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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
製膜原液を2重紡口から中空糸状に押し出して中空糸状物を得る工程、該中空糸状物を冷
却・固化又は凝固させて中空糸膜を得る工程を含む製造方法により得られる中空糸膜であ
って、
前記冷却・固化又は凝固工程に先立ち、或いは前記冷却・固化又は凝固工程の間に該中空
糸状物に脈動流を接触させることにより得られた波長及び / または波高の異なるウェー
ブが混在した中空糸膜。
【請求項２】
前記中空糸膜の偏平率が0.8以上1.0以下であることを特徴とする請求項1に記載の中空糸
膜。
【請求項３】
　前記中空糸膜の外径が0.7 mm以上2.5 mm以下であることを特徴とする請求項1又は２に
記載の中空糸膜。
【請求項４】
請求項1～3のいずれか一項に記載の中空糸膜を多数本引き揃えた膜束であって、嵩高度が
1.45以上2.00未満であることを特徴とする中空糸膜束。
ここで、嵩高度＝(S1 / S2)であり、S1は膜束を構成する中空糸膜のうち任意の600本の小
束の、2.9 Nの荷重下で計測される束周長から算出する断面積をいい、S2は、該中空糸膜
の外径換算断面積の600倍をいう。
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【請求項５】
製膜原液を2重紡口から中空糸状に押し出して中空糸状物を得る工程、
該中空糸状物を冷却・固化又は凝固させて中空糸膜を得る工程を含む膜の製造方法であっ
て、
脈動流を冷却・固化浴または凝固浴中の中空糸状物に接触させてウェーブを付与する時、
該脈動流は冷却・固化浴または凝固浴の浴面から浴面下500 mm以下の範囲で接触させる工
程を備えることを特徴とする中空糸膜の製造方法。
【請求項６】
製膜原液を2重紡口から中空糸状に押し出して中空糸状物を得る工程、
該中空糸状物を冷却・固化又は凝固させて中空糸膜を得る工程を含む膜の製造方法であっ
て、
脈動流を冷却・固化浴または凝固浴の浴面直上の中空糸状物に接触させてウェーブを付与
する時、
該脈動流は冷却・固化浴または凝固浴の浴面から浴面上50 mm以下の範囲で接触させる工
程を備えることを特徴とする中空糸膜の製造方法。
【請求項７】
請求項1～3のいずれか一項に記載の中空糸膜を多数本引き揃えて、35％以上55％以下の充
填率で充填され、少なくとも一方の端部が封止・固定された中空糸膜モジュール。
【請求項８】
請求項4に記載の中空糸膜束により構成される中空糸膜モジュールであって、前記中空糸
膜が35％以上55％以下の充填率で充填され、少なくとも一方の端部が封止・固定された中
空糸膜モジュール。
【請求項９】
　無機成分を含有する微粒子を含む懸濁水を、請求項7又は8に記載の中空糸膜モジュール
を用いて浄化することを特徴とする、懸濁水の浄化方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ウェーブを有する中空糸膜モジュールを用いて懸濁水を浄化する方法に関す
る。特に、ウェーブを有する中空糸膜モジュールを用いて、河川水、湖沼水、伏流水等の
上水、工業用水、下水、下水二次処理水、工業排水、家庭排水、し尿、海水などの懸濁水
を浄化する方法に関する。
更に、本発明は、ウェーブを有する中空糸膜の束、その製法、それが収納された中空糸膜
モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、中空糸膜を用いて、上水、工業用水、下水、工業排水、家庭排水、し尿、海水な
どの懸濁水を浄化する方法が知られている。殊に、中空糸膜の外表面側から内表面側へろ
過する、いわゆる外圧式ろ過による浄化方法は、中空糸膜の内表面側から外表面側へろ過
する、いわゆる内圧式ろ過による浄化方法に比べて、単位容積当たりのろ過に寄与する膜
面積が大きく確保可能であるため、造水コストのミニマム化が要求される分野、例えば、
上水道を作るための除濁の様な水処理分野に採用されている。
【０００３】
　上記中空糸膜を用いて懸濁水を浄化する方法においては、懸濁水中に含まれる、使用さ
れる膜の孔径以上の大きさの懸濁物質や有機物が膜表面で阻止され、いわゆる濃度分極や
ケーク層を形成する。また、懸濁水中の有機物は膜を目詰まりしたり、或いは膜内部の網
状組織に吸着する。その結果、原水をろ過した際のろ過流束は、清澄水をろ過した際のそ
れに比べて数分の１から数十分の１にまで低下していく。そのため、ろ過流束をより安定
に得るように、ろ過後、定期的に物理洗浄を実施する浄化方法も知られている。
【０００４】
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　具体的には、一定時間ろ過したのちに、ろ過水の一部を使用して、膜のろ過水側から原
水側へと、ろ過とは逆方向に水を流す、逆流洗浄（以後、逆洗と略す）や、水で満たされ
た状態の中空糸膜モジュールの下方から上方へと圧縮気体および／または圧縮空気と原水
を供給する事により、糸を揺り動かし、中空糸膜間に蓄積した懸濁物質を系外へ排出する
エアバブリング等を行うことが知られている。例えば、特開昭６０－１９００２号公報に
は、逆洗と共に、中空糸膜収納容器内の中空糸膜の側方または下方に気泡発生ノズルを配
置し、このノズルから気体を噴出させる方法が開示されている。
【０００５】
　一方、かかる浄化方法に用いられる中空糸膜としては、逆浸透膜、限外濾過膜、精密濾
過膜、ガス分離膜、ナノフィルター、脱気膜が知られている。これらは膜単独ではなく、
モジュールケースにその多数本を収納し、少なくともその一端をエポキシ樹脂等の熱硬化
性樹脂により封止した後、接着固定部を切断して膜の中空部を開口させた中空糸膜モジュ
ールとして使用される。そして、さまざまな流体処理分野、例えば、逆浸透膜モジュール
であれば海水・カン水の脱塩、超純水の１次純水の製造、果汁・牛乳の濃縮；限外濾過膜
モジュールであれば電着塗料の回収、パイロジェンフリー水の製造、排水処理、酵素の濃
縮、超純水のファイナルフィルター、上・下水の除濁；精密濾過膜モジュールであれば上
・下水の除濁、復水処理、発酵液の除菌・清澄化、薬液の脱微粒子；ガス分離膜モジュー
ルであれば水蒸気除去、水素濃縮、酸素濃縮・富化、窒素濃縮・富化、二酸化炭素濃縮；
ナノフィルターモジュールであれば農薬の除去、ハロゲン化有機化合物の除去；脱気膜モ
ジュールであれば水及び水溶液中の脱気に使用されている。これまで、これら中空糸膜自
体に関する検討もなされている。例えば、特開昭６４－２２３０８号公報では、モジュー
ルの中心部に向かう原水の流れを妨げるような、中空糸相互の密着を防止し、モジュール
内に配置されたほとんど全ての中空糸を原水のろ過に有効に活用するために、従来のスト
レートタイプの中空糸モジュールのかわりに、少なくとも一部に波状、螺旋状などの縮れ
を有する中空糸を配置した外圧型ろ過タイプの中空糸モジュールを使用する技術が開示さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開昭６０－１９００２号公報
【特許文献２】特開昭６４－２２３０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明者らは、安定したろ過が行える浄化方法について検討を進めてきた。
特に、無機成分を含有する微粒子を含む懸濁水を外圧ろ過方法により浄化する場合、逆洗
、エアバブリング等の物理洗浄工程を組み込んだ浄化方法では、中空糸膜表面の損傷が著
しいことに着目し、検討を進めてきた。
