
JP 2010-36183 A 2010.2.18

10

(57)【要約】
【課題】含油排水の濾過に適して分離膜モジュールを提
供する。
【解決手段】高濁度あるいは／および高温の含油排水か
ら非水溶性油分を分離する含油排水処理用の分離膜モジ
ュールであって、ＰＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレ
ン）、ＰＳＦ（ポリスルホン）およびＰＥＳ（ポリエー
テルスルホン）から選択される耐アルカリ性を備えた多
孔質膜からなり、抗張力が３０Ｎ以上である中空糸膜を
用い、該中空糸膜および該中空糸膜の端末封止材の熱変
形温度は１００℃以上であることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高濁度あるいは／および高温の含油排水から非水溶性油分を分離する含油排水処理用の
分離膜モジュールであって、
　ＰＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレン）、ＰＳＦ（ポリスルホン）およびＰＥＳ（ポ
リエーテルスルホン）から選択される耐アルカリ性を備えた多孔質膜からなり、抗張力が
３０Ｎ以上である中空糸膜を用い、
　前記中空糸膜の熱変形温度は１００℃以上であり、
　前記該中空糸膜の端末封止材は、熱変形温度が１００℃以上の熱硬化性樹脂、または融
点が使用温度の１．５倍以上である熱溶融性樹脂からなることを特徴とする含油排水処理
用の分離膜モジュール。
【請求項２】
　前記濾過膜で濾過される前記含油排水は、２０℃における粘度０．１～５．０ｍＰａ・
ｓの非水溶性油分を３ｍｇ／Ｌ～２０００ｍｇ／Ｌを含有する含油排水であり、前記濾過
膜による濾過処理済み水の油分含有量を０．１ｍｇ／Ｌ～１０ｍｇ／Ｌとする請求項１に
記載の含油排水処理用の分離膜モジュール。
【請求項３】
　前記濾過膜で濾過される前記含油排水は懸濁物質の濃度は、５～１００００ｍｇ／Ｌで
ある請求項１または請求項２に記載の含油排水処理用の分離膜モジュール。
【請求項４】
　前記濾過膜で濾過される前記含油排水の温度は６０～２００℃である請求項１乃至請求
項３のいずれか１項に記載の含油排水処理用の分離膜モジュール。
【請求項５】
　前記中空糸膜は、単層、または支持層と該支持層の少なくとも外側に積層する濾過層を
備えた多孔質複層あるいは非対称濾過膜である請求項１乃至請求項４のいずれか１項に記
載の含油排水処理用の分離膜モジュール。
【請求項６】
　前記中空糸膜は前記抗張力が３０Ｎ以上１５０Ｎ以下であり、ＩＰＡバブルポイントが
５０ｋＰａ以上４００ｋＰａ以下である請求項１乃至請求項５のいずれか１項に記載の含
油排水処理用の分離膜モジュール。
【請求項７】
　前記中空糸膜は多孔質延伸ＰＴＦＥチューブに、多孔質延伸ＰＴＦＥシート巻き付けた
多孔質複層中空糸膜である請求項１乃至請求項６のいずれか１項に記載の含油排水処理用
の分離膜モジュール。
【請求項８】
　前記中空糸膜の平均空孔径は０．０１～１μｍである請求項１乃至請求項７のいずれか
１項に記載の含油排水処理用の分離膜モジュール。
【請求項９】
　前記中空糸膜を複数本備えた集束体とし、該集束体を外筒内に収容しており、
　前記中空糸膜は一端開口、他端閉鎖とし、前記外筒内に前記含油排水を導入する導入部
と、前記中空糸膜の一端開口と連通した濾過済み処理液の導出部と、濾過されなかった非
濾過液の排出部を前記外筒に連通して備えた外圧濾過式または外圧循環濾過式とし、
　または、前記中空糸膜を両端開口とし、該中空糸膜の一端開口に前記含油排水を導入す
る導入部と、他端開口から濾過されなかった非濾過液を導出する排出部と、前記外筒内と
連通した濾過済み処理液の導出部を備えた内圧濾過式または内圧循環濾過式とし、
　または、前記中空糸膜を複数本備えた集束体とし、該集束体を前記含油排水の浸漬槽中
に配置し、前記中空糸膜は一端開口、他端閉鎖とし、前記中空糸膜の一端開口と連通した
濾過済み処理液の導出部を備えた浸漬濾過式としている請求項１乃至請求項８のいずれか
１項に記載の含油排水処理用の分離膜モジュール。
【請求項１０】
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　前記外圧濾過式または外圧循環濾過式として用いる前記中空糸膜は、外径１～５ｍｍ、
内径０．５～４ｍｍ、気孔率３０～９０％であり、
　前記内圧濾過式または内圧循環式としている用いる前記中空糸膜は、外径１．３～２０
ｍｍ、内径１～１０ｍｍ、気孔率３０～９０％である請求項９に記載の含油排水処理用の
分離膜モジュール。
【請求項１１】
　前記集束体における中空糸膜間の寸法平均値が０．５ｍｍ～５ｍｍである請求項９また
は請求項１０に記載の含油排水処理用の分離膜モジュール。
【請求項１２】
　前記集束体の断面積に対する前記中空糸膜の充填率が２０％～６０％である請求項９乃
至請求項１１のいずれか１項に記載の含油排水処理用の分離膜モジュール。
【請求項１３】
　垂直方向に配置した中空糸膜の集束体の下部に、もしくは分離膜モジュールの外筒下部
に接続される配管に対して散気用空気配管を配置し、かつ、前記処理済み液の導出部より
中空糸膜の内部に処理済み液を逆洗浄液として加圧送液する逆洗浄手段を備えている請求
項９乃至請求項１２のいずれか１項に記載の含油排水処理用の分離膜モジュール。
【請求項１４】
　請求項１乃至請求項１３のいずれか１項に記載の含油排水処理用の分離膜モジュールを
用いた含油排水処理方法であって、
　非水溶性油分含有量（ｎ－ヘキサン値）が３～２０００ｍｇ／Ｌである含油排水を、前
記中空糸膜のＩＰＡバブルポイントが５０ｋＰａ以上１００ｋＰａ未満で膜間差圧５０ｋ
Ｐａ以下、前記ＩＰＡバブルポイントが１００ｋＰａ以上１５０ｋＰａ未満で膜間差圧１
００ｋＰａ以下、前記ＩＰＡバブルポイントが１５０ｋＰａ以上４００ｋＰａ以下で膜間
差圧２００ｋＰａ以下の濾過条件とし、含油排水の非水溶性油分含油量が１０ｍｇ／Ｌ以
上２０００ｍｇ／Ｌ以下の場合は濾過処理済み水の非水溶性油分含有量を５ｍｇ／Ｌ未満
、含油排水の非水溶性油分含油量が３ｍｇ／Ｌ以上１０ｍｇ／Ｌ未満の場合は濾過処理済
み水の非水溶性油分含有量を１ｍｇ／Ｌ未満としている含油排水処理方法。
【請求項１５】
　請求項１乃至請求項１３のいずれか１項に記載の含油排水処理用の分離膜モジュールを
用いた含油排水処理方法であって、
　含油排水の非水溶性油分含有量が３～２００ｍｇ／Ｌ、かつ、懸濁物質（ＳＳ）の濃度
が１００ｍｇ／Ｌ以下は、被処理液の全量を中空糸膜を通過させる外圧式の全濾過とし、
　含油排水の非水溶性油分含有量が２００ｍｇ／Ｌを超えて２０００ｍｇ／Ｌ以下、また
は懸濁物質（ＳＳ）が１００～２００００ｍｇ／Ｌは、被処理液を循環させる内圧循環式
または外圧循環式で濾過していることを特徴とする含油排水処理方法。
【請求項１６】
　請求項１乃至請求項１３のいずれか１項に記載の含油排水処理用の分離膜モジュールを
用いた含油排水処理方法であって、
　油田随伴水を前処理して非水溶性油分含有量（ｎ－ヘキサン値）を低減した後の含油排
水を前記分離膜モジュールで精密濾過している含油排水処理方法。
【請求項１７】
　前記前処理が加圧浮上処理、電気凝集・電気浮上処理であり、その処理後のｎ－ヘキサ
ン値が１０～１００ｍｇ／Ｌである請求項１６に記載の含油排水処理方法。
【請求項１８】
　請求項１乃至請求項１３のいずれか１項に記載の含油排水処理用の分離膜モジュールを
用いた含油排水処理方法であって、
　前記含油排水は、加温含油排水は油含有量が２０～２０００ｍｇ／Ｌ、懸濁成分の含有
量が１００～１００００ｍｇ／Ｌ、６０～２００℃で加温されており、該含油排水を前記
分離膜モジュールで濾過処理して、処理水中の非水溶性油分含有量を５ｍｇ／Ｌ以下、懸
濁成分含有量を０～１ｍｇ／Ｌとしている含油排水処理方法。
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【請求項１９】
　請求項１乃至請求項１３のいずれか１項に記載の含油排水処理用の分離膜モジュールを
備えた濾過装置であって、
　前記分離膜モジュールの中空糸膜の表面に付着した非水溶性油分除去用として、アルカ
リ性水溶液からなる洗浄液を前記中空糸膜の表面に送液する洗浄手段を備えている含油排
水処理装置。
【請求項２０】
　含油排水貯留槽と、前記洗浄手段の洗浄液貯留槽と、前記含油排水貯留槽および洗浄液
貯留槽と前記分離膜モジュールの導入部とを連通すると共にポンプを介設した導入用配管
と、前記含油排水貯留槽および洗浄液貯留槽と前記分離膜モジュールの非処理液の排出部
とを連通する循環用配管とを備え、
　前記導入用配管の分岐管および循環用配管の分岐管を、それぞれ前記含油排水貯留槽と
洗浄液貯留槽に連通している請求項１９に記載の含油排水処理装置。
【請求項２１】
　前記導入用配管に介設した前記ポンプの吐出圧力は５０～３００ｋＰａとし、かつ、前
