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(57)【要約】
【課題】設備費用が安価な構成にする。膜透過液の連続
供給を可能とする。
【解決手段】スラリー槽（１）の液面をレベル計（２）
で監視しつつ、複数のろ過膜ユニット（７ａ，７ｂ）の
一方でろ過工程を実施する。スラリー槽（１）の液面が
逆洗開始レベルＢまで下がったら、複数のろ過膜ユニッ
ト（７ａ，７ｂ）の他方で逆洗工程を実施し、逆洗排液
をスラリー槽（１）に供給する。スラリー槽（１）の液
面が逆洗停止レベルＴまで上がったら、複数のろ過膜ユ
ニット（７ａ，７ｂ）の一方でのろ過工程を停止し、他
方での逆洗工程をろ過工程に切り替える。
【効果】逆洗流量や逆洗時間の制御装置のいずれも不要
となり、設備費用が安価な構成としうる。ろ過工程は、
複数のろ過膜ユニットの少なくとも一つで常に行われる
から、連続的な膜透過液の供給が可能となる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
スラリーを貯留するスラリー槽の液面を監視しつつ、複数個のろ過膜ユニットから１個以
上（但し、全個数から１個を引いた値を上限とする）のろ過膜ユニットを選んでろ過工程
とし、選ばなかったろ過膜ユニットは停止工程とした状態から、（１）前記液面が所定の
逆洗開始レベルＢまで下がったら、停止工程中のろ過膜ユニットから少なくとも一つを選
んで逆洗工程とし、（２）前記液面が所定の逆洗停止レベルＴまで上がったら、全てのろ
過膜ユニットを停止工程とし、ろ過工程後の停止工程中のろ過膜ユニット以外のろ過膜ユ
ニットから少なくとも一つを選んでろ過工程とし、（３）上記の（１）と（２）を順に繰
り返すことを特徴とするスラリー固液分離膜ろ過装置の運転方法。
【請求項２】
スラリーを貯留するスラリー槽の液面を監視しつつ、複数個のろ過膜ユニットから１個以
上（但し、全個数から１個を引いた値を上限とする）のろ過膜ユニットを選んでろ過工程
とし、選ばなかったろ過膜ユニットから少なくとも一つを選んで逆洗工程とし、残りのろ
過膜ユニットがあれば停止工程とした状態から、（１）前記液面が所定の逆洗停止レベル
Ｔまで上がったら、逆洗工程中のろ過膜ユニットを停止工程とし、（２）前記液面が所定
の逆洗開始レベルＢまで下がったら、全てのろ過膜ユニットを停止工程とし、ろ過工程後
の停止工程中のろ過膜ユニット以外のろ過膜ユニットから少なくとも一つを選んでろ過工
程とし、ろ過工程に選ばなかったろ過膜ユニットから少なくとも一つを選んで逆洗工程と
し、（３）上記の（１）と（２）を順に繰り返すことを特徴とするスラリー固液分離膜ろ
過装置の運転方法。
【請求項３】
スラリー槽と、複数のろ過膜ユニットと、ろ過工程を行わせるために前記スラリー槽から
前記ろ過ユニットへスラリーを供給するスラリー供給手段と、逆洗工程を行わせるために
前記ろ過ユニットへ逆洗液を供給する逆洗液供給手段と、逆洗排液を前記スラリー槽へ供
給する逆洗排液供給手段と、前記スラリー槽の液面を監視する液面監視手段と、制御手段
とを具備し、前記制御手段は、前記スラリー槽の液面を監視しつつ、前記複数個のろ過膜
ユニットから１個以上（但し、全個数から１個を引いた値を上限とする）のろ過膜ユニッ
トを選んでろ過工程とし、選ばなかったろ過膜ユニットは停止工程とした状態から、（１
）前記液面が所定の逆洗開始レベルＢまで下がったら、停止工程中のろ過膜ユニットから
少なくとも一つを選んで逆洗工程とし、（２）前記液面が所定の逆洗停止レベルＴまで上
がったら、全てのろ過膜ユニットを停止工程とし、ろ過工程後の停止工程中のろ過膜ユニ
ット以外のろ過膜ユニットから少なくとも一つを選んでろ過工程とし、（３）上記の（１
）と（２）を順に繰り返すことを特徴とするスラリー固液分離膜ろ過装置。
【請求項４】
スラリー槽と、複数のろ過膜ユニットと、ろ過工程を行わせるために前記スラリー槽から
前記ろ過ユニットへスラリーを供給するスラリー供給手段と、逆洗工程を行わせるために
前記ろ過ユニットへ逆洗液を供給する逆洗液供給手段と、逆洗排液を前記スラリー槽へ供
給する逆洗排液供給手段と、前記スラリー槽の液面を監視する液面監視手段と、制御手段