その結果、中空糸膜間に蓄積する懸濁物質に無機成分を含む濁質が含まれていると、物理
洗浄工程の際に、該懸濁物質を介して中空糸膜の外表面同士が擦れ、膜表面の開孔が閉塞
し、ろ過運転の安定性が損なわれてしまうことを見出した。さらに、上記現象が継続する
と、膜の破損にいたる可能性があることも見出した。
【０００８】
　そして、鋭意検討を重ねた結果、特定のウェーブ、太さ、更には嵩高度を有する中空糸
膜束を使用することにより、前記物理洗浄工程における無機成分による膜表面の損傷を予
想外に低減でき、安定したろ過運転を行える浄化方法を提供することに成功した。
また、製膜原液を押し出したのち、冷却・固化または凝固させる中空糸膜の製造方法にお
いて、特定条件下で脈動流を中空糸状物に接触させることによって、中空糸状物を揺れた
状態で冷却・固化または凝固させることにより、前記特定のウェーブ、太さ、更には嵩高
さを有する中空糸膜束を効率よく製造することに成功したものである。
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【０００９】
　すなわち、本発明の目的は、懸濁水のろ過後に行われる物理洗浄工程において、懸濁水
中に含まれる無機成分を含んだ懸濁物質を介して、膜外表面同士が擦れ、表面開孔の閉塞
が生ずるのを防止し、安定したろ過を行える浄化方法を提供することである。また、その
方法に使用する中空糸膜の束、その膜束の製法、その膜束を収納したモジュールを提供す
ることにある。
本発明の他の目的は、中空糸膜表面を損傷することなく、中空糸膜間に蓄積した懸濁物質
の物理洗浄排出性を向上し、安定したろ過を行える浄化方法を提供することである。また
、その方法に使用する中空糸膜の束、その膜束の製法、その膜束を収納したモジュールを
提供することである。
物理洗浄が不十分であると、懸濁物質が中空糸膜束中に蓄積し、これらにより中空糸膜束
が棒状に固着化することがある。このような場合は、原水が該膜束内に供給されなくなり
、ろ過水採水量の著しい低下をきたす。さらに、中空糸膜束が棒状に固着化した状態のま
まで物理洗浄を施すと、中空糸膜の横方向への過剰な外力により、中空糸膜が破損するお
それがある。本発明はかかる課題をも解決するものである。
【００１０】
　本発明の別の目的は、モジュールケースへ接着固定する際、使用する接着剤の硬化前初
期粘度が高い場合や径が大きな大型モジュールケースへ接着固定する場合であっても、接
着固定時の不良発生を低減できる中空糸膜束、その製法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的は、下記手段によって達成される。
１．製膜原液を2重紡口から中空糸状に押し出して中空糸状物を得る工程、
該中空糸状物を冷却・固化又は凝固させて中空糸膜を得る工程を含む製造方法により得ら
れる中空糸膜であって、
前記冷却・固化又は凝固工程に先立ち、或いはその間に該中空糸状物に脈動流を接触させ
ることにより得られた波長及び / または波高の異なるウェーブが混在した中空糸膜。２
．前記中空糸膜の偏平率が0.8以上1.0以下であることを特徴とする１．に記載の中空糸膜
。
３．前記中空糸膜の外径が0.7 mm以上2.5 mm以下であることを特徴とする１．又は２．に
記載の中空糸膜。
４．１．～３．のいずれかに一項記載の中空糸膜を多数本引き揃えた膜束であって、嵩高
度が1.45以上2.00未満であることを特徴とする中空糸膜束。
　ここで、嵩高度＝(S1 / S2)であり、S1は膜束を構成する中空糸膜のうち任意の600本の
小束の、2.9 Nの荷重下で計測される束周長から算出する断面積をいい、S2は、該中空糸
膜の外径換算断面積の600倍をいう。
５．製膜原液を2重紡口から中空糸状に押し出して中空糸状物を得る工程、
該中空糸状物を冷却・固化又は凝固させて中空糸膜を得る工程を含む膜の製造方法であっ
て、
脈動流を冷却・固化浴または凝固浴中の中空糸状物に接触させてウェーブを付与する時、
該脈動流は冷却・固化浴または凝固浴の浴面から浴面下500 mm以下の範囲で接触させる工
程を備えることを特徴とする中空糸膜の製造方法。
６．製膜原液を2重紡口から中空糸状に押し出して中空糸状物を得る工程、
該中空糸状物を冷却・固化又は凝固させて中空糸膜を得る工程を含む膜の製造方法であっ
て、
脈動流を冷却・固化浴または凝固浴の浴面直上の中空糸状物に接触させてウェーブを付与
する時、
該脈動流は冷却・固化浴または凝固浴の浴面から浴面上50 mm以下の範囲で接触させる工
程を備えることを特徴とする中空糸膜の製造方法。
７．１．～３．のいずれか一項に記載の中空糸膜を多数本引き揃えて、35％以上55％以下
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の充填率で充填され、少なくとも一方の端部が封止・固定された中空糸膜モジュール。
８．４．に記載の中空糸膜束により構成される中空糸膜モジュールであって、前記中空糸
膜が35％以上55％以下の充填率で充填され、少なくとも一方の端部が封止・固定された中
空糸膜モジュール。
９．　無機成分を含有する微粒子を含む懸濁水を、７．又は８．に記載の中空糸膜モジュ
ールを用いて浄化することを特徴とする、懸濁水の浄化方法。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明について詳細に説明する。
〈浄化方法〉 本発明の浄化方法は、無機成分を含有する微粒子を含む懸濁水を、外径０
．５ｍｍ以上３．１ｍｍ以下で、ウェーブを有する中空糸膜の外周側から供給してろ過し
た後、該中空糸膜を物理洗浄することを特徴とする懸濁水の浄化方法である。
ろ過方式は、供給原水の全量を濾水として取り出す方式である、全量ろ過方式でも、供給
原水の一部を濃縮水として膜モジュール系外へ取り出す方式である、クロスフローろ過方
式でも良い。また、膜外表面側から供給原水をポンプ等により加圧して濾水を得る、加圧
ろ過方式でも、原水タンク或いは原水ピット内に膜モジュールを浸漬し、中空糸膜の内表
面側を減圧することにより濾水を得る方式である、陰圧ろ過方式でも良いが、加圧ろ過方
式がより、高いろ過流束を得られるため好ましい。
【００１３】
　ろ過の一例を図１に示す。図１において、原水（懸濁水）（１）は、循環タンク（２）
を経て原水供給ポンプ（３）により、中空糸膜モジュール（４）へ圧送される。原水中の
微粒子は中空系膜の外表面で捕捉され、得られたろ過水は、ろ過水タンク（５）に導入さ
れ、そこで貯蔵される。
原水は外径０．５ｍｍ以上３．１ｍｍ以下で、ウェーブを有する中空糸膜の外表面側から
供給される。中空糸膜の外径は、膜モジュールの有効長や設計濾水量等によっても異なる
が、中空部の濾水の圧力損失等により、０．５ｍｍ以上３．１ｍｍ以下であることが必要
である。より好ましくは、０．７ｍｍ以上２．５ｍｍ以下、更に好ましくは１．０ｍｍ以
上２．５ｍｍ以下である。
本発明では、ウェーブを有する中空糸膜を長手方向に引き揃えて集積することにより、モ
ジュール内の中空糸膜が嵩高い状態でモジュールに配置される。それ故、中空糸膜同士の
接触は概ね点接触に留まり、懸濁物質を介した擦れが発生しにくい為に、膜外表面開孔の
閉塞が発生しにくくなり、安定なろ過運転が可能となる。また、同じ理由で、中空糸膜束
内部に懸濁物質が蓄積しにくく、たとえ一旦蓄積されたとしても、逆洗、エアバブリング
、フラッシング等の物理洗浄工程を行う事により、容易に排出されるので、安定なろ過運
転が長期に渡り、可能となる。更に、後述のとおり、ウェーブを有する中空糸膜は、中空
糸膜束としたときの後述の嵩高度が１．４５～２．００であることが好ましい。
【００１４】
　原水は、無機成分を含有する微粒子を含む懸濁水であれば特に限定はなく、河川水、湖