記分岐管の分岐位置に切替弁を介設している請求項２０に記載の含油排水処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、含油排水処理用の分離膜モジュール、これを用いた含油排水処理方法および
分離膜モジュールの洗浄装置を付設した含油排水処理装置に関し、長期に渡り、含油排水
から非水溶性油分を効率良く分離するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、非水溶性油分を含む含油排水から非水溶性油分を除去する処理装置および処
理方法が提供されている。
　含油排水の一種として油田随伴水があり、この油田随伴水から非水溶性油分を除去する
必要がある。すなわち、原油採掘の際、海水を地層の油層に注入して、非水溶性油分の圧
力を高め、生産量を確保することが一般的に行われている。このような原油採掘に使用さ
れた排水である「油田随伴水」は非水溶性油分を多く含むため、非水溶性油分の除去処理
がなされた後に廃棄されている。
　しかしながら、近年、海洋・湖沼等の汚染を引き起こす要因となることから、排水中の
非水溶性油分含有量の規制が強化されてきており、最も厳格な国や地域では５ｍｇ／Ｌ未
満の非水溶性油分含有量とすることが要求されている。
【０００３】
　通常、油田随伴水は、重力差分離、固／液ハイドロサイクロン等による固体分離の後、
板フィルター、液／液ハイドロサイクロン等による一次処理、凝集沈殿・加圧浮上等によ
る二次処理を経たのち、濾過や活性炭処理等の三次処理が行われるが、一次、二次、三次
処理と高次処理になればなる程、処理水量が低下するため、大量に排出される油田随伴水
の処理に追いつかなくなる問題がある。その結果、大量排出される油田随伴水の処理にお
いては、精密な分離手段は、その処理速度の点から適用できず、結果的に、実用上は非水
溶性油分含有量２０ｍｇ／Ｌまでの処理が限界と言われている。また、処理コストも問題
である。
【０００４】
　そこで、含油排水の処理に分離膜モジュールを利用することが有望とされている。分離
膜モジュールは高い処理水量を確保でき、高度な水処理を行うことができるという利点が
ある。例えば、特開平５－２４５４７２号公報（特許文献１）では、図９に示すように、
含油排水１００を油粒子よりも小さな平均細孔径のセラミック分離膜１０１を備えた濾過
装置１０２の一次側Ｓ１に供給し、セラミック分離膜１０１の二次側Ｓ２から処理水を取
り出すと共に一次側の濃縮水が所定濃度になるまで濾過装置の一次側に濃縮水を循環供給
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するようにする処理方法を提供している。
【０００５】
【特許文献１】特開平５－２４５４７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、含油排水の継続的な処理においては、分離膜の膜面への非水溶性油分付着によ
り流量の低下が起こる。そのため、通常、非水溶性油分を分解除去し、継続的に濾過を行
うために水酸化ナトリウム等の強アルカリ性薬剤を用いた化学洗浄が必須である。しかし
、分離膜にセラミック膜を用いている特許文献１では、非水溶性油分の洗浄に有効な高濃
度のアルカリ性水溶液に対する耐久性が十分でないため膜面の化学洗浄が十分に行えない
問題がある。また、オリジナルの物理的強度は強いものの、前記アルカリ等による薬液洗
浄の累積頻度が上がってくると徐々に強度劣化がはじまり、逆洗、散気などの物理洗浄実
施時の微量とはいえ負荷される衝撃などの影響を受け、その衝撃によりクラック等のトラ
ブルも発生しやすくなる。さらに、特許文献１では分離膜を平膜としているため、処理水
量も制限され、大量に排出される含油排水の継続的処理には適さない。
【０００７】
　また、現在、耐薬品性に優れるとして市販されているポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ
）からなる分離膜も前記のセラミック膜同様、高濃度のアルカリ性水溶液に対する耐久性
がなく、ポリエチレン、ポリプロピレンからなる分離膜は物理的強度が不足する問題があ
る。
【０００８】
　また、加温された含油排水を温度を低下させずに分離処理する装置では、耐熱性および
、停止時の低温と加熱時の高温とが周期的に繰り返され、含油排水処理装置の設置場所が
例えば寒冷地で低温と高温の差が１００℃以上であるヒートサイクルに対しても耐性を有
することが要求される。
　しかしながら、従来、油水分離処理用として汎用されている樹脂製の濾過膜は耐熱性が
十分ではない。
　例えば、ＰＰ、ＰＥ、ＰＶＤＥでは、常時６０℃以上の加熱含油排水が供給されると、
軟化して孔径が変化し、ＰＥでは破断が発生しやすい。
　さらに、従来用いられている高温の油水分離装置として、セラミック粉末焼結体で形成
している場合もあるが、この場合は耐熱性を有するが重量が増加する等の問題があり、か
つ、前記ヒートサイクルでの温度変化時に熱的障害を受けてクラック等が発生しやすい。
　かつ、セラミック製の分離装置を備えた従来装置は、膜面積あたりの膜エレメント容積
が大きいため、設置面積が多く必要である一方それが故に膜装置を多段にする場合がある
が、装置全体の重量が大きく大型の装置となり、洗浄時や調査の為に、濾過装置を取り外
しにくい問題がある。
【０００９】
　本発明は前記問題に鑑みてなされたものであり、含油排水に対する高性能な濾過性能を
有し、かつ、非水溶性油分除去に効果的なアルカリに対する耐久性を有して繰り返しの再
生を可能とし、さらに耐熱性に優れ、長期に渡り高性能濾過を持続させることを課題とし
ている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記課題を解決するため、第一の発明として、高濁度あるいは／および高温の含油排水
から非水溶性油分を分離する含油排水処理用の分離膜モジュールであって、
　ＰＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレン）、ＰＳＦ（ポリスルホン）およびＰＥＳ（ポ
リエーテルスルホン）から選択される耐アルカリ性を備えた多孔質膜からなり、抗張力が
３０Ｎ以上である中空糸膜を用い、
　前記中空糸膜の熱変形温度は１００℃以上であり、
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　前記該中空糸膜の端末封止材は、熱変形温度が１００℃以上の熱硬化性樹脂、または融
点が使用温度の１．５倍以上である熱溶融性樹脂からなることを特徴とする含油排水処理
用の分離膜モジュールを提供している。
【００１１】
　本発明者らは、高濁度、高温の含油排水から非水溶性油分を分離する場合において、Ｐ
ＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレン）、ＰＳＦ（ポリスルホン）、ＰＥＳ（ポリエーテ
ルスルホン）から選択される多孔質分離膜の中空糸または平膜を用いた分離膜モジュール
は、極めて優れた非水溶性油分除去性能と耐薬品性、特に、耐アルカリ性を備え、かつ耐
久（正常な濾過性能を発揮する使用可能期間）とを兼ね備えることを知見した。その結果
、５ｍｇ／Ｌ未満、さらには１ｍｇ／Ｌ未満の低濃度にまで非水溶性油分含有量を低減で
きる高性能濾過を実現しながら、膜面に付着した非水溶性油分はアルカリ性水溶液による
化学洗浄により溶解除去して繰り返し再生が可能であるので、高性能濾過を長期に渡り持
続させることができる。
【００１２】
　前記濾過膜を構成するＰＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレン）、ＰＳＦ（ポリスルホ
ン）、ＰＥＳ（ポリエーテルスルホン）は抗張力が３０Ｎ以上の強度を備えている。その
ため、高濃度のアルカリ性洗浄液で繰り返し濾過しても、濾過性能及び強度が低下するこ
とがなく、かつ、長期に渡り、高性能濾過を持続することができる。抗張力は、好ましく
は５０Ｎ以上であり、上限は１５０Ｎ程度である。
　なお、抗張力はＪＩＳ　Ｋ ７１６１に準拠し、試験体としては中空糸膜そのものを用
いた。試験時の引張速度は１００ｍｍ／分、標線間距離は５０ｍｍとして測定した。
【００１３】
　また、前記濾過膜を構成するＰＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレン）、ＰＳＦ（ポリ
スルホン）、ＰＥＳ（ポリエーテルスルホン）は熱変形温度が１００℃以上である。具体
的には、ＰＴＦＥは１２１℃、ＰＳＦは１８１℃、ＰＥＳは２１０℃である。該熱変形温
度は、処理する含油排水温度に応じて、上記膜を選択することができる。
　また、濾過膜の端末封止材も前記濾過膜の形成材と同様な熱変形温度が１００℃以上の
樹脂、あるいは熱溶融性樹脂では耐熱温度が高いフッ素系樹脂を用いて形成している。
　このように、濾過膜および端末封止材を耐熱性としているため、加熱含油排水の濾過膜
として経年使用しても熱劣化が発生しにくいものとすることができる。
【００１４】