とを具備し、前記制御手段は、前記スラリー槽の液面を監視しつつ、前記複数個のろ過膜
ユニットから１個以上（但し、全個数から１個を引いた値を上限とする）のろ過膜ユニッ
トを選んでろ過工程とし、選ばなかったろ過膜ユニットから少なくとも一つを選んで逆洗
工程とし、残りのろ過膜ユニットがあれば停止工程とした状態から、（１）前記液面が所
定の逆洗停止レベルＴまで上がったら、逆洗工程中のろ過膜ユニットを停止工程とし、（
２）前記液面が所定の逆洗開始レベルＢまで下がったら、全てのろ過膜ユニットを停止工
程とし、ろ過工程後の停止工程中のろ過膜ユニット以外のろ過膜ユニットから少なくとも
一つを選んでろ過工程とし、ろ過工程に選ばなかったろ過膜ユニットから少なくとも一つ
を選んで逆洗工程とし、（３）上記の（１）と（２）を順に繰り返すことを特徴とするス
ラリー固液分離膜ろ過装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スラリー固液分離膜ろ過装置の運転方法およびスラリー固液分離膜ろ過装置
に関し、さらに詳しくは、設備費用が安価な構成にしうると共に連続的な膜透過液の供給
を可能とするスラリー固液分離膜ろ過装置の運転方法およびスラリー固液分離膜ろ過装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、水と消石灰をスラリー槽で混合して得たスラリーをろ過膜ユニットで膜ろ過して
消石灰の飽和溶液を分離し、その飽和溶液を原水に注入する溶液注入装置が知られている
（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開平５－１６９０４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記従来の溶液注入装置では、未溶解の石灰成分が膜表面に捕捉され、次第にろ過性が
低下する。このため、間欠的に逆洗を実施している。この逆洗のタイミングは、ろ過継続
時間が一定値に達した時点あるいはろ過液量が一定値に達した時点あるいはろ過圧力が一
定値に達した時点のいずれかが従来採用されている。
　しかし、ろ過継続時間が一定値に達した時点で逆洗を実施する場合、ろ過により減少し
たスラリー槽の液量と同量の逆洗排液をスラリー槽へ返送するために、逆洗流量および逆
洗時間の制御装置が必要となり、設備費用が高くなる。特に、ろ過流速が一定でない場合
には、減少するスラリー槽の液量が不規則となるため、ろ過液量の計測装置も必要となり
、設備費用が高くなる。また、ろ過液量が一定値に達した時点で逆洗を実施する場合、ろ
過量の計測設備の他、ろ過により減少したスラリー槽の液量と同量の逆洗排液をスラリー
槽へ返送するために、逆洗流量および逆洗時間の制御装置が必要となり、設備費用が高く
なる。さらに、ろ過圧力が一定値に達した時点で逆洗を実施する場合、ろ過により減少す
るスラリー槽の液量が不規則となり、同量の逆洗排液をスラリー槽へ返送するために、ろ
過液量、逆洗流量、逆洗時間の制御装置が必要となり、設備費用が高くなる。
　そこで、本発明の目的は、設備費用が安価な構成にしうると共に連続的な膜透過液の供
給を可能とするスラリー固液分離膜ろ過装置の運転方法およびスラリー固液分離膜ろ過装
置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　第１の観点では、本発明は、スラリーを貯留するスラリー槽の液面を監視しつつ、複数
個のろ過膜ユニットから１個以上（但し、全個数から１個を引いた値を上限とする）のろ
過膜ユニットを選んでろ過工程とし、選ばなかったろ過膜ユニットは停止工程とした状態
から、（１）前記液面が所定の逆洗開始レベルＢまで下がったら、停止工程中のろ過膜ユ
ニットから少なくとも一つを選んで逆洗工程とし、（２）前記液面が所定の逆洗停止レベ
ルＴまで上がったら、全てのろ過膜ユニットを停止工程とし、ろ過工程後の停止工程中の
ろ過膜ユニット以外のろ過膜ユニットから少なくとも一つを選んでろ過工程とし、（３）
上記の（１）と（２）を順に繰り返すことを特徴とするスラリー固液分離膜ろ過装置の運
転方法を提供する。
　上記第１の観点によるスラリー固液分離膜ろ過装置の運転方法では、スラリー槽の液面