沼水、地下水、貯水、下水２次処理水、工場排水、下水などが挙げられる。無機成分を含
有する微粒子とは、懸濁水中の濁質成分であり、鉄、マンガン、アルミニウム、シリコン
等の金属およびその酸化物の単独および混合物、および／または、それらが有機物、例え
ば、フミン酸、フルボ酸等により凝集し、粒子化したものを指す。該微粒子は、大きさが
０．１μｍ以上５００μｍ以下のものを含む。中空糸膜モジュールに導入される原水が河
川水等のように５００μｍを超える粒径の粒子を含む場合、通常、スクリーンメッシュ等
による前処理を行い、５００μｍを超える様な微粒子が膜モジュールへ供給されない様に
する。微粒子の粒径は、レーザー回折／散乱式の粒度分布測定装置（「ＬＡ－９１０」（
商品名）、堀場製作所社製）により、測定した値である。
【００１５】
　本発明の浄化方法は、ろ過中に膜表面に蓄積した懸濁物質の粒径が大きく、膜表面に蓄
積する量が多い場合に特に有用である。これらの場合、物理洗浄時における懸濁物質によ
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る膜表面の損傷が特に深刻となるからである。
ろ過水量、ろ過時間は、原水（懸濁水）の濁度に応じて適宜調整する。濁度の高い原水で
あるほど、ろ過水量を低く抑えるか、物理洗浄を行うまでの時間を短くする必要がある。
また、ろ過水量が大きいほど、物理洗浄を行うまでの時間を短くする必要がある。特に、
中空糸膜間に蓄積する濁質成分の固着を防止する点から、下記式で表される蓄積濁質量が
、０．０００５以上１０以下、更には０．０１以上１０以下となるようにろ過時間を設定
することが好ましい。蓄積濁質量はろ過行程で単位膜表面に蓄積する懸濁物質の量の指標
であり、次の式で定義される。
蓄積濁質量 ＝（原水の濁度（度））×（ろ過工程時間内に膜を透過する総ろ過水量（ｍ
３））／（膜表面積（ｍ２））
上記式中の原水の濁度は、日間平均濁度であり、ＪＩＳ Ｋ０１０１ ９．２に準拠して複
数日測定し、平均した値である。
【００１６】
　本発明の浄化方法においては、上記ろ過に引き続き、逆洗、エアバブリング、フラッシ
ング等の物理洗浄を行う。
逆洗とは、懸濁水をろ過した、ろ過水の一部および／または圧縮性気体を中空糸膜のろ過
水側（外圧式ろ過の場合では、内表面側）から原水側（外圧式ろ過の場合では、外表面側
）へと流し、定常状態のろ過とは逆方向に液体および／または気体の流れを発生させる操
作を指す。例えば、図１においては、ろ過水タンク（５）中のろ過水を逆洗ポンプ（６）
を用いて中空糸膜モジュール（４）に送ることによって洗浄（逆洗）が行われる。
【００１７】
　ろ過工程、逆洗工程それぞれの工程に要する時間は、原水の水質や設定ろ過水量により
、適宜選択できる。逆洗工程の時間はろ過工程時間の１／１００００以上１／５以下程度
であることが好ましい。１／１００００より少ないと、逆洗の効果が低減することがある
。また、１／５よりも多いと単位時間あたりのろ過時間が短くなり、ろ過水を使用する場
合では、ろ過水の回収率が低下することがある。
逆洗工程の時の逆洗水量および／または圧縮性気体流量は、ろ水回収率と膜の物理洗浄回
復性とのかね合いから、ろ過工程時のろ過水量［ｍ３／Ｈｒ］の０．５倍以上５倍以下の
流量［ｍ３／Ｈｒ］が好ましく、１倍以上３倍以下の流量［ｍ３／Ｈｒ］が特に好ましい
。
【００１８】
　エアバブリング工程とは、ろ過工程とろ過工程の間に圧縮空気等の圧縮性気体を混入さ
せた原水および／または気体のみを中空糸膜モジュールの下方から供給する事により、モ
ジュール内の中空糸膜間に蓄積した懸濁物質を系外へ排出する操作を指す。例えば、図１
においては、コンプレッサ（７）で発生した圧縮空気を中空糸膜モジュール（４）の原水
導入口へ供給することにより、エアバブリングを行う。なお、従来の中空糸膜モジュール
を使用して、ろ過工程とろ過工程の間にエアバブリング工程を単独で行う場合、エアバブ
リングを行った時点で単位膜面積当たりに蓄積している濁質量が多いと、膜表面が傷つき
、表面開孔が塞がれる場合がある。しかしながら、本発明の場合では、上記の様な、激し
いエアバブリングを単独で行っても、高い膜ろ過流速で、安定に、高品質の処理水が得ら
れる。
【００１９】
　ろ過工程とエアバブリング工程のそれぞれの工程時間は、原水の水質や設定ろ過水量等
により、適宜選択できる。エアバブリング工程の時間はろ過工程時間の１／１００００以
上１／５以下であることが好ましい。１／１００００よりも少ないとエアバブリングの効
果が低減することがある。１／５よりも多いと、全運転時間に占めるエアバブリング工程
の時間が長くなり、単位時間あたりのろ過水採水量が低減する。
エアバブリング工程時の供給エアー流量［Ｎｍ３／Ｈｒ］は、標準状態において、ろ過工
程時のろ過水量［ｍ３／Ｈｒ］の０．５倍以上２０倍以下であることが好ましく、１倍以
上１０倍以下である事がより好ましい。下限を下回ると、エアバブリングの効果が低減す
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ることがあり、上限を上回ると中空系膜の乾燥が起こる可能性がある。
【００２０】
　フラッシング工程とは、濃縮水側弁および／またはエア抜き弁を大きく開放して原水の
供給をろ過工程時よりも多く流す事により中空糸膜間に蓄積した懸濁物質を系外へ排出す
る操作を指す。この時、ろ過水側の弁を閉止または絞っても良い。ろ過工程とフラッシン
グ工程のそれぞれの工程時間は、原水水質や設定ろ過水量等により、適宜選択できる。フ
ラッシング工程の時間はろ過工程時間の１／１００００以上１／５以下であることが好ま
しい。１／１００００よりも少ないとフラッシングの効果が小さくなることがあり、また
、１／５よりも多いと、全運転時間に占めるフラッシング工程の時間が長くなり、単位時
間あたりのろ過水採水量が少なくなる。
フラッシング工程の時のフラッシング水量［ｍ３／Ｈｒ］は、ろ水回収率と物理洗浄回復
性とのかね合いから、ろ過工程時のろ過水量［ｍ３／Ｈｒ］の１．１倍以上８．０倍以下
が好ましく、１．５倍以上５．０倍以下が特に好ましい。
【００２１】
　上記物理洗浄は単独でも或いは２種以上を併用して行うことも可能である。逆洗工程時
に同時にエアバブリング工程を行うと、膜表面に堆積した懸濁物質の圧密化が解かれ、浮
き上がった状態でエアバブリングにより排出されるため、より安定な長期ろ過運転が可能
となる。また、エアバブリング又はエアバブリングと同時に逆洗を行うに先立ち、逆洗の
みを行っても良い。この場合、膜表面に堆積した懸濁物質の圧密化の解除が促進されると
いう利点がある。あるいは、エアバブリング又はエアバブリングと同時に逆洗を行った後
に逆洗のみを行っても良い。この場合、膜モジュール内の懸濁物質の排出が促進されると
いう利点がある。更に、上記逆洗とエアバブリングを同時に行った後にフラッシングを行
う物理洗浄方法は、逆洗およびエアバブリングによる懸濁物質の排出の一部をフラッシン
グで行う事により、ろ水の回収率を向上する事が可能となり、有効な物理洗浄方法となり
うる。
【００２２】
　本発明の浄化方法は、上記ろ過工程、物理洗浄工程に加えて、オゾン混入工程等も採用
できる。この場合の一例を図２に示す。図２に示す様に原水（１１）は、循環タンク（１
２）を経て原水供給ポンプ（１３）により、中空糸膜モジュール（１４）へ圧送され、モ
ジュール内でろ過された後、ろ過水タンク（１５）にて貯蔵される。この時、中空糸膜モ
ジュール（１４）に圧送される原水は、オゾン発生機（１８）により発生したオゾンガス
が混入され、オゾン水濃度は、ろ過水制で所定の濃度、例えば、０．３ｍｇ／リットルと
