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(57)【要約】
【課題】消化された汚泥の廃棄に必要なコストおよび資
源を低減することによって、汚泥消化に著しい利点をも
たらす廃水処理プロセスに関わる濾過装置を提供する。
【解決手段】少なくとも１つの膜モジュールと液体への
空気注入装置とを具備し、前記膜モジュールは、複数の
多孔性膜を有し、活性汚泥を含む基質を前記膜の外表面
と接触させて処理し、処理水を前記膜の管腔から除去す
るようにしてなるメンブレンバイオリアクタと、嫌気性
環境下で働くようにしてなる生物学的汚泥処理槽であっ
て、プロセス液が消化され、また消化されたプロセス液
の少なくとも一部が前記メンブレンバイオリアクタに返
送され、さらに前記メンブレンバイオリアクタ内の前記
基質の少なくとも一部が送られるようにしてなる生物学
的汚泥処理槽とを備えるものとする。
【選択図】図１



(2) JP 2009-90290 A 2009.4.30

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
固形物を含む液体の濾過装置であって、
　少なくとも１つの膜モジュールと液体への空気注入装置とを具備し、前記膜モジュール
は、複数の多孔性膜を有し、活性汚泥を含む基質を前記膜の外表面と接触させて処理し、
処理水を前記膜の管腔から除去するようにしてなるメンブレンバイオリアクタと、
　嫌気性環境下で働くようにしてなる生物学的汚泥処理槽であって、プロセス液が消化さ
れ、また消化されたプロセス液の少なくとも一部が前記メンブレンバイオリアクタに返送
され、さらに前記メンブレンバイオリアクタ内の前記基質の少なくとも一部が送られるよ
うにしてなる生物学的汚泥処理槽と、
　を備えることを特徴とする濾過装置。
【請求項２】
　前記生物学的汚泥処理槽が単一槽内に複数の個別生物学的環境を具備することを特徴と
する請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記生物学的汚泥処理槽内に前記複数の個別生物学的環境を維持するようにすべく、コ
ントローラを、さらに備えることを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　最長寸法の平均サイズが約６ｍｍ～約２５ｍｍの開口を具備する補助スクリーンを、さ
らに備えることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、消化された汚泥の廃棄に必要なコストおよび資源を低減することによって、
汚泥消化を大幅に改良する、先進的生物学的汚泥消化プロセスと組み合わせた、メンブレ
ンバイオリアクタ（膜分離活性汚泥法）のプロセスに関するものである。オフライン処理
槽における消化を利用して、極めて低酸素の環境で処理することによって、有機物質が可
溶化される。消化されたプロセス液は、メンブレンバイオリアクタに送り返される。この
プロセスおよび装置によって、廃棄汚泥の産出が大幅に減少する。
【背景技術】
【０００２】
　汚染水処理の生物学的プロセスは、多様な形態をとる。一般に、これらには、汚染物質
を安定化または消化する１つ以上の形態の微生物に廃水の流れを曝すことが含まれる。い
かなる種の微生物も、特定の環境を好み、変化への許容差に制限があるため、微生物は、
汚水含有物と化学環境の両方に関して、廃水の流れを補完するように選択される。例えば
、活性汚泥プロセスでは、廃水から生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）を除去する好気性細
菌が利用される。これには、一般に、消化微生物の懸濁液を含む曝気槽に廃水を導入する
ことによって、バイオマスの呼吸用に酸素を供給するため曝気される、「混合液」を形成
することを含み、バイオマスは、廃水のＢＯＤの酸素を吸収し、同化し、代謝する。適切
な曝気期間の後、混合液をバイオマスが澄む浄化器に導入し、処理済みの廃水があふれ出
して、排出口の廃出液に流れ込むようにすることが可能である。
【０００３】
　従来の廃水処理の態様は、廃水内に懸濁または溶解している可能性のある、消化微生物
と廃棄物との接触を促進するため、混合液を十分に撹拌することである。最適な乱流量は
、一般に、プロセス要件よりも経済的側面によって決まり、高撹拌速度が、理論的には最
も望ましいが、実現するコストも高くつく。
　この方法の例外として、微生物が、懸濁液中に分散しているのではなく、固定支持体に
おいて維持される固定培養基の利用がある。この場合、生物学的付着増殖を排除する可能
性のある剥離作用を阻止するため、混合が回避される。固定培養システムの適用は、通常
、可溶非粒子状汚染物質に限定され、さらに、これらのプロセスでは、生物支持体の表面
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積および廃液流の拡散特性によって負荷容量が制限される。
【０００４】
　流動床システムは、懸濁プロセスと固定培養プロセスの組み合わせを表すが、表面積を
増すための追加培地、培地およびその付着生体培養の均一性を維持するのに十分な混合、
および、再生のための培地の周期的または連続的な除去を必要とする。
【０００５】
　増殖速度、最適条件、および、望ましい投入量および廃棄物に応じて、生物学的プロセ
スが大きく異なるので、これらのシステムの全てが、通常、一つのカテゴリの微生物に制
限される。最も一般的には、廃水処理のための微生物としては、好気性、嫌気性、および
、無酸素性の種が含まれており、その全てが、大きく異なる（互いに一致しない）環境に
よって維持されている。プロセス条件によって、ある特定の生物学的アプローチの適用性
が制限される可能性もある。例えば、ある特定の廃水組成にとって最適な生物学的プロセ
スが、経済的に実現可能な完全混合プロセスによって得られるよりも長い固形物保持時間
を必要とし、また、固定メンブレンおよび流動床メンブレン型リアクタによってかなえる
ことができるより多い処理量を必要とする可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許第５１９２４５６号明細書
【特許文献２】米国特許第５２４８４２４号明細書
【特許文献３】米国特許第５６３９３７３号明細書
【特許文献４】米国特許第５７８３０８３号明細書
【特許文献５】米国特許第６５５５００５号明細書
【特許文献６】米国特許第６６１４８６８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、本発明の目的は、消化された汚泥の廃棄に必要なコストおよび資源を低減する
ことによって、汚泥消化に著しい利点をもたらす廃水処理プロセスに関わる濾過装置を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　生物学的汚泥・オフライン処理槽と組み合わせられたメンブレンバイオリアクタを含む
、こうした利点をもたらす濾過システムが提供される。オフライン処理槽では、極めて低
酸素の環境で操作することによって、有機物質が可溶化され、次に、処理済み液がメンブ
レンバイオリアクタ（ＭＢＲ）に送り返される。
【０００９】
　第１の態様では、固形物を含む液体の濾過装置が提供されるが、この装置は、少なくと
も１つの膜モジュールを具備し、前記膜モジュールは、複数の多孔性膜を有し、活性汚泥
を含む基質を前記膜の外表面と接触させて処理し、処理水を前記膜の管腔から除去するよ
うにしてなるメンブレンバイオリアクタと、
　嫌気性環境下で働くようにしてなる生物学的汚泥処理槽であって、プロセス液が消化さ
れ、また消化されたプロセス液の少なくとも一部が前記メンブレンバイオリアクタに返送
され、さらに前記メンブレンバイオリアクタ内の前記基質の少なくとも一部が送られるよ
うにしてなる生物学的汚泥処理槽とを備えている。
【００１０】
　第１の態様の実施形態の１つにおいて、この装置には、さらに、スクリーンが含まれて
おり、スクリーンは、メンブレンバイオリアクタと生物学的汚泥処理槽との間に配置され
、メンブレンバイオリアクタからの溢流中の不活性物質を除去するように構成されている
。
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【００１１】
　第１の態様の実施形態の１つにおいて、スクリーンは、最長寸法の平均サイズが約２０
０μｍ～約３００μｍの開口を有している。
【００１２】
　第１の態様の実施形態の１つにおいて、装置には、さらに、液体サイクロンが含まれて
おり、液体サイクロンは、メンブレンバイオリアクタと生物学的汚泥処理槽との間に配設
され、メンブレンバイオリアクタからの溢流中の不活性物質を除去するように構成されて
いる。
【００１３】
　第１の態様の実施形態の１つにおいて、装置には、さらに、液体サイクロンが含まれて
おり、液体サイクロンは、スクリーンと生物学的汚泥処理槽との間に配設され、メンブレ
ンバイオリアクタからの溢流中の不活性物質を除去するように構成されている。
【００１４】
　第１の態様の実施形態の１つにおいて、装置には、さらに、サージタンクが含まれてお
り、サージタンクは、メンブレンバイオリアクタからの溢流を受けるように構成されてい
る。
【００１５】
　第１の態様の実施形態の１つにおいて、装置には、さらに、補助スクリーンが含まれて
おり、補助スクリーンは、最長寸法の平均サイズが約６ｍｍ～約２５ｍｍの開口を有して
いる。
【００１６】
　第２の態様では、可消化廃棄物を含む流入液流の処理方法が提供されるが、この方法は
、混合液と複数の多孔性中空糸膜の外表面とを接触させ、前記膜の管腔から透過液を除去
するメンブレンバイオリアクタにおいて、前記混合液を濾過するステップと、再循環ルー
プを介して生体固形物を含む基質をオフライン処理槽に再循環させることによって、前記
メンブレンバイオリアクタから生体固形物を除去し、前記メンブレンバイオリアクタ内に
おいて、あらかじめ選択された生体固形物濃度が維持されるようにするステップと、前記
オフライン処理槽内において、生体固形物を消化するステップと、前記混合液の少なくと
も一部を含んでいる、前記オフライン処理槽からの廃出液流を、前記メンブレンバイオリ
アクタに導くステップとが含まれている。
【００１７】
　第２の態様の実施形態の１つにおいて、生体固形物を除去するステップには、さらに、
再循環ループの一部である液体サイクロンに生体固形物を含む基質を通し、それによって
、不活性固形物が除去されるようにするステップが含まれる。
【００１８】
　第２の態様の実施形態の１つにおいて、生体固形物を除去するステップには、さらに、
再循環ループの一部であるスクリーンに生体固形物を含む基質を通し、それによって、不
活性固形物が除去されるようにするステップが含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】メンブレンバイオリアクタ、スクリーン、サージタンク、液体サイクロン、およ
び、オフライン処理槽を用いた、望ましい実施形態の濾過装置構成の概略図である。
【図２】メンブレンバイオリアクタ、２つのスクリーン、液体サイクロン、および、オフ
ライン処理槽を用いた、望ましい実施形態の濾過装置構成の図である。
【図３】望ましい実施形態で用いられる消化タンクの概略図である。
【図４】膜モジュールの１つの実施形態の概略側面図を示し、望ましい実施形態の濾過装
置に用いられるメンブレンバイオリアクタにおける洗浄方法を例示した図である。
【図５】望ましい実施形態の濾過装置に用いられるメンブレンバイオリアクタの混入気泡
の形成に用いられるジェット・タイプ構成の形態の１つに関する拡大概略側面図である。
【図６Ａ】望ましい実施形態の濾過装置に用いられるメンブレンバイオリアクタの仕切ら



(5) JP 2009-90290 A 2009.4.30

10

20

30

40

50

れた膜モジュールの概略側面図である。
【図６Ｂ】図６Ａの膜束の断面図である。
【図７Ａ】望ましい実施形態の濾過装置に用いられるメンブレンバイオリアクタの仕切ら
れた膜モジュールの概略側面図である。
【図７Ｂ】図７Ａの膜束の断面図である。
【図８Ａ】望ましい実施形態の濾過装置に用いられるメンブレンバイオリアクタの仕切ら
れた膜モジュールの概略側面図である。
【図８Ｂ】図８Ａの膜束の断面図である。
【図９Ａ】望ましい実施形態の濾過装置に用いられるメンブレンバイオリアクタの仕切ら
れた膜モジュールの概略側面図である。
【図９Ｂ】図９Ａの膜束の断面図である。
【図１０】膜モジュールの図９と同様の図である。
【図１１】膜モジュールの図９と同様の図である。
【図１２】望ましい実施形態の濾過装置に用いられるメンブレンバイオリアクタの膜モジ
ュールのもう１つの望ましい実施形態の下方端に関する斜視断面図である。
【図１３】図１２の膜モジュールの上方端の斜視断面図である。
【図１４】望ましい実施形態の濾過装置に用いられるメンブレンバイオリアクタにおいて
用いられる中空糸膜モジュールを示す図である。
【図１５】望ましい実施形態の硝化／脱窒メンブレンバイオリアクタに関する一般的なレ
イアウトを示す図である。
【図１６】図１５のメンブレンバイオリアクタの動作段階を示す図である。
【図１７】図１５のメンブレンバイオリアクタの排出段階を示す図である。
【図１８】図１５のメンブレンバイオリアクタの浸漬段階を示す図である。
【図１９】図１５のメンブレンバイオリアクタのさらなる詳細を示す図である。
【図２０】膜モジュールの付近で混合液流のベクトルを調整する能力を備えた、膜モジュ
ールの動作を示す図である。
【図２１】従来のメンブレンバイオリアクタ構成を示す図である。
【図２２】ＵＳ　Ｆｉｌｔｅｒ　ＭｅｍＪｅｔ製品の典型的なフローシートである。
【図２３】従来の異なる代替メンブレンバイオリアクタ構成を示す図である。
【図２４】リスクリーナを用いたＭｅｍＪｅｔ製品のシステムを示す図である。
【図２５Ａ】単一リスクリーンを用いたメンブレンバイオリアクタを示す図である。
【図２５Ｂ】並列スクリーニング構成によるメンブレンバイオリアクタを示す図である。
図２５Ａに示すシステムのように、流入液と共に、混合液をリスクリーンに再循環させる
のではなく、曝気槽と膜タンクの間に並列スクリーンが配置される。混合液が、第２のス
クリーンを透過して、膜タンクに流入する。
【図２６】メンブレンバイオリアクタに用いられるバイパス無酸素性リアクタのプロセス
流れ図である。
【図２７】固形物減量プロセス／メンブレンバイオリアクタ構成のプロセス流れ図である
。
【図２８】プリスクリーンを組み込んだメンブレンバイオリアクタ構成のプロセス流れ図
である。
【図２９Ａ】ジェット・システムを用いたメンブレンバイオリアクタにおける混合液の均
一な流れの概略を示す図である。
【図２９Ｂ】ジェット・システムを用いないメンブレンバイオリアクタにおける混合液の
不均一な流れの概略を示す図である。
【図３０】固形物減量プロセス装置の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　下記の説明および例は、本発明の望ましい実施形態を詳細に示すものである。当該技術
者には明らかなように、その範囲に包含される本発明の変形および修正が数多く存在する
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。従って、望ましい実施形態の説明は、本発明の範囲を制限するものとみなすべきではな
い。
【００２１】
　メンブレンバイオリアクタプロセスは、高い混合液浮遊物質（ＭＬＳＳ）濃度で機能し
、有機物質の分解および消化を実現する高速プロセスである。メンブレンバイオリアクタ
プロセスと先進的生物学的汚泥消化プロセスを組み合わせると、消化した汚泥の廃棄に必
要なコストおよび資源が低減するので、汚泥消化を大幅に改良することが可能になる。望
ましい実施形態の装置によれば、廃棄汚泥の産出において約８０％以上もの劇的な減少を
生じることになる。望ましい実施形態の１つでは、汚泥は、２５０μｍスクリーンを介し
て、メンブレンバイオリアクタの好気性タンクからポンプで送り出される。スクリーニン
グされた固形物が除去され、スクリーニングされたプロセス液が貯蔵タンクに流入するが
、この場合、プロセス液の一部は液体サイクロンの分離器まで流れ、不活性物質が除去さ
れることになる。不活性物質が除去されて、プロセス液はサージタンクに戻される。サー
ジタンクから、プロセス液は、メンブレンバイオリアクタの好気性タンクに戻されるか、
あるいは、オフライン処理槽に送られる。オフライン処理槽は、一般に、液体保持時間（
ＨＲＴ）が約１日以下から約１月以上であり、約１０日の液体保持時間（ＨＲＴ）が望ま
しい。オフライン処理槽を利用し、極めて低酸素の環境で操作することによって、有機物