を監視し、ろ過工程により下がった液面を元の液面に戻すように逆洗排液をスラリー槽に
供給する。これによれば、逆洗流量や逆洗時間の制御装置のいずれも不要となり、設備費
用が安価な構成としうる。また、ろ過工程は、複数のろ過膜ユニットの少なくとも一つで
常に行われるから、連続的な膜透過液の供給が可能となる。
【０００５】
　第２の観点では、本発明は、スラリーを貯留するスラリー槽の液面を監視しつつ、複数



(4) JP 2008-36506 A 2008.2.21

10

20

30

40

50

個のろ過膜ユニットから１個以上（但し、全個数から１個を引いた値を上限とする）のろ
過膜ユニットを選んでろ過工程とし、選ばなかったろ過膜ユニットから少なくとも一つを
選んで逆洗工程とし、残りのろ過膜ユニットがあれば停止工程とした状態から、（１）前
記液面が所定の逆洗停止レベルＴまで上がったら、逆洗工程中のろ過膜ユニットを停止工
程とし、（２）前記液面が所定の逆洗開始レベルＢまで下がったら、全てのろ過膜ユニッ
トを停止工程とし、ろ過工程後の停止工程中のろ過膜ユニット以外のろ過膜ユニットから
少なくとも一つを選んでろ過工程とし、ろ過工程に選ばなかったろ過膜ユニットから少な
くとも一つを選んで逆洗工程とし、（３）上記の（１）と（２）を順に繰り返すことを特
徴とするスラリー固液分離膜ろ過装置の運転方法を提供する。
　上記第２の観点によるスラリー固液分離膜ろ過装置の運転方法では、スラリー槽の液面
を監視し、ろ過工程により下がった液面を元の液面に戻すように逆洗排液をスラリー槽に
供給する。これによれば、逆洗流量や逆洗時間の制御装置のいずれも不要となり、設備費
用が安価な構成としうる。また、ろ過工程は、複数のろ過膜ユニットの少なくとも一つで
常に行われるから、連続的な膜透過液の供給が可能となる。
【０００６】
　第３の観点では、本発明は、スラリー槽と、複数のろ過膜ユニットと、ろ過工程を行わ
せるために前記スラリー槽から前記ろ過ユニットへスラリーを供給するスラリー供給手段
と、逆洗工程を行わせるために前記ろ過ユニットへ逆洗液を供給する逆洗液供給手段と、
逆洗排液を前記スラリー槽へ供給する逆洗排液供給手段と、前記スラリー槽の液面を監視
する液面監視手段と、制御手段とを具備し、前記制御手段は、前記スラリー槽の液面を監
視しつつ、前記複数個のろ過膜ユニットから１個以上（但し、全個数から１個を引いた値
を上限とする）のろ過膜ユニットを選んでろ過工程とし、選ばなかったろ過膜ユニットは
停止工程とした状態から、（１）前記液面が所定の逆洗開始レベルＢまで下がったら、停
止工程中のろ過膜ユニットから少なくとも一つを選んで逆洗工程とし、（２）前記液面が
所定の逆洗停止レベルＴまで上がったら、全てのろ過膜ユニットを停止工程とし、ろ過工
程後の停止工程中のろ過膜ユニット以外のろ過膜ユニットから少なくとも一つを選んでろ
過工程とし、（３）上記の（１）と（２）を順に繰り返すことを特徴とするスラリー固液
分離膜ろ過装置を提供する。
　上記第３の観点によるスラリー固液分離膜ろ過装置では、上記第１の観点によるスラリ
ー固液分離膜ろ過装置の運転方法を好適に実施でき、設備費用が安価な構成になると共に
連続的な膜透過液の供給が可能となる。
【０００７】
　第４の観点では、本発明は、スラリー槽と、複数のろ過膜ユニットと、ろ過工程を行わ
せるために前記スラリー槽から前記ろ過ユニットへスラリーを供給するスラリー供給手段
と、逆洗工程を行わせるために前記ろ過ユニットへ逆洗液を供給する逆洗液供給手段と、
逆洗排液を前記スラリー槽へ供給する逆洗排液供給手段と、前記スラリー槽の液面を監視
する液面監視手段と、制御手段とを具備し、前記制御手段は、前記スラリー槽の液面を監
視しつつ、前記複数個のろ過膜ユニットから１個以上（但し、全個数から１個を引いた値
を上限とする）のろ過膜ユニットを選んでろ過工程とし、選ばなかったろ過膜ユニットか
ら少なくとも一つを選んで逆洗工程とし、残りのろ過膜ユニットがあれば停止工程とした
状態から、（１）前記液面が所定の逆洗停止レベルＴまで上がったら、逆洗工程中のろ過
膜ユニットを停止工程とし、（２）前記液面が所定の逆洗開始レベルＢまで下がったら、
全てのろ過膜ユニットを停止工程とし、ろ過工程後の停止工程中のろ過膜ユニット以外の