なる様に調製される。逆洗時に、ろ過水タンク（１５）中のろ過水は逆洗ポンプ（１６）
により、中空糸膜モジュール（１４）に送られる。この場合、コンプレッサ（１７）で発
生した圧縮空気を用いてエアバブリングしてもよい。
【００２３】
　〈中空糸膜束〉 上記浄化方法に使用される中空糸膜束は、内径が０．３ｍｍ以上１．
７ｍｍ以下、外径が０．５ｍｍ以上３．１ｍｍ以下、膜厚みが０．１ｍｍ以上０．７ｍｍ
以下、偏平率が０．８以上１．０以下でありウェーブを有する中空系膜を多数本引き揃え
て束ねてなる中空糸膜束であって、嵩高度が１．４５～２．００である中空糸膜束である
ことが好ましい。
中空糸膜の素材は、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテン等のポリオレフィン；テ
トラフルオロエチレン－パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体（ＰＦＡ）、テト
ラフルオロエチレン－ヘキサフルオロプロピレン共重合体（ＦＥＰ）、テトラフルオロエ
チレン－ヘキサフルオロプロピレン－パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体（Ｅ
ＰＥ）、エチレン－テトラフルオロエチレン共重合体（ＥＴＦＥ）、ポリクロロトリフル
オロエチレン（ＰＣＴＦＥ）、クロロトリフルオロエチレン－エチレン共重合体（ＥＣＴ
ＦＥ）、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）等のフッ素系樹脂；ポリスルホン、ポリエー
テルスルホン、ポリエーテルケトン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリフェニレンスル
フィド等のスーパーエンジニアリングプラスチック；酢酸セルロース、エチルセルロース
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等のセルロース類；ポリアクリロニトリル、ポリビニルアルコールの単独及びこれらの混
合物が挙げられる。
【００２４】
　中空糸膜としては、その孔径領域が逆浸透膜、ナノフィルター、限外ろ過（ＵＦ）膜、
精密ろ過（ＭＦ）膜であるものが使用し得る。これらのうち、基本的に高いろ過水量を有
する、限外ろ過（ＵＦ）膜、精密ろ過（ＭＦ）膜が好ましい。特に精密ろ過（ＭＦ）膜が
好ましい。例えば、平均孔径が０．００１μｍ以上１μｍ以下である膜が好ましく、平均
孔径が０．０５μｍ以上１μｍ以下である膜がさらに好ましい。ここで平均孔径は、ＡＳ
ＴＭ：Ｆ－３１６－８６によるエアフロー法により測定している。さらに空孔率が５０％
以上９０％以下である中空糸膜が好ましい。なお、ここでいう空孔率とは、水湿潤状態の
中空糸膜の重量を測定し、中空糸膜の単純体積（内径、外径、長さから算出した体積）と
使用ポリマーの比重から算出したものである。
本発明の中空糸膜は、ウェーブを有する。ウェーブを有する中空糸膜とは、張力をかけな
い状態で放置したときに蛇行している膜を指す。
中空糸膜束の嵩高度をより向上する点から、中空糸膜に付与されるウェーブは、波長及び
／または波高の異なるウェーブが混在することが好ましい。
【００２５】
　中空糸膜束は、嵩高度が１．４５以上２．００以下であることが好ましく、さらには１
．５５以上２．００以下であることがより好ましい。
上記中空糸膜束の嵩高度は、下式で表される。
嵩高度＝（Ｓ１／Ｓ２） （Ｉ）
上記（Ｉ）式で、Ｓ１は、膜束を構成する中空糸膜のうち任意の６００本の小束の、２．
９Ｎ（３００ｇ重）の荷重下での断面積を表す。Ｓ１は、端部にバネばかりを取り付けた
厚さ１００μｍ、幅４０ｍｍのポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムを用いて
、２．９Ｎ（３００ｇ重）の荷重下で測定される前記小束の周長から算出できる。Ｓ２は
、該中空糸膜の外径換算断面積を６００倍した値を表す。
また、嵩高度測定の際にあらかじめ２枚のＰＥＴフィルムを矩形の枠を介して接続したも
のを用いれば、容易に中空糸膜束周長を測定する事ができる。測定方法の具体例を図３を
用いて説明する。
（１）矩形枠（２２）を介して接続された２枚のＰＥＴフィルム（２１）の一方を、該枠
（２２）内に通して、円筒を形成する。
（２）形成された円筒内に中空糸膜束（２４）を納める。ＰＥＴフィルムの一方を固定し
た後、予めバネばかりのフック固定用穴（２３）を設けたＰＥＴフィルムのもう一方に、
バネばかりを介して２．９Ｎ（３００ｇ重）の荷重をかけ、ＰＥＴフィルムにマーキング
する。
（３）ＰＥＴフィルムを取り外し、マーキングから中空糸膜束周長を測定する。この時、
ＰＥＴフィルムに目盛りがついていれば、直接糸束長を測定出来るので、より好ましい。
【００２６】
　嵩高度が１．４５を下回ると、モジュール化時の接着剤の均一充填性、及びモジュール
とした後の物理洗浄による、懸濁物質の排出性が充分ではない場合がある。嵩高度が２．
００を超えると、モジュール内へ充填可能な最大充填本数が減少し、モジュールあたりの
膜面積が充分に確保出来難くなる。
中空糸膜の外径は、ろ過採水量、圧縮クリープ特性、必要破裂圧力等の点から、０．５ｍ
ｍ以上３．１ｍｍ以下であり、０．７ｍｍ以上２．５ｍｍ以下、さらには１．０ｍｍ以上
２．５ｍｍ以下であることが好ましい。また、膜内径は０．３ｍｍ以上１．７ｍｍ以下で
あることが好ましい。外圧式ろ過では、ろ過水が中空糸膜の中空部を通過するため、内径
が０．３ｍｍ未満では、中空部でのろ過水圧力損失の増大により、モジュール内の有効膜
面積の減少に伴いろ過水採水量が減少することがある。一方、１．７ｍｍを超えると、モ
ジュールあたりの膜面積が大きく確保できないため、同様にろ過水の採水量が減少するこ
とがある。膜厚みは、上記膜内径における圧縮クリープ特性、および必要破裂圧力との兼
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ね合いから、０．１ｍｍ以上０．７ｍｍ以下、より好ましくは０．２ｍｍ以上０．５ｍｍ
以下の範囲が好ましい。
【００２７】
　中空糸膜の扁平率は、０．８以上１．０以下であることが好ましい。ここで、偏平率と
は、中空糸膜断面形状が楕円である場合の内径長径に対する内径短径の比率、特に膜にウ
ェーブを付与した曲がり部での比率であり、以下の式で表される。
偏平率＝短径／長径 偏平率は、１点のみの測定値を使用して算出しても構わないし、内
径長径、内径短径をそれぞれ、ある程度の点数、例えば５点測定し、その平均値を使用し
て、算出しても構わない。
偏平率が０．８を下回ると、破裂強度や圧縮強度の低下が大きくなり、また、中空糸内の
ウェーブのある部分をろ過水が通過するときに拡大・縮小の圧力損失を繰り返す事となり
、ろ過運転時の運転圧力の上昇がみられ、ろ過安定性に欠けることがある。中空糸膜の破
裂強度、圧縮強度を向上し、圧力損失の上昇を抑える点から、偏平率は、好ましくは０．
９以上であり、さらに好ましくは、０．９５以上である。
本発明の中空糸膜束は、中空糸膜相互の接触部分を少なくすることにより、膜表面の擦れ
による開孔の閉塞を防止する点から上記ウェーブを有する中空糸膜のみから構成されるこ
とが好ましい。
【００２８】
　〈中空糸膜束の製造方法〉 本発明の中空糸膜束は、製膜原液を２重紡口から中空糸状
に押し出して中空糸状物を得る工程、該中空糸状物を冷却・固化または凝固させて中空糸
膜を得る工程、該中空糸膜を多数本引き揃える工程を含む中空糸膜束の製造方法であって
、前記冷却・固化または凝固工程に先立ち、或いは前記冷却・固化または凝固工程の間に