が可溶化される。消化されたプロセス液は、メンブレンバイオリアクタに送り返される。
　このプロセスによって、多くの利点が得られる。例えば、廃水または生物汚泥は、複数
の生物学的プロセスを同時に利用し、単一容器内で環境要件の一致しない複数の生物学的
プロセスの共存を可能にする、生物学的に最適なやり方で処理することが可能である。単
一容器内において混合せずに、制御された複数の生物学的環境を生成し、条件の非擾乱調
整によって、各個別生物学的環境の相対比率を制御し、維持することが可能である。廃棄
物を、好気性、無酸素性、および、嫌気性微生物の同時利用によって単一容器内で処理す
ることが可能である。栄養分の供給および／または生物学的副産物の除去のため、単一容
器の複数プロセス環境に静止状態でガスを送り込むことが可能である。１つ又は複数の排
出点において、目標酸化還元電位に合わせて、その相対比が制御される複数の生物学的環
境を備えた単一容器内において、廃棄物を処理することが可能である。内部で再循環され
る廃液流から不活性物質を除去し、処理槽に送ることが可能である。廃棄物消化微生物流
を枯渇させることなく、再循環廃液流からこうした微生物と同様のサイズの不活性物質を
除去することが可能である。
【００２２】
メンブレンバイオリアクタ
　望ましい実施形態の水処理システムのコンポーネントの１つが、メンブレンバイオリア
クタである。メンブレンバイオリアクタシステムは、バクテリアを必要とする生物学的処
理と膜分離を併用して、廃水の処理を行う。処理された水は、膜濾過プロセスによって、
活性汚泥と呼ばれる浄化バクテリアから分離される。メンブレンバイオリアクタでは、一
般に、分散型流通リアクタに組み込まれた水中中空糸膜モジュールが用いられる（以下に
おいて、糸を繊維ともいう。）。
【００２３】
　汚水の有効な三次処理として膜プロセスを用いて、廃水の質を良くすることが可能であ
る。膜モジュールが大型供給タンクに浸けられ、膜の濾過側に加えられる吸引力によって
濾液が集められる、または、メンブレンバイオリアクタによって生物学的および物理的プ
ロセスが１つのステージで併用される水中膜プロセスは、簡潔で、効率が良く、経済的で
、用途が広い。
【００２４】
　望ましい実施形態の水処理システムに用いることが可能なメンブレンバイオリアクタに
は、ＵＳＦｉｌｔｅｒ　Ｍｅｍｃｏｒ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｐｔｙ．Ｌｔｄ．およびＺｅ
ｎｏｎ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ，Ｉｎｃ．から入手可能な市販のものが含まれる。
とりわけ望ましいシステムには、ＵＳＦｉｌｔｅｒのＭＥＭＣＯＲ（登録商標）　ＭＢＲ
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メンブレンバイオリアクタシステム、およびＺｅｅＷｅｅｄ（登録商標）　５００および
ＺｅｅＷｅｅｄ（登録商標）　１０００システムを利用したＺｅｎｏｎのＺｅｅＷｅｅｄ
（登録商標）　ＭＢＲメンブレンバイオリアクタプロセスが含まれる。
【００２５】
　ＺｅｅＷｅｅｄ（登録商標）　５００システムに用いられている膜モジュールは、２つ
のヘッダ間において垂直配向が施された数百の膜繊維（糸）から構成されている。膜は、
公称孔径が０．０４μｍの強化繊維である。この中空糸は、上部ヘッダと下部ヘッダとの
間の距離よりわずかに長く、このため、曝気されると、動くことが可能になる。繊維を洗
浄し、膜表面から固形物を絶えず除去するのは、繊維間で泡立つ空気である。カセット内
に、１～３６の膜モジュールが配置されている。ＺｅｅＷｅｅｄ（登録商標）　５００シ
ステムは、一般に、２つ以上の平行列から構成されている。各列は、プロセスポンプ、自
動弁、および、計測器から構成されている。下記のコンポーネントは、一般に、あるシス
テムに必要とされ、特定列専用とすることもできるし、あるいは、列間で共用することも
可能である。即ち、タンク（カセットが浸けられる）、定量ポンプ（化学薬品添加用）、
膜ブロワ（空気を送って、膜を洗浄するための）、廃棄物または汚泥ポンプ、真空ポンプ
（混入空気排除用）、現場洗浄ポンプ、バックパルスまたは洗浄タンク、および、制御シ
ステムである。また、設計または用途に応じて、濾過器（給水の事前スクリーニング用）
、プロセスブロワ（生物学的処理システムのみ）、給水ポンプ、ミキサ、汚泥再循環ポン
プ、および、カセット除去ホイストまたは他の機構といった、他のコンポーネントを用い
ることも可能である。
【００２６】
　ＺｅｅＷｅｅｄ（登録商標）　１０００限外濾過膜は、公称孔径が０．０２μｍであり
、給水から浮遊物質、原虫、バクテリア、および、ウィルスを除去するように設計されて
いる。ＺｅｅＷｅｅｄ（登録商標）　１０００システムは、直接（全量）濾過に定期的な
空気および水による逆洗が後続する、従来の培地フィルタと同様のモードで機能する。Ｚ
ｅｅＷｅｅｄ（登録商標）　１０００カセットは、垂直および水平の両方向にブロックを
なすように構成要素をスタックすることによって構成されている。サイズ範囲が構成要素
３～９６個分にわたる、さまざまなカセット構造が得られる。ＺｅｅＷｅｅｄ（登録商標
）　１０００システムは、一連の平行列から構成されている。各列は、ＺｅｅＷｅｅｄ（
登録商標）　カセット、プロセスポンプ、配管、計測器、および、制御装置から構成され
ている。バックパルスポンプ、ブロワ、および、現場洗浄装置は、列間で共用することが
可能である。給水は、タンクの底部において列の長い側に沿って延びる吸込み水路から各
列に流入する。廃棄物は、カセット間のトラフに集められ、タンクの全長にわたって延び
る溢流水路に放出される。
【００２７】
　好適な実施形態に用いられる好適なメンブレンバイオリアクタシステムでは、有効で効
率の良い膜洗浄法が利用される。一般に用いられる物理的洗浄法には、透過液またはガス
を利用した逆洗（バックパルス、バックフラッシュ）、膜表面洗浄、および、液中におけ
る気泡の形態をなすガスを利用した洗浄が含まれる。第２のタイプの方法例については、
Ｉｓｈｉｄａ他による米国特許第５，１９２，４５６号明細書、Ｃｏｔｅ他による米国特
許第５，２４８４２４号明細書、Ｈｅｎｓｈａｗ他による米国特許第５，６３９，３７３
号明細書、Ｈｅｎｓｈａｗ他による米国特許第５，７８３，０８３号明細書、および、Ｚ
ｈａ他による米国特許第６，５５５，００５号明細書に記載がある。
【００２８】
　上記引用例では、通常、加圧ブロワによって、膜モジュールが浸けられる液体システム
にガスを注入して、気泡が形成される。こうして生じた気泡は、次に、上昇して、膜表面
を洗浄し、膜表面に形成された汚損物質を除去する。発生する剥離力は、主として、初期
気泡速度、気泡サイズ、および、気泡に加えられる合力に依存する。このアプローチにお
ける液体輸送は、ガス上昇メカニズムの有効性に制限される。洗浄効果を向上させるには
、より多くのガスを供給しなければならない。しかし、この方法には、いくつかの欠点が
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ある。すなわち、この方法では、多量のエネルギを消費するので、ミストまたは気泡流を
生じて、有効膜濾過面積を縮小する可能性があり、膜にとって有害になる可能性がある。
さらに、固形物濃度が高い環境では、ガス供給システムが、脱水固形物によって徐々に詰
まるようになるか、または、ガス流が偶発的に停止すると、簡単に詰まる可能性がある。
【００２９】
　大部分の管状膜モジュールについては、膜は、モジュールの中央（縦方向）がたわみ性
を有するが、両方の注封ヘッドに向かって堅くなり、たわみ性が低下する傾向がある。こ
うしたモジュールを高濃度の浮遊物質を含む環境で利用すると、浮遊物質は、とりわけ、
２つの注封ヘッドの近くで、簡単に膜束内に捕捉される。ガス洗浄を利用して、膜を洗浄
する場合、浮遊物質の堆積を減少させる方法には、モジュール構成および流量分布の改良
が含まれる。
【００３０】
　膜モジュールを設計する場合、膜モジュールにおける管状膜の充填密度は、検討要素の
１つである。本明細書で利用される膜モジュールにおける繊維膜の充填密度は、繊維膜が
占める注封断面積を全注封面積で割った値と定義され、通常、百分率で表わされる。経済
的観点から、膜モジュールの製造コストを抑えるには、できるだけ高い充填密度が望まし
い。実際のところ、充填密度の低い膜モジュールでは、固形物の充填が減少する。しかし
、充填密度が低すぎると、膜間における摩擦効果も低下し、結果として、膜表面の洗浄／
洗い落とし効率が低下する可能性がある。従って、堆積する固形物の除去を支援し、同時
に、膜の充填密度を最大にする膜構造を提供するのが望ましい。膜は、互いに接触させる
こともできるし（例えば、高充填密度で）、あるいは、間隔を密にして、または、離して
配置することも可能であり（例えば、低充填密度で）、例えば、約０．１ｍｍ以下～約１
０ｍｍ以上の繊維壁間隔が一般に用いられる。
【００３１】
　メンブレンバイオリアクタには、培養液を流して、ガス供給源を通過させることによっ
て、培養液に気泡を混入させるステップと、膜表面に沿って気泡および培養液を流して、
そこから汚損物質を除去するステップを含む、気泡の混入した培養液を利用する膜表面の
洗浄方法を用いることが可能である。
【００３２】
　気泡は、ベンチュリ装置または他のタイプの接合部によって液体流に混入される。さら
に望ましいのは、液体流にガスを強制的に混合して、液体と気泡の混合物を生じさせる装
置によって、液体流に気泡を混入または注入することであり、こうした装置には、ジェッ
ト、ノズル、エジェクタ、エダクタ、インジェクタ等が含まれる。オプションにより、ブ
ロワまたは同様の装置によって、培養液中に追加気泡源を設けることも可能である。用い
られるガスには、空気、酸素、ガス状塩素、または、オゾンを含むことが可能である。洗
浄および／または曝気のためには、空気が最も経済的である。ガス状塩素は、膜表面にお
ける化学反応による洗浄、消毒、洗浄効率の向上のために利用することが可能である。オ
ゾンの利用には、ガス状塩素に関する上述の効果以外に、ＤＢＰ前駆物質の酸化、および
、非生分解性ＮＯＭの生分解性溶解有機炭素への変換といった、追加特徴がある。
【００３３】
　メンブレンバイオリアクタに用いられる膜モジュールは、オプションにより、その間に
おける過剰な動きを阻止するように取り付けられる、互いに近接して配置された複数の多
孔性膜を具備し、モジュール内から、液体流に混入される気泡を供給して、使用時、液体
およびそれに混入される気泡が、膜表面を通過して、そこから汚損物質を除去するように
する気泡源を含むのが望ましいが、これらの気泡は、液体を流して、ガス源を通過させ、
ガスを液流に吸い込ませることによって液体に混入される。液体および気泡は、混合され
て、その後、膜を通過するように流され、汚損物質を除去するのが望ましい。
【００３４】
　メンブレンバイオリアクタの繊維は、繊維配列内から、膜の孔を通過するガス以外の手
段によって、液体流に混入された均一な分布の気泡を生じさせることにより、洗浄するこ
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とが可能であるが、これらの気泡は、液体を流して、ガス源を通過させ、液体中へのガス
の吸込みおよび／または混合を生じさせることによって、液体に混入されるようになって
おり、その分布によって、気泡が、配列内の各膜間をほぼ均一に通過し、液体流との併用
によって、膜表面を洗浄して、膜モジュール内から堆積固形物を除去するようになってい
る。気泡は、液体流に注入されて、混合されるのが望ましい。
【００３５】
　メンブレンバイオリアクタの膜には、多孔性中空糸が含まれていて、中空糸の各端部が
ヘッダに固定され、下部ヘッダには、ガス液体流を導入する１つ以上の孔が形成されてい
るのが望ましい。孔は、円形、楕円形、または、スロット形状とすることが可能である。
中空糸は、通常、下方端が密封され、濾液の除去を可能にするため、上方端が開放されて
いるが、構成によっては、中空糸の両端を開放して、一方の端部または両端部から濾液を
除去できるようにすることも可能である。中空糸は、円筒状配列または束をなすように配
置するのが望ましいが、例えば、正方形、六角形、三角形、不規則形状等といった、他の
構造を用いることも可能である。上述の洗浄プロセスは、メンブレンバイオリアクタに用
いることも可能な、平坦な膜または板状の膜といった、他の形態の膜にも同様に適用可能
であることは明らかである。
【００３６】
　メンブレンバイオリアクタに用いられる膜モジュールには、互いに近接して配置されて
、それらの間の過剰な動きを阻止するように取り付けられ、各端部がヘッダに固定されて
いて、ヘッダの１つには、ガス／液体を導入する１つ以上の孔が形成されている、複数の
多孔性中空糸膜と、ヘッダ間に少なくとも部分的に延びて、膜中空糸をグループをなすよ
うに仕切る仕切り手段が含まれているのが望ましい。望ましくは、それぞれの中空糸グル
ープ間の間隔によって、１つまたは複数の仕切りが形成されるが、多孔性（例えば、スク
リーン、クリップ、または、リング）仕切りまたは中実仕切りを用いることも可能である
。仕切りは、互いに平行にすることもできるし、あるいは、円筒状配列の中空糸膜の場合
には、配列の中心から半径方向に延びることも、または、円筒状配列内に同心配置するこ
とも可能である。代替形態の場合、中空糸束に、ヘッダ間における中空糸束の全長にわた
って延びる中央縦方向通路を設けることも可能である。
【００３７】
　メンブレンバイオリアクタに用いられる膜モジュールには、それぞれの注封ヘッド間に
縦方向に延び、各端部がそれぞれの注封ヘッドに取り付けられた、複数の多孔性中空膜糸
が含まれており、膜中空糸が互いに近接して配置されて、その間の過剰な動きを阻止する
ように取り付けられ、膜中空糸が、少なくとも、それぞれの注封ヘッドにおいて、または
、それに隣接して、いくつかの束をなすように仕切られて、その間にスペースを形成し、
注封ヘッドの１つに、モジュール内に気泡を生じさせて、使用時に気泡が膜中空糸表面を
通過して、そこから汚損物質を除去するようにさせるための一連の曝気開口部が形成され
ているのが望ましい。
【００３８】
　中空糸を通じての制限されない液体およびガス流を得るため、また、中空糸の移動振幅
を制限して、中空糸の注封端におけるエネルギ集中を軽減するため、垂直構成要素と水平
構成要素の両方が適切な間隔をあけて配置されている、モジュール支持スクリーンによっ
て、中空糸束を保護し、中空糸の移動を制限することが可能である。あるいはまた、クリ
ップまたはリングを用いて、中空糸束（繊維束）を縛ることも可能である。
【００３９】
　望ましくは、曝気開口部は、仕切られた繊維束間に形成されたスペースと一致するよう
に配置される。開口部には、例えば、一列に並んだ孔といった、さまざまな構成をなすよ
うに配置することが可能な、１つ以上の孔またはスロットを含むのが望ましい。繊維束は
、スロットまたは孔列間において、注封ヘッドに配置するのが望ましい。実施形態によっ
ては、繊維束内に孔またはスロットを配置するか、または、繊維束内に、繊維束に隣接し
て両方を配置するのが望ましい場合もあり得る。
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【００４０】
　望ましくは、気泡は、孔またはスロットに通される前に、液体流に混入または混合され
るが、構成によっては、ガスだけしか利用できない場合もあるのは明らかである。利用さ
れる液体は、膜モジュールに供給することが可能である。繊維および／または繊維束は、
注封ヘッド間において互いに交差する可能性があるが、交差しないのが望ましい。
【００４１】
　一般に、モジュール内の繊維は、充填密度（上記で規定の）が約５％以下～約７５％以
上であり、約６、７、８、９、または、１０％～約６０、６５、または、７０％が望まし
く、約１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、または、２０％～約２
１、２２、２３、２４、２５、２６、２７、２８、２９、３０、３１、３２、３３、３４
、３５、３６、３７、３８、３９、４０、４１、４２、４３、４４、４５、４６、４７、
４８、４９、５０、５１、５２、５３、５４、または、５５％であればより望ましい。
【００４２】
　孔の直径は、望ましくは約０．５ｍｍ以下～約５０ｍｍ以上であるが、約０．６、０．
７、０．８、０．９、１．０、１．１、１．２、１．３、１．４、または、１．５ｍｍ～
約２５、３０、３５、４０、または、４５ｍｍがより望ましく、約１．７５、２．０、２
．５、３．０、３．５、４．０、４．５、または、５ｍｍ～約６、７、８、９、１０、１
