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【個別特集】 

国際オゾン協会・PAG地域会議への出張報告 

- 2005Annual Conference International Ozone Association - Pan American Group - 
 

NEDO技術開発機構 環境技術開発部 
藤原 一郎 

 
1. はじめに 
国際オゾン協会・PAG 地域会議（Annual Conference of International Ozone 

Association - Pan American Group：以下、IOA-PAG地域会議）は、オゾン利用範囲
の拡大を目指し、オゾン利用技術にかかわる研究者が各々の取り組み状況、研究成果

について発表、意見交換を行う場である。 
国際オゾン協会は、アメリカを中心とする Pan American Group（P.A.G.）、ヨーロ
ッパ、アジアを活動の中心とする European African Asian Australasian Group
（E.A3.G）、日本のNippon Island Group(N.I.G)の 3地域グループで構成されており、
隔年に開催される世界会議と毎年開催される地域会議がある。世界会議は各グループ

が持ち回りで実施している。この度、本年 10 月 8 日～12 日に、米国ジョージア州ア
トランタから車で 1時間ほどの郊外にある Lake Lanier Islandsで開催された PAGの
地域会議に参加した。Lake Lanier Islandsは、森と湖に囲まれた風光明媚な土地で、
夏場はゴルフや、ウォータースポーツのリゾート地として多くの観光客が訪れる地区

である。 
 
2. IOA年次総会の状況 
地域会議は、米国にて行われたということもあり、参加者の中心は米国からの出席

であり、参加者は全部で約 100名であった。なお、日本からは NEDOおよび日本オゾ
ン協会からそれぞれ 1名の計 2名が参加した。 
 
3. テクニカル・セッションでの発表内容 

2 日間にわたり行われたテクニカル・セッションに参加したが、セッションの構成
は以下の通りであった。セッションごとに 4～5つの発表が行われた。 

 
・ 現地の浄水施設におけるオゾン処理導入事例 
・ 食品、農業分野へのオゾン処理の適用事例 
・ 浄水処理におけるオゾン処理 
・ 促進酸化処理 
・ 殺菌と副生成物について 
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・ オゾンの物質移動と反応のモデル 
・ オゾン処理のオペレーション 
・ オゾン処理に伴う新たな汚染物質 
・ 実規模施設でのオゾン処理の適用状況 
・ 廃水処理におけるオゾン処理 
 
オゾンは、酸化力の強い物質で、近年日本の浄水場においてもにおい成分の除去や

トリハロメタン生成能抑制を目的に、適用が広がりつつある。また、最近問題視され

ているクリプトスポリジウムについては、オゾンによる不活化が有効であるとされて

おり、水処理分野においては注目を浴びている物質である。最近は、オゾン処理に伴

う副生成物、消費エネルギーの低減、高効率化にむけた研究開発が進んできており、

本地域会議においても関連する分野において多くの発表がなされた。また、食品等へ

の新たなる利用先についても関心が高い。 
 

4. NEDO事業「省エネルギー型廃水処理技術開発事業」についての発表 
廃水処理のセッションにて、NEDOの推進する事業「省エネルギー型廃水処理技術

開発」についての発表を行った（添付資料参照）。同事業は、高濃度オゾンを適用する

ことにより、余剰汚泥発生量の削減、難分解性物質の除去および省エネルギー化を目

指している。 
本技術開発では、テーマのひとつに余剰汚泥発生量の削減を謳っているが、米国で

は汚泥削減の必要性が当面ないため、日本オリジナルのオゾン利用技術であるといえ

る。しかし、米国でも今後汚泥処理の必要性が高まるとの見通しがあり、その中でオ

ゾンによる余剰汚泥発生抑制技術が、一部の専門家の間で注目されている。そのため、

出席者には特殊な利用技術として興味を持ってもらうことができた。 
 
5. 米国におけるオゾン処理技術 
最終日には会場の近くにあるショールクリーク浄水場と建設中のスコットキャンド

ラー浄水場の視察を行った。米国では 2002 年現在で約 400 カ所のオゾン処理が導入
された処理場があるといわれており、オゾン利用に関しては先進的であるといえる。2
カ所とも大規模、かつ最新のオゾン設備を保有しており、非常に興味深い見学会であ

った。 
米国では、オゾンの利用先については、上水ばかりでなく、化学分野、食品分野な

どに広がりを見せており、今後もその拡大が期待されている。 
以 上 
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High concentration ozone application technology is  effective 
in wastewater treatment  

Purpose of this project

Conventional activated sludge process is applied in industrial wastewater treatment 
and municipal wastewater treatment. 

But this technology couldn’t solved  these problems:

Removal of persistent substances 

Excess sludge production

Large energy consumption by reduction of sludge volume

There  are social problems 
like greenhouse gas , risk-preventing and safe .
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