、該中空糸状物に脈動流を接触させる中空糸膜束の製造方法によって好適に得られる。
この製法の一例を図４に示す。以下、図４を用いて本発明の製法について述べる。
本発明の製法の特徴の一つは、紡口（３１）から押し出し、流下された半固化状態の中空
糸状物（３２）に、脈動流吐出ノズル（３３）より吐出される脈動流を接触させてウェー
ブを付与することである。すなわち、半固化状態の中空糸状物に脈動流を接触させること
により、該中空糸状物が揺れ、曲がった状態で冷却・固化浴または凝固浴内にて冷却・固
化または凝固し、ウェーブが容易に形成される。
【００２９】
　ウェーブを有する中空糸膜は、上記製法以外に、例えば、製膜された中空糸膜に、加熱
処理することによっても得られる。しかしながら、中空糸膜が大口径を有する場合、上記
加熱処理によりウェーブを発現させようとすると、膜がつぶれたり、極端に扁平したりす
ることがあり、好ましくない。これに対して、上記脈動流を用いる本発明の製法は、大口
径、例えば、外径が２．５ｍｍにおよぶ様な太い中空糸膜であっても、内／外径が偏平に
なる事無くウェーブを付与することが可能である。また、好ましい態様である波長・波高
の異なるウェーブを簡易に付与できる。さらに、膜表面への固体の接触が無いため、膜表
面への傷の発生を防止する事が可能である。脈動流を用いる本発明の製法によれば、得ら
れる中空糸膜の偏平率は０．８以上１．０以下、ほとんどの場合０．９以上１．０以下と
することが可能になる。
【００３０】
　本発明における脈動流とは、気体又は液体による、一定間隔の流体供給を指す。流体と
して気体を使用する場合は、加圧状態にある圧力容器の電磁弁等を開閉することにより脈
動流を供給できる。流体として液体を使用する場合は、例えば、ベローズポンプ、ダイア
フラムポンプ、プランジャーポンプ、ギアポンプ等を用いて一定間隔おきに流体を吐出す
ることにより、脈動流を供給できる。この場合、図４のように、冷却・固化浴または凝固
浴（３４）の液をダイアフラムポンプ（３５）を用いてそのまま循環し、脈動流として使
用する方法は、不純物の発生の無い単純な供給法となる為、最適である。
【００３１】
　脈動流の発生間隔（吐出間隔）は、製膜時の中空糸膜引き取り速度に応じて適宜調整す
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る。例えば、引き取り速度が１０ｍ／分～３０ｍ／分である場合、間隔が０．０５秒／回
～１．５０秒／回である事が望ましい。間隔が０．０５秒／回よりも短いと、脈動流とな
らなくなる事により、ウェーブが付与されず、また、間隔が１．５０秒／回より長いと、
波長の長いウェーブが付与され、嵩高度が不充分なものとなる。
脈動流の温度は特に限定されない。溶融押し出しによる製膜の場合おいては、冷却・固化
浴の浴温、例えば２０℃～８０℃、湿式製膜の場合においては、脈動流の温度は、凝固浴
の浴温、例えば－１０℃～８０℃の範囲とすることができる。
ウェーブは、脈動流との接触により、半固化状態の中空糸状物が揺れた状態で、冷却・固
化または凝固することにより形成される。脈動流の接触１回につき、１箇所のウェーブが
付与されるのではなく、脈動流の接触１回につき、２～１０箇所のウェーブが付与される
ものと推測される。半固化状態の中空糸状物は、脈動流との接触により蛇行し、徐々にそ
の蛇行が減衰する。それ故、得られる中空糸膜においてウェーブの波長及び／または波高
は一種類ではなく、波長及び／または波高の異なるウェーブが混在したものとなる。
【００３２】
　脈動流が半固化状態の中空糸状物と冷却・固化または凝固工程中に接触する場合、すな
わち冷却・固化浴または凝固浴の浴中で接触する場合、接触位置は、例えば、冷却・固化
浴または凝固浴の浴面から浴面下５００ｍｍ以下であることが好ましい。脈動流が半固化
状態の中空糸状物と冷却・固化または凝固工程に先立ち接触する場合、すなわち冷却・固
化浴または凝固浴の浴面直上で接触する場合、接触位置は、例えば、冷却・固化浴または
凝固浴の浴面から浴面上５０ｍｍ以下であることが望ましい。脈動流が中空糸状物と接触
する位置が極端に冷却・固化浴または凝固浴から上方に離れて、紡口近くにあると、脈動
流が接触した部分のみが早く冷却・固化または凝固し、中空糸膜の円周上で孔の形成に差
が発生したり、極端な場合では、接触部分が全くの無孔状態となったり、その部分だけス
キン層が厚くなる可能性がある。逆に冷却・固化浴または凝固浴の浴中の深い部分、具体
的には冷却・固化浴面または凝固浴面から下方へ５００ｍｍを超えて下方にあると、中空
糸状物が脈動流との接触前に冷却・固化または凝固してしまい、ウェーブの付与がなされ
ない。
脈動流を中空糸状物に接触させる際に、中空糸状物が脈動流との接触により逃げない様に
、冷却・固化浴または凝固浴の浴中に糸道等のガイドを設けると、より、好ましい態様の
ウェーブが付与される。
【００３３】
　〈中空糸膜モジュール〉 本発明の浄化方法では、内径が０．３ｍｍ以上１．７ｍｍ以
下、外径が０．５ｍｍ以上３．１ｍｍ以下、膜厚みが０．１ｍｍ以上０．７ｍｍ以下、偏
平率が０．８以上１．０以下で、かつウェーブを有する中空糸膜が長手方向に、多数本引
き揃えられ、充填率３５％～５５％で収納されている中空糸膜モジュールを使用すること
が好ましい。
充填率は、以下の式により算出される。
充填率（％）＝（中空糸膜の外径換算断面積×モジュール当たりの充填本数）×１００／
（モジュールケースの内壁換算断面積）
　嵩高な中空糸膜束が３５％～５５％の充填率で収納される事により、モジュール内の中
空糸膜束が嵩高く、モジュール内の中空糸膜同士が点接触に留まり、懸濁物質を介した擦
れが発生しにくい為に膜外表面開孔の閉塞が発生しにくくなる。また、同じ理由で、中空
糸膜束内部に懸濁物質が蓄積しにくく、たとえ一旦、蓄積されたとしても逆洗、エアバブ
リング、フラッシング等の物理洗浄を行うことにより、容易に排出されるので、安定なろ
過運転が長期に渡り、可能となる。さらに、ウェーブが付与されている事により、膜モジ
ュール内断面での中空糸膜の分散状況が良好であるため、モジュールケースへ接着固定す
る際、使用する接着剤の硬化前初期粘度が高い場合や径が大きな大型モジュールケースへ
接着固定する場合であっても、中空糸膜モジュールの接着固定部に不良部分が発生しにく
い。
充填率が３５％未満では、洗浄排出性に優れるものの、中空糸膜モジュールの単位容積当
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たりの膜面積が大きく確保できない為、中空糸膜モジュールを使用する効果が小さくなっ
てしまう。充填率が５５％を超えると、単位容積当たりの膜面積は大きく確保可能である
が、モジュール内の中空糸膜が密集し、外圧ろ過時の懸濁物質の排出がしにくくなる。
【００３４】
　本発明の中空糸膜モジュールにおいて、その中空糸膜束は、その側端部の少なくとも一
方がエポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂で固定されている。中空糸膜は中空糸中空部が開口し
た状態で集積されており、中空糸膜の外表面側から内表面側へろ過する事が可能な膜モジ
ュール構造となっており、外圧式ろ過に適している。中空糸膜モジュールの両側端部は、
共に接着固定されていても良いし、片側のみ接着固定されていてもよい。両側端部が共に
接着固定されている場合、その一方の側の中空糸中空端部が封止されていても良い。特開
平７－１７１３５４号公報に開示されているような、両側端部が接着固定されており、一
方の中空糸中空端部が封止されていると共に、原水を供給する原水導入口が開口している
膜モジュールも使用できる。
【００３５】