１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２３、また
は、２４ｍｍが最も望ましい。あるスロットまたは孔列の場合、孔面積は、上記孔と同等
になるように選択される。
【００４３】
　一般に、繊維内側は、約０．０５ｍｍ以下～約１０ｍｍ以上であり、約０．１０、０．
１５、または、０．２０ｍｍ～約３、４、５、６、７、８、または９ｍｍが望ましく、さ
らに、約０．２５、０．５０、０．７５、または、１．０ｍｍ～約１．２５、１．５０、
１．７５、２．００、または、２．５０ｍｍが望ましい。繊維壁厚は、用いられる材料、
および、濾過効率と対比した必要強度によって決まる可能性がある。一般に、壁厚は、約
０．０１ｍｍ以下～約３ｍｍ以上であり、約０．０２、０．０３、０．０４、０．０５、
０．０６、０．０７、０．０８、または、０．０９ｍｍ～約１．１、１．２、１．３、１
．４、１．５、１．６、１．７、１．８、１．９、２．０、２．１、２．２、２．３、２
．４、２．５、２．６、２．７、２．８または、２．９ｍｍが望ましく、約０．１、０．
２、０．３、０．４、または、０．５ｍｍ～約０．６、０．７、０．８、０．９、または
、１．０ｍｍであれば最も望ましい。
【００４４】
　メンブレンバイオリアクタには、管路、パイプ、ポンプ、および／または、給水を導入
するための他の装置を備えたタンク、タンク内の活性汚泥、タンク内に配置されて、汚泥
内に浸けられるようになっている膜モジュール、および、繊維膜の少なくとも一方の端部
から濾液を除去するための装置を含むことが可能である。
【００４５】
　メンブレンバイオリアクタは、タンクに給水を導き、繊維を真空状態にして、そこから
濾液を除去し、同時に、曝気開口部を介して、間欠的、周期的、または、連続的に、モジ
ュール内に気泡を供給し、使用時、気泡が膜繊維の表面を通過して、そこから汚損物質が
除去されるようにすることで、機能させるのが望ましい。気泡は、孔またはスロットを介
した給水時に、液体流に混入されるか、または、液体流と混合されるのが望ましい。
【００４６】
　所望の場合、微生物の活動を助けるため、タンク内にもう１つの曝気源を設けることが
可能である。膜モジュールをタンク内で垂直方向に吊るし、吊るされたモジュールの下に
、もう１つの曝気源を設けることが望ましい。代替案として、モジュールは、水平に吊る
すこともできるし、あるいは、任意の他の所望位置につけることも可能である。もう１つ
の曝気源には、１群の通気性管または他のこうした曝気源を含むのが望ましい。膜モジュ
ールは、繊維束に応じて、逆洗を伴って、または、伴わずに、機能させることが可能であ
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る。バイオリアクタ内の浮遊物質の高混合液（約５，０００ｐｐｍ以下～約２０，０００
ｐｐｍ以上）によって、滞留時間が大幅に短縮され、濾液の質が大幅に改善されることが
分っている。有機物の分解と膜洗浄の両方に曝気を併用すると、膜貫通圧をあまり増大さ
せずに一定の濾液流量が可能になり、同時に、ＭＬＳＳの濃度が高くなることが分ってい
る。仕切られた繊維束を用いると、ガス洗浄プロセスをあまり損なうことなく、高充填密
度を実現することが可能になる。これによって、より高い濾過効率を得ることが可能にな
る。
【００４７】
　特に望ましい実施形態の１つでは、メンブレンバイオリアクタに米国特許第６，５５５
，００５号明細書に記載のモジュールが用いられる。図４を参照すると、膜モジュール５
には、一般に、両端７および８が注封され、オプションにより、この場合、スクリーン９
である支持構造に入れられた、繊維による管形状または平板形状の膜６が含まれている。
膜の一方または両方の端部を用いて、透過水を集めることが可能である。膜モジュールの
底部は、供給ガスおよび液体の混合物を配給して、膜表面を通過させるため、ポット１１
にいくつかの通し孔１０を備えている。モジュールのベースには、ベンチュリ装置１２等
が接続されている。ベンチュリ装置１２は、吸気口１３を介してガスを吸い込み、ガスを
吸水口１４を介して流入する液体と混合するか、または、液体に混入させて、気泡を生じ
させ、液体／ガス混合物をモジュール通し孔１０に拡散させる。配給通し孔１０の通過後
、混入気泡は、膜表面を洗浄し、同時に、液体流と共に上昇する。供給液またはガスは、
システム要件に応じて、連続注入または間欠的注入が可能である。ベンチュリ装置を用い
ると、ブロワなしで、気泡を生じさせ、システムを曝気させることが可能になる。ベンチ
ュリ装置１２は、ベンチュリ管、ジェット、ノズル、エジェクタ、エダクタ、インジェク
タ等とすることが可能である。
【００４８】
　図５を参照すると、ジェットまたはノズルタイプ装置１５の拡大図が示されている。こ
の実施形態の場合、周囲空気通路１７を備えたジェット１６に液体を送り込んで、ガスの
混入した液体流１８を生じさせる。こうした装置では、それぞれの供給弁を調整すること
によって、気体および液体媒体の個別制御が可能になる。
【００４９】
　ガスの混入に一般に利用される液体は、濾過されるべき給水、廃水、または、混合液で
ある。ベンチュリ等を介してこうした使用液をポンプで注入すると、ガスが液体に吸い込
まれる真空状態が生じるか、または、ブロワ使用時に、ガス吐き出し圧が低下することに
なる。液体流にガスを供給することによって、配給通し孔１０が詰まる可能性が大幅に低
下する。
【００５０】
　ベンチュリ装置等を利用すると、ブロワのような加圧ガス供給源を必要とすることなく
、気泡を発生して、膜表面を洗浄することが可能になる。原動力となる液体が、ベンチュ
リを通過すると、真空が生じて、ガスが液体流に吸い込まれ、気泡が発生する。それでも
なおブロワが必要であったとしても、上記プロセスを利用すると、ブロワの吐き出し圧が
低下し、従って、運転コストが低下する。ベンチュリにおいて、液相および気相の充分な
混合も行われ、膜モジュール内に拡散されて、膜が洗浄される。ジェットタイプの装置を
利用して、ガスを液体媒体に強制的に混合する場合、より高速の気泡流が生じるので、さ
らなる利点が得られる。廃水処理において、利用されるガスが空気または酸素の場合、こ
うした十分な混合によって、優れた酸素移動容量が得られる。液体が充填されたパイプに
ガスを直接注入すると、ガスによって、パイプ壁面に停滞ガス層を形成するのが不可能に
なり、従って、ガスおよび液体がバイパスして、モジュールの異なる部分に流入し、洗浄
効率が不十分になる。気泡流は、膜に沿った液体流によって促進され、大きい洗浄剥離力
が発生することになる。このガス／液体配給方法によって、確実な液体輸送および曝気が
施され、ガスおよび液体の流量を個別に調整することが可能になる。２相流体（ガス／液
体）混合物を空気分配装置の孔に注入すると、脱水固形物の形成が排除され、従って、こ
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うした脱水固形物によって孔が徐々に詰まるのが防止される。この注入方式によって、さ
らに、モジュールの深部に洗浄化学物質を有効に送り込み、同時に、洗浄エネルギを与え
て、化学洗浄を促進するための効率の良い洗浄メカニズムが得られる。この方式と上述の
モジュール構成で得られる高充填密度とが相俟って、最少量の化学物質で繊維を有効に洗
浄することが可能になる。上述のモジュール構成によれば、固形物の充填を大幅に増加さ
せることなく、モジュール内における繊維充填密度を高めることが可能になる。これによ
って、さらなる融通性が付加され、膜モジュールを好気性ベイスンに組み込むこともでき
るし、あるいは、独立したタンク内に配置することもできるようになる。後者の構成の場
合、その利点は、タンク内に保持する化学物質が少ないので、化学物質の使用量が大幅に
節約され、化学洗浄プロセスを自動化することができるので、労働コストが大幅に節約さ
れるということである。バイオプロセスに戻すことが可能な化学物質は、やはり、アグレ
ッシブな酸化剤であり、従って、バイオプロセスに悪影響を及ぼす可能性があるので、使
用する化学物質の減少も重要である。従って、バイオプロセスに生じる化学物質の負荷の
減少は、かなりの利点をもたらすことになる。
【００５１】
　供給ガスおよび液体の混合物を各膜モジュールに積極的に注入することによって、プロ
セス液が膜のまわりに均一に配給され、濾過中の供給物濃度分極が最小限に抑えられる。
濃度分極は、大規模システム、および、大量の浮遊物質を含むプロセス供給物の場合、よ
り大きくなる。先行技術によるシステムは、プロセス液がタンクの一方の端部に流入し、
モジュールを横切る際に濃縮されることが多いので、均一性が不十分である。その結果、
モジュールによっては、他よりはるかに高い濃度に対処しなければならなくなり、処理効
率が悪くなる。濾過効率は、濾過抵抗の低下によって改善される。供給側の抵抗は、膜表
面への横断流の通過減少、および、気泡および２相流によって発生する乱流のために低下
する。こうした洗浄法は、膜による飲料水、廃水の処理、および、関連プロセスに利用す
ることが可能である。濾過プロセスは、吸込みまたは加圧によって促進することが可能で
ある。
【００５２】
　図６Ａ～７Ｂを参照すると、さまざまな仕切り構成の実施形態が示されている。やはり
、これらの実施形態は、円筒管状または繊維状膜束２０に関して例示されているが、明ら
かに、他の構造を用いることも可能である。図６Ａおよび図６Ｂには、いくつかの平行な
仕切りスペース２２によっていくつかの薄いスライス２１をなすように垂直方向に仕切ら
れた管状膜の束２０が示されている。この膜束の仕切りによって、充填密度をあまり低下
させずに、堆積した固形物を簡単に除去することが可能になる。こうした仕切りは、完全
な仕切りまたは部分仕切りを形成するため、注封プロセス中に実現することが可能である
。仕切りモジュールを形成するもう１つの方法は、図７Ａおよび図７Ｂに示すように、い
くつかの小さい管状膜束２３を各モジュールに注封することである。
【００５３】
　図８Ａおよび８Ｂには、膜モジュールのもう１つの構成が例示されている。膜のない中
央ゾーンが、より多くの空気および液体の注入を可能にする通路２４を形成している。気
泡および液体は、従って、管状膜２０に沿って進み、上部の注封ヘッド８の繊維配列を通
って流出し、膜壁面を洗浄して、そこから固形物を除去する。モジュールには、単一ガス
またはガス／液体混合物を注入することが可能である。
【００５４】
　図９Ａおよび９Ｂには、図５と同様であるが、洗浄液／ガス混合物を繊維膜２０に入れ
るための単一中央孔３０が下部ポット７に設けられた、さらにもう１つの実施形態が例示
されている。この実施形態の場合、繊維は、孔３０に隣接して広がり、上部ポット８に向
かって個別束２３をなすように収束する。大きい中央孔３０は、繊維まわりの液体流量を
増し、従って、洗浄効率を高めることが分っている。
【００５５】
　図１０および１１には、図９Ａおよび９Ｂと同様の膜構成、および、図５の実施形態と
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同様のジェット混合システムを備えた、本発明のさらなる実施形態が示されている。単一
中央孔３０を利用すると、図１１に示すように、繊維２０の両端から濾液を除去すること
が可能になる。
【００５６】
　図１２および図１３を参照すると、モジュール４５には、上部注封ヘッド４７と下部注
封ヘッド４８に取り付けられて、その間に延びる複数の中空繊維膜束４６が含まれている
。注封ヘッド４７および４８は、適合するマニホルド（図示せず）を取り付けるためのそ
れぞれの注封スリーブ４９および５０に装着されている。繊維束４６は、繊維間における
過剰な動きを阻止するため、スクリーン５１によって包囲されている。
【００５７】
　図１２に示すように、下部注封ヘッド４８には、いくつかの平行に配列されたスロット
タイプの曝気孔５２が設けられている。繊維膜５３が束４６内に注封されて、繊維束を横
切って延びるスペース５４を備えた仕切り配列を形成している。曝気孔５２は、仕切りス
ペースとほぼ一致するように配置されるが、一般には、各スペースに関連したいくつかの
曝気孔が存在する。
【００５８】
　下部注封スリーブ５０によって、下部ポット４８の下に空洞５５が形成されている。ガ
スまたは液体とガスの混合物が、孔５２を通って膜配列に流入する前に、ジェット・アセ
ンブリ５７（前述の）によって空洞５５に注入される。
【００５９】
　使用中、仕切りを利用すると、とりわけ、繊維束のポット端部近くで、洗浄ガスおよび
液体混合物の高エネルギの流れを生じさせることが可能になり、膜繊維まわりにたまった
固形物の堆積を除去するのに役立つ。
【００６０】
　モジュールに絶え間なく空気を導入して、微生物が活動するための酸素を供給し、常に
膜を洗浄するのが望ましい。あるいはまた、実施形態によっては、空気の代わりに、純酸
素または他の混合ガスを用いることが可能な場合もある。上部ポットを通る膜管腔に取り
付けられた吸引ポンプによって、膜から清浄な濾液を吸い出すか、あるいは、重力または
吸引ポンプによって、下部ポットから膜内からの濾液を吸い出すことが可能である。
【００６１】
　膜モジュールは、リアクタ内に存在する高濃度の混合液浮遊物質（ＭＬＳＳ）のため、
低膜貫通圧（ＴＭＰ）条件下で動作させられる。浮遊物質の濃度が低い場合には、より高
い膜貫通圧を用いるのが有効である可能性がある。
【００６２】
　メンブレンバイオリアクタは、供給汚水からの栄養分のさらなる除去に役立つ、嫌気性
プロセスと組み合わせるのが望ましい。望ましい実施形態のモジュール・システムは、多
くの他のシステムよりも高濃度のＭＬＳＳに対する許容度が高く、効率の良い空気洗浄お
よび逆洗（利用される場合）が、バイオリアクタモジュールの効率の良い動作および性能
に役立つことが分っている。
【００６３】
　望ましい実施形態の水処理システムには、任意の適合するメンブレンバイオリアクタを
用いることが可能である。特に望ましいメンブレンバイオリアクタシステムは、図１４に
例示のように、基質内に浸けられた垂直配向の微孔性中空糸を利用して、液体基質のリザ
ーバから濾液を吸い出すように設計されている。図１４には、４つのサブモジュールを含
む、いわゆる「クローバの葉」型濾過装置の側面図が描かれている。直線状「ラック」内
の複数のこうした濾過装置が、基質リザーバに浸けられている。
【００６４】
　望ましい実施形態の方法および装置を利用して、任意の適合する基質を濾過することが
可能である。適合する基質には、地下水、川の水、飲用水、汚水のような有機物を含む基
質、農業排水、工業プロセス水等が含まれるが、これらに制限されない。水を含む基質は
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、本明細書に記載の方法および装置に特になじみやすいが、他の液体を含む基質を濾過す
ることも可能である（例えば、エタノール、または、他の化学製品）。
【００６５】
　例示のメンブレンバイオリアクタ濾過装置には、それぞれ、４つのサブモジュールの上
部端および下部端を受ける、濾液サブマニホルド（図示しない）および空気／液体基質サ
ブマニホルドが含まれている。各サブマニホルドには、それぞれ、サブモジュールの端部
を受ける、４つの円形筒継手または受け領域が含まれている。各サブモジュールは、構造
的に、上部円筒形ポット（図示しない）、底部円筒形ポット、および、それらの間に接続
されて、繊維を固定するケージ（図示しない）によって形成されている。ポットは、中空
糸の端部を固定し、樹脂または高分子材料から形成されている。ケージの両端は、ポット
の外表面に固定されている。ポットおよびケージの関連端部は、各サブマニホルドの４つ
の円形管継手の１つに一緒に収容されている。サブマニホルドおよびサブモジュールのポ
ットは、円形クリップおよびＯリングシールを用いて互いに液密に結合されている。ケー
ジによって、各サブモジュールのポット間が構造的に接続されている。
【００６６】
　各サブモジュールには、その上部ポットと底部ポットの間に垂直に配置された繊維が含
まれている。繊維の長さは、繊維が側方に移動できるように、ポット間の距離よりやや長
い。ケージによって、サブモジュールの繊維が厳重に包囲されているので、動作中、外側
繊維がケージに接触し、繊維の側方移動がケージによって制限されることになる。繊維の
下部端の管腔は、底部ポット内に密封されるが、繊維の上部端は密封されない。換言する
と、繊維の管腔は、上部ポットの上面の上方において、濾液サブマニホルドの内側に対し
て開いている。底部ポットには、その下面からその上面まで延びる複数のスロットが含ま
れているので、空気／液体基質サブマニホルド内の気泡および液体基質混合物を底部ポッ