　前記濾過膜で濾過される前記含油排水は、２０℃における粘度０．１～５．０ｍＰａ・
ｓの非水溶性油分を含有する含油排水に好適に用いられ、前記濾過膜による濾過処理済み
水の油分含有量を１０ｍｇ／Ｌ～０．１ｍｇ／Ｌとしている。一方、排水の温度が１００
℃等の高温の場合は粘度が下がるため常温ベースでの粘度がさらに大きいものでも濾過可
能となる。
【００１５】
　本発明の含油排水処理用分離膜モジュールにより処理される含油排水の２０℃における
粘度を０．１～５．０ｍＰａ・ｓとしているのは、含有非水溶性油分の粘度が５．０ｍＰ
ａ・ｓを超えると多孔質材料への付着力が大きくなり、不可逆的な膜の目詰まりが生じて
十分な処理水量を確保しにくいことによる。一方、粘度０．１ｍＰａ・ｓ未満であると微
小な非水溶性油分同士が結合して粗大化、粒子化しにくいことによる。
　含油排水に含有される非水溶性油分としては前記粘度範囲で、かつ、水中で水と分離し
て粒子を形成する非水溶性物質であれば問わないが、ナフサ等の主に石油系の炭化水素系
溶剤が挙げられる。
　前記含油排水は後述するように重量分離等で分離できる浮上油等は予め除去しておき、
非水溶性油分含有量が１０～２０００ｍｇ／Ｌに調整され、前記非水溶性油分はミクロン
からサブミクロンオーダーの粒径の微粒子として分散油の状態で水中に存在しているもの
であることが好ましい。
　なお、前記非水溶性油分の粘度は、２０℃において英弘精機製レオメーターを用いて測
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定したものである。
【００１６】
　また、前記濾過膜で濾過される前記含油排水は、懸濁物質の濃度が５～２００００ｍｇ
／Ｌ、特に、１００ｍｍｇ／Ｌ以上の高濁度の含油排水に好適に用いられる。
【００１７】
　また、前記濾過膜で濾過される前記含油排水の温度が６０～２００℃の加熱された高温
含油排水である場合にも好適に用いられる。前記のように、含油排水の温度に応じて濾過
膜および端末封止材は含油排水温度で熱変形が発生しない耐熱温度を有するものとしてい
る。
【００１８】
　前記中空糸膜は、単層、または支持層と該支持層の少なくとも外側に積層する濾過層を
備えた多孔質複層あるいは非対称濾過膜のいずれでもよい。
　前記濾過膜の平均空孔径は０．０１～１μｍとしていることが好ましい
【００１９】
　前記中空糸膜は、中空糸膜全体で内径０．３～１２ｍｍ、外径０．８～１４ｍｍ、バブ
ルポイント５０～４００ｋＰａ、膜厚０．２～１ｍｍ、気孔率３０～９０％、最大許容膜
間差圧は０．１～１．０ＭＰａの耐圧性を備えたものとすることが好ましい。
【００２０】
　バブルポイントは前述同様、イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）を用いて、ＪＩＳ　Ｋ
　３８３２に記載の方法に準拠し、試験体としては中空糸膜そのものを用いた。
　中空糸膜の気孔率はアルキメデス法により求めた。算出の際、ＰＴＦＥの比重は２．１
７とした。
　最大許容膜間差圧の測定は、内圧濾過式の場合は、中空糸膜面にシリコングリス等を塗
布し加圧面を非多孔化したあと、１５００ｍｇ／ｌの水酸化鉄粒子が分散された水を媒体
として内圧を負荷した。負荷前後での膜の寸法が実質的に変化しない範囲での膜の１次側
／２次側の圧力差を１０ｋＰａごとに測定した。
　外圧濾過式の場合は、所定の長さで中空糸膜の両端を拘束状態で固定し、チューブ内側
に透過した水が両端から抜き出せる状態において、チューブ外面に同じくシリコングリス
を塗布した状態で、これを密閉されたハウジング内におさめ水圧をかけた。そのとき、チ
ューブが負荷圧力を開放したあと、加圧前の外径に復帰するときの最大圧力を１０ｋＰａ
ごとに測定した。
【００２１】
　前記中空糸膜は耐アルカリ性を備えると共に、前記したバブルポイント、気孔率、最大
許容膜間差圧を有するものであれば、前記のように単層、複層のいずれの中空糸膜でも良
い。該中空糸膜は、特に、耐アルカリ性があり、かつ、強度、耐久性に優れた点で、多孔
質延伸ＰＴＦＥ製であることが好ましい。
【００２２】
　前記中空糸膜は抗張力が３０Ｎ以上１５０Ｎ以下、ＩＰＡバブルポイントを５０ｋＰａ
以上４００ｋＰａ以下としていることが好ましい。
　前記中空糸膜のＩＰＡバブルポイントを５０ｋＰａ以上４００ｋＰａ以下としているの
は、５０ｋＰａを下回ると孔径が大き過ぎて液状の非水溶性油分が前記多孔質膜の孔を通
過してしまい非水溶性油分含有量が５ｍｇ／Ｌ未満の処理済み水を得ることができないこ
とによる。一方、４００ｋＰａを超えると、孔径が小さすぎて処理水量の確保が困難にな
ること、および膜の化学洗浄に使用する洗浄液の浸透性が悪いため洗浄回復性が悪いから
である。
　ＩＰＡバブルポイントの下限値は好ましくは８０ｋＰａ以上、さらに好ましくは１００
ｋＰａ以上であり、上限値は好ましくは３８０ｋＰａ以下、さらに好ましくは３５０ｋＰ
ａ以下である。
　なお、ＩＰＡバブルポイントは、イソプロピルアルコール（ＩＰＡ）を用いて、ＪＩＳ
　Ｋ　３８３２に記載の方法に準拠し、試験体としては中空糸膜そのものを用いた。
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【００２３】
　前記中空糸膜とし、支持層とする多孔質延伸ＰＴＦＥチューブに、濾過層とする多孔質
延伸ＰＴＦＥシートを巻き付けた多孔質複層中空糸膜が好適に用いられる。
　前記ＰＴＦＥ多孔質複層中空糸膜において、外層である濾過層をシートの巻き付け構造
としているのは、多孔質シートは１軸延伸、２軸延伸共に行いやすく、表面の空孔の形状
や大きさ等の調整が容易である上に、薄膜での積層が容易であるためである。内層の支持
層は押出成形されたチューブとすることで、成形性も良く、ある程度の厚みを有し十分な
強度を持たせやすく、空孔率も大きくしやすくなる。
【００２４】
　支持層、濾過層共に、少なくとも１軸方向に延伸されていれば良く、チューブの軸方向
や周方向、径方向等に延伸することができ、軸方向等の１軸、又は軸方向と周方向の２軸
等とすることができる。延伸倍率は、適宜設定することができるが、押出成形チューブの
場合、軸方向には５０％～７００％、周方向には５％～１００％、多孔質シートの場合、
長手方向には５０％～１０００％、横方向には５０％～２５００％とすることができる。
特に、多孔質延伸ＰＴＦＥシートを用いると、横方向の延伸が容易であるため、チューブ
状に巻きつけたときに、周方向の強度を向上することができ、散気等による膜の揺れや逆
洗浄による圧力負荷に対する耐久性を向上することができる。
　さらに、多孔質延伸ＰＴＦＥ製のチューブからなる支持層と濾過層は一体化され、互い
の空孔が三次元的に連通しているため、良好な透過性を得ることができる。
【００２５】
　濾過層の外周面に多数存在する各空孔の平均最大長さは、支持層中に多数存在する繊維
状骨格により囲まれた各空孔の平均最大長さより小さくしている。具体的には、濾過層の
空孔の平均長さを、前記支持層の空孔の平均長さの１％～３０％としているのが良く、で
きるだけ小さくしている方が良い。これにより、外周面側から内周面側への透過性を高め
ることができる。
【００２６】
　濾過層の外表面において、該外表面の全表面積に対する前記空孔の面積占有率が、画像
処理で測定して、３０％～９０％であることが好ましい。空孔の最大長さが小さくても、
空孔の面積占有率がある程度大きいと、流量を減らすこともなく、効率良く、濾過性能を
向上することができる。
【００２７】
　具体的には、濾過層の空孔率は３０％～８０％、支持層の空孔率は５０％～８５％であ
ることが好ましい。これにより、強度とのバランスを保ちながら、中空糸膜の外周面側か
ら内周面側への透過性をさらに高めることができる。空孔率が小さすぎると流量が低下し
やすく、空孔率が大きすぎると強度が低下しやすい。
【００２８】
　濾過層の厚みは５μｍ～１００μｍであることが好ましい。これは、前記範囲より小さ
いと濾過層の形成が困難であり、前記範囲より大きくしても濾過性能向上への影響は望み
難いためである。支持層の厚みは０．１ｍｍ～５ｍｍであることが好ましい。これにより
、軸方向、径方向、周方向のいずれにおいても良好な強度を得ることができ、内外圧や屈
曲等に対する耐久性を向上することができる。なお、支持層の内径は０．３ｍｍ～１２ｍ
ｍであることが好ましい。
【００２９】
　本発明の含油排水処理用の分離膜モジュールは、外圧式、外圧循環式、内圧式、内圧循
環式、浸漬式のいずれでもよい。
　具体的には、前記中空糸膜を複数本備えた集束体とし、該集束体を外筒内に収容し、
　前記中空糸膜は一端開口、他端閉鎖とし、前記外筒内に前記含油排水を導入する導入部
と、前記中空糸膜の一端開口と連通した濾過済み処理液の導出部と、濾過されなかった非
濾過液の排出部を前記外筒に連通して備えた外圧濾過式または外圧循環濾過式としている
。
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　または、前記中空糸膜を両端開口とし、該中空糸膜の一端開口に前記含油排水を導入す