　本発明の中空糸膜モジュールは、配管等を介して接続されるラック直付け型中空糸膜モ
ジュールの他に、管板のあるタンクや外郭ハウジングに挿入・配置する事によって使用さ
れる、カートリッジ型中空糸膜モジュールも包含する。カートリッジ型中空糸膜モジュー
ルとは、ラック直付け型中空糸膜モジュールと異なり、接着固定部を除いて、液密的な遮
断手法がとられておらず、パンチングにより穴の開けられた筒、ネット等により中空糸膜
束部の形状が保持されたものを指す。この時、中空糸膜束が束自体で形状保持可能であれ
ば、中空糸膜束の接着固定部以外は中空糸膜束が剥き出しの状態であってもかまわない。
【００３６】
　本発明の中空糸膜モジュールは、上記ウェーブを有する中空糸膜を用いているため、外
径１７０ｍｍ～３５０ｍｍというような大型モジュールであっても、中空糸膜端部の接着
部の欠陥が少ない。
本発明の中空糸膜モジュールの片側あるいは両側端部の接着固定に使用される熱硬化性樹
脂としては、例えばエポキシ樹脂、ウレタン樹脂、シリコーンゴム等がある。必要に応じ
、これらの樹脂にシリカ、カーボンブラック、フッ化カーボン等のフィラーを混入させる
事により、樹脂隔壁部の強度向上及び硬化収縮の低減をはかっても良い。
【００３７】
　中空糸膜モジュールのモジュールケースの材質としては、例えばポリエチレン、ポリプ
ロピレン、ポリブテン等のポリオレフィン；ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）、
ＰＦＡ、ＦＥＰ、ＥＰＥ、ＥＴＦＥ、ＰＣＴＦＥ、ＥＣＴＦＥ、ＰＶＤＦ等のフッ素系樹
脂；ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン等の塩素樹脂；ポリスルホン樹脂、ポリエーテ
ルスルホン樹脂、ポリアリルスルホン樹脂、ポリフェニルエーテル樹脂、アクリロニトリ
ル－ブタジエン－スチレン共重合体樹脂（ＡＢＳ）、アクリロニトリル－スチレン共重合
体樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、ポリアミド樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポ
リエーテルケトン樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂の単独及びこれらの混合物、及
び、アルミニウム、ステンレス鋼等の金属が挙げられる。さらに、樹脂と金属の複合体や
、ガラス繊維、炭素繊維入りの補強樹脂を使用する事もできる。
【００３８】
　本発明の中空糸膜モジュールは、例えば、長手方向に引きそろえて集積されている中空
糸膜束の少なくとも一方をエポキシ樹脂等の熱硬化性樹脂により接着固定した後、中空糸
膜の中空部が開口するように接着固定部の一部を切断することにより、得られる。
中空糸膜モジュールの端部接着固定部分の一方には、原水および／またはエアバブリング
用の気体をより均一に供給できるように複数個の開口部が設けられている事が好ましい。
前記開口部の大きさは、３～１００ｍｍの相当直径を有することが好ましい。上記開口部
の相当直径が３ｍｍより小さいと、原水中の懸濁物質により、開口部が閉塞する場合があ
り、１００ｍｍを超えるとモジュール内の中空糸膜充填本数および／または、開口部数を
減らす必要が生じ、均一な原水供給が難しくなることがある。前記開口部の断面形状は特
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に限定されず、円、楕円の他、三角形、四角形、六角形等の多角形等が挙げられる。これ
らのうち円形、だ円形が好ましい。さらに、上記開口部は端部接着固定部分に均等に配置
されていても良いし、ランダムに配置されていても良い。
【００３９】
　本発明の中空糸膜モジュールの一例を図５に示す。図５中、中空糸膜モジュールは、キ
ャップ（４６）を介して運転装置の配管に接続されている。供給される原水および／また
は圧縮気体は、原水導入口（４５）を通過し、ウェーブが付与された中空糸膜（４１）の
外表面側から内表面側へとろ過される。
ここで、ポンプ等により、加圧された原水は、モジュールケース（４３）により、圧力が
保持され、原水の一部は、ろ過水として、採水される。濃縮された原水は、濃縮水排出ノ
ズル（４７）から中空糸膜モジュール外へ排出される。接着部（４２）において、モジュ
ールケースと中空部が開口した中空糸膜とは、ろ過水に原水が混入しないように、液密的
に接着固定されている。また、接着部（４４）において、中空糸膜の中空部は封止される
と共に、複数の開口部が設けられ、原水導入口（４５）が配置されている。
【００４０】
　以下、この発明に用いられる中空糸膜、中空糸膜モジュールの製造例と、懸濁水の浄化
方法の例を説明する。なお、例中の扁平率、濁度、粒径、透過水量、洗浄回復性は、以下
の方法により測定した。
中空糸膜の扁平率：中空糸膜のウェーブの変曲部を５ヶ所で採取し、それぞれの内径の長
径及び短径をＸ－Ｙ顕微鏡（オリンパス光学社製、ＳＴＭ－２２２ＤＨ）により測定し、
各偏平率（短径／長径）を算出した。
濁度：測定装置は、島津製作所製のＵＶ－１６０Ａ、５０ｍｍセルを使用し、ＪＩＳ Ｋ
０１０１ ９．２に準拠して測定した。
微粒子の粒径：堀場製作所製のＬＡ－９１０粒度分布計を使用して測定した。
中空糸膜の単糸での透過水量：２５℃の純水を有効長１００ｍｍの中空糸多孔質膜サンプ
ルの内表面側から外表面側へ透過させ、単位時間、単位圧力（単位膜差圧）あたりの透水
量を算出した。
洗浄回復性：河川水等の実液評価前のモジュールでの純水透過水量（初期値）に対する、
実液評価・薬品洗浄した後のモジュールでの純水透過水量の割合（％）で評価した。或い
は、実液評価後にモジュールを解体し、膜だけを薬品洗浄して得られる膜単糸での純水透
過水量の、モジュール作成前の中空糸膜の単糸での純水透過水量（未使用の膜の透過水量
）に対する割合（％）で評価した。
【００４１】
　〈例１（中空糸膜の製造）〉 ＰＶＤＦパウダー（呉羽化学社製、ＫＦ＃１０００）４
０．０重量部、疎水性シリカ（日本アエロジル社製、Ｒ－９７２［平均１次粒径０．０１
６μｍ、比表面積１１０ｍ２／ｇ、Ｍｗ値（メタノールウエッタビリティ、容量％）＝５
０％］）２３．０重量部、ジ－（エチル－ヘキシル）－フタレート｛ＤＯＰ｝（チッソ社
製、ＣＳサイザー）３０．８重量部、ジ－ブチルフタレート｛ＤＢＰ｝（チッソ社製）６
．２重量部をヘンシェルミキサーにより混合した後、２軸押し出し機により、ペレットを
作成した。
上記ペレットを、バレル温度２６０℃、ヘッド温度２３５℃、紡口温度２３０℃の温度条
件の２軸押し出し機から、２重紡口（寸法：外紡口の内径／内紡口の外径／内紡口の内径
＝１．７０ｍｍφ／０．９０ｍｍφ／０．５０ｍｍφ）を経て、紡口から３０ｃｍ下方の
温度４０℃の冷却・固化浴（水温４０℃の温水）中に溶融押し出しした。
この際、浴面から１０ｍｍ上方の位置に脈動流吐出ノズルを設置し、ダイアフラムポンプ
（（株）ヤマダコーポレーション社製、ＮＤＰ－５ＦＳＴ）により、冷却・固化液を吐出
間隔：０．３０秒／回で、流下する中空糸状物に接触させる事により、ウェーブが付与さ
れた中空糸膜を得た。
上記、ウェーブが付与された中空糸膜を引き取り速度２０ｍ／分の３連ローラーを介して
巻き取った。得られた中空糸膜束をジクロロメタンにより、以下の抽出条件で中空糸膜中
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のＤＯＰとＤＢＰを抽出した。
抽出条件 処理温度：室温（２５℃～２７℃）
中空糸膜の単純体積（内／外径、長さより算出）に対する該ジクロロ メタンの体積：２
