
　3節 兵庫県福崎浄化センターにおけるMBRシステムの適用例
　　1.　福崎浄化センターにおける膜分離活性汚泥法採用の経緯
　　2.　福崎浄化センターにおける膜分離活性汚泥法の特徴
　　3.　福崎浄化センターにおける膜分離装置の概要
　　4.　福崎浄化センターの運転状況
　4節 岡山県奥津浄化センターにおけるMBRシステムの適用例
　　1.　導入経緯
　　2.　奥津浄化センター施設概要
　　3.　運転状況
　　4.　維持管理者の視点から
　　5.　まとめ 

　5節 中東・ドバイにおけるMBR-ROシステムの適用例
　　1.　ドバイの水環境
　　2.　MBRシステムの適用例
　　3.　MBR-ROシステムの適用例
　　4.　新しい水ビジネス，水再生事業
　6節 中国･韓国･シンガポールにおけるMBR の事例
　　1.　MBR 導入の利点
　　2.　当社MBR 用中空糸膜について
　　3.　中国のMBR 市場
　　4.　韓国のMBR 市場
　　5.　シンガポールにおけるMBR
　7節 EUにおけるMBRの動向と標準化
　　1.　EUにおけるMBRの導入状況
　　2.　EUにおけるMBRの標準化
　8節 アメリカにおけるMBRシステムによる排水再利用の例
　　1.　世界の水不足の現状と水資源問題
　　2.　アメリカにおける排水再生利用の動向
　　3.　MBRシステムによる排水再利用の事例
　9節 旭化成ケミカルズ製MBR用膜モジュールの海外納入例
　　1.　旭化成の膜モジュール
　　2.　国内外の稼働状況
10節 カリフォルニアにおける水処理用膜の認定制度
　　1.　カリフォルニア州条例Title 22について
　　2.　旭化成ケミカルズ㈱の評価試験

第5章 日本の下水道へのMBRの普及
　1.　日本におけるＭＢＲの開発と普及の歴史
　2.　日本における水再利用を巡る現状とＭＢＲ
　3.　下水道への膜処理に対するガイドラインの策定
　4.　既存処理場におけるＭＢＲ導入モデル事業 

第6章 MBRの運転管理とメンテナンス 
　1節 MBRシステムの比較とトラブル対策
　　1.　MBRシステムの比較・分類
　　2.　MBRシステムのトラブル事例と対策
　　3.　MBR膜の劣化および破断
　2節 MBRにおける膜ファウリングの原因とメカニズム
　　1.　単純化された系における膜ファウリング
　　2.　MBRにおける膜ファウリングに影響する因子
　　3.　MBRにおける膜ファウリングの進行メカニズム
　3節 MBRのファウリング対策　－安全運転のための薬品技術－
　　1.　MBRの汚れ付着メカニズム
　　2.　汚れに対する対策
　　3.　洗浄手段について
　　4.　薬品洗浄について
　　5.　安全運転のための汚れ防止処理とは
　　6.　安全運転のための薬品処理のまとめ
　　7.　薬品処理の実績例
　4節 膜分離活性汚泥法(MBR)の維持管理コスト縮減技術
　　1.　膜分離活性汚泥法の維持管理コスト
　　2.　維持管理コスト縮減の手法／個別機器,運転方法による縮減
　　3.　MBRシステム設計の最適化による縮減
　　4.　維持管理コスト縮減システムの検討例

第7章 新しいMBRシステム
　1節 固定化担体を用いた新しい省エネMBRの開発
　　1.　担体添加MBRの開発
　　2.　大規模下水処理場向け担体添加型MBR適用システム
　2節 次世代型MBRシステム
　　1.　新たな高度処理の概念
　　2.　高集積浸漬型膜モジュールの開発
　　3.　傾斜板導入によるMBR内活性汚泥分配制御法の確立
　　4.　生ごみ・便所排水・余剰汚泥のメタン発酵を組み込んだ
　　　　MBRによる排水・廃棄物処理及びエネルギー回収
　　5.　熱帯地域に適した水再利用技術の研究開発