る導入部と、他端開口から濾過されなかった非濾過液を排出する排出部と、前記外筒内と
連通した濾過済み処理液の導出部を備えた内圧濾過式または内圧循環濾過式としている。
　浸漬濾過式とする場合は、前記中空糸膜を複数本備えた集束体とし、該集束体を前記含
油排水の浸漬槽中に配置し、前記中空糸膜は一端開口、他端閉鎖とし、前記中空糸膜の一
端開口と連通した濾過済み処理液の導出部を備えたものとしている。
【００３０】
　前記外圧濾過式または外圧循環濾過式として用いる前記中空糸膜は、外径１～５ｍｍ、
内径０．５～４ｍｍ、気孔率３０～９０％であることが好ましい。
　前記内圧濾過式または内圧循環式として用いる前記中空糸膜は、外径１．３～２０ｍｍ
、内径１～１０ｍｍ、気孔率３０～９０％であることが好ましい。
【００３１】
　前記中空糸膜の集束体は、耐薬品性と非水溶性油分の濾過性能に優れる中空糸膜を５０
０～８０００程度の多数本備えたものとしている。
　該集束体における中空糸膜充填率は２０～６０％程度とし、隣接する中空糸の寸法を広
げ、含油排水の流通路を確保できるようにしていることが好ましい。
　分離膜モジュールを、中空糸膜の外側から内側に向けて含油排水を通過させる外圧濾過
式、濾過されなかった含油排水を再度分離膜モジュールに循環させる外圧循環式とした場
合、被処理液の流れで中空糸膜の膜面の汚れを剥ぎ取ることができる。よって、被処理液
の非水溶性油分含有量や懸濁物質の濃度が高くても膜面の汚れや目詰まりを抑制しながら
濾過を継続させることができる。液の濾過が容易で目詰まりしにくい場合は、被処理液を
循環させない全濾過の外圧式としてもよい
　一方、原水中の粒子が支持層の孔径に比べ十分大きい場合などは、中空糸膜の内側から
外側に向けて処理済み水を透過させる内圧濾過、あるいは内圧循環濾過式としてもよい。
【００３２】
　処理対象の含油排水が高濁度で且つ高温である場合には、前記集束体における中空糸膜
間の寸法平均値が０．５ｍｍ～５ｍｍと比較的広くすることが好ましい。
　また、前記集束体の断面積に対する前記中空糸膜の充填率が２０％～６０％とすること
が好ましい。
　このように中空糸膜間の離間寸法を比較的大きくとることで、高濁度の含油排水を中空
糸膜間に詰まりの発生を抑制しながら流すことができる。
【００３３】
　本発明では、後述するように、中空糸膜をアルカリ性水溶液で洗浄するため、中空糸膜
以外の固定材、集水ヘッダー、封止用樹脂、被処理液導入管および外筒等の他部材も耐ア
ルカリ性樹脂で形成することが望ましい。
　具体的には、中空糸膜の一端開口を閉鎖すると共に集束体として固定する封止材、中空
糸膜の他端開口を開口状態として固定する固定材については、エポキシ樹脂、ポリウレタ
ン樹脂、シリコン樹脂（ゴム）、不飽和ポリエステル樹脂などの熱硬化性樹脂、あるいは
ポリオレフィン樹脂、フッ素樹脂などの熱可塑性樹脂が用いられる。
　前記外筒については、ステンレスなどの金属材料やＡＢＳ樹脂、ＰＶＣ、ＦＲＰ、ＰＴ
ＦＥ、ＰＳＦ、ＰＥＳ及びＰＥＥＫなどのエンジニアリングプラスチックで成形している
ことが好ましい。
　配管やその付属部品などは同じくステンレス、ＰＶＣなどで構成される。
　前記中空糸膜モジュールを構成する部材は、熱硬化性樹脂の場合は熱変形温度が１００
℃以上の耐熱性を有するものとし、または、熱溶融性樹脂の場合は、その融点が使用温度
の１．５倍を有するものとしている。
【００３４】
　また、本発明の分離膜モジュールは、垂直方向に配置した中空糸膜の集束体の下部に散
気用空気配管を配置し、かつ、前記処理済み液の導出部より中空糸膜の内部に該処理済み
液を逆洗浄液を加圧送液する逆洗浄手段を備えていることが好ましい。
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　上記散気用空気配管を備えることで、通常の濾過運転時に、分離膜モジュールの下部ま
たはモジュール下部に接続される配管から散気用のエアーのバブリングを発生させ、中空
糸膜を揺動させることで中空糸膜の外面に付着する微粒子をふるい落とすことができる。
　また、定期的に分離膜モジュールの中空糸膜の内部に処理済み液を逆洗浄水として加圧
送液し、逆洗浄することにより、濾過性能の持続を図ることができる。
【００３５】
　第二の発明として、前記含油排水処理用分離膜モジュールを用いた含油排水処理方法を
提供している。該含油排水処理方法は、
　非水溶性油分含有量（ｎ－ヘキサン値）が３～５０００ｍｇ／Ｌである含油排水を、前
記中空糸膜のＩＰＡバブルポイントが５０ｋＰａ以上１００ｋＰａ未満で膜間差圧５０ｋ
Ｐａ以下、前記ＩＰＡバブルポイントが１００ｋＰａ以上１５０ｋＰａ未満で膜間差圧１
００ｋＰａ以下、前記ＩＰＡバブルポイントが１５０ｋＰａ以上４００ｋＰａ以下で膜間
差圧２００ｋＰａ以下の濾過条件とし、含油排水の非水溶性油分含油量が１０ｍｇ／Ｌ以
上２０００ｍｇ／Ｌ以下の場合は濾過処理済み水の非水溶性油分含有量を５ｍｇ／Ｌ未満
、含油排水の非水溶性油分含油量が３ｍｇ／Ｌ以上１０ｍｇ／Ｌ未満の場合は濾過処理済
み水の非水溶性油分含有量を１ｍｇ／Ｌ未満としていることを特徴とする。
【００３６】
　本処理方法では、中空糸膜のＩＰＡバブルポイントと膜間差圧のバランスを取ることに
より、中空糸膜の多孔質膜の孔に非水溶性油分が透過せず、効率的に含油排水から非水溶
性油分を除去することができるよう調整している。
　前記中空糸膜のＩＰＡバブルポイントの各条件において、規定の膜間差圧の上限値を超
えると多孔質膜の孔に非水溶性油分が透過しやすくなり、５ｍｇ／Ｌ未満または１ｍｇ／
Ｌ未満の非水溶性油分含有量が得られにくくなるため好ましくない。
　前記中空糸膜のＩＰＡバブルポイントが５０ｋＰａ以上１００ｋＰａ未満の場合の膜間
差圧は、５０ｋＰａ以下とすることが好ましい。
　前記ＩＰＡバブルポイントが１００ｋＰａ以上１５０ｋＰａ未満の場合の膜間差圧は、
１００ｋＰａ以下とすることが好ましい。
　前記ＩＰＡバブルポイントが１５０ｋＰａ以上４００ｋＰａ以下の場合の膜間差圧は、
２００ｋＰａ以下とすることが好ましい。
　下限値についてはより低圧を維持するのが望ましいが、濾過の継続とともに徐々に差圧
があがってくる。前記記載の圧力まで上昇した時点でアルカリ性水溶液等の薬品洗浄を実
施するのが望ましい。
　なお、膜間差圧は、運転中の分離膜モジュール直近の原水入口圧力Ｐ１およびモジュー
ル透過水出口直近の圧力Ｐ２を測定し、これらの値から（Ｐ１－Ｐ２）を算出している。
【００３７】
　本処理方法において、濾過膜で処理する含油排水を非水溶性油分含有量（ｎ－ヘキサン
値）を３～２０００ｍｇ／Ｌとしているのは、２０００ｍｇ／Ｌを超えると含有非水溶性
油分量が多過ぎて、中空糸膜が目詰まり等を起こし易くなり、処理水量の確保が困難とな
るからである。
　一方、３ｍｇ／Ｌ未満であると非水溶性油分が極めて小さい粒子として分散する場合、
膜内部で微小な粒子が会合し粗大化しにくいため、膜内部での安定的な補足ができず、確
実に除去できないからである。
　本処理方法の処理する含油排水の非水溶性油分含有量は、１０～２０００ｍｇ／Ｌが好
ましく、特に、２０～１０００ｍｇ／Ｌであることが好ましい。
　本発明の含油排水処理用分離膜モジュールは、非水溶性油分含有量が希薄な、具体的に
は３０ｍｇ／Ｌ未満の含油排水であれば、５ｍｇ／Ｌ以下は当然のこと、１ｍｇ／Ｌ未満
に処理することができる。
　非水溶性油分含有量は、ＪＩＳ　Ｋ　０１０２　２４．２に準拠した測定方法によるｎ
－ヘキサン値により得られたものである。
【００３８】
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　前記含油排水のＪＩＳ　Ｋ　０１０２　１４．１で測定される懸濁物質（ＳＳ）の濃度
は５～２０００ｍｇ／Ｌであると、通常、含油排水は懸濁物質を含み、不均一系分散状態
となっている。なお、処理する含油排水の温度は、通常、２５～９０℃程度である。
【００３９】
　また、本発明の含油排水の処理方法では、含油排水の非水溶性油分含有量が３～２００
ｍｇ／Ｌで、かつ懸濁物質（ＳＳ）の濃度が１００ｍｇ／Ｌ以下の場合は、被処理液の全
量を中空糸膜を通過させる外圧式の全濾過で行うことが好ましい。
　非水溶性油分含有量が２００ｍｇ／Ｌを超えて２０００ｍｇ／Ｌ以下、懸濁物質（ＳＳ
）が１００～２００００ｍｇ／Ｌの場合は、被処理液を循環して流す外圧循環式または内
圧循環式のクロスフロー方式で行うことが好ましい。
　特に、非水溶性油分が１０００ｍｇ／Ｌ以上もしくは懸濁物質が５００ｍｇ／Ｌ以上の
場合は循環濾過で濾過することが好ましい。
　このように非水溶性油分や懸濁物質の濃度に応じて、処理方法を変更することで効率的
に処理を行うことができ、処理水量を確保することができる。
【００４０】
　前記した含油排水処理方法は、油田随伴水を前処理して非水溶性油分含有量（ｎ－ヘキ
サン値）を低減した後の含油排水を前記分離膜モジュールで精密濾過する場合に用いられ
る。
【００４１】
　また、前記含油排水処理用の分離膜モジュールを用いた含油排水処理方法であって、