０倍量 処理時間：５時間 次いで、得られた上記中空糸膜束を、５０％エタノール水溶液
に３０分浸漬した後、重量パーセント濃度２０％の水酸化ナトリウム水溶液を使用し、以
下の抽出条件で中空糸膜中のシリカを抽出した。
抽出条件 処理温度：６０℃ 中空糸膜の単純体積（内／外径、長さより算出）に対する該
水溶液の体積：２０倍量（疎水性シリカに対する当量比で８倍当量）
処理時間：２時間 上記処理後の中空糸膜束を上記水酸化ナトリウム水溶液と同一体積の
６０℃温水を用いて、１時間洗浄した。この温水洗浄を合計１０回繰り返した後、多孔質
の中空糸膜束を得た。中空糸膜の内径／外径は０．７０ｍｍφ／１．２５ｍｍφ、空孔率
が７０％、平均孔径が０．１８μｍ、純水透過水量が２，０００［リットル／ｍ２・分・
１００ｋＰａ・２５℃］であり、偏平率は表１に示す通りであった。上記中空糸膜６００
本から構成される中空糸膜束の周長は１２４．０ｍｍ、嵩高度は、１．６６であった。ま
た、中空糸膜中には、波長・波高の異なるウェーブが混在していた。
【００４２】
　〈例２（中空糸膜の製造）〉 中空糸への脈動流の接触をさせない以外は例１と同様に
して、中空糸膜束を得た。中空糸膜は内径／外径が０．７０ｍｍφ／１．２５ｍｍφ、空
孔率が７０％、平均孔径が０．１８μｍ、純水透過水量が２，０００［リットル／ｍ２・
分・１００ｋＰａ・２５℃］であり、偏平率は表１に示す通りであった。また、上記中空
糸膜６００本から構成される中空糸膜束の周長は１１５．０ｍｍ、嵩高度は、１．４３で
あった。
【００４３】
　〈例３（中空糸膜の製造）〉 例２の中空糸膜を雰囲気温度１４０℃で２つのギアの間
を通過させる事により、ウェーブが付与された中空糸膜束を得た。この時使用したギアは
、先端の最小曲率半径が５ｍｍ、ギアの先端間の距離が２５ｍｍのギアを２個噛み合せ、
両ギアの噛み込み高さ及び最短距離をそれぞれ１５ｍｍ、３ｍｍとした。中空糸膜は内径
／外径が０．７０ｍｍφ／１．２５ｍｍφ、空孔率が７０％、平均孔径が０．１８μｍで
あった。また、純水透過水量は１，９５０［リットル／ｍ２・分・１００ｋＰａ・２５℃
］と若干の低下があり、表１に示す様に、中空糸膜の偏平率の影響と推定された。上記中
空糸膜６００本から構成される中空糸膜束の周長は１１８．２ｍｍ、嵩高度は、１．５１
であった。また、中空糸膜中のウェーブは、波長・波高が概ね揃ったものであった。
【００４４】
　〈例４（中空糸膜の製造例）〉 例２の中空糸膜を雰囲気温度１４０℃で２つのギアの
間を通過させる事により、ウェーブが付与された中空糸膜束を得た。この時使用したギア
は、先端の最小曲率半径が７ｍｍ、ギアの先端間の距離が３０ｍｍのギアを２個噛み合せ
、両ギアの噛み込み高さ及び最短距離をそれぞれ１０ｍｍ、８ｍｍとした。中空糸膜は、
内径／外径が０．７０ｍｍφ／１．２５ｍｍφ、空孔率が７０％、平均孔径が０．１８μ
ｍであった。また、純水透過水量は、２，０００［リットル／ｍ２・分・１００ｋＰａ・
２５℃］であり、偏平率は、表１に示す通りであった。上記中空糸膜６００本から構成さ
れる中空糸膜束の周長は、１１５．５ｍｍであり、嵩高度は、１．４４であった。また、
また、中空糸膜中のウェーブは、波長・波高が概ね揃ったものであった。
【００４５】
　〈例５（中空糸膜モジュールの製造）〉 例１で製造した中空糸膜を３００本束ねた。
次に、この中空糸膜束の片側端面の中空部を封止処理した後、内径３６ｍｍφ、長さ１，
０００ｍｍの、ポリスルホン製円筒状モジュールケースに収納した。封止処理を行った側
の中空糸膜端部には、接着冶具のみをモジュールケースへ液密的に取り付け、他方の端部
には、中空糸膜と平行に、外径５ｍｍφのポリプロピレン製棒状物を合計５本配置した後
に接着冶具をモジュールケースへ液密的に取り付けた。ここで、充填率は、中空糸膜外径
、充填本数、モジュールケース内径により、３６％と算出される。
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上記、接着冶具が両側へと液密的に取り付けられたモジュールケースを２液性エポキシ接
着剤により、遠心注型した。遠心注型終了後、接着冶具、ポリプロピレン製棒状物を取り
除き、封止処理を行った側の接着端部を切断し、中空糸中空部を開口させた。以上の様に
して、ウェーブを有する中空糸膜束からなる中空糸膜モジュールを得た。
この中空系膜モジュールをエタノールで親水化し、さらに、水への置換処理を行った後、
純水透過水量を測定した。
その後、１００ｋＰａの圧縮空気により、リーク検査を行ったが、リークの発生は確認さ
れなかった。
【００４６】
　〈例６（中空糸膜モジュールの製造）〉 例１で製造した中空糸膜を１，８００本束ね
た。
次に、この中空糸膜束の片側端面の中空部を封止処理した後、内径８３ｍｍφ、長さ１，
０００ｍｍのポリ塩化ビニル製円筒状モジュールケースに収納した。封止処理を行った側
の中空糸膜端部には、接着冶具のみをモジュールケースへ液密的に取り付け、他方の端部
には、中空糸膜と平行に、外径１１ｍｍφのポリプロピレン製棒状物を合計５本配置した
後に接着冶具をモジュールケースへ液密的に取り付けた。ここで、充填率は、中空糸膜外
径、充填本数、モジュールケース内径より、４１％と算出される。
上記接着冶具が両側へと液密約に取り付けられたモジュールケースを２液性エポキシ樹脂
により、遠心注型した。遠心注型終了後、接着冶具、ポリプロピレン製棒状物を取り除き
、封止処理を行った側の接着端部を切断し、中空糸中空部を開口させた。以上の様にして
、ウェーブを有する中空糸膜束からなる中空糸膜モジュールを得た。
上記中空糸膜モジュールをエタノールで親水化し、さらに、水への置換処理を行った後、
純水透過水量を測定した。
その後、１００ｋＰａの圧縮空気により、リーク検査を行ったが、リークの発生は、確認
されなかった。
【００４７】
　〈例７（中空糸膜モジュールの製造）〉 例１で製造した中空糸多孔質膜の１，４４０
本からなる中空糸膜束を４束用意した。
次に各中空糸膜束の片側端面の中空部を封止処理した後、４束を内径１５０ｍｍφ、長さ
１，５００ｍｍの、ＳＵＳ－３０４製円筒状モジュールケースに収納した。封止処理を行
った側の中空糸膜端部には、接着冶具のみをモジュールケースへ液密的に取り付け、他方
の端部には、中空糸膜と平行に、外径１０ｍｍφのポリプロピレン製棒状物を合計３７本
設置した後に接着冶具をモジュールケースへ液密的に取り付けた。ここで、充填率は、中
空糸膜外径、充填本数、モジュールケース内径より、４０％と算出される。
上記、接着冶具が両側に取り付けられたモジュールケースをシリコーン接着剤（東芝シリ
コーン社製、ＴＳＥ－３３３７）により、遠心注型した。
遠心注型終了後、接着冶具、ポリプロピレン製棒状物を取り除き、シリコーン接着部が充
分に硬化した後、封止処理を行った側の接着端部を切断し、中空糸中空部を開口させた。
以上の様にして、ウェーブを有する中空糸膜束からなる中空糸膜モジュールを得た。
次に該中空糸膜モジュールをモジュール用圧力容器に収納し、５０％エタノール水溶液で
親水化、水置換を行った後、１００ｋＰａの圧縮空気により、リーク検査を行ったところ
、リークの発生は、確認されなかった。また、この時の水湿潤状態での、モジュール重量
を測定した。
【００４８】
　〈例８（中空糸膜モジュールの製造）〉 例２の中空糸膜を使用した以外は、例５と同
様にして中空糸膜モジュールを作成した。この時の充填率は、３６％であった。
この中空糸膜モジュールの純水透過水量を測定した後、１００ｋＰａの圧縮空気によりリ
ーク検査を行ったが、リークの発生は確認されなかった。
【００４９】
　〈例９（中空糸膜モジュールの製造）〉 例２の中空糸膜を使用した以外は、例６と同