トを通って上昇させ、繊維の下部端間から排出することが可能である。
【００６７】
　濾液サブマニホルドは、垂直配向の濾液抜取管に接続されており、濾液抜取管は、さら
に、ラックの濾過装置（例示のクローバの葉型装置のような）の全てから濾液を受け入れ
る濾液マニホルド（図示しない）に接続している。濾液抜取管は、サブモジュールの上部
ポットの上面と流体で通じているので、抜取管によって濾液を除去することが可能である
。さらに、システムには、図１４に描かれているように、空気／液体基質サブモジュール
スカートに空気を供給する送気管が含まれている。
【００６８】
　作業中、サブモジュールのケージによって、上部ポットと底部ポットの間の、中空繊維
の領域に液体基質が入れられる。ポンプ（図示しない）を利用して、濾液マニホルド、従
って、濾液抜取管およびサブモジュールの繊維管腔に吸引力が加えられる。この結果、繊
維壁間に差圧が生じて、濾液が基質から繊維の管腔に流入する。濾液は、繊維管腔内を上
昇して、濾液サブマニホルドに流入し、濾液抜取管を通って、上昇して、濾液マニホルド
に流入し、リザーバの外部で集められる。
【００６９】
　濾過中、粒状物質が繊維の外表面に堆積する。繊維に固着する粒状物質の量が増すにつ
れて、十分な濾液流を発生するために、繊維壁間の差圧を増す必要がある。繊維の外表面
の清浄度を維持するために、空気／液体基質サブモジュールのスカートにおいて、空気お
よび液体基質を混合し、次に、底部ポットのスロットを介して、繊維束に混合物を配給し
、底部ポットの上面から気泡を含む混合物として排出することになる。連続的、間欠的、
または、周期的曝気を実施することが可能である。空気オン時間および空気オフ時間の長
さが等しい、周期的曝気の実施がとりわけ望ましく、総サイクル時間（１空気オン期間と
１空気オフ期間からなる時間）は、約１秒以下～約１５分以上であり、約２、３、４、５
、６、７、８、９、１０、１１、１２、１３、または、１４秒～約６、７、８、９、１０
、１１、１２、１３、または、１４分が望ましく、約１５、２０、２５、３０、３５、４
０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、８０、８５、９０、９５、１００，１
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０５、１１０、１１５、または、１２０秒～約１３０、１４０、１５０、１６０、１７０
、１８０、１９０、２００、２１０、２２０、２３０、２４０、２５０、２６０、２７０
、２８０、２９０、または、３００秒であればより望ましい。上昇気泡によって、繊維表
面が洗浄される（すなわち、繊維表面から粒子状物質が取り除かれる）。空気が均一な気
泡サイズで供給される曝気を施すこともできるし、あるいは、例えば、粗大気泡または微
小気泡といった異なる気泡サイズの組合せを、同時にまたは交互に用いることも可能であ
る。正弦、三角、または、他のタイプのサイクルといった、規則的または不規則サイクル
（空気オン時間および空気オフ時間が変動する）を用いることも可能であり、この場合、
空気率は、非連続的に変化するのではなく、望ましい率または可変率で、徐々に変化する
。適宜、さまざまなサイクルパラメータを組み合わせることが可能である。
【００７０】
　とりわけ望ましい実施形態の場合、曝気のために、メンブレンバイオリアクタに微小気
泡が連続供給され、同時に、洗浄のため、粗大気泡が周期的に供給される。気泡の直径は
、一般に、約０．１ｍｍ以下～約５０ｍｍ以上である。バイオリアクタへの酸素供給には
、直径が約０．１～約３．０ｍｍの気泡、できれば、約０．２、０．３、０．４、０．５
、０．６、０．７、０．８、０．９、または、１．０ｍｍ～約１．２５、１．５０、１．
７５、２．００、２．２５、２．５０、または、２．７５ｍｍの気泡がとりわけ有効であ
る。膜の洗浄には、直径が約２０～約５０ｍｍの気泡、できれば、約２５、３０、または
、３５ｍｍ～約４０または４５ｍｍの気泡がとりわけ有効である。許容できる酸素供給お
よび洗浄の両方を実施するには、直径が約３～約２０ｍｍの気泡、できれば、約４、５、
６、７、８、９、または１０ｍｍ～約１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８
、または、１９ｍｍの気泡が、一般には望ましい。
【００７１】
オフライン処理槽
　望ましい水処理システムのコンポーネントのもう１つは、オフライン処理槽である。望
ましい実施形態の場合、水処理システムには、内部再循環構成をなすようにメンブレンバ
イオリアクタと併用されるオフライン処理槽が含まれており、メンブレンバイオリアクタ
の上部からの透過水は、処理済み廃水として送り出され、一方、メンブレンバイオリアク
タの底部に沈降するバイオマス（汚泥）の一部が、オフライン処理槽に戻されて、その結
果、消化プロセスの効率が大幅に向上する。オプションにより、メンブレンバイオリアク
タからの汚泥を１つ以上のスクリーンおよび／または１つ以上の液体サイクロンに通して
、オフライン処理槽に戻る前に、不活性含有物が除去される。
【００７２】
　オフライン処理槽には、微小気泡を導入して、個別的層状領域において３つもの異なる
生物学的環境を生成する単一処理槽が含まれている。望ましい実施形態の場合、容器の底
部から気泡を導入して、この近くに好気性ゾーンが生成される。好気性ゾーンに常在する
微生物による酸素の消耗によって、上方にドリフトして、好気層の上方に築かれる無酸素
性領域が生成される。２つの層は、上方に位置する無酸素性環境に対する好気性微生物の
不耐性のため、分離したままであり、界面の鮮鋭度は、不耐性度によって決まる。無酸素
性ゾーンは、こうしたゾーンに理想的に適している脱窒微生物が生息する場合、それらに
よる窒素ガスまたは溶存窒素の生成によって、酸素、硝酸、および、亜硝酸がほぼまたは
完全に消耗された上方に位置する嫌気性ゾーンが形成され、さらに、静止（すなわち、制
限された混合）条件下において、溶存窒素ガスが、嫌気性ゾーンと無酸素性ゾーンの間に
絶縁層を形成することによって、これらのゾーンの分離に役立つ。ゾーン間における分子
拡散は、全てのゾーンへの栄養分の供給を保つのに十分であり、機械的混合がないにもか
かわらず、溶存副産物の堆積を阻止する。
【００７３】
　オフライン処理槽に関連して用いるのに適した気泡の発生装置については、その開示全
体が参考までに本明細書において援用されている、米国特許第５，３１６，６８２号明細
書に記載がある。こうした装置によって、望ましくない乱流状態が回避される。静止条件
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は、生体固形物の有益な被覆層の形成を促進することが可能である。互いに拮抗的環境を
必要とする微生物の組み合わせを含む廃液に適切な気泡を制御下で導入すると、それらの
同時調節が可能になるが、これらの廃棄物消化微生物には、好気性、無酸素性、および、
嫌気性変種を含むのが理想的である。（本明細書で用いられる限りにおいて、「廃棄物消
化微生物」という用語は、バクテリアまたは原虫のような、有機廃棄成分を消化して、鉱
質生成物またはガス状生成物にすることが可能な任意の自立的微小生体を現している。）
【００７４】
　従って、オフライン処理槽では、環境的に不適合な廃棄物消化微生物の複数個別ゾーン
が単一容器内において用いられる。少なくとも１つの生物指標の目標レベルを維持するた
め、オフライン処理槽内における所定の臨界パラメータを自動的に制御するための装置（
例えば、コンピュータまたは回路）が設けられている。この指標は、処理される廃棄物の
タイプに従って選択される。一般に、この指標は、アンモニアレベル、可溶性硝酸レベル
、可溶性亜硝酸レベル、および、酸化還元電位（ＯＲＰ）のうちの少なくとも１つである
。後者（ＯＲＰ）の指標では、任意の基準で、バルク廃液の電位が測定される。重要な制
御パラメータには、バルク液のガス（一般には空気）含有量、および、乱流度が含まれる
。
【００７５】
　オフライン処理槽は、内部再循環構成をなすように、メンブレンバイオリアクタと共に
用いるのが望ましい。実施形態のいくつかでは、再循環構成において、制限するわけでは
ないが、清浄器、曝気槽、スクリーンおよび分離器、化学処理装置等を含む追加処理装置
を用いることが可能である。
【００７６】
　オフライン処理槽は、内部再循環構成をなすように、液体サイクロンを含む除去サブシ
ステムと併用するのが望ましい。メンブレンバイオリアクタの上部からの透過水は、処理
済み廃水として送り出されて、可溶性鉱質残留物を運び、一方、メンブレンバイオリアク
タの底部に沈降するバイオマス（汚泥）の大部分または全てが、液体サイクロンおよびス
クリーン装置を介して、オフライン処理槽に戻され、不活性含有物が除去される。スクリ
ーン／サイクロンの組合せを利用して不活性含有物を除去すると、生物学的廃棄物消化プ
ロセス（本発明の複数ゾーンシステムを利用したものを含むがこれに限定されない）の効
率が大幅に向上する。
【００７７】
　望ましい実施形態のシステムを例示した図２を参照すると、流入廃棄物は、まず、開口
サイズが約６ｍｍ以下～約２５ｍｍ以上のオプションスクリーン１２に遭遇し、スクリー
ン１２の受液面に堆積する粗大ゴミは、矢印１４で示されるように、定期的に除去される
。スクリーニングされた液体は、導管１６に沿ってオフライン処理槽１８に導かれ、廃棄
物消化微生物によるその生分解性成分の消化が可能になる。廃液には、それぞれ、生存ま
たは少なくとも最適性能のために異なる化学環境を必要とする、少なくとも２つの異なる
形態の廃棄物消化微生物を含んでいるのが望ましい。異なる形態の微生物は、それぞれ、
異なるタイプの廃棄物を分解するという意味において、相補性とすることが可能である。
廃液に望ましい形態の消化微生物が欠乏している場合には、オフライン処理装置１８に、
これを直接導入することが可能である。
【００７８】
　流入液流内の可消化廃棄物の濃度によって決まる始動時間が経過すると、混合液が、導
管２０を介して、オフライン処理槽１８からメンブレンバイオリアクタ２２に連続して導
かれ、新しい流入液が導管１６を介してオフライン処理槽１８に達すると、濾過が行われ
る。生体固形物（いわゆる、「活性汚泥」）が、メンブレンバイオリアクタ２２の底部に
近い排出点から連続して抜き取られ、内部再循環ループ３０を介して、オフライン処理槽
１８に再循環され、同時に、透過水は、連続してまたは定期的に抜き取られ、混合液は、
定期的に抜き取られるか、または、メンブレンバイオリアクタ２２の上部に近い排出点か
ら溢流させられて、その結果、システム内における生体固形物の適切な濃度が維持される
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ことになる。
【００７９】
　再循環ループ３０には、活性汚泥を除去サブシステム３４まで輸送する、メンブレンバ
イオリアクタ２２からポンプ３３に至る第１の導管３２と、オフライン処理槽１８のヘッ
ドまで戻る第２の導管３６が含まれている。スクリーン、オプションのサージタンク（図
示しない）、および、液体サイクロンを含む除去サブシステム３４は、生体固形物戻り流
から不活性の非分解性物質を除去することによって、廃棄物処理の効率を高めるように設
計されている。
【００８０】
　一般的なシステム構成は、すぐ後に解説するように、マルチゾーン廃棄物処理のために
構成されたオフライン処理槽１８に用いるのに適しているが、除去サブシステム３４は広
く役に立つため、完全に従来式の（すなわち、単一ゾーンの）処理プロセスにも用いるこ
とが可能である。同様に、マルチゾーン処理の効用は、それに応じて除去システムを含む
再循環構成に制限されるものではない。
【００８１】
　いくつかの実施形態では、オフライン処理槽は、バイパスリアクタタンクとすることが
可能である。こうした実施形態の場合、主廃水流は、バイパスリアクタタンクに送られな
い。代わりに、主廃水流は、スクリーニング、グリット除去等のような、任意のヘッドワ
ーク前処理の後、メンブレンバイオリアクタの活性汚泥タンクに流れる。
【００８２】
　図３を参照すると、オフライン処理槽１８に３つまでのゾーンを生成して、維持を容易
にする装置が描かれている。一般に、この装置には、ガスの気泡微細化ループと、その動
作を管理するフィードバック制御システムが含まれている。
【００８３】
　全体が参照番号５０で表示された気泡微細化ループは、微小気泡を発生して、過剰な乱
流を生じないようなやり方で、オフライン処理槽１８に導入する。気泡微細化ループ５０
には、それを通って流れる液体流に微小気泡を導入する気泡微細化素子５２が含まれてい
る。素子５２には、各端部がテーパ状導管に結合された円筒状多孔性膜を含むのが望まし
い。膜を取り巻くのは、膜に対して密封され、高圧下でガスを含むことが可能な同心ハウ
ジングである。ガスは、密封された一方向吸気口を介して、素子５２のハウジングに供給
される。従って、いずれかのテーパ状導管に導入される液体は、素子５２の内腔を軸方向
に通過し、円筒状膜の孔を半径方向に透過する気泡を捕捉する。
【００８４】
　廃液は、モータ駆動ポンプ５６によって、弁３２を介して、オフライン処理槽１８から
連続して抜き取られ、気泡微細化器５２の吸入口に送られる。ガス（空気が望ましい）源
５８は、弁６０を介して気泡微細化器５２に給気し、それを通る液体中に気泡を生じさせ
る。気泡微細化器５２から排出されると、曝気液は、オフライン処理槽１８の底部に再導
入される。サブミクロンの気泡を含み、オフライン処理槽１８の底部領域全体に気泡を行
き渡らせる曝気液の導入は、ほとんど乱流を生じることなく行われる。これは、平均直径
が１ミクロン未満か、蓄積位置エネルギが少なくとも１０（ｌｂｍ／ｆｔ2－秒2）（ここ
で、ｌｂｍはポンド質量である）か、または、ワーク／エリア・ファクタが少なくとも０
．５ｌｂｆ／ｆｔ（ここで、ｌｂｆはポンド力である）の気泡を用いることによって確実
なものになる。蓄積位置エネルギは、１００ｌｂｍ／ｆｔ2－秒2を超え、ワーク／エリア
・ファクタは、３ｌｂｆ／ｆｔを超えるのが望ましい。
【００８５】
　混合液に好気性および非好気性（すなわち、無酸素性および／または嫌気性）微生物が
存在する限りにおいて、２つ以上の明確な層別化された化学環境がオフライン処理槽１８
内に生じることになる。多種多様な汚泥成分に存在する代表的な好気性属には、アシネト
バクター、シュードモナス、細菌集団、アクロモバクター、フラボバクテリウム、ノカル
ジア、ブデロビブリオ、ミコバクテリウム、ミズワタ菌、ベギアトア、チオスリックス、
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レシコスリックス、および、ゲオトリクムといったバクテリア、ニトロソモナスおよびニ
トロバクターといった硝化細菌、および、繊毛、ツリガネ虫、および、オペルクラリア、
および、エピスタイリスといった原虫が含まれており、やはり、一般に存在する無酸素性
属には、アクモバクター、アエロバクター、アルカリゲネス、バシラス、ブレビバクテリ
ウム、フラボバクテリウム、乳酸菌、ミクロコッカス、プロテウス、シュードモナス、お
よび、スピリルムといった脱窒細菌が含まれており、一般に存在する嫌気性微生物には、
亜クロストリジウム、嫌気性ペプトコッカス、亜ビフィドバクテリウム、亜デサルフォビ
ブリオ、亜コリネバクテリウム、乳酸菌、アクチノミセス、ブドウ球菌、および、大腸菌
が含まれている。
【００８６】
　好気性硝化細菌によって、アンモニアまたはアミン化合物（アミノ酸のような）が酸化
されて、亜硝酸になり、最終的には、硝酸になるが、一方では、無酸素性脱窒細菌によっ
て、硝酸が還元されて、硝酸になり、最終的には、窒素ガスになる。硝化細菌と脱窒細菌
が同時に存在すると、大量の可溶性炭質ＢＯＤ、並びに、窒素を含む有機物をガス状生成
物に還元するのに極めて役立つことが分っている。大量の可溶性亜硝酸が、硝化細菌によ
る硝酸への変換前に、好気性ゾーンと無酸素性ゾーンとの界面を横断し、無酸素性ゾーン
において、脱窒細菌によって、亜硝酸が窒素ガスに変換され、結果として、化学結合窒素
から窒素ガスへの全体としての最終的な変換が生じることになる（これが、静止環境にお
ける無酸素ゾーンと嫌気性ゾーンの分離を維持するのに役立つ）。
【００８７】
　全部で３タイプの微生物が存在するものと仮定すると、図３にゾーンＩ、ＩＩ、および
、ＩＩＩとして示された３つの環境が、十分な静止条件下で生じることになる。前述のよ
うに、所望の場合、１つ以上の微生物種の欠乏は、オフライン処理槽１８にそれらを直接
導入することによって調整可能である。数ガロンの活性汚泥を容器に注入することによっ
て、通常、適切な増殖期間後に、ゾーンを形成するのに十分な全部で３クラスの微生物量
が供給されることになる。
【００８８】