ろ過膜ユニットから少なくとも一つを選んでろ過工程とし、ろ過工程に選ばなかったろ過
膜ユニットから少なくとも一つを選んで逆洗工程とし、（３）上記の（１）と（２）を順
に繰り返すことを特徴とするスラリー固液分離膜ろ過装置を提供する。
　上記第４の観点によるスラリー固液分離膜ろ過装置では、上記第２の観点によるスラリ
ー固液分離膜ろ過装置の運転方法を好適に実施でき、設備費用が安価な構成になると共に
連続的な膜透過液の供給が可能となる。
【発明の効果】
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【０００８】
　本発明のスラリー固液分離膜ろ過装置の運転方法およびスラリー固液分離膜ろ過装置に
よれば、逆洗流量や逆洗時間の制御装置のいずれも不要となり、設備費用が安価な構成と
しうる。また、ろ過工程は、複数のろ過膜ユニットの少なくとも一つで常に行われるから
、連続的な膜透過液の供給が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、図に示す実施例により本発明をさらに詳細に説明する。なお、これにより本発明
が限定されるものではない。
【実施例１】
【００１０】
　図１は、実施例１にかかるスラリー固液分離膜ろ過装置１００を示す構成図である。
　このスラリー固液分離膜ろ過装置１００は、スラリー槽１と、複数のろ過膜ユニット７
ａ，７ｂと、スラリー槽１からスラリーを移送するためのスラリー供給ポンプ５と、スラ
リーの供給先としてろ過膜ユニット７ａ，７ｂのいずれか一つを選択するためのスラリー
供給弁６と、逆洗液を供給するための逆洗ポンプ１３と、逆洗液の供給先としてスラリー
槽１，ろ過膜ユニット７ａ，７ｂのいずれか一つを選択するための給液弁１６およびろ過
／逆洗切替弁１０ａ，１０ｂと、膜透過液の流量を調節するための液量調節器１２と、ろ
過膜ユニット７ａ，７ｂのいずれか一つからの逆洗排液をスラリー槽１へ供給するための
逆洗排液供給路８と、逆洗排液の供給元としてろ過膜ユニット７ａ，７ｂのいずれか一つ
を選択するための逆洗排液弁９と、スラリー槽１の液面レベルを監視するためのレベル計
２と、全体の動作を制御する制御部１５とを具備している。
【００１１】
　ろ過膜ユニット７ａ，７ｂの膜モジュールは、１つでも複数でもよい。
【００１２】
　実施例１のスラリー固液分離膜ろ過装置１００は、制御部１５により次のように動作す
る。
［０］ろ過膜ユニット７ａ，７ｂを停止工程とする。そして、空のスラリー槽１に所定量
の粉体（例えば消石灰）を入れる。逆洗ポンプ１３および給液弁１６を通じて逆洗液（例
えば水道水）をスラリー槽１に供給し、混合して、スラリーＳを作る。
［１］スラリー槽１の液面が逆洗停止レベルＴになったら、ろ過膜ユニット７ａ，７ｂを
停止工程とする。そして、スラリー槽１からろ過膜ユニット７ａにスラリーを供給し、ろ
過膜ユニット７ａでろ過工程を実施し、膜透過液（例えば石灰水）を得る。ろ過膜ユニッ
ト７ｂは停止工程とする（図２の期間［１］参照）。
［２］スラリー槽１の液面が逆洗開始レベルＢまで減ったら、ろ過膜ユニット７ｂに逆洗
液を供給し、ろ過膜ユニット７ｂで逆洗工程を実施し、逆洗排液をスラリー槽１に供給す
る（図２の期間［２］参照）。
［３］スラリー槽１の液面が逆洗停止レベルＴまで増えたら、ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ
を停止工程とする。そして、スラリー槽１からろ過膜ユニット７ｂにスラリーを供給し、
ろ過膜ユニット７ｂでろ過工程を実施し、膜透過液を得る（図２の期間［３］参照）。
［４］スラリー槽１の液面が逆洗開始レベルＢまで減ったら、ろ過膜ユニット７ａに逆洗
液を供給し、ろ過膜ユニット７ａで逆洗工程を実施し、逆洗排液をスラリー槽１に供給す
る（図２の期間［４］参照）。
【００１３】
　以後、［１］～［４］を繰り返す。
【００１４】
　なお、逆洗流量は、ろ過流量以上とする。
　また、粉体は、膜透過液に溶解して流出していく粉体量を補給するように、連続的に又
は間欠的に供給する。
【００１５】
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　実施例１のスラリー固液分離膜ろ過装置１００によれば次の効果が得られる。