　含油排水が、油含有量が２０～２０００ｍｇ／Ｌ、懸濁成分の含有量が１００～１００
００ｍｇ／Ｌ、６０～２００℃の高温である場合、この高温の含油排水を前記分離膜モジ
ュールで濾過処理して、処理水中の非水溶性油分含有量を５ｍｇ／Ｌ以下、懸濁成分含有
量０～１ｍｇ／Ｌとしている含油排水処理方法を提供している。
【００４２】
　さらに、第三の発明として、前記含油排水処理用の分離膜モジュールを備えた含油排水
処理装置を提供している。
　該含油排水処理装置は、前記分離膜モジュールの中空糸膜の表面に付着した非水溶性油
分除去用として、アルカリ性水溶液からなる洗浄液を前記中空糸膜の表面に送液する洗浄
手段を備えていることを特徴とする。
【００４３】
　本発明で用いる含油排水処理用の分離膜モジュールはＰＴＦＥ等で中空糸膜を形成し、
極めて優れた耐アルカリ性を有するものとしているため、４質量％水酸化ナトリウム水溶
液（１ｍｏｌ／Ｌ）のような高濃度アルカリ溶液の洗浄液を送液しても、中空糸膜は損傷
されず、高性能な濾過性能を維持することができる。そのため、表面に付着した捕捉非水
溶性油分を十分に溶解・除去し、繰り返し多孔質膜を再生利用することができる。
【００４４】
　本発明の含油排水処理装置は、含油排水貯留槽と、前記洗浄手段の洗浄液貯留槽と、前
記含油排水貯留槽および洗浄液貯留槽と前記分離膜モジュールの導入部とを連通すると共
にポンプを介設した導入用配管と、前記含油排水貯留槽および洗浄液貯留槽と前記分離膜
モジュールの非処理液の排出部とを連通する循環用配管とを備え、
　前記導入用配管の分岐管および循環用配管の分岐管を、それぞれ前記含油排水貯留槽と
洗浄液貯留槽と連通した構成としていることが好ましい。
【００４５】
　前記のように、含油排水を含油排水貯留槽と分離膜モジュールとの間に循環用配管を設
けて、循環式に被処理液の含油排水を分離膜モジュールに供給して濾過している。また、
アルカリ性水溶液からなる洗浄液を貯留する洗浄液貯留槽と分離膜モジュールとの間にも
循環用配管を設けて、洗浄液を分離膜モジュールに循環して供給している。
　前記被処理液の循環と洗浄液の循環とは交互に行い、分離膜モジュールの濾過性能の低
下を防止している。
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【００４６】
　前記導入用配管に介設した前記ポンプの吐出圧力は５０～３００ｋＰａとすることが好
ましい。かつ、前記分岐管の分岐位置に切替弁を介設し、被処理液と洗浄液とを分離膜モ
ジュールに切り替えて送液している。
【００４７】
　前記のように、含油排水を分離膜モジュールに循環するクロスフロー方式とすることに
より、非水溶性油分含有量が２００ｍｇ／Ｌを超えて２０００ｍｇ／Ｌ以下、懸濁物質（
ＳＳ）が１００～２００００ｍｇ／Ｌである被処理液でも５ｍｇ／Ｌ未満まで、懸濁物質
（ＳＳ）、非水溶性油分が少ない場合には１ｍｇ／Ｌ未満まで処理することができる。
　また、前記含油排水をポンプの吐出圧力を５０～３００ｋＰａとして供給することによ
り、前述したＩＰＡバブルポイントを有する中空糸膜の膜間差圧を前述した範囲とするこ
とができる。
　さらに、前記洗浄手段を備えることにより、含油排水の導入用配管をアルカリ性水溶液
の洗浄液の導入用配管に切替を行うことができ、中空糸膜の膜面の捕捉非水溶性油分の除
去を定期的に行うため、濾過膜の再生を容易に行うことができる。
【００４８】
　本発明の含油排水処理装置は、油田随伴水を前処理して、非水溶性油分含有量を低減し
、例えば、非水溶性油分含油量（ｎ－ヘキサン値）を１０～２０００ｍｇ／Ｌとした後に
、該含油排水を精密濾過する装置として好適に用いることができる。
　具体的には、油田随伴水を既存の油水分離処理手段で粗大な非水溶性油分と含油水分と
に分離し、分離された含油水分を電気凝集・浮上手段で非水溶性油分と金属分を凝集させ
て粗く除いた後の含油排水を被処理液として精密濾過する含油排水処理装置として用いて
いる。
【００４９】
　油田随伴水の原水は、通常、浮上油等の大量の油が存在すると共に汚泥を含むため、予
め油水分離処理手段及び電気凝集・浮上手段で非水溶性油分を粗く除いた後の含油排水を
精密濾過する本発明の装置に用いている。このときの含油量は１０～１００ｍｇ／Ｌであ
る。
　本構成とすれば、浮上油等の大部分の非水溶性油分を予め除去しているので、処理水量
を確保しながら、清澄な処理済み水を得ることができ、得られた処理済み水は、例えば、
灌漑用水として利用することができる。
【００５０】
　前記高温の含油排水処理用として用いる中空糸膜型の分離膜モジュールでは、集束体に
おける中空糸膜間の寸法平均値が０．５ｍｍ～５ｍｍと比較的広くし、かつ、集束体の断
面積に対する前記中空糸膜の充填率が２０％～６０％とすることが好ましい。
　このように、中空糸膜間の寸法を広くとると端末封止材にクラックもしくはひずみによ
るリークが発生しやすくなる。これに対して、本発明は、多数本の中空糸膜と、その少な
くとも一端を連結固定する端末封止材とを固定する製造方法として、下記の方法を用いて
、端末封止材にクラックが発生しないようにしている。
【００５１】
（熱硬化性樹脂を封止材として用いる場合）
　例えば容器内に熱変形温度が１２０℃以の耐熱エポキシ樹脂（芳香族アミン系硬化剤）
を注入、充填し、５０℃～６０℃で予備加熱した後、常温で少なくとも３時間以上、好ま
しくは６時間以上保持して予備硬化する。
　ついで、使用温度以上で熱変形温度である１２０℃以下の温度（１００℃で使用する場
合１００℃以上１２０℃以下）で１時間以上加熱する。
　その後、少なくとも６時間以上かつ１℃／分の温度勾配で持って除冷する。
（熱溶融性樹脂を封止材として用いる場合）
　予め端末形状に成型されたロッドの所定位置に中空糸膜のサイズにあわせて穴をあけ、
そこへ中空糸膜を挿入し所定間隔をあけて配列した状態で、加熱し端末封止材の実体温度
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が樹脂の融点以上の温度になるまで予備加熱し、さらにその溶融温度で１時間以上加熱し
、その後、少なくとも６時間以上かつ１℃／分の温度勾配で持って除冷する。
【００５２】
　このように、予備加熱した後に所定時間保持し、その後に加熱成形し、かつ、加熱後に
所要時間をかけて除冷している。この方法で製造した中空糸膜分離モジュールでは、１０
０℃程度の温度差でヒートサイクルが繰り返されても、端末封止材自体および端末封止材
と中空糸との間にクラックが生じるのを防止できることを、本発明者は実験により知見し
ている。
【発明の効果】
【００５３】
　前述したように、本発明の分離膜モジュールを用いると、含油排水を、５ｍｇ／Ｌ未満
、さらには１ｍｇ／Ｌ未満の低濃度にまで非水溶性油分含有量を低減できる高性能濾過を
実現できる。
【００５４】
　また、本発明の含油排水処理方法によれば、油田随伴水の含油排水や加温された高温の
含油排水を前記分離膜モジュールを用いて処理すると、非水溶性油分が透過せず、効率的
に含油排水から非水溶性油分を除去し、処理水量を低下させずに清浄な処理済み液を得る
ことができる。
【００５５】
　また、本発明の含油排水処理装置によれば、定期的に分離膜モジュールを洗浄する洗浄
手段を備え、中空糸膜の膜面に付着した非水溶性油分をアルカリ性水溶液による化学洗浄
により溶解除去して繰り返し再生しているため、含油排水の高性能濾過を長期に渡り持続
させることができる。
【００５６】
　油田随伴水の含油排水処理に用いた場合、浮上油等の大部分の非水溶性油分を予め除去
した後に分離膜モジュールで精密濾過しているため、高い処理水量を確保しながら、５ｍ
ｇ／Ｌ未満、さらに非水溶性油分含有量が少ない場合には１ｍｇ／Ｌ未満の清澄な処理済
み液を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】第１実施形態の含油排水処理用の分離膜モジュールの断面図である。
【図２】第１実施形態の分離膜モジュールを備えた含油排水処理装置を示す全体図である
。
【図３】（Ａ）（Ｂ）は、多孔質複層中空糸膜の概略構成図である。
【図４】第２実施形態の含油排水処理用の分離膜モジュールの断面図である。
【図５】第２実施形態の分離膜モジュールを備えた含油排水処理装置を示す全体図である
。
【図６】第３実施形態の含油排水処理用の分離膜モジュールの断面図である。
【図７】第３実施形態の分離膜モジュールを備えた含油排水処理装置を示す全体図である
。
【図８】（Ａ）（Ｂ）は第４実施形態の分離膜モジュールの断面図である。
【図９】従来例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５８】
　本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
　図１乃至図３に本発明の第１実施形態の含油排水処理用の分離膜モジュール１を示す。
　該第１実施形態の分離膜モジュール１は、油田随伴水を予め粗分離処理してなる含油排