　望ましい実施形態のオフライン処理槽は、一般に、マルチゾーン廃棄物処理を実行する
のに十分であるが、特定の廃棄物成分の処理に重要な指標の目標レベルを達成すべくある
程度の制御を加えるのが望ましい場合もある。前述の望ましい指標には、アンモニア・レ
ベル、可溶性硝酸レベル、可溶性亜硝酸レベル、および、ＯＲＰが含まれる。これらの指
標は、一般に、バルク液の空気含有量およびそれに付与される乱流度といったプロセス・
パラメータの調整によって、特定タイプの廃棄物成分に適した限界値内に収めることが可
能である。供給される空気によってオフライン処理槽１８の内容物に付与される乱流は、
１００秒-1の平均速度勾配を超えないのが望ましく、４０秒-1が望ましいが、１０秒-1が
最も望ましい。しかし、このレベル未満になると、混合エネルギの変化を利用して、プロ
セス条件を制御することが可能である。
【００８９】
　望ましい実施形態の場合、平均速度勾配Ｇは、下記によって示される。　Ｇ＝（Ｐ／μ
Ｖ）1/2ここで、Ｐはｆｔ－ｌｂ／秒で表わされる曝気のパワー要件または混合馬力であ
り、μはｌｂ－秒／ｆｔ2で表わされる動粘性率であり、Ｖはｆｔ3で現れるタンク容積で
ある。Ｐは下記によって示される。　Ｐ＝ｐaＶaｌｎ（ｐc／ｐa）ここで、ｐaはｌｂ／
ｆｔ2で表わされる大気圧であり、Ｖaは、ｆｔ3／秒で表わされる大気圧で導入される空
気の容積であり、Ｐｃは、液体内への空気放出点における、ｌｂ／ｆｔ2で表わされる圧
力である。あるいはまた、Ｐは下記によって示される。　Ｐ＝３５．２８Ｑaｌｎ（（ｈ
＋３３．９）／３３／９）ここで、Ｑａは、ｆｔ3／分で表わされる大気圧で液体に流入
する空気の流量であり、ｈはフィートで表わされる水の排出点における気圧である。
【００９０】
　例えば、排出される廃水内に存在する場合、生態学的に有害になる過剰な遊離アンモニ
アは、硝酸がなければ、不十分な曝気を反映している。逆に、重金属を可溶化することに
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よって、地下水汚染をもたらす可能性のある過剰な遊離硝酸は、アンモニアがなければ、
過剰な曝気を反映している。過剰なアンモニアおよび硝酸は、廃棄物の不完全な鉱化を示
しており、廃水サイトにおける望ましくない生化学的活動を促進する。これらは、不十分
な脱窒細菌数または過剰変動を示唆している（後者の状態は、それ自体、過剰変動を示唆
する、幅の狭いＯＲＰによって確認される）。ＯＲＰは、さまざまな微生物の繁殖に影響
を与えるので、常に許容範囲内に収められる。これは、全ゾーンにわたる容器内酸素含有
量総平均値の制御によって実現可能である。
【００９１】
　上記悪条件のどれかが存在すれば、適切な化学物質および／または電解質検知装置と、
適合するパラメータを調整するために行われる手動ステップを利用して、手動で検出する
ことが可能である。すなわち、気泡のサイズは、ガス源５８から気泡微細化器５２に導入
される空気量、および／または、ポンプで気泡微細化器５２に通される液体の速度によっ
て、適度に制御することが可能である。気泡の平均直径を小さくすると、気泡がより大量
に生じ、曝気度が増すことになる。平均直径を大きくすると、曝気度が低下するが、気泡
が大きくなるので、撹拌が強くなる。大部分のプロセスでは、気泡サイズの制御によって
、オペレータは、曝気と撹拌の両方のパラメータに対して十分な個別制御を施すことが可
能になる。もちろん、機械的手段によってさらに撹拌を施すことも可能である。
【００９２】
　プロセス条件の制御は、図３に例示のように、自動化手段によって実施することも可能
である。コントローラ６２は、上述の指標の少なくとも１つの大きさを表わす出力信号を
発生する、少なくとも１つのセンサ６４からの入力データを受信する。出力信号は、コン
トローラ６２の特性に応じて、ディジタルまたはアナログとすることが可能である。適合
するセンサは、当該技術においてはっきりと特性が明らかにされており、例えば、ＯＲＰ
およびアンモニアを測定するための電極構成は、硝酸のインライン測定装置のように、広
く利用可能である。センサ６４のさまざまな構成および組み合わせが可能であり、例えば
、オフライン処理槽１８は、全ての関連指標を検知可能な一群のセンサ、または、個別ゾ
ーンに対応する可能性の高い領域に垂直方向に間隔をあけて配置された複数センサ群を装
備することが可能である。
【００９３】
　コントローラ６２は、センサ６４からの信号を解釈し、それに基づいて、弁５４および
６０（この実施形態では、電子的に操作可能な）、および、ポンプ５６の速度を制御する
。さらに、付与される乱流に対するより強力な制御を促進するため、例示の実施形態には
、その動作もコントローラ６２によって制御される、櫂型撹拌アセンブリ６６が含まれて
いるが、撹拌機６６が通常不要であることは明らかである。
【００９４】
　コントローラ６２は、アナログ（例えば、電圧制御式）装置とすることが可能であるが
、分析および制御機能を実施するのに適したソフトウェアがプログラムされた、ディジタ
ルコンピュータが望ましい。この実施形態の場合、センサ６４からの信号は、アナログ・
ディジタル変換器によってディジタル形式に変換され、一方、コントローラ６２によって
発生するディジタル制御信号は、ディジタル・アナログ変換器によって、段階的または連
続的に選択可能な程度に、弁５４および６０の開閉を制御することが可能な信号に変換さ
れる。上述の分析および制御機能を実施するのに必要なプログラミングは、十分に、当該
技術者の範囲内であり、過度の実験をしなくても容易に遂行することが可能である。
【００９５】
スクリーン
　オフライン処理槽に導入する前に、メンブレンバイオリアクタからの汚泥から不活性固
形物質を除去すると、廃棄物消化の効率が大幅に向上することが分っている。いかなる特
定の理論にも縛られたくはないが、効率の向上は、生物濃縮効果（不活性固形物を除去す
ると、微生物レベルのより高い汚泥が再導入されるので）と、生物毒性の低減（例えば、
これに応じて、重金属が除去されやすくなる）の両方に起因する。不活性固形物の除去は
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、再循環バイパスを用いるほとんどいかなる生物学的プロセスにおいても有効であり、本
発明のこの態様は、従って、多種多様な廃棄物処理用途（例えば、個別にまたは連続して
用いられる従来の単一ゾーンタンク、あるいは、上述のマルチゾーン構成）において有用
である。
【００９６】
　典型的な廃水には、さまざまな固形物が存在する。小さい（直径が約１～約２５０μｍ
）有機物質には、廃棄処理にとって重要な廃棄物消化微生物が含まれている。より大きい
（＞２５０μｍ）有機物質は、一般に、さまざまな形態のゴミを表わしている。小さい無
機粒子および大きい無機粒子には、砂のような不活性物質が含まれる。固形物のこれらの
カテゴリのうち、図２および３に描かれた、オフライン処理槽１８への導入が望ましいの
は、小さい有機物質だけである。
【００９７】
　メンブレンバイオリアクタ好気性タンクからのプロセス汚泥は、スクリーンを透過して
流れ、固形物が除去される。固形物には、毛、ゴミ、および、繊維状物質が含まれる可能
性がある。望ましい実施形態において、メンブレンバイオリアクタからのプロセス汚泥を
含む混合液の一部は、スクリーンを通って、バイパスに流入する。スクリーンを通る混合
液の流量は、処理システムの平均設計流量以下であることが望ましい。スクリーニングさ
れた物質は、そのまま処理または廃棄することが可能である。スクリーンの開口は、サイ
ズが、約０．１０ｍｍ以下～約１．５ｍｍ以上であり、約０．１５または０．２０ｍｍ～
約０．３０、０．３５、０．４０、０．４５、０．５５、０．６０、０．６５、０．７０
、０．７５、０．８０、０．８５、０．９０、０．９５、１．０、１．１、１．２、１．
３、または、１．４ｍｍが望ましく、例えば、回転ドラム・スクリーンによって得られる
ような、約０．２５ｍｍ（２５０μｍ）が最も望ましい。
【００９８】
　とりわけ望ましいスクリーンは、ドイツのＨｕｂｅｒ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ｏｆ　
ＢｅｒｃｈｉｎｇからＲＯＴＡＭＡＴ（登録商標）　膜スクリーンＲｏＭｅｍとして市販
されている。このスクリーンは、繊維状物質および毛の除去に適しており、メンブレンバ
イオリアクタと併用すると、動作安定性が増し、その結果、河川および海の吐き口におい
てＣＯＤ／ＢＯＤが大幅に減少する。ＲＯＴＡＭＡＴ（登録商標）　スクリーンには、液
流が内側から外側に透過する、正方形のメッシュで覆われたスクリーン・バスケットが用
いられている。残留固形物が、上方領域におけるバスケットの回転中に洗い落とされ、ト
ラフに洗い流され、スクリュー・コンベヤによって水路領域から除去され、スクリーニン
グ済み物質が、同時に、密閉ユニット内で脱水され、排出される。脱窒のための有機炭素
の回収は、一体化スクリーニング済み物質洗浄システムにおいてスクリーニング済み物質
を洗浄することによって可能になる。ＲＯＴＡＭＡＴ（登録商標）　スクリーンは、中空
糸膜モジュールシステムに用いられる場合には、０．７５ｍｍのメッシュを用いるのが望
ましく、平板モジュールシステムが用いられる場合には、１ｍｍのメッシュを用いるのが
望ましい。
【００９９】
　システムの動作効率を良くするには、廃水処理システムにおけるメンブレンフィルタに
堆積する固形物を最小限に抑えるのが望ましい。固形物は、膜繊維束に堆積する可能性が
あり、除去が困難で、膜に損傷を及ぼす可能性がある。メンブレンバイオリアクタにおけ
る固形物の堆積を減少させるための従来のプロセスには、原水が廃水処理システムに流入
する前に、メンブレンバイオリアクタへの水流に施すスクリーニングを含むことが可能で
ある。もう１つのアプローチでは、生汚水とメンブレンバイオリアクタからの再循環汚泥
から構成される水流が、廃水処理システムに流入する前に、その水流にスクリーニングが
施される。しかし、原水のスクリーニングには、一般に、スクリーニングシステムの平均
設計流量の３倍以上の可能性のある、ピーク条件下の原水に対応するように、スクリーニ
ングシステムを設計することが必要になる。これには、スクリーンがピーク流量に対応す
るのに十分な大きさであることが必要とされる。さらに、こうしたシステムは、それぞれ
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、設計スクリーン容量の１００％の、デューティスクリーンおよびスタンバイスクリーン
を備えるように設計することが可能である。廃水処理システムに流入する前に、原水にス
クリーニングを施すことによって生じるスクリーニング済み物質は、未消化有機物質が高
レベルになる可能性があり、そのため、スクリーニング済み物質からの未消化有機物質を
廃水処理システムに戻すのに、特殊な装置が必要になる。さらに、廃水処理システムに流
入する前に、生下水にスクリーニングを施しても、毛、ゴミ、または、例えば、再ロープ
状化または再球状化繊維状物質のような、システム自体内に形成される可能性のある繊維
状物質は除去されない。廃水処理システムのメンブレンフィルタに流入する前に、汚泥流
全体にスクリーニングを施すと、やはり、高流量（一般に、システムの平均設計流量の４
倍以上）に対応することになり、やはり、大型のデューティスクリーンと全容量のスタン
バイスクリーンの利用が必要になる。従って、望ましい実施形態の濾過システムとこうし
たスクリーニングシステムを併用することが望ましい可能性があり、一般には、メンブレ
ンバイオリアクタの好気性タンクからのプロセス汚泥を２５０μｍスクリーンに通して、
固形物が除去され、スクリーニング済みプロセス液がサージタンクに流入する、後述のよ
うなスクリーニングシステムを用いるのがより望ましい。
【０１００】
　望ましい実施形態の廃水処理システムでは、一般に、上述のメンブレンバイオリアクタ
におけるように、中空糸膜フィルタとバイオリアクタを併用して、フィルタから処理排水
を生じ、フィルタによって除去されるか、または、別様にバイオリアクタに残存した物質
から廃棄汚泥を生じる。バイオリアクタは、廃水処理システムにおいてフィルタの上流に
配置することもできるし、あるいは、フィルタをバイオリアクタまたはバイオリアクタの
一部内に設けることも可能である。後者の例の場合、フィルタの膜は、メンブレンバイオ
リアクタのような、バイオリアクタ内に直接浸けられる。メンブレンバイオリアクタは、
オフライン処理槽と再循環ループをなすように用いるのが望ましい。
【０１０１】
　スクリーニングされる混合液は、メンブレンバイオリアクタシステム内の再循環混合液
流から取り除くことが可能である。一般に、再循環混合液は、メンブレンバイオリアクタ
システムのヘッドまで再循環し、スクリーンに通される混合液を再循環混合液流から取り
除くことが可能である。スクリーニングされる混合液は、メンブレンバイオリアクタシス
テムの他のさまざまな場所から取り除くことが可能である。スクリーニング済み混合液は
、サージタンクまで流れ、スクリーニング済み物質を処理または廃棄することが可能にな
る。
【０１０２】
　スクリーンの開口は、一般に、約１．０ｍｍ以下であり、０．９５、０．９、０．８５
、または、０．８ｍｍ以下が望ましく、０．７５、０．７、０．６５、０．６、または、
０．５５ｍｍ以下であればより望ましいが、最も望ましいのは０．５、０．４５、０．４
、０．３５、０．３、０．２５、０．２、０．１５、０．１、または、０．０５ｍｍ以下
である。本発明に用いるのに適したスクリーンの１つには、例えば、回転ドラム・スクリ
ーンがある。このスクリーンを用いると、スクリーニングと汚泥濃厚化の両方を施すこと
が可能になる。
【０１０３】
　図１には、メンブレンバイオリアクタがスクリーンの上流に配置される、望ましいスク
リーン構成が描かれている。メンブレンバイオリアクタには、１つ以上の嫌気性ゾーン、
１つ以上の無酸素性ゾーン、および、１つ以上の好気性ゾーンが、制限のない、単独また
はさまざまな組合せで含まれている。処理される流入水が、メンブレンバイオリアクタに
流入する。オプションとして流入水が、メンブレンバイオリアクタに流入する前に、スク
リーニングされ、浄化され、消化され、あるいは他のプロセスを経ることもできる。処理
済み廃水流は、所望の後続使用のため、メンブレンバイオリアクタのフィルタの透過側か
ら流出する。フィルタによって除去されるか、または、メンブレンバイオリアクタ内に別
に生じる材料からなる廃棄汚泥流も、フィルタから流出する。
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【０１０４】
　廃棄汚泥を含む混合液流の一部または全てが、スクリーンを通過する。このスクリーン
は、制限するわけではないが、毛、ゴミ、または、例えば、再ロープ状化または再球状化
繊維状物質のような、バイオリアクタ自体内に形成される可能性のある繊維状物質を含む
、それを通過する混合液内の毛、ゴミ、または、繊維状物質を除去する。こうした再ロー
プ状化または再球状化繊維状物質は、それら自体、一般的なスクリーン除去するのに十分
なほど大きくはないかもしれないが、混合液内で凝集して、より大きい物質になる可能性
のある、繊維状物質から作られている。スクリーニング済み混合液流は、スクリーンから
流出して、サージタンクに流入する。
【０１０５】
　スクリーン開口は、一般に、約０．２５ｍｍ以下～約１．０ｍｍ以上である。スクリー
ニング済み物質がオフライン処理槽に送られることになる場合、０．５ｍｍのスクリーン
開口を利用することができるのが望ましい。混合液をスクリーニングする際、スクリーン
は、一般に、部分的に目詰まりし、そのため、スクリーンによって除去された、スクリー
ニング済み物質の量を増大させる有効スクリーンサイズが小さくなる。スクリーンは、金
網メッシュまたはパンチ孔スクリーニング媒体を備えた、内部供給回転ドラムスクリーン
とすることが可能である。このスクリーンは、スクリーン媒体を清浄に保つ外部のアウト
・サイドインスプレーバー、および、固形物をスクリーンの排出端まで連続して移動させ
るダイバータフライトを装備することも可能である。スクリーン開口サイズが、一般に、
約０．１ｍｍ以下～約１．５ｍｍ以上のファインスクリーンのような、例えば、約０．２
５ｍｍ～約１．０ｍｍのウェッジワイヤスクリーンが望ましい、任意の適合するスクリー
ンを用いることが可能である。
【０１０６】
　スクリーニング済み物質流は、スクリーンから流出する。スクリーン済み流は、生分解
を受けているので、「安定化」している。スクリーンが、回転ドラムスクリーンの場合、
ドラム速度の調整によって、廃棄汚泥流と混合して、単一汚泥流を生じさせるのに適した