（１）スラリー槽１の液面を監視し、ろ過工程により下がった液面を元の液面に戻すよう
に逆洗排液をスラリー槽１に供給するので、逆洗流量や逆洗時間の制御装置のいずれも不
要となり、設備費用が安価な構成としうる。
（２）ろ過工程は、ろ過膜ユニット７ａ，７ｂのいずれかで常に行われるから、連続的な
膜透過液の供給が可能となる。
（３）ろ過膜ユニット７ａ，７ｂの膜面に捕捉されていた粉体の懸濁物がスラリー槽１へ
返送され、有用成分を無駄なく利用できる。
【実施例２】
【００１６】
　実施例２のスラリー固液分離膜ろ過装置は、図１と同じ構成であるが、制御部１５によ
り次のように動作する。
［０］ろ過膜ユニット７ａ，７ｂを停止工程とする。そして、空のスラリー槽１に所定量
の粉体（例えば消石灰）を入れる。逆洗ポンプ１３および給液弁１６を通じて逆洗液（例
えば水道水）をスラリー槽１に供給し、混合して、スラリーＳを作る。
［１］スラリー槽１の液面が逆洗開始レベルＢになったら、ろ過膜ユニット７ａ，７ｂを
停止工程とする。そして、スラリー槽１からろ過膜ユニット７ａにスラリーを供給し、ろ
過膜ユニット７ａでろ過工程を実施し、膜透過液（例えば石灰水）を得る。また、ろ過膜
ユニット７ｂに逆洗液を供給し、ろ過膜ユニット７ｂで逆洗工程を実施し、逆洗排液をス
ラリー槽１に供給する（図３の期間［１］参照）。
［２］スラリー槽１の液面が逆洗停止レベルＴまで増えたら、ろ過膜ユニット７ｂを停止
工程とする（図３の期間［２］参照）。
［３］スラリー槽１の液面が逆洗開始レベルＢまで減ったら、ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ
を停止工程とする。そして、スラリー槽１からろ過膜ユニット７ｂにスラリーを供給し、
ろ過膜ユニット７ｂでろ過工程を実施し、膜透過液を得る。また、ろ過膜ユニット７ａに
逆洗液を供給し、ろ過膜ユニット７ａで逆洗工程を実施し、逆洗排液をスラリー槽１に供
給する（図３の期間［３］参照）。
［４］スラリー槽１の液面が逆洗停止レベルＴまで増えたら、ろ過膜ユニット７ａを停止
工程とする（図３の期間［４］参照）。
【００１７】
　以後、［１］～［４］を繰り返す。
【００１８】
　実施例２によっても、実施例１と同様の効果が得られる。
【実施例３】
【００１９】
　図４は、実施例３にかかるスラリー固液分離膜ろ過装置２００を示す構成図である。
　このスラリー固液分離膜ろ過装置２００は、スラリー槽１と、複数のろ過膜ユニット７
ａ，７ｂ，７ｃと、スラリー槽１からスラリーを移送するためのスラリー供給ポンプ５と
、スラリーの供給先としてろ過膜ユニット７ａ，７ｂ，７ｃのいずれかを選択するための
スラリー供給弁６ａ，６ｂ，６ｃと、逆洗液を供給するための逆洗ポンプ１３と、逆洗液
の供給先としてスラリー槽１，ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ，７ｃのいずれかを選択するた
めの給液弁１６およびろ過／逆洗切替弁１０ａ，１０ｂ，１０ｃと、膜透過液の流量を調
節するための液量調節器１２と、ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ，７ｃのいずれかからの逆洗
排液をスラリー槽１へ供給するための逆洗排液供給路８と、逆洗排液の供給元としてろ過
膜ユニット７ａ，７ｂ，７ｃのいずれかを選択するための逆洗排液弁９ａ，９ｂ，９ｃと
、スラリー槽１の液面レベルを監視するためのレベル計２と、全体の動作を制御する制御
部１５とを具備している。
【００２０】
　ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ，７ｃの膜モジュールは、１つでも複数でもよい。
【００２１】
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　実施例３のスラリー固液分離膜ろ過装置２００は、制御部１５により次のように動作す
る。
［０］ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ，７ｃを停止工程とする。そして、空のスラリー槽１に