水を精密に分離処理するものとして用いている、なお、該油田随伴水に限定されず、工場
排水や生活排水を含め、粘度０．１～５．０ｍＰａ・ｓの非水溶性油分を含有する含油排
水から非水溶性油分を分離するために用いることができるものである。
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　前記分離膜モジュール１は、非水溶性油分含有量が３～２０００ｍｇ／Ｌの含有排水か
ら、非水溶性油分含有量１ｍｇ／Ｌ未満の処理済み水を得るものとしている。
【００５９】
　分離膜モジュール１は、前記含油排水を循環して流す外圧循環濾過方式（外圧クロスフ
ロー方式）に用いるものとしている。
　中空糸膜２を複数本（本実施形態では３５００本）束ねた集束体３を備え、該集束体３
の下端を封止材４で封止し、各中空糸膜２の下端開口を閉鎖している。集束体３の上端は
中空糸膜２の上端開口２ａは開口状態として、固定材５で固定している。
　前記集束体３を外筒６内に収容している。外筒６の上端に上部キャップ７を接着して取
り付け、該上部キャップ７の内部を各中空糸膜２の中空部と連通させた導出口７ａを設け
、該導出口７ａを処理液取出用の導出用配管８と接続している。
　前記外筒６の下端に下部キャップ９を接着固定し、該下部キャップ９に含油排水からな
る被処理液の導入口９ａを設け、該導入口９ａを被処理液を導入する導入用配管１０と接
続している。
　集束体３の下端の封止材４と外筒６の内壁との間には空間Ｓを確保し、前記導入口９ａ
から導入される含油排水を外筒６内において集束体３へすみやかに流れるようにしている
。
　また、外筒６の上端近傍の周壁に、濾過されなかった非処理液の排出口１１を設け、該
排出口１１を循環用配管１２と連通している。
【００６０】
　さらに、外筒６の下部周壁から散気用空気導入管１４を挿入し、集束体３の内部に通し
ている。図２に示すように、散気用空気導入管１４はブロア１５と接続している。該散気
用空気導入管１４に必要時にブロア１５より所定量の空気を導入し、集束体３の各中空糸
膜２に向けて散気している。これにより、中空糸膜２を振動させて、その外周面に付着し
た含油排水中に含まれる固形分等をふるい落としている。
【００６１】
　さらに、上部の固定材５と下部の封止材４との中央部を補強棒１６で連結している。該
補強棒１６は剛性のない中空糸膜２が下部からの含油排水の水流の力で持ち上げられてし
まうのを防ぎ、鉛直性を確保するためである。
　なお、外筒６、上部キャップ７、下部キャップ９はＡＢＳ樹脂、固定材５、封止材４は
エポキシ樹脂、連通棒１６はステンレスまたは耐熱樹脂としモジュール全体として耐アル
カリ性に優れたものとしている。
【００６２】
　中空糸膜２は、図３に示すように、多孔質延伸ＰＴＦＥ製のチューブ２ｂからなる支持
層と、該支持層の外表面に多孔質膜延伸ＰＴＦＥシート２ｃからなる濾過層を備えた多孔
質複層中空糸膜からなる。
　中空糸膜２は、中空糸膜全体で内径０．３～１２ｍｍ、外径０．８～１４ｍｍ、ＩＰＡ
バブルポイント５０ｋＰａ以上４００ｋＰａ以下、膜厚０．２～１ｍｍ、気孔率５０～９
０％、最大許容膜間差圧０．１～１．０ＭＰａの耐圧性を備えたものとしており、抗張力
は３０～１５０Ｎとしている。なお、これら物性は前記した方法と同様の方法で測定して
いる。
【００６３】
　前記多孔質複層中空糸膜からなる中空糸膜２は、押出成形により得られた多孔質延伸Ｐ
ＴＦＥチューブ２ｂの外周面に多孔質延伸ＰＴＦＥシート２ｃを巻き付けて形成している
。
　具体的には、多孔質延伸ＰＴＦＥチューブ２ｂの外周面を火炎処理等により凹凸を設け
た後に多孔質延伸ＰＴＦＥシート２ｃを位置ずれなく全周に巻き付けた後にダイス等を通
して荷重を付加して密着させ、その後、ＰＴＦＥの融点以上の温度で加熱焼結して、両者
を融着一体化している。
【００６４】
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　前記分離膜モジュール１を備えた含油排水処理装置２０は、図２に示す構成としている
。
　含油排水ＯＬが配管１９から連続投入される含油排水貯留槽２１と、アルカリ性水溶液
の洗浄液（以下、アルカリ洗浄液と略す）ＡＬを貯留する洗浄液貯留槽２２と、含油排水
貯留槽２１および洗浄液貯留槽２２と分離膜モジュール１の被処理液の導入口９ａとを連
通すると共に、ポンプ２３と切替弁２４を介設した前記導入用配管１０と、含油排水貯留
槽２１および洗浄液貯留槽２２と分離膜モジュール１の濾過されなかった非処理液の排出
口１１とを連通する前記循環用配管１２とを備えている。
【００６５】
　前記導入用配管１０はポンプ２３の上流に切替弁２４を備え、該切替弁２４で配管を分
岐し、分岐管１０Ａを含油排水貯留槽２１と接続し、分岐管１０Ｂを洗浄液貯留槽２２と
接続している。また、導入用配管１０にはポンプ２３の下流で切替弁２５を介して逆洗浄
水の排出管１０Ｃと接続している。
　前記洗浄液経路となる循環用配管１２も分岐し、分岐管１２Ａを含油排水貯留槽２１と
接続し、分岐管１２Ｂを洗浄液貯留槽２２と接続している。かつ、該分岐位置に切替弁２
９を介設して、濾過されなかった非処理液を含油排水貯留槽２１へ戻し、アルカリ洗浄時
にはアルカリ洗浄液を洗浄液貯留槽２２に戻して循環している。
【００６６】
　前記ポンプ２３の吐出圧力は５０～３００ｋＰａとし、含油排水ＯＬとアルカリ洗浄液
ＡＬとを加圧して分離膜モジュール１へ送液している。
　ポンプ２３の吐出圧力は５０～３００ｋＰａとして、中空糸膜２のＩＰＡバブルポイン
トの膜間差圧に調整している。
　このように、本装置では、分離膜モジュール１に、アルカリ洗浄液ＡＬと含油排水ＯＬ
とは定期的に交互に供給し、定期的にアルカリ洗浄液ＡＬで中空糸膜２を洗浄している。
　アルカリ洗浄液ＡＬとしては、０．５～２０質量％の水酸化ナトリウム水溶液を用いて
いる。
【００６７】
　濾過済みの処理液の導出口７ａと接続して処理液を取り出す導出用配管８は処理液貯留
槽２６と接続している。かつ、該処理液貯留槽２６に貯留された処理液を逆洗浄水として
利用するため、逆洗用ポンプ２７を介設した逆洗水の配管２８を処理液貯留槽２６と前記
導出用配管８との間に接続している。
【００６８】
　次に、前記分離膜モジュール１を備えた含油排水処理装置の作用について説明する。
　前記含油排水貯留槽２１に連続的に供給される含油排水ＯＬは、油田随伴水の油水分離
処理手段で非水溶性油分と含油水分とに分離し、分離された含油水分を電気凝集・浮上手
段で非水溶性油分と金属分を凝集させて粗く除いた後の非水溶性油分含有量（ｎ－ヘキサ
ン値）が約１０００ｍｇ／Ｌ以下の含油排水からなる。
【００６９】
　含油排水貯留槽２１から含油排水ＯＬがポンプ２３で加圧されて導入用配管１０から分
離膜モジュール１の下端の導入口９ａに導入される。導入された含油排水ＯＬは外筒６内
で上向きに流れ、その間に集束体３内の中空糸膜２の外周へと流入していく。中空糸膜２
の外周から中空糸膜２の中空部へと外圧濾過される。
【００７０】
　濾過された処理液ＳＬは中空糸膜２の中空部から上端の導出口７ａを通って導出用配管
８を通り、処理液貯留槽２６に貯留される。
　一方、濾過されてなかった非処理液は排出口１１から循環用配管１２へと排出され、分
岐管１２Ａを経て含油排水貯留槽２１または洗浄液貯留槽２２へと戻している。
【００７１】
　前記のように、含油排水ＯＬを中空糸膜２で濾過する際、中空糸膜２としてＩＰＡバブ
ルポイントが５０ｋＰａ以上１００ｋＰａ未満のものを用いた場合は、膜間差圧を５０ｋ
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Ｐａ以下に調整している。
　ＩＰＡバブルポイントが１００ｋＰａ以上１５０ｋＰａ未満のものを用いた場合は、膜
間差圧を１００ｋＰａ以下に調整している。
　ＩＰＡバブルポイントが１５０ｋＰａ以上２００ｋＰａ以下の場合は膜間差圧を超えて
２００ｋＰａ以下の濾過条件としている。
【００７２】
　このように中空糸膜２のＩＰＡバブルポイントと膜間差圧のバランスを取ることにより
、中空糸膜２の孔に非水溶性油分が透過することがなく、効率的に含油排水ＯＬから非水
溶性油分を除去し、非水溶性油分含有量１ｍｇ／Ｌ未満の処理済み水を得ることができる
。
【００７３】
　なお、含油排水貯留槽２１に含油排水ＯＬを連続供給する代わりに、間歇的に供給して
もよい。その場合、含油排水ＯＬは循環濾過を複数回繰り返すことで、濾過が進行して濃
縮されていく。含油排水ＯＬの濃度が、例えば２０００ｍｇ／Ｌ付近になったところで、
含油排水貯留槽２１内の残存する被処理液を排出して、新たに含油排水ＯＬを入れ変えて
もよい。
　また、別の運転方法として、新たに投入される非水溶性油分、固形分の量の総量と等し
い量を含む濃縮排水を系外に排出する等して一定の非水溶性油分、固形分を維持しながら
継続して濾過してもよい。
【００７４】
　含油排水ＯＬの濾過運転を一定時間行い、処理流量の低下が見られた時点で、ポンプ２