、生分解固形物を持つ液体スクリーニング済み物質流を生成することが可能である。スク
リーニング済み物質流は、さらに処理することもできるし、あるいは、廃棄汚泥流に戻さ
ずに、そのまま廃棄することも可能である。例えば、スクリーニング済み物質流は、圧縮
し、脱水して、それ以上の処理を加えずに、例えば、埋め土に廃棄することが可能である
。スクリーニング済み物質流が、それ以上の処理を加えずに廃棄される場合、スクリーン
をデュアルスプレーシステムに取り付けて、スクリーニング済み物質を洗浄し、スクリー
ンからスクリーニング済み物質が排出される前に、スクリーニング済み物質に捕捉または
別様に捕集される可能性のあるバイオマスの量を減少させることが可能である。スクリー
ニング済み物質に排出されるバイオマスの量は、一般に、スクリーニング済み物質の乾燥
重量の約１５％未満であり、全廃棄活性汚泥の約２％未満である。しかし、いくつかの実
施形態では、さらに多くの量になる可能性がある。スクリーニング済み物質がそのまま廃
棄される場合、スクリーニング済み物質流には、スクリュー圧縮機のような、圧縮および
脱水装置を配備し、乾燥固形物が４０％を超えるスクリーニング済み物質（例えば、「ペ
イントフィルタテスト」に合格するスクリーニング済み物質）を生じさせることが可能で
ある。バギングシステムを利用して、人間の接触および臭気を低減または排除することが
可能である。
【０１０７】
　このプロセスには、処理される水をメンブレンバイオリアクタシステムに流すステップ
が含まれる。処理される水には、オフライン処理槽からの廃水を含むことが可能である。
メンブレンバイオリアクタシステムからの混合液の一部は、除去されて、スクリーンに通
され、毛、ゴミ、または、繊維状物質のような固形物が混合液から取り除かれる。次に、
スクリーニング済み混合液は、サージタンクまで流される。混合液は、廃水処理システム
のピーク流量状態中、ほとんど増加することなく、ほぼ一定の流量で、スクリーンを透過
させることが可能である。スクリーンを通る混合液の流量は、廃水処理システムの平均設
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計流量を超えるのが望ましい。すなわち、スクリーンを通る混合液の流量は、廃水処理シ
ステムの平均設計流量より、１０５、１１０、１１５、１２０、１２５、１３０、１３５
、１４０、１４５、１５０、１５５、１６０、１６５、１７０、１７５、１８０、１８５
、１９０、１９５、または、２００％以上多いのが望ましい。スクリーンを通る混合液の
流量は、できれば、廃水処理システムの平均設計流量の約１１０～約１５０％であるのが
最も望ましい。さらに、混合液は、ほぼ一定流量でスクリーンを透過することが可能であ
り、かつ、ほぼ連続してスクリーンを透過することが可能である。
【０１０８】
　スクリーンを通る流量は、スクリーンによって、混合液中の毛、ゴミ、または、繊維状
物質が、バイオリアクタ全体の固形物保持時間にわたるこれらの物質の平均捕捉性に基づ
いて除去されるので、ほぼ連続的であり得るが、流れの中断は、性能に大きく影響しなけ
れば、容認することが可能である。例えば、スクリーンの交換または修理、あるいは、シ
ステムの他の構成要素の検査および保守を行えるように、流れを中断することが可能であ
る。いくつかの実施形態では、スタンバイスクリーンを用いずに、全流量処理能力で動作
する１つのデューティスクリーン、または、それぞれ、全流量処理能力の５０％に合わせ
て設計された２つのデューティスクリーンを利用することが可能である。一般に、１つま
たは２つのデューティスクリーンが望ましいが、任意の適合する数のスクリーンを利用す
ることが可能である。
【０１０９】
　メンブレンバイオリアクタのための濃縮再循環流は、一般に、流入水流量（Ｑ）の約４
～約５倍である。流入水流量Ｑは、廃水処理システムの平均設計流量にほぼ等しい。スク
リーンを利用しなければ、メンブレンバイオリアクタにおける毛、ゴミ、または、繊維状
物質の濃度（Ｘb）は、流入水の毛、ゴミ、または、繊維状物質の濃度（Ｘf）と、液体保
持時間（ＨＲＴ）に対する固形物保持時間（ＳＲＴ）の比率との積に等しいレベルまで増
大することになる。定常状態において、流入水における毛、ゴミ、または、繊維状物質の
質量（Ｑ×Ｘf）は、廃棄汚泥流における毛、ゴミ、または、繊維状物質の質量（Ｑw×Ｘ

b）に等しく、従って、次のようになる。
　Ｑ×Ｘf＝Ｑw×Ｘb　　（１）
Ｑは、メンブレンバイオリアクタ全体の容積（Ｖ）をバイオリアクタ全体のＨＲＴで割っ
た値に等しい。Ｑwは、メンブレンバイオリアクタ全体の容積（Ｖ）をバイオリアクタ全
体のＳＲＴで割った値に等しい。従って、
　（Ｖ／ＨＲＴ）×Ｘf＝（Ｖ／ＳＲＴ）×Ｘb　　（２）
バイオリアクタ内における毛、ゴミ、または、繊維状物質の濃度（Ｘb）は、
　Ｘb＝（ＳＲＴ／ＨＲＴ）×Ｘf　　（３）
【０１１０】
　ＨＲＴが６時間で、ＳＲＴが１５日間の典型的なプロセスの場合、バイオリアクタ内に
おける毛、ゴミ、または、繊維状物質の濃度（Ｘb）は、流入水における毛、ゴミ、また
は、繊維状物質の濃度（Ｘf）の６０倍である。ｙＱの流量で動作するスクリーンの場合
、全ての毛、ゴミ、または、繊維状物質が、液流から除去されるものと仮定すると、スク
リーンの開口サイズが極めて小さい（例えば、約０．５ｍｍ～約１．０ｍｍ）ので、給水
とバイオリアクタの毛、ゴミ、または、繊維状物質濃度との定常関係は、
　Ｑ×Ｘf＝Ｑw×Ｘb＋ｙＱ×Ｘb　　（４）
従って、
　Ｘb＝（ＳＲＴ／（ｙＳＲＴ＋ＨＲＴ））×Ｘf　　（５）
【０１１１】
　同じプロセス条件（ＨＲＴが６時間で、ＳＲＴが１５日間）の場合、スクリーンが０．
２５Ｑ（ｙ＝０．２５）の流量で動作すると、メンブレンバイオリアクタ内における毛、
ゴミ、または、繊維状物質の濃度は、流入水における毛、ゴミ、または、繊維状物質の濃
度の３．７５倍になる。これらの条件下でスクリーンを用いると、混合液内における毛、
ゴミ、または、繊維状物質の含有量を、スクリーンを用いない場合に比べて、約９４％減
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少させることが可能になる。
【０１１２】
　スクリーンを利用することによって、かなりの量の毛、ゴミ、または、繊維状物質が混
合液から除去されるので、プラントに流入する全再循環汚泥流または全ピーク流にスクリ
ーニングを施す必要がない。ＨＲＴが６時間で動作し、０．２５Ｑの流量でスクリーンを
動作させる典型的なプラントは、１日に１回、全汚泥容積に相当する量のプロセスを行う
。典型的なプラントの場合、全汚泥容積に、一般的な固形物保持時間の約１０～約２０倍
のスクリーニングが施され、このため、スクリーンが混合液中の再ロープ状化または再球
状化物質を捕捉する多くの機会が与えられる。
【０１１３】
　上述のように、繊維状物質の大部分は、極めて緩慢に消化されるか、または、全く消化
されないので、混合液のごくわずかな部分だけしかリアクタから放出されなければ、時間
が経つにつれて、比較的高い濃度になるまで堆積することになりがちである。さらに、全
供給流にスクリーニングを施すのは、大流量およびそれに対応する大スクリーン面積が必
要になるので、望ましくない可能性がある。従って、望ましい実施形態の場合、混合液は
、例えば、約１２時間以下毎～約６０時間以上の、できれば、約１８、２４、または、３
０時間～約３６、４２、４８、または、５４時間の時間期間の間に、リアクタ容積に等し
い容積のスクリーニングに十分な流量で、５００μｍスクリーンによるスクリーニングを
施すためにリアクタより放出される。こうした操作によって、生分解性固形物を過剰に除
去することなく、リアクタ内の繊維濃度が許容レベルに維持される。典型的なリアクタ滞
留時間が約３時間と仮定すると、スクリーンに必要とされるのは、対応する供給流スクリ
ーンの、約５％以下～約１５％以上、できれば、６、７、８、９、または、１０％～約１
１、１２、１３、または、１４％で、再循環流スクリーン未満の大きさだけである。実施
形態によっては、スクリーニングのために、混合液を連続して放出するのが望ましい場合
もあるし、実施形態によっては、混合液を間欠的にしか放出しないのが望ましい場合もあ
る。間欠的動作が望ましい場合、スクリーンは、流量の増大に対処するサイズにすること
が可能である。例えば、混合液が、時間期間の５０％だけしか放出されない場合、流量が
２倍になることによって、連続放出の場合と同じ時間期間において、リアクタ容積に等し
い容積の濾過が達成される。スクリーンは、流量の増大に対処するため、２倍の面積に拡
大することが可能である。他の実施形態では、複数混合液流にスクリーニングを施すため
、複数スクリーンを用いるのが望ましい場合もある。同様に、混合液流は、時間期間の５
０％にわたって第１のスクリーンを透過することが可能であり、次に、時間期間の残りの
５０％にわたって、第２のスクリーンによって分流することが可能である。このようにス
クリーン間で交番することによって、オフラインスクリーンは、混合液の連続放出を維持
しながら、保守または洗浄に利用される。
【０１１４】
液体サイクロン
　濾過済み混合液は、サージタンクに貯蔵され、貯蔵されたプロセス液の一部は、液体サ
イクロンに送られて、不活性物質が除去される。いくつかの実施形態では、最初に、サー
ジタンクに貯蔵せずに、濾過済み混合液を液体サイクロンに直接送るのが望ましい場合も
あるが、一般には、１つ以上のサージタンクを用いるのが望ましい。タンクは、当該技術
者には明らかなように、任意の適合する構造とし、任意の適合する材料から製造すること
が可能である。
【０１１５】
　特に実施形態の場合、液体サイクロンによる第１段で、生体固形物（廃棄物消化微生物
を含む）と同様のサイズであるが、比重の異なる物質を除去し、補助スクリーニングによ
る第２段で、サイズが大きい物体（従来のスクリーンによって除去されるような）から約
２５０～約３５０μｍ程度のはるかに小さい粒子に及ぶ固形物を除去する、２段アセンブ
リが用いられる。しかし、いくつかの実施形態では、第２段の補助スクリーニング装置を
省くのが望ましい場合もある。再循環ループの性質が連続的であるため、排出される汚泥
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が液体サイクロンおよび／またはスクリーンのどれかに遭遇する順序は、重要ではなく、
これらの構成要素または他の構成要素は、例えば、下記のように、任意の適切な順序に配
置することが可能である。
　ＭＢＲ→スクリーン→オフライン処理槽、
　ＭＢＲ→液体サイクロン→オフライン処理槽、
　ＭＢＲ→スクリーン→液体サイクロン→オフライン処理槽、
　ＭＢＲ→液体サイクロン→スクリーン→オフライン処理槽、
　ＭＢＲ→スクリーン→液体サイクロン→補助スクリーン→オフライン処理槽、
　ＭＢＲ→スクリーン→補助スクリーン→液体サイクロン→オフライン処理槽、
　ＭＢＲ→液体サイクロン→スクリーン→補助スクリーン→オフライン処理槽、または、
　ＭＢＲ→液体サイクロン→補助スクリーン→スクリーン→オフライン処理槽。
【０１１６】
　当該技術者には明らかなように、他の構成を用いることも可能である。所望の場合には
、再循環ループの任意の適合する１つまたは複数のポイントにおいて、一般に、廃水処理
施設で用いられる、サージタンク、ポンプ、化学処理ユニット、および、他の装置を用い
ることが可能である。
【０１１７】
　第１段には、図２に描かれているように、まとめて参照番号８０で表示された、並列に
接続された１つ以上の液体サイクロンユニット（表現の便宜上、単数形で表わされる）を
含むのが望ましい。液体サイクロン８０は、サイズが生体固形物と同様であるが、比重が
異なる（通常、はるかに大きい）、小さい無機固形物を除去するように構成されている。
すなわち、液体サイクロン８０は、主として、比重が一般に１．５を超える、サイズが約
１～約２５０μｍの粒子を除去することが可能である。
【０１１８】
　液体サイクロンは、一般に、粒子サイズ／比重の組み合わせのある範囲にわたって効果
的に作用するが、ユニットのサイズおよび構成によって決まるピーク効率を示す。望まし
い実施形態の場合、最大効率は、約５０～約６０μｍの粒子サイズ、および、約２．６の
比重で生じるのが理想的である。こうして、装置は、少なくともいくつかの極めて高密度
の粒子を捕捉するが、一般に、比重が約１．０２～１．０５の、微生物処理可能な生体固
形物の取り込みは回避する。液体サイクロン８０によって集められる粒子は、排出管路８
２によって、廃棄のために運ばれる。第２段には、静的スクリーンが含まれている。望ま
しい実施形態の場合、スクリーンの開口サイズは、１ｍｍ以下であり、約２５μｍ～約６
００、６５０、７００、７５０、８００、８５０、９００、または、９５０μｍが望まし
く、約５０、１００、１５０、または、２００μｍ～約３００、３５０、４００、４５０
、または、５００μｍであればより望ましく、約２５０μｍが最も望ましい。ほぼ全ての
廃棄物消化生体物質が、通常、２００μｍしかないので、これらは、スクリーン８６を透
過し、オフライン処理槽１８に再導入される。スクリーニング済み物質は、廃棄のため排
出経路８８に沿って輸送される。こうした小さい開口サイズのスクリーンの目詰まりは、
一般には、観察されない。汚泥によって運ばれた固形物の大部分は、スクリーン・メッシ
ュよりはるかに大きく、孔を塞がないで、スクリーンに押し付けられているだけである可
能性が高く、さらに、大きい粒子の堆積は、さもなければ目詰まりを生じさせるかもしれ
ない、小さい粒子を抑止する働きをする可能性もある。
【０１１９】
　図２に描かれたスクリーン／液体サイクロンによる除去装置３４は、別様であれば、厄
介な不活性固形物を除去するだけではなく、不活性含有物と生体含有物との比率の個別制
御を容易にもする。この比率に影響を及ぼす能力（スクリーン８６の開口サイズ、および
、液体サイクロン８０の保持特性を変えることによって）によって、混合液の沈殿特性が
より広範囲に制御される。
【０１２０】
メンブレンバイオリアクタおよびオフライン処理槽を用いる水処理施設
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　望ましい実施形態において、上述のシステムは、流入水の処理量が指定され、５日間の
生物学的酸素要求量が指定され、総混濁固体量（ＴＳＳ）が指定された、活性汚泥処理お
よび好気性消化を利用する、廃水処理プラントに設置される。内部再循環ループに沿った
戻り活性汚泥（ＲＡＳ）流は、ガロン／分（ｇｐｍ）で表わされる流入水流量に対する指
定の比率に保たれる。
【０１２１】
　図２に描かれた望ましい実施形態の場合、１５ｐｓｉｇの圧力降下で並列に動作する２
つの直径６インチの１０°サイクロンと、サイクロンの溢流が導かれる開口サイズが２５
４μｍの静的スクリーンとから構成される除去サブシステム３４が用いられる。スクリー
ン溢流は、導管３６を介してオフライン処理槽１８のヘッドに戻され、経路８８に堆積し
たスクリーニング済み物質は、水平に対し上方に５°傾斜したスクリューコンベヤに落下
させられる。スクリューコンベヤには、約０．５ｇｐｍの再循環プラント廃液が吹き付け
られて、排出中、廃棄のため大型ゴミ収容器まで搬送される残留生体固形物およびその含
有物が除去される。サイクロンの底流は、導管８２を介して、濃縮および同じ大型ゴミ容
器への排出のため、二次サイクロン洗浄器に放出される。二次サイクロン洗浄器は、圧力
降下が２０ｐｓｉｇで、流量が２５～３０ｇｐｍの、直径２インチの１０°サイクロンを
介して再循環する、１０ガロンのリザーバから構成される。過剰な液体は、導管３６によ
ってオフライン処理槽１８のヘッドに戻され、６０～８０％乾燥固形物の濃縮固形物流が
、廃棄のため放出される。
【０１２２】
　過剰生体固形物が、指定された日割量で、スクリーンの吐き口から通常プロセス流外に
移される。図２に示すように、指定濃度の液流が、ガロンで表わされる指定の最低運転容
積を備えたオフライン処理槽に送られる。オフライン処理槽１８への全流量は、運転中、
それが液体収容可能量に保たれるように選択される。
【０１２３】
　このシステムを導入すると、従来の処理に比べ、ＢＯＤ5、ＴＳＳ、および、混合液浮
遊物質の大幅な減少、混合および曝気のための粗大気泡ブロワのパワーの減少、必要曝気
量の減少、不活性物質の滞留時間の短縮、生体固形物残留量の増大、同様の平均細胞滞留
時間、不活性物質残留量の減少、メンブレンバイオリアクタの処理量の減少、定常状態を
維持するためシステムから除去される固形物の減少、および、ＭＧＤ当りパワーの低下を
含む、かなりのプロセス利点が得られる。このシステムでは、固形物を６０％以上まで濃
縮することが可能であり、その結果、従来のシステムに比べて、正味の輸送負担が大幅に