所定量の粉体（例えば消石灰）を入れる。逆洗ポンプ１３および給液弁１６を通じて逆洗
液（例えば水道水）をスラリー槽１に供給し、混合して、スラリーＳを作る。
［１］スラリー槽１の液面が逆洗停止レベルＴになったら、ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ，
７ｃを停止工程とする。そして、スラリー槽１からろ過膜ユニット７ａにスラリーを供給
し、ろ過膜ユニット７ａでろ過工程を実施し、膜透過液（例えば石灰水）を得る。ろ過膜
ユニット７ｂ，７ｃは停止工程とする（図５の期間［１］参照）。
［２］スラリー槽１の液面が逆洗開始レベルＢまで減ったら、ろ過膜ユニット７ｂに逆洗
液を供給し、ろ過膜ユニット７ｂで逆洗工程を実施し、逆洗排液をスラリー槽１に供給す
る（図５の期間［２］参照）。
［３］スラリー槽１の液面が逆洗停止レベルＴまで増えたら、ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ
，７ｃを停止工程とする。そして、スラリー槽１からろ過膜ユニット７ｂにスラリーを供
給し、ろ過膜ユニット７ｂでろ過工程を実施し、膜透過液を得る（図５の期間［３］参照
）。
［４］スラリー槽１の液面が逆洗開始レベルＢまで減ったら、ろ過膜ユニット７ｃに逆洗
液を供給し、ろ過膜ユニット７ｃで逆洗工程を実施し、逆洗排液をスラリー槽１に供給す
る（図５の期間［４］参照）。
【００２２】
［５］スラリー槽１の液面が逆洗停止レベルＴまで増えたら、ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ
，７ｃを停止工程とする。そして、スラリー槽１からろ過膜ユニット７ｃにスラリーを供
給し、ろ過膜ユニット７ｃでろ過工程を実施し、膜透過液を得る（図５の期間［５］参照
）。
［６］スラリー槽１の液面が逆洗開始レベルＢまで減ったら、ろ過膜ユニット７ａに逆洗
液を供給し、ろ過膜ユニット７ａで逆洗工程を実施し、逆洗排液をスラリー槽１に供給す
る（図５の期間［６］参照）。
【００２３】
　以後、［１］～［６］を繰り返す。
【００２４】
　なお、逆洗流量は、ろ過流量以上とする。
　また、粉体は、膜透過液に溶解して流出していく粉体量を補給するように、連続的に又
は間欠的に供給する。
【００２５】
　実施例３のスラリー固液分離膜ろ過装置２００によれば次の効果が得られる。
（１）スラリー槽１の液面を監視し、ろ過工程により下がった液面を元の液面に戻すよう
に逆洗排液をスラリー槽１に供給するので、逆洗流量や逆洗時間の制御装置のいずれも不
要となり、設備費用が安価な構成としうる。
（２）ろ過工程は、ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ，７ｃのいずれかで常に行われるから、連
続的な膜透過液の供給が可能となる。
（３）ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ，７ｃの膜面に捕捉されていた粉体の懸濁物がスラリー
槽１へ返送され、有用成分を無駄なく利用できる。
【実施例４】
【００２６】
　実施例４のスラリー固液分離膜ろ過装置は、図４と同じ構成であるが、制御部１５によ
り次のように動作する。
［０］ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ，７ｃを停止工程とする。そして、空のスラリー槽１に
所定量の粉体（例えば消石灰）を入れる。逆洗ポンプ１３および給液弁１６を通じて逆洗
液（例えば水道水）をスラリー槽１に供給し、混合して、スラリーＳを作る。
［１］スラリー槽１の液面が逆洗停止レベルＴになったら、ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ，
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７ｃを停止工程とする。そして、スラリー槽１からろ過膜ユニット７ａにスラリーを供給
し、ろ過膜ユニット７ａでろ過工程を実施し、膜透過液（例えば石灰水）を得る。ろ過膜
ユニット７ｂ，７ｃは停止工程とする（図６の期間［１］参照）。
［２］スラリー槽１の液面が逆洗開始レベルＢまで減ったら、ろ過膜ユニット７ｂに逆洗