３の作動を停止し、切替弁２４をアルカリ洗浄用の流路に切り替る。その後、ポンプ２３
を再作動し、アルカリ洗浄液ＡＬを導入用配管１０を通して、分離膜モジュール１の導入
口９ａにアルカリ洗浄液ＡＬを導入している。
　該アルカリ洗浄液ＡＬは外筒６内に流入し中空糸膜２の表面に付着堆積した捕捉非水溶
性油分を洗浄除去している。該アルカリ洗浄液ＡＬは排出口１１より循環用配管１２へ排
出され、該循環用配管１２より洗浄液貯留槽２２に循環している。
　このように、含油排水ＯＬの濾過とアルカリ洗浄液ＡＬによる洗浄とを、定期的に交互
に行っている。
【００７５】
　また、定期的に処理液貯留槽２６より濾過済みの処理液ＳＬを導出用配管８より中空糸
膜２の中空部に圧送し、中空糸膜２を内側から逆洗浄している。該逆洗浄水は、切替弁２
５を切り替えて排出管１０Ｃを通して排出している。
　なお、濾過された処理液に変えて、アルカリ洗浄液を逆洗浄水として用い、短時間、た
とえば１時間程度放置してもよい。
【００７６】
　含油排水ＯＬの非水溶性油分含有量（ｎ－ヘキサン値）が３～２００ｍｇ／Ｌと希薄で
、特に膜への付着性の少ない含油排水を処理する場合は、導入口９ａから含油排水を供給
し、集束体３の上端側に向かって流れながら中空糸膜２により濾過し、非水溶性油分が除
去された処理済み水は中空糸膜２の内周側を流通させて導出口７ａより導出用配管８へと
導出し、含油排水ＯＬを全濾過して、循環させない外圧濾過式とすることが好ましい。
【００７７】
　前記外圧濾過式とする場合、例えば、３０分に１回逆洗ポンプ２７を稼働させ、濾過済
みの処理水を使って分離膜モジュール内の中空糸膜２に逆圧（内圧）をかけ外表面に堆積
する固形分などを払拭している。
　その際、同時にブロア１５より空気を送り込み、中空糸膜２を振動させて同じく固形分
を払拭している。その後、分離膜モジュール１の下部より固形分を含む被処理液をドレン
している。このときの逆洗圧力は、例えば、２００ｋＰａ、時間は３０秒。空気の量は５
０Ｌ／ｍｉｎで２０秒である。このように、非水溶性油分含有量が希薄な含油排水の場合
は、全量濾過することが好ましい。
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【００７８】
　図４および図５に、第２実施形態の内圧循環濾過式の含油排水処理装置３０を示す。
　該含油排水処理装置３０は、油田随伴水用ではなく、油分を含有する工場排水の油水分
離用として用いている。なお、第１実施形態と同様に油田随伴水用の含油排水処理装置と
して用いてもよい。
　図４に示す分離膜モジュール３１は、中空糸膜３２の両端を開口とし、中空糸膜３２の
中空部に被処理液の含油排水ＯＬを通し、中空糸膜３２の内側から外側に向けて濾過して
、中空糸膜３２の外側に濾過済みの処理液を透過させる内圧循環濾過式のモジュールとし
ている。
【００７９】
　具体的には、前記両端開口とした中空糸膜３２の集束体３３を外筒６に収容している。
集束体３３の上下両側は中空糸膜３２の両端開口を開口状態として固定材３４、３５で固
定している。上端の固定材３４に、濾過されていない非処理液の排出口３７ａを設けた上
部キャップ３７を接着固定し、上部キャップ３７と循環用配管１２を排出口３７ａと接続
している。
　下端の固定材３５は外筒６の内周面に密着固定すると共に、下部キャップ３６と固定し
、該下部キャップ３６に含油排水からなる被処理液の導入口３６ａを設け、該導入口３６
ａを導入用配管１０と接続している。
　また、外筒６の上端近傍の周壁に濾過された処理液の導出口６ｃを設け、該導出口６ｃ
を処理液取出用の導出用配管８と接続している。
【００８０】
　前記内圧循環濾過式の分離膜モジュール３１を備えた含油排水処理装置３０は図５に示
すように、分離膜モジュール３１の導入口３６ａに接続した導入用配管１０は、第１実施
形態と同様に、ポンプ２３、切替弁２４、分岐管１０Ａ、１０Ｂを介して含油排水貯留槽
２１、洗浄液貯留槽２２と接続している。
　分離膜モジュール３１の排出口３７ａに接続する循環用配管１２も第１実施形態と同様
に、分岐管１２Ａ、１２Ｂを含油排水貯留槽２１、洗浄液貯留槽２２と接続している。
　濾過済みの処理液の導出口６ｃに接続する導出用配管８も、第１実施形態と同様に処理
液貯留槽２６に接続し、該処理液貯留槽２６と逆洗用ポンプ２７を介して逆洗用の配管２
８を導出用配管８と接続している。前記逆洗用ポンプ２７を間歇的に作動して、外筒６の
内部に処理液を逆洗浄液として導入して、中空糸膜３２の外周面に向けて噴射して逆洗浄
を行うようにしている。
　さらに、ブロア１５と接続した散気用空気導入管１４を、分離膜モジュール３１の導入
口３６ａに近接した配管１０内に挿入し、散気用空気を各中空糸膜３２の内部へ供給して
いる。
【００８１】
　本第２実施形態の中空糸膜３２は第１実施形態の図３と同様に、多孔質延伸ＰＴＦＥ製
の単層チューブからなる。該多孔質中空糸膜３２は内径１～１２ｍｍ、外径１．６～１４
ｍｍ、ＩＰＡバブルポイント５０ｋＰａ以上４００ｋＰａ以下、膜厚０．２～１ｍｍ、気
孔率５０～９０％、最大許容膜間差圧０．１～１．０ＭＰａの耐圧性を備えている。これ
ら物性は前記した方法と同様の方法で測定している。
【００８２】
　前記分離膜モジュール３１は、非水溶性油分含有量（ｎ－ヘキサン値）が１０００～２
０００ｍｇ／Ｌの含油排水ＯＬを循環処理している。内圧循環濾過方式としている点で、
第１実施形態の外圧循環濾過方式と相違する。
　含油排水ＯＬは、図中矢印に示すように、導入口３６ａから中空糸膜３２の内部に導入
され、集束体３３の上端側に向かって流れる。この流通過程で中空糸膜３２により濾過さ
れ、非水溶性油分が除去された濾過済みの処理水は中空糸膜３２の外周側を透過し、外筒
６の周壁に設けた処理液の導出口６ｃから導出用配管８へと導出される。
　また、非水溶性油分や固形粒子等を含む濾過されていない非処理液は、上部キャップ３
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７に設けられた排出口３７ａから循環用配管１２に排出される。
　内圧循環方式の場合、同じ循環流量でも、分離膜モジュール３１内を流れる流路断面積
が小さいため流速が上がり、中空糸膜３２の表面に堆積する固形分、非水溶性油分の剥離
効果が大きくなるため、特に、非水溶性油分濃度の大きい領域において有効である。
【００８３】
　本第２実施形態では、高濃度の非水溶性油分含有量の含油排水ＯＬを被処理液とし、一
度の濾過で５ｍｇ／Ｌ未満の非水溶性油分含有量の処理済み液を得ることができる。
　他の構成及び効果は第１実施形態と同様のため、同一の機能及び作用を有する部材には
同一符号を付して説明を省略する。
【００８４】
　図６および図７に、第３実施形態の分離膜モジュール４０および含油排水処理装置６０
を示す。
　含油排水処理用の分離膜モジュール４０は、中空糸膜４１の集束体４２を含油排水ＯＬ
を貯留した浸漬槽５０内に浸漬配置し、中空糸膜４１の内側から含油排水ＯＬを吸引する
ことにより中空糸膜４１の外側から内側に向けて含油排水ＯＬを透過させる浸漬型のモジ
ュールとしている。
【００８５】
　中空糸膜４１の集束体４２の状態は第１実施形態と同様に、中空糸膜の上端開口を開口
した状態で固定材５で固定し、該固定材５を上部キャップ７と固定し、該上部キャップ７
を濾過済みの処理液を取り出す導出用配管８と接続している。
　集束体４２の下端も第１実施形態と同様に、中空糸膜４１の下端開口を閉鎖した封止材
４で固定している。上端の固定材５と下端の封止材４との外周部を連結棒４３で連結し、
集束体４２を鉛直方向に保持すると共に補強している。
　前記下端の封止材４と連結棒４３の下端とをスカート材４６に固定している。該スカー
ト材４６の下部にブロア１５と接続した散気用空気導入管１４の散気口を配置している。
濾過運転時には常時下方から散気して、そのバブリングにより、浸漬槽５０内の含油排水
ＯＬに上向きの循環流れを生じさせている。
【００８６】
　図７に示すように、処理液取り出し用の導出用配管８は、第１実施形態と同様に、処理
液貯留槽２６に接続している。該処理液貯留槽２６に逆洗用ポンプ２７を介設した逆洗用
の配管２８を接続し、該配管２８を導出用配管８と接続している。
　さらに、アルカリ洗浄液ＡＬを貯留した洗浄液貯留槽２２を配管４５を介して浸漬槽５
０の内部に導入し、浸漬槽５０内の含油排水ＯＬを除去した後にアルカリ洗浄液ＡＬを浸
漬槽５０内に導入して、集束体４２を所要時間浸漬して洗浄するようにしている。
【００８７】
　本第３実施形態の中空糸膜４１は、第１実施形態の中空糸膜２と同様に、多孔質延伸Ｐ
ＴＦＥ製のチューブからなる支持層と、該支持層の外表面に多孔質膜延伸ＰＴＦＥシート
からなる濾過層を備えた多孔質複層中空糸膜としている。
　中空糸膜４１の内径は０．３～２．０ｍｍ、外径は０．８～３．０ｍｍ、内面に円筒状
ネットなどの支持体を用いる場合は最大外径２０ｍｍとしている。
　ＩＰＡバブルポイントは５０ｋＰａ以上４００ｋＰａ以下、膜厚は０．２～１ｍｍ、気