減少するが、一般には、約１～２％の固形物濃度が観測される。
【０１２４】
メンブレンバイオリアクタの働き
　望ましい実施形態の装置および方法は、メンブレンバイオリアクタ、とりわけ、硝化／
脱窒メンブレンバイオリアクタと併用するのが望ましい。図１５には、５０，０００ｇｐ
ｄシステムのためのこの特定のリアクタ構成が示されている。この構成によれば、プロセ
スから洗浄機構を分離し、膜処理を排除し、必要なポンプ数を減少させ、完全自動化する
ことが可能な、迅速な保守洗浄方法が可能になる。リアクタには、透過水ポンプおよび混
合液ポンプを含む精密濾過セクションが含まれている。リアクタには、さらに、粉砕移送
ポンプを備えた均等化ゾーン、ブロワを備えた好気性ゾーン、および、２～３ｍｍ回転ス
クリーンを備えた無酸素ゾーンが含まれている。好気性ゾーンでは、アンモニアが、硝化
と呼ばれる２段反応によって硝酸に変換される。無酸素または嫌気性（低または無酸素）
ゾーンでは、脱窒と呼ばれるプロセスである、硝酸から窒素ガスへの変換が生じる。
【０１２５】
　図１６には、膜システムが並列動作する、通常動作モードのための配管が示されている
。図１７には、混合液ポンプを用いて、膜ベイスンから混合液が排出される、排出段階が
描かれている。吸込み管が、自動弁を用いて切り替えられる。吸引によって、膜モジュー
ルにおける混合液流を逆にすることもできるし、あるいは、吸引下で開く、ジェットヘッ
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ダに配置された逆止め弁を用いて、膜における逆流を阻止することも可能である。図１８
には、保持ベイスンからの化学処理水が、混合液ポンプを用いて、膜ジェットシステムに
注入される、浸漬段階が描かれている。膜は、処理水によって洗浄され、処理され、浸漬
される。図１９には、膜ベイスンの構成に関するさらなる詳細が示されている。この図に
描かれているように、膜モジュールのベースにおいて、好気性リアクタから吸い出された
混合液に空気が注入される。膜モジュールおよび混合液からのメンブレンフィルタ水が真
空脱気される。濃縮混合液が、ベイスンからあふれ出し、好気性消化室へ戻る。次に、洗
浄水が排出されて、保持ベイスンに戻され、他の膜システムに同じ手順が反復される。他
の膜システムが洗浄されている間、膜システムの１つが、いつでも使用可能である。
【０１２６】
　図２０には、膜モジュールに隣接した領域における液流ベクトルが、モジュールへの空
気圧および水圧を調整することによって調整される、膜モジュールが描かれている。作動
中、空気と混合液は混合され、モジュールにそのベースから注入される。それらの流量お
よび混合液流量は、個別に調整可能である。繊維が、上部透過水吸引マニホルドに固定さ
れ、底部ヘッダ板において注封されて、切り取られている。底部ヘッダには、空気／水配
給管に沿って垂直方向に移動する自由がある。底部ヘッダの重量が繊維に張力を加える。
この張力によって、膜が動き、より小さい振幅で振動する。従って、膜のエネルギ吸収を
減少させることが可能になり、空気洗浄が改善され、膜寿命が長くなる。上部マニホルド
は、構造支持のため、垂直空気／水配給管に接続されている。空気および水が、ポンプで
配給管に送り込まれると、繊維は、空気／水配給管から外側へ曲がる。空気によって上昇
流が生じ、水圧によって、外向き流が生じるが、この流れの方向によって、繊維が張力の
かかった状態に保たれることにもなる。繊維は、外側に移動すると、広がって、繊維まわ
りにおける液体輸送を改善し、捕捉固形物および繊維締め付けを解除することが可能にな
る。このアプローチでは、繊維弛緩中の空気の噴出または逆流のような潜在的洗浄オプシ
ョンによって、膜を洗浄し、拡大することが可能になる。
【０１２７】
　地方自治体または民間による廃水濾過に用いるのに適したこうしたシステムは、濾過膜
繊維表面積が、１０ｍ3以下～約２０ｍ2以上であり、１１、１２、１３、または、１４ｍ
2～約１５、１６、１７、１８、または、１９ｍ2が望ましい。膜モジュールは、一般に、
ヘッダに取り付けられて、ヘッダのマニホルドと共に、サブヘッダを形成し、サブヘッダ
のマニホルドと共に、システムを形成する。アセンブリは、一般に、事前に技術的に検討
されたコンクリートベイスン内に収容される。高固体および／または高粘性環境に、１０
ｍ3未満の、できれば、９、８、７、６、５、ｍ2以下の繊維表面積を含むより充填密度の
低いモジュールを用いて、繊維まわりにおける液体輸送が改善される。膜システムは、一
般に、主バイオリアクタタンクから分離されている。混合液は、バイオリアクタから、独
立したベイスンに納められている膜システムにポンプで送られる。このアプローチには、
膜を主バイオリアクタに組み込む設計に比べて明確な利点がある、すなわち、このバイオ
リアクタベイスン構成が、混合および液体輸送のために最適化されている点、膜が、プロ
セスから切り離されていて、これにより、洗浄および保守オプションのための接近がしや
すくなるという点、現場組み立てではなく、工場作業が利用可能になるという点、小型化
されたシステムが、ショップで製造されるので、コストが低下し、品質管理が改善される
という点、必要があれば、均等化に対応するため、独立したバイオリアクタを設計するこ
とができるという点、既存のプラントの継続的な性能向上が可能である点、標準設計アプ
ローチを利用することができるので、コストが削減され、設計問題と性能問題が切り離さ
れるという点、ジェット・エアレーションによって、混合液をリアクタに均一に配給する
ことが可能になり、モジュールが、互いに並列動作して、不均一な濃縮、および、潜在的
可能性のある重大な汚損条件を回避することが可能になるという点、および、バイオリア
クタ内における膜の位置が好都合な状況にある場合、ただ単に底部をベイスンから取り除
くだけで、同じ設計を利用することができる点、空気および混合液配給システムによって
、既存のプラントの性能向上にとって重要な、バイオリアクタに関連した膜ボックスの位
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置のフレキシビリティが得られるという点などである。
【０１２８】
繊維状物質が除去されるようにメンブレンバイオリアクタを運転する方法
　望ましい実施形態の場合、メンブレンフィルタを備えた廃水処理システムに処理される
水を流すステップと、廃水処理システムにおいて水を処理して、混合液と、メンブレンフ
ィルタによる処理済み廃水を生じさせるステップと、廃水処理システムから混合液の一部
を除去して、混合液をスクリーンに通し、混合液から毛、ゴミ、または、繊維状物質を除
去して、スクリーンを透過する混合液の平均流量が、廃水処理システムの平均設計流量の
約１．０以下になるようにするステップと、スクリーニング済み混合液を廃水処理システ
ムに再循環させるステップが含まれている、廃水処理システムにおける毛、ゴミ、または
、繊維状物質の濃度を低下させるプロセスが得られる。
【０１２９】
　メンブレンフィルタを備えた廃水処理システムに処理される水を流すステップと、廃水
処理システムにおいて水を処理して、混合液と、メンブレンフィルタによる処理済み廃水
を生じさせるステップと、メンブレンフィルタの下流において、廃水処理システムから混
合液の一部を除去して、混合液をスクリーンに通し、混合液から毛、ゴミ、または、繊維
状物質を除去して、スクリーンを透過する混合液の平均流量が、廃水処理システムの平均
設計流量の約１．０を超えるようにするステップと、メンブレンフィルタの上流において
、スクリーニング済み混合液を廃水処理システムに再循環させるステップが含まれている
、廃水処理システムにおける毛、ゴミ、または、繊維状物質の濃度を低下させるプロセス
も得られる。
【０１３０】
　これらのプロセスにおいて、メンブレンフィルタは、中空糸メンブレンフィルタが望ま
しい。混合液の第２の部分を廃水処理システムの上流部分に再循環することが可能である
。スクリーニング済み混合液は、再循環混合液流と混合することが可能である。スクリー
ンに通される混合液部分は、再循環混合液流から除去することが可能である。廃水処理シ
ステムは、廃棄汚泥システムによって膜から除去される廃棄汚泥を産出する可能性がある
。混合液にスクリーニングを施すことによって生じるスクリーニング済み物質は、廃棄汚
泥流に流すことが可能である。混合液にスクリーニングを施すことによって生じるスクリ
ーニング済み物質は、それ以上生物学的処理を加えずに廃棄することが可能である。混合
液をスクリーンに通す前に、混合液に高分子を付加して、濃縮汚泥であるスクリーニング
済み物質を産出することが可能である。いくつかの実施形態では、スクリーンを通る混合
液の平均流量は、廃水処理システムの平均設計流量の約０．１０～約１．０が許容可能で
ある。しかし、スクリーンを通る混合液の流量は、平均設計流量の約１．０を超えること
ができるのが望ましく、平均設計流量の１．１、１．２、１．３、１．４、１．５以上が
望ましい。スクリーンの開口サイズは、実施形態によっては、約１．０ｍｍ以下とするこ
とが可能であり、約０．２５ｍｍ～約０．７５ｍｍが望ましく、約０．５０ｍｍ以下が最
も望ましい。スクリーンは、回転ドラム・スクリーンとすることが可能である。スクリー
ンは、デュアル噴霧システムを備えることが可能である。混合液は、ほぼ一定の流量でス
クリーンに通すことが可能である。混合液は、ほぼ連続してスクリーンに通すことが可能
である。混合液は、ほぼ連続してスクリーンに通すことが可能であり、ほぼ一定の流量で
スクリーンに通される。
【０１３１】
ＭｅｍＪｅｔテクノロジでメンブレンバイオリアクタを運転する方法
　メンブレンバイオリアクタ（ＭＢＲ）は、廃水処理市場でますます普及の度を高めつつ
ある。従来、ＭＢＲは、図２１に例示のように、生物学的タンクに膜を浸けることによっ
て、単純でコンパクトになるとみなされている。クボタ、三菱レーヨン、および、Ｚｅｎ
ｏｎのような市場関係者は、その構成をなす製品を市販している。
【０１３２】
　ＭＢＲテクノロジの進歩につれて、プラント規模が、ますます大きくなり、単一プロジ
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ェクトにより多くの膜が必要とされるようになる。図２１のＭＢＲ構成に関連した固有の
問題のため、ＵＳ　Ｆｉｌｔｅｒは、他に先駆けて、ＭＢＲのための独立膜タンク構成を
提案した。図２２には、ＵＳ　Ｆｉｌｔｅｒ　ＭｅｍＪｅｔ製品の典型的なフローシート
が示されている。ＭｅｍＪｅｔは、ポンプを利用して、生物学的タンクから膜タンクに混
合液を輸送し、膜束内への確実な供給および配給を行う。この設計によって、膜性能が向
上し、従来の構成において直面する重大な動作問題が解決される。
【０１３３】
　今日では、独立した膜タンク構成は、市場で受け入れられており、競合他社も、この原
理に従って、独立した膜タンクによるＭＢＲプロセスを設計している。図２３には、その
プロセスの概略説明図が示されている。図２２の構成と図２３の構成の重要な相違点は、
混合液輸送機構にある。ＭｅｍＪｅｔでは、混合液を膜束に配給することによる、積極的
な輸送モードが用いられている。過剰な混合液流は、重力によって生物学的タンクに戻さ
れる（図２２）。一方、競合他社によって用いられている構成における混合液輸送は、受
動プロセスである（図２３）。混合液が重力によって膜タンクへ溢流し、受動的濃度拡散
プロセスを通じて膜に配給される。膜タンクにおいて、ポンプを利用して、過剰な混合液
流が生物学的タンクに送り返される。
【０１３４】
　米国特許第６，６１４，８６８号明細書において、Ｚｅｎｏｎは、混合液流の一部をサ
イドスクリーナへの再循環管路（図３における点線部分）に吸い込むことによる、サイド
スクリーニングプロセスについて説明している。このプロセスは、米国特許第６，６１４
，８６８号明細書の図１～３にも例示されている。単一タンクシステムの場合、米国特許
第６，６１４，８６６号明細書に記載のように、ＭＢＲから混合液の一部を吸い込んで、
再スクリーニングが施され、その後、再スクリーニング済み混合液が吸入口に送られる（
ＭＢＲの場合、これが、米国特許第６，６１４，８６８号明細書の図４に例示されている
）。
【０１３５】
　米国特許第６，６１４，８６８号の明細書および図（図１～４）から明らかなように、
当該特許に解説のサイドスクリーニングプロセスによれば、ＭＢＲにおけるゴミ含有物の
堆積を減少させるが、ゴミとの直接接触から膜を保護することはできない方法が提供され
る。例えば、人間の毛または木の葉が生物学的タンクに入ると、最初に、膜システムを透
過した後で、サイドスクリーンによって保留される可能性が高い。従って、それらは、サ
イドスクリーンによって捕捉される前に、膜に（膜への配給の阻止といった）有害な影響
を及ぼす可能性がある。
【０１３６】
　ＭＢＲプロセスにおいてゴミまたは木の葉による妨害から膜を保護するための最良の方
法は、それが膜システムに入り込む前に、混合液全体の再スクリーニングを実施すること
である。しかし、膜システムに流入する混合液流量は、廃水、膜タンクから生物学的タン
クへの戻り混合液、および、汚泥廃棄物の流量の和であり、通常、プラントの処理能力の
数倍である（より一般的には、廃水流量の４～５倍）。従って、リスクリーンの能力は、
プラント流の処理に実際に必要とされるよりもかなり大きいことが望ましいが、この処理
能力の増大は、部分的に、混合液に関するスクリーニング流量が増すことによって相殺さ
れる可能性があり（生汚水に比べて、混合液中のオイルおよびグリースのレベルが低いた
め）、生汚水のスクリーニングには、ファインスクリーンの代わりに、従来の粗いリスク
リーンを利用することが可能である。図２２の点線によって、ＭＯＳタンクへの流入前に
、全混合液流が再スクリーニングできるようになる場合の、このオプションが例示されて
いる。
【０１３７】
　リスクリーナへの混合液流量を減少させ、さらに、第１のプレスクリーンを脱出した人
間の毛、繊維、および、木の葉による妨害から膜を保護するため、混合液の一部は、ＭＯ
Ｓタンクへの流入前に、リスクリーンに分流することが可能である。リスクリーンを透過
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する割合は、通常、全混合液流量の５～５０％である。図２２に示すように、リスクリー
ナは、ポンプの排出口に配置されており、図２４に示すように、リスクリーナは、生物学
的タンクからの重力送りを利用し、再スクリーニング済み混合液は、ポンプの吸入口へと
流れる。上述の混合液の全体的リスクリーンと同等ではないが、ＭＯＳタンクより前の混
合液の部分的リスクリーンは、膜に対して、米国特許第６，６１４，８６８号明細書に解
説のプロセスよりも優れた保護を施す。
【０１３８】
メンブレンバイオリアクタの汚損
　バイパス汚泥低減プロセスを組み合わせると、スクリーニングおよびサイクロンの分離
によって、生物学的プロセスが促進される。しかし、ＭＢＲの膜は、最終的には、膜表面
および繊維の孔に不活性物質および有機固形物の形態で固形物が蓄積することによって汚
れる。この汚れのより重大な原因の１つが、ＥＰＳである（細胞外高分子物質）。これら
は、ある系統のバクテリアおよび微生物によって生じ、膜表面を覆って、その透過性を低
下させることになる。ＥＰＳを減少させる手段の１つは、長い汚泥日齢（ＳＲＴ）による
ものである。汚泥日齢が長くなると、膜の汚損が大幅に軽減され、その結果、保守コスト
が低下し、膜の寿命を改善することが可能になる。これらのテクノロジを組み合わせる利
点は、プロセスにおける微生物のＳＲＴが長くなり、膜の汚損が軽減される結果として、
システムの総合性能が向上する。
【０１３９】
バイパス無酸素性リアクタ
　固形物減少プロセス／ＭＢＲ構成に関するプロセス流れ図を示す流れ系統図が、図２６
として提示されている。スクリーニング済み物質／サイクロン残留固形物は、この流れ系
統図には描かれておらず、主液体流だけが描かれている。バイパスリアクタへの流れは、
プラント流れのわずかな部分である。流れは、従来の活性汚泥プロセスからのＷＡＳと同
様である。この液流は、膜処理システム（ＭＯＳ）再循環流、または、ＭＯＳより前の曝
気槽廃液から生じる可能性がある。ＭＯＳ再循環は、一般に、ＭＯＳの脱水効果により、
固形物含有量が曝気槽のＭＬＳＳよりわずかに高くなるので、望ましい。しかし、場合に
よっては、「ＭＯＳより前の」活性汚泥廃液流は、溶解酸素含有量が少なく、バイパスリ
アクタにおける所望の無酸素条件により適合する可能性があるので、この廃液を供給する
のが望ましい可能性もある。
【０１４０】
固形物減量システムと統合されたメンブレンバイオリアクタ
　望ましい実施形態の場合、メンブレンバイオリアクタは、優れた処理済み水質および８