液を供給し、ろ過膜ユニット７ｂで逆洗工程を実施し、逆洗排液をスラリー槽１に供給す
る（図６の期間［２］参照）。
［３］スラリー槽１の液面が逆洗停止レベルＴまで増えたら、ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ
，７ｃを停止工程とする。そして、スラリー槽１からろ過膜ユニット７ｃにスラリーを供
給し、ろ過膜ユニット７ｃでろ過工程を実施し、膜透過液を得る（図６の期間［３］参照
）。
［４］スラリー槽１の液面が逆洗開始レベルＢまで減ったら、ろ過膜ユニット７ａに逆洗
液を供給し、ろ過膜ユニット７ａで逆洗工程を実施し、逆洗排液をスラリー槽１に供給す
る（図６の期間［４］参照）。
【００２７】
［５］スラリー槽１の液面が逆洗停止レベルＴまで増えたら、ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ
，７ｃを停止工程とする。そして、スラリー槽１からろ過膜ユニット７ｂにスラリーを供
給し、ろ過膜ユニット７ｂでろ過工程を実施し、膜透過液を得る（図６の期間［５］参照
）。
［６］スラリー槽１の液面が逆洗開始レベルＢまで減ったら、ろ過膜ユニット７ｃに逆洗
液を供給し、ろ過膜ユニット７ｃで逆洗工程を実施し、逆洗排液をスラリー槽１に供給す
る（図６の期間［６］参照）。
【００２８】
　以後、［１］～［６］を繰り返す。
【００２９】
　実施例４によっても、実施例３と同様の効果が得られる。
【実施例５】
【００３０】
　実施例５のスラリー固液分離膜ろ過装置は、図４と同じ構成であるが、制御部１５によ
り次のように動作する。
［０］ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ，７ｃを停止工程とする。そして、空のスラリー槽１に
所定量の粉体（例えば消石灰）を入れる。逆洗ポンプ１３および給液弁１６を通じて逆洗
液（例えば水道水）をスラリー槽１に供給し、混合して、スラリーＳを作る。
［１］スラリー槽１の液面が逆洗開始レベルＢになったら、ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ，
７ｃを停止工程とする。そして、スラリー槽１からろ過膜ユニット７ａにスラリーを供給
し、ろ過膜ユニット７ａでろ過工程を実施し、膜透過液（例えば石灰水）を得る。また、
ろ過膜ユニット７ｂに逆洗液を供給し、ろ過膜ユニット７ｂで逆洗工程を実施し、逆洗排
液をスラリー槽１に供給する（図７の期間［１］参照）。
［２］スラリー槽１の液面が逆洗停止レベルＴまで増えたら、ろ過膜ユニット７ｂを停止
工程とする（図７の期間［２］参照）。
［３］スラリー槽１の液面が逆洗開始レベルＢまで減ったら、ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ
，７ｃを停止工程とする。そして、スラリー槽１からろ過膜ユニット７ｃにスラリーを供
給し、ろ過膜ユニット７ｃでろ過工程を実施し、膜透過液を得る。また、ろ過膜ユニット
７ａに逆洗液を供給し、ろ過膜ユニット７ａで逆洗工程を実施し、逆洗排液をスラリー槽
１に供給する（図７の期間［３］参照）。
［４］スラリー槽１の液面が逆洗停止レベルＴまで増えたら、ろ過膜ユニット７ａを停止
工程とする（図７の期間［４］参照）。
［５］スラリー槽１の液面が逆洗開始レベルＢまで減ったら、ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ
，７ｃを停止工程とする。そして、スラリー槽１からろ過膜ユニット７ｂにスラリーを供
給し、ろ過膜ユニット７ｂでろ過工程を実施し、膜透過液を得る。また、ろ過膜ユニット
７ｃに逆洗液を供給し、ろ過膜ユニット７ｃで逆洗工程を実施し、逆洗排液をスラリー槽
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１に供給する（図７の期間［５］参照）。
［６］スラリー槽１の液面が逆洗停止レベルＴまで増えたら、ろ過膜ユニット７ｃを停止
工程とする（図７の期間［６］参照）。
【００３１】
　以後、［１］～［６］を繰り返す。
【００３２】
　実施例５によっても、実施例３と同様の効果が得られる。