孔率は５０～９０％、最大許容膜間差圧（外圧）０．１ＭＰａの耐圧性を備えたものとし
ている。なお、これら物性は前記した方法と同様の方法で測定している。本第３実施形態
の浸漬型は、非水溶性油分含有量（ｎ－ヘキサン値）が１０～２００ｍｇ／Ｌの含油排水
ＯＬの処理用として用いている。
【００８８】
　浸漬槽５０に配管１９を介して、含油排水ＯＬを供給している。配管１９から浸漬槽５
０への含油排水ＯＬの供給は間歇的に行っている。
　具体的には、浸漬槽５０内の含油排水ＯＬが濾過されて、濾過されていない含油排水Ｏ
Ｌの非水溶性油分含有量が２００ｍｇ／Ｌになると、浸漬槽５０から系外へ排出して、新
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たな含油排水ＯＬを浸漬槽５０内に供給している。
　あるいは、非水溶性油分含油量が１００ｍｇ／Ｌになると、浸漬槽５０内に希薄濃度の
含油排水ＯＬを投入し、浸漬槽５０内で非水溶性油分含油量が１００ｍｇ／Ｌの所定量溜
ると、系外に短時間で排出している。
　例えば、含油排水を１０００リットル投入し、投入される含油排水の非水溶性油分５０
００ｍｇであると、浸漬槽５０内の非水溶性油分１００ｍｇ／Ｌとして、５０リットルだ
け排出している。このバランスが保てるように運転して浸漬槽５０内の非水溶性油分を一
定に保ちながら連続している。
【００８９】
　本第３実施形態の浸漬型では、濾過運転時に、常時、集束体４２の下部に散気用空気挿
入管１４より空気を噴射し、そのバブリングにより浸漬槽５０内の含油排水ＯＬを上昇さ
せる循環流を発生させ、中空糸膜４１を振動しつつ、中空糸膜４１の膜面に非水溶性油分
および固形分を付着し、付着した固形分および非水溶性油分をふるい剥ぎ取っている。
　また、前記したように、定期的に浸漬槽５０から含油排水を系外へ排出し、排出後にア
ルカリ洗浄液ＡＬを配管４５を通して浸漬槽５０に供給し、集束体４２をアルカリ洗浄液
ＡＬに浸漬して洗浄を行っている。さらに、逆洗用ポンプ２７を駆動して、濾過済みの処
理液ＳＬを逆洗浄液として中空糸膜４１の内部に導入し、中空糸膜４１を逆洗浄している
。
【００９０】
　前記のように定期的に洗浄することにより、アルカリ洗浄液ＡＬにより中空糸膜４２の
膜面に付着堆積した捕捉非水溶性油分を除去し、中空糸膜の濾過性能をほぼ完全に回復さ
せることができる。
　その結果、非水溶性油分含有量５ｍｇ／Ｌ未満、さらには１ｍｇ／Ｌとなる処理済み液
を処理水量を低下させずに長期に渡り持続的に得ることができ、油田随伴水の処理装置と
して優れている。このようにして得られた処理済み液は、例えば灌漑用水として利用する
ことができる。
　本第３実施形態の含油排水処理装置は油田随伴水用、油分を含有する工場排水等、いず
れの分野の含油排水処理装置として用いることができる。
【００９１】
　図８（Ａ）（Ｂ）に第４実施形態の高温の含油排水処理装置を示す。
　処理する含油排水は温度６０～２００℃、油含有量が２０～２０００ｍｇ／Ｌ、懸濁成
分の含有量が１００～１００００ｍｇ／Ｌであり、分離膜モジュール６２を備えた濾過装
置（含油排水処理装置）６３で精密濾過している。
【００９２】
　前記濾過装置６３の分離膜モジュール６２は前記第１実施形態と同様な延伸ＰＴＦＥ多
孔質チューブからなる中空糸膜２を用い、濾過装置６３の全体構成は前記図１に示す構成
とし、散気手段も配置しており、同一符号を付して説明を省略する。
【００９３】
　前記分離膜モジュール６２の各中空糸膜２は単層、複層のいずれでもよく、各中空糸膜
２は、前記外圧濾過式または外圧循環濾過式として用いる場合、外径１～５ｍｍ、内径０
．５～４ｍｍ、濾過面の気孔率３０～９０％、好ましくは４０～８０％としている。
　前記内圧濾過式または内圧循環式としている用いる場合は、外径１．３～２０ｍｍ、内
径１～１０ｍｍ、濾過面の気孔率３０～９０％、好ましくは４０～８０％としている。
【００９４】
　また、前記中空糸膜２の抗張力を３０Ｎ以上１５０Ｎ以下、ＩＰＡバブルポイントが５
０ｋＰａ以上４００ｋＰａ以下としている。
【００９５】
　多数本の中空糸膜２を集束した集束体３を備えた分離膜モジュール６２は、図８（Ｂ）
に示すように、比較的高粘度の含油排水を流通させるため、該分離膜モジュールの断面積
に対して中空糸膜の充填面積は２０～６０％としている。
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　本実施形態では分離膜モジュール６２は、中空糸膜２を束ねた集束体３の下端の封止材
４および上端開口をあけて封止する固定材５（上端封止材）は直径１００～５００ｍｍの
円形とし、隣接する中空糸膜２の間隔（中空糸膜の離間寸法）を汎用されている中空糸膜
型分離膜モジュールの離間寸法は０．５ｍｍ～５ｍｍと広くし、含油排水の流路を確保し
ている。
【００９６】
　前記下端の封止材４および上端開口をあけて封止する固定材５（上端封止材）、集束体
３を収容する外筒６、上部キャップ７、下部キャップ９は、熱変形温度が１２０℃以上の
耐熱性樹脂で形成している。
　該耐熱性樹脂としては、芳香族アミン硬化系エポキシ樹脂、ＰＦＡ、ＰＥＦ、ＰＶＤＥ
等を用いている。連結棒１６はＳＵＳとしている。前記外筒もＳＵＳ等の金属製としても
よい。
　また、上下キャップ７、９と外筒６との間に介在するＯリングはテフロン、バイトン、
金属とテフロン併用型として、耐熱性を持たせている。
【００９７】
　前記中空糸膜モジュール６２を備えた濾過装置６３で、加温された含油排水を前記第１
実施形態と同様に濾過処理し、該分離膜モジュール６２を透過した処理液を、処理水中の
非水溶性油分含有量を５ｍｇ／Ｌ以下、懸濁成分含有量０～１ｍｇ／Ｌとしている。
　また、中空糸膜モジュール６２を第１実施形態と同様に洗浄処理している。
【００９８】
　前記した分離膜モジュール６２は、停止時と稼働時との温度差が大きいヒートサイクル
となるため、中空糸膜２の離間距離を大きくしているため、上下封止材にクラックが発生
しやすくなる。
　よって、本実施形態の分離膜モジュール６２は下記の方法で製造している。
【００９９】
　容器内に複数本の中空糸膜２を所定間隔をあけて配置する。其の際、前記のように、中
空糸膜間の離間距離Ｌ１を０．５～５ｍｍとして比較的広くあける。
　前記容器内に、前記熱変形温度が１２０℃以上の熱硬化性樹脂を充填し、５０℃で予備
加熱したあと、常温で少なくとも６時間保持して予備硬化する。
　ついで、使用時の１００℃の温度以上で且つ熱変形温度１２０℃以下の温度条件で１時
間以上加熱する。
　その後、少なくとも６時間以上かつ１℃／分の温度勾配をもって除冷する。
【０１００】
　前記のように、分離膜モジュールを製造することで、使用時に前記ヒートサイクルで使
用してもクラックの発生を低減または防止でき、かつ、中空糸膜間の離間距離を広くして
も封止材にクラックが入らないことを、本発明者は実験によって確認した。
【０１０１】
　前記構成からなる加温含油排水処理装置では、中空糸膜を耐熱性を有するＰＥＦＥで形
成しているため、軟化して孔径が変化することが防止でき、かつ、繰り返し負荷されるサ
ーマルショックで破断やクラックが発生するのを防止できる。さらに、中空糸膜と上下の
封止材との間や、該封止材自体にクラックが生じにくくすることができる。
　さらに、従来用いられている処理装置と比較して軽量化および小型化でき、設置スペー
スをとらない。かつ、洗浄や膜状態の調査時に、分離膜モジュールを容易に取り出すこと
ができる利点も有する。
【０１０２】
　本発明は前記実施形態に限定されず、中空糸膜として、支持層と濾過層とからなる複層
もしくは非対称の中空糸膜を用いても良いし、１つの均一な多孔質チューブからなる単層
としてもよい。また、中空糸膜をＵ字状に屈曲し、上端の両側を開口して固定材で固定し
た集束体としてもよい。さらに、洗浄液はアルカリ洗浄液を用いて洗浄することが好まし
いが、処理済み液を用いた逆洗浄だけとしてもよい。
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　本発明の要旨を越えない範囲の種々の形態が含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　本発明に用いる被処理液としては、実施形態で述べた油田随伴水の処理用として好適に
用いられるが、切削油剤等を含む工業排水の処理のほか、非水溶性油分を含む食品排水等
にも適用することができる。
【符号の説明】
【０１０４】
　　１、３１、４０、６２　含油排水処理用の分離膜モジュール
　　２０、３０、６０　含油排水処理装置
　　２、３２、４１　中空糸膜
　　３、３３、４２　集束体
　　６　外筒
　　８　導出用配管
　　１０　導入用配管
　　１２　循環用配管
　　２１　含油排水貯留槽
　　２２　洗浄液貯留槽
　　２３　ポンプ
　　２６　処理液貯留槽
　　ＯＬ　含油排水
　　ＡＬ　アルカリ洗浄液
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