０％を超える全固形物分解を含む、さまざまな利点をもたらす先進処理プロセスを提供す
るため、固形物減量システムと統合される。図２７には、こうしたシステムが描かれてい
る。図２８に描かれたプロセスによれば、設置面積が極めて小さい高速システムが得られ
、汚泥の産出および取扱いが最小限に抑えられる。この統合プロセスによって、保守を減
らし、オペレータの安全を促進し、総合性能を最適化するための、メンブレンバイオリア
クタの浸漬膜システムにとって可能性のある最良の動作環境が得られる。
【０１４１】
　適正なプリスクリーニングは、ほとんどの浸漬メンブレンバイオリアクタ用途において
重要な要素である。このスクリーニングの目的は、膜繊維の完全性を保護するのではなく
、繊維束に絡まることによって繊維状物質が生じるのを減少させることにある。膜モジュ
ールに繊維状物質が堆積すると、最終的には、モジュール性能が低下し、洗浄および保守
により時間がかかる可能性がある。２ｍｍの孔あきスクリーンが、繊維の除去に極めて有
効であり、メンブレンバイオリアクタ・プロセスに入る前に、十分な流入液の前処理が加
えられる。スクリーニング済み物質は、ホッパに集められて、除去されるのが望ましい。
スクリーンは、２ｍｍの多孔板システムとして設計および構成されるのが望ましい。
【０１４２】
　所望の場合、流入液均等化および無酸素性曝気ベイスンをシステムに取り入れて、１２
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，０００ｍｇ／ｌ以上もの混合液量を処理することが可能である。
【０１４３】
　メンブレンバイオリアクタシステムの要である、ＭＯＳは、１つ以上の統合膜処理タン
クとのアセンブリが望ましい。ＭＯＳは、好気性プロセスの一体部分であるが、一般には
、膜の動作環境を最適化するための独立したベイスンとして設計される。精密濾過膜は、
１つ以上の同じプロセス・タンク内に配置するのが望ましい。膜モジュールを低真空にす
ると、膜を通して水が吸い出され、濾過水がポンプで次のプロセスステップに送られる。
混合液は、できれば空気と共に均一に、各膜モジュール繊維束に連続してまたは間欠的に
注入される。結果生じる膜繊維を横切るクロスフローによって、膜表面が連続して洗い流
され、洗浄される。固形物、有機物、微生物、バクテリア、および、ウィルスは、膜を透
過することができず、混合液内に留まり、最終的にはプロセスおよび経時変化によって分
解される。
【０１４４】
　膜システムは、現場洗浄（ＣＩＰ）を実施して、膜の透過性を回復する際、膜ベイスン
を洗浄ベイスンとして利用できるように、主プロセスタンクから容易に分離することが可
能である。結果として、膜洗浄および保守によって、生物学的性能が損なわれることはな
い。ＭＯＳは、独立した処理システムとなるように設計することが可能であり、これによ
って、システムの総合性能を最適化するため、膜洗浄が低流量期間中に行われるように自
動的にスケジュールすることが可能になる。膜保守洗浄および膜化学洗浄用の処理水を貯
蔵するため、独立したタンクを設けることが可能である。
【０１４５】
　生物学的に活性の混合液は、生物学的リアクタからＭＯＳにポンプで送られ、ＭＯＳ設
計の一体化部分として用いられるジェットシステムによって液体／固体分離が実施される
。ジェットシステムは、いくつかの機能を備えることが可能である。例えば、モジュール
の底部から導入される空気と混合液を組み合わせることによって、混合液が膜表面を横切
って上昇する際に、膜に対する洗浄作用を生じさせることが可能になる。膜表面を横切る
この均一な液体流によって、膜モジュール内における浮遊物質の分極または濃縮が阻止さ
れる。混合液および空気がモジュールの底部で組み合わせられる場合には、小さい背圧も
生じる。これは、膜ベイスン全体に混合液および空気を均一に行き渡らせるのに役立つ。
２相システム（空気と混合液）を生成すると、モジュール底部で曝気面が湿潤状態に保た
れることによって、モジュール性能が向上し、これらの表面への固形物の脱水が阻止され
る。これによって、最終的には、全てのモジュール、および、ＭＯＳにおけるモジュール
アレイ全体にわたって曝気が均一に保たれる。
【０１４６】
　膜洗浄は、各モジュールの底部にエアリフトを生じさせることによって実施される。気
泡が上昇する際、膜表面に沿った上方への液体のクロスフローを生じる。エアリフトによ
って、通常動作中、膜タンクの底部で液体の変位が生じる。ジェットシステムの利点は、
ＭＯＳの底部で変位した液体が補充され、ダウンフローの液体パターンが最小限に抑えら
れるという点である。ただ単に、再循環混合液がＭＯＳの上部に流入できるようにするだ
けのシステムでは、均一な配給および有効な液体クロスフローを実現することはできず、
結果として、膜モジュール内に固形物のランダムな分極が生じる。
【０１４７】
　ジェットシステムによれば、タンクの底部から上部に均一に液体がを配給される。図２
９Ａに示すように、全ての膜が、同じ混合液環境にさらされ、性能は一貫している。不均
一な環境の場合、図２９Ｂに示すように、膜は濃度勾配の影響を受けて、性能が変化する
。これが、通常動作と洗浄効率の両方に悪影響を及ぼす可能性がある。
【０１４８】
　このシステム設計によれば、現場での膜洗浄が可能になる。膜を処理タンクから取り出
して、別個のタンク内に入れて、さらなる浸漬および洗浄を施す必要はない。ジェットシ
ステムおよび細い繊維束を備えたモジュール設計によって、現場での膜システムの洗浄に
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極めて有効なシステムが得られる。このプロセスは、安全で、オペレータにとって扱いや
すく、膜洗浄に必要な時間が大幅に短縮される。従来の洗浄方法では、一般に、独立した
浸漬タンクが用いられ、膜ラック毎に、約２４時間にわたって浸漬が行われる。対照的に
、望ましい実施形態のシステムでは、洗浄薬品を膜束に循環させて、繊維の有機物および
無機物による汚れを除去することが可能である。現場洗浄プロセスの場合、自動化プロセ
スによって、ＭＯＳ全体における全てのモジュールを４～６時間以内に洗浄することが可
能になる。同時に全ての膜を洗浄するもう１つの利点は、同じ動作圧で同じ膜束を処理す
ることになるという点である。この結果、汚損が均一で予測可能になり、オペレータは、
メンブレンバイオリアクタの操作に対してより適切な制御を加えることが可能になる。
【０１４９】
　望ましい実施形態の場合、ＭＯＳ液位より上の透過水の分離を可能にする、ラック設計
が用いられる。分離弁は、個々のラックに対する透過水管路と送気管の両方に設けること
が可能である。さらに、長い時間期間にわたって、システムが使用可能な状態のまま、ラ
ック全体を取り除くことができるように、ブランクラックインサートを設けることも可能
である。
【０１５０】
　有機物質、バクテリア、および、ウィルスは、膜システムによって除去され、生物学的
プロセスにおいて保留される。膜濾過によって、通常、受動的浄化プロセスに関連した、
浄化器、堰、汚泥返送、および、保守の必要をなくすことが可能である。しかし、実施形
態によっては、一般に、受動浄化プロセスで用いられるコンポーネントをシステムに組み
込むのが望ましい場合もある。生物学的システムは、混合液浮遊物のより高いレベルで働
かせることも可能である。これによって、汚泥産出が大幅に減少する、低栄養物対微生物
比で機能するより効率の良い生物学的プロセスが保証される。
【０１５１】
　浄化器に関連した保守およびプロセス調整の大部分は、膜濾過プロセスで排除されるの
で、処理プロセスの操作は、容易に自動化され、マイクロプロセッサによる制御が可能に
なる。固形物減量プロセスでは、メンブレンバイオリアクタ処理プロセスによって生じる
汚泥の量を大幅に減少させることが可能である。このシステムを用いる施設は、最大で８
０％以上までの汚泥量減少を実現し、急激な資本コストおよび運転コスト削減の利点を得
ることが可能である。
【０１５２】
　図３０には、望ましい固形物減量プロセスが描かれている。このプロセスでは、固形物
交換法を用いて、一般には、活性汚泥処理プラントから運搬されるか、または、除去され
る生物廃棄汚泥が排除される。これは、好気性活性汚泥プロセスと特殊制御バイパスバイ
オリアクタの間における交換再循環を通じて実施される。交換流量は、特定の用途に固有
のさまざまな要素に基づいて選択され、流量を適切に選択すると、システム運用の成功が
確実なものになる。交換バイオリアクタにおいて、混合液は、好気性優位の占有率から嫌
気性優位の占有率に変換される。交換バイオリアクタでは酸素が制限されるので、好気性
バクテリアは、選択的に分解され、同時に、低収率通性バクテリアによって、残存好気性
バクテリアおよび副産物を分解することが可能になる。交換再循環を曝気プロセスに戻す
と、増殖速度が低い通性バクテリアが、好気性プロセスで分解される。望ましい構成にお
ける返送汚泥管路にスクリーンおよびサイクロンを利用することによって、ゴミ、粗粒子
、および、不活性物質の堆積を阻止する固形物分離モジュールが構成される。
【０１５３】
　粗粒子および他の不活性物質は、ＭＯＳからの返送混合液管路に固形物分離モジュール
を用いることによって、プロセスから取り除かれる。このモジュールは、プラントの前進
流（Ｑ'）の１倍の割合で、バイパスにおける混合液に連続してスクリーニングを施す、
０．２５ｍｍドラムスクリーンから構成されている。返送混合液流（３Ｑ）の一部は、サ
ージタンクに対するファインスクリーンを介して、このモジュール（１Ｑ）にポンプで送
られ、主処理プロセスに戻される。サージタンクは、混合液が連続してポンプで通されて
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、極めて微小な不活性物質が除去される、バイパスサイクロン分離器を備えている。サー
ジタンクからの液流（Ｑ"）の一部は、選択および分解プロセスのため、定期的にバイパ
スバイオリアクタに分流される。
【０１５４】
　バイオリアクタからの混合液は、一般に、典型的な消化槽で行われているように、プラ
ントから「廃棄」されないのが望ましい。混合液は、再循環により交換タンクから主処理
プロセスに戻され、次に、通性バクテリアが、好気性バクテリアに打ち負かされて、その
後、好気性処理プロセスおよびバイパスバイオリアクタの交互環境で分解されるのが望ま
しい。交換タンクにおけるバイパス生物学的プロセスと主処理プロセスとの間において、
選択と分解の定常均衡がとれるようになり、その結果、純生体固形物が生じなくなる。
【０１５５】
　時折パージを利用して、固形物分離モジュールで除去されない微粉および不活性物質の
堆積を取り除くことが可能である。１年間の時間期間にわたって、生体固形物の５０％以
下～１００％以上のパージを実施するのが望ましい。この廃棄物の量は、０．０５～０．
１０ｌｂｓ．ＴＳＳ／ｌｂｓ．ＢＯＤの生物学的収量と同等である。現在固形物処理シス
テムを運転している既存のプラントの場合、１年間にパージされる望ましい量の固形物は
、既存の濃縮または脱水装置を働かせるため、各月毎にインクリメンタルに除去すること
が可能である。このプロセスを利用する、固形物処理システムのない新しい施設の場合、
１年間にパージされる量の固形物は、毎年、１～２つ以上の期間内に廃棄するのが望まし
い。
【０１５６】
　負荷条件に関係なく、システムの最適性能を保つため、制御システムを用いることが可
能である。負荷および残留量は変化するので、可能性のある最良の性能を実現するため、
タンク内のリアクタ環境を監視するＯＲＰおよびｐＨプローブを用いて、交換バイオリア
クタにおける曝気および混合を制御することが可能である。交換率および交換環境の自動
モニタおよび制御によって、生体固形物減量に最適な状態を実現することが可能である。
【０１５７】
　望ましい実施形態の廃水処理システムは、汚泥の生成を最小限に抑えて、確実に優れた
水質にすることが可能である。ジェット浸漬膜テクノロジと固形物減量プロセスを統合す
ると、２つのプロセス間に相乗的利点も生じる。固形物減量プロセスの一部である混合液
の連続ファイン・スクリーニングによって、浸漬膜システムの最適環境が生じる。ゴミお
よび微細不活性物質を除去すると、混合液濾過性が向上し、膜透過性が改善される。この
最適動作環境によって、さらに、膜保守が軽減され、全体的なエネルギおよび化学薬品の
使用が減少し、膜寿命が長くなる。ジェット浸漬膜テクノロジと固形物減量プロセスを併
用する、本明細書に解説の典型的なシステムによれば、下記の利点の１つ以上を実現する
ことが可能になる、すなわち、質の高い廃液、ＢＯＤ＜５ｍｇ／ｌ、ＴＳＳ＜５ｍｇｌ／
ｌ、濁度＜０．２ＮＴＵ、少ない固形物生成量、固形物生成の８０％減少、精密濾過によ
って微生物にもたらされる物理的バリヤ、１２，０００ｍｇ／ｌで連続運転可能な高速で
頑強な生物学的プロセスの提供、極めて小さいプラント全体の土地占有面積、曝気容積の
減少、浄化器の不要化、既存の二次処理プロセスから先進の生物学的栄養分除去（ＢＮＲ
）プロセスおよびより高い（例えば、２Ｑ以上）プロセス流れへのグレードアップ能力、
著しい脱窒による厳格な全窒素制限の実現、汚泥濃縮および脱水機器、貯蔵タンクおよび
汚水槽、好気性および嫌気性消化槽、および、高分子供給機器に関連したあらゆるコスト
の排除による４０％までの資本コスト削減、汚泥保持、消化、または、脱水のための電力
要求の排除または抑制による、および、汚泥運搬および廃棄コストの削減（粗粒ゴミおよ
び不活性物質だけが除去される）による操業コストの削減、および、感受性硝化菌の維持
によって得られる安定した硝化性能（寒い気候であっても）の１つ以上を実現することが
可能になる。
【０１５８】
　本明細書において引用したすべての参照文献は、そっくりそのまま本明細書において援
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用されており、従って、本明細書の一部をなしている。参考までに援用されている刊行物
および特許または特許出願が、本明細書に含まれる開示と食い違う範囲について、本明細
書は、こうした矛盾する事柄に取って代わる、および／または、優先するように意図され
ている。
【０１５９】
　本明細書において用いられる用語「含む」は、「包含する」、「具備する」、または、
「を特徴とする」と同義語であり、包括的または制限のないものであり、追加の、列挙さ
れなかった要素または方法ステップを排除するものではない。
【０１６０】
　明細書および請求の範囲で用いられる成分、反応条件等の量を表わす全ての数字は、「
約」という用語によって、全ての事例において加減されているものと理解すべきである。
従って、別の指示がない限り、明細書および付属の請求の範囲に記載の数値パラメータは
、本発明によって得ようとする所望の特性によって変動する可能性のある、近似値である
。少なくとも、請求の範囲に対する同等物の原則の適用を制限しようとするのではなく、
各数値パラメータは、有効桁数および通常の丸めアプローチを考慮して解釈すべきである
。
【０１６１】
　上記説明には、本発明のいくつかの方法および材料が開示されている。本発明には、方
法および材料の修正、並びに、製造方法および設備の変更を受け入れる余地がある。本開
示または本明細書に開示の本発明の方法を検討することによって、当該技術者にはこうし
た修正が明らかになるであろう。従って、本発明は、本明細書に開示の特定の実施形態に
制限されることを意図したものではなく、付属の請求の範囲に具体的に表現された本発明
の真の範囲および精神に含まれる全ての修正および変更を対象とすることを意図したもの
である。
【符号の説明】
【０１６２】
　５　膜モジュール
　６　膜
　７　下部ポット
　８　上部ポット
　９　スクリーン
　１１　ポット
　１２　ベンチュリ装置
　１３　吸気口
　１４　給水口
　１５　ノズルタイプ装置
　１６　ジェット
　１７　周囲空気通路
　１８　オフライン処理装置
　２２　メンブレンバイオリアクタ
　２４　通路
　３０　内部再循環ループ
　３２　第１の導管
　３３　ポンプ
　３４　除去サブシステム
　３６　第２の導管
　４６　繊維束
　４７　上部注封ヘッド
　４８　下部注封ヘッド
　４９　注封スリーブ
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　５０　注封スリーブ，気泡微細化ループ
　５１　スクリーン
　５２　曝気孔、気泡微細化器
　５３　繊維膜
　５４　弁
　５６　モータ駆動ポンプ
　５８　ガス源
　６０　弁
　６２　コントローラ
　６４　センサ
　８０　液体サイクロンユニット
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