【実施例６】
【００３３】
　実施例６のスラリー固液分離膜ろ過装置は、図４と同じ構成であるが、制御部１５によ
り次のように動作する。
［０］ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ，７ｃを停止工程とする。そして、空のスラリー槽１に
所定量の粉体（例えば消石灰）を入れる。逆洗ポンプ１３および給液弁１６を通じて逆洗
液（例えば水道水）をスラリー槽１に供給し、混合して、スラリーＳを作る。
［１］スラリー槽１の液面が逆洗開始レベルＢになったら、ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ，
７ｃを停止工程とする。そして、スラリー槽１からろ過膜ユニット７ａにスラリーを供給
し、ろ過膜ユニット７ａでろ過工程を実施し、膜透過液（例えば石灰水）を得る。また、
ろ過膜ユニット７ｂに逆洗液を供給し、ろ過膜ユニット７ｂで逆洗工程を実施し、逆洗排
液をスラリー槽１に供給する（図８の期間［１］参照）。
［２］スラリー槽１の液面が逆洗停止レベルＴまで増えたら、ろ過膜ユニット７ｂを停止
工程とする（図８の期間［２］参照）。
［３］スラリー槽１の液面が逆洗開始レベルＢまで減ったら、ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ
，７ｃを停止工程とする。そして、スラリー槽１からろ過膜ユニット７ｂにスラリーを供
給し、ろ過膜ユニット７ｂでろ過工程を実施し、膜透過液を得る。また、ろ過膜ユニット
７ｃに逆洗液を供給し、ろ過膜ユニット７ｃで逆洗工程を実施し、逆洗排液をスラリー槽
１に供給する（図８の期間［３］参照）。
［４］スラリー槽１の液面が逆洗停止レベルＴまで増えたら、ろ過膜ユニット７ｃを停止
工程とする（図８の期間［４］参照）。
［５］スラリー槽１の液面が逆洗開始レベルＢまで減ったら、ろ過膜ユニット７ａ，７ｂ
，７ｃを停止工程とする。そして、スラリー槽１からろ過膜ユニット７ｃにスラリーを供
給し、ろ過膜ユニット７ｃでろ過工程を実施し、膜透過液を得る。また、ろ過膜ユニット
７ａに逆洗液を供給し、ろ過膜ユニット７ａで逆洗工程を実施し、逆洗排液をスラリー槽
１に供給する（図８の期間［５］参照）。
［６］スラリー槽１の液面が逆洗停止レベルＴまで増えたら、ろ過膜ユニット７ａを停止
工程とする（図８の期間［６］参照）。
【００３４】
　以後、［１］～［６］を繰り返す。
【００３５】
　実施例６によっても、実施例３と同様の効果が得られる。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　本発明のスラリー固液分離膜ろ過装置の運転方法およびスラリー固液分離膜ろ過装置は
、例えば石灰水を製造する用途に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】実施例１のスラリー固液分離膜ろ過装置を示す構成図である。
【図２】実施例１のスラリー固液分離膜ろ過装置の動作を示すタイムテーブルである。
【図３】実施例２のスラリー固液分離膜ろ過装置の動作を示すタイムテーブルである。
【図４】実施例３のスラリー固液分離膜ろ過装置を示す構成図である。
【図５】実施例３のスラリー固液分離膜ろ過装置の動作を示すタイムテーブルである。
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【図６】実施例４のスラリー固液分離膜ろ過装置の動作を示すタイムテーブルである。
【図７】実施例５のスラリー固液分離膜ろ過装置の動作を示すタイムテーブルである。
【図８】実施例６のスラリー固液分離膜ろ過装置の動作を示すタイムテーブルである。
【符号の説明】
【００３８】
　１　　　　　　　　　　スラリー槽
　２　　　　　　　　　　レベル計
　７ａ，７ｂ，７ｃ　　　ろ過膜ユニット
　１５　　　　　　　　　制御部
　１００　　　　　　　　スラリー固液分離膜ろ過装置

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】
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