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様にして中空糸膜モジュールを作成した。この時の充填率は、４１％であった。
この中空糸膜モジュールの純水透過水量を測定した後、１００ｋＰａの圧縮空気により、
リーク検査を行ったが、リークの発生は確認されなかった。
【００５０】
　〈例１０（中空糸膜モジュールの製造）〉 例２の中空糸膜を使用した以外は、例７と
同様にして中空系膜モジュールを作成した。充填率は、４０％であった。
この中空糸膜モジュールの純水透過水量を測定した後、１００ｋＰａの圧縮空気により、
リーク検査を行ったが、リークの発生は確認されなかった。また、この時の水湿潤状態で
の、モジュール重量を測定した。
【００５１】
　〈例１１（中空系膜モジュールの製造）〉 例３の中空糸膜を使用した以外は、例５と
同様にして中空糸膜モジュールを作成した。この時の充填率は、３６％である。
この中空糸膜モジュールの純水透過水量を測定した後、１００ｋＰａの圧縮空気によりリ
ーク検査を行ったが、リークの発生は確認されなかった。
【００５２】
　〈例１２（中空糸膜モジュールの製造）〉 例３の中空系膜を使用した以外は、例６と
同様にして中空糸膜モジュールを作成した。充填率は、４１％であった。
この中空糸膜モジュールの純水透過水量を測定した後、１００ｋＰａの圧縮空気により、
リーク検査を行ったが、リークの発生は確認されなかった。
【００５３】
　〈例１３（中空系膜モジュールの製造）〉 例４の中空糸膜を使用した以外は、例５と
同様にして中空糸膜モジュールを作成した。充填率は、３６％であった。
この中空糸膜モジュールの純水透過水量を測定した後、１００ｋＰａの圧縮空気により、
リーク検査を行ったが、リークの発生は確認されなかった。
【００５４】
　〈例１４（浄化方法・実施例）〉 例５の中空系膜モジュールを使用して浄化運転を行
った。原水として、モデル液（ベントナイト、フミン酸の混合溶液［調製時、ベントナイ
ト濃度：１，０００ｍｇ／リットル、フミン酸濃度：ＴＯＣ｛全有機炭素量｝として、５
００ｍｇ／リットル］）を用いた。図１に示す様に、原水（１）は、循環タンク（２）を
経て原水供給ポンプ（３）により、中空糸膜モジュール（４）へ圧送され、得られたろ過
水は、ろ過水タンク（５）により、貯水される。逆洗時に、ろ過水タンク（５）中のろ過
水は逆洗ポンプ（６）により中空糸膜モジュールに送られる。また、エアバブリングは、
コンプレッサ（７）で発生した圧縮空気を中空糸膜モジュールの原水導入口へ供給される
。
ろ過は、中空糸膜モジュール（４）へ原水（１）を一定流量、１．８［リットル／分・モ
ジュール・２５℃］で供給し、膜ろ過水量と循環水量の比を１／１としたクロスフロー方
式で行い、ろ過水量が０．９［リットル／分・モジュール・２５℃］での外圧定流量ろ過
運転とした。
運転条件は、ろ過を１０分行った後、ろ過水による逆洗を１．５［リットル／分・モジュ
ール・２５℃］の流量で２０秒行うという操作を繰り返し、１時間毎に５［Ｎリットル／
分・モジュール・２５℃］の流量で圧縮空気によるエアバブリングを１分間行った。原水
の濁度は７７０度、ろ過工程時間内に膜を透過する総ろ過水量は９リットル、蓄積懸濁質
量は、５．８７であった。
運転直後にモデル液の濁度、微粒子の平均粒径を測定したところ、濁度は１，０００度、
微粒子の粒径は０．９μｍ～３０μｍ（中央値は、９μｍ）であった。
上記浄化運転を２０日間継続したところ、ろ過圧力は、初期の１．２倍となっていた。日
間平均濁度は、７７０度、微粒子径は、初期と同様に０．９μｍ～３０μｍ（中央値は、
９μｍ）であった。
浄化運転終了後、モジュールを装置から取り外し、リーク検査を行ったが、リークは確認
されなかった。
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さらに、上記中空糸膜モジュールを次亜塩素酸ナトリウム水溶液、水酸化ナトリウム水溶
液、シュウ酸水溶液、硝酸水溶液にて回復率が飽和するまで洗浄し、純水透過水量を測定
したところ、初期値の９８％の値を示した。
その後、中空糸膜モジュールを解体して、中空糸膜の膜外表面を倍率５，０００倍の走査
型電子顕微鏡で観察したが、膜表面の傷つきは軽微であった。
【００５５】
　〈例１５（浄化方法・実施例）〉 例５の中空糸膜モジュールを使用し、浄化運転を行
った。原水として、日間平均濁度が１、微粒子径が５μｍ～２００μｍ（中央値は、５０
μｍ）の河川表流水を用いた。ろ過は、中空糸膜モジュールへ原水を一定流量、３．０「
リットル／分・モジュール・２５℃」で供給し、膜ろ過水量と循環水量の比を１／１とし
たクロスフロー方式で行い、ろ過水量が１．５［リットル／分・モジュール・２５℃］で
の外圧定流量ろ過運転とした。
運転条件は、ろ過を２０分行った後、ろ過水による逆洗を２．５［リットル／分・モジュ
ール・２５℃］の流量で２０秒行う操作を繰り返し、１時間毎に７［Ｎリットル／分・モ
ジュール・２５℃］の流量で圧縮空気によるエアバブリングを１分間行った。原水の濁度
は１．０度、ろ過工程時間内に膜を透過する総ろ過水量は３０リットル、蓄積懸濁質量は
、０．０２５であった。
浄化運転の経過と共に、ろ過圧力が除々に上昇し、５ヶ月目には、初期ろ過圧力の２倍と
なっていた。
浄化運転後、モジュールを装置から取り外し、リーク検査を行ったが、リークは確認され
なかった。
さらに、上記中空糸膜モジュールを次亜塩素酸ナトリウム水溶液、水酸化ナトリウム水溶
液、シュウ酸水溶液、硝酸水溶液にて回復率が飽和するまで洗浄し、純水透過水量を測定
したところ、初期値の９６％の値を示した。
その後、中空糸膜モジュールを解体して、中空糸膜の膜外表面を倍率５，０００倍の走査
型電子顕微鏡で観察したが、膜表面の傷つきは軽微であった。
【００５６】
　〈例１６（浄化方法・実施例）〉 例６の中空糸膜モジュールを使用して浄化運転を行
った。原水として、濁度が０．１度～５度（平均値は、２．４度）、水中の微粒子の粒径
が０．９μｍ～３０μｍ（中央値は、９μｍ）、水温が１２℃の河川水表流水を用いた。
ろ過は、中空糸膜モジュールへ原水を一定流量２．６［ｍ３／ｈｒ・モジュール・２５℃
］で供給し、膜ろ過水量と循環水量の比を１／１としたクロスフロー方式で行い、ろ過水
量が１．３［ｍ３／ｈｒ・モジュール・２５℃］の定流量ろ過運転とした。
運転条件は、ろ過を２０分行った後、ろ水による逆洗を２０秒行うという操作を繰り返し
、１時間毎に流量１．３［ｍ３／ｈｒ・モジュール・２５℃］のろ過水による逆洗と、流
量２［Ｎｍ３／ｈｒ・モジュール・２５℃］の圧縮空気によるエアバブリングを同時に２
分間行った。原水の濁度は２．４度、ろ過工程時間内に膜を透過する総ろ過水量は０．４
３ｍ３、蓄積濁質量０．１５であった。
上記運転条件で１２ヶ月運転した後の膜間平均差圧（以下、ＴＭＰという）は、初期の１
．３倍となっていた。その後、モジュールを装置から取り外し、リーク検査を行ったが、
リークの発生は確認されなかった。また、運転後の中空糸膜モジュールを解体し、単糸を
次亜塩素酸ナトリウムと水酸化ナトリウム水溶液の混合液、シュウ酸と硝酸の混合液で薬
品洗浄した後、純水透水量を測定したところ、未使用の膜の９５％に相当する透水量であ
り、膜外表面を倍率５，０００倍の走査型電子顕微鏡で観察したところ、膜外表面の傷つ
きは軽微であった。
【００５７】
　〈例１７（浄化方法・実施例）〉 例６の中空糸膜モジュールを使用して、膜ろ過の運
転を６０分間行った後、ろ過水による逆洗と圧縮空気によるエアバブリングを同時に２分
間行う運転方式に変更した以外は例１６と同じ浄化運転を行った。原水の濁度は２．４度
、ろ過工程時間内に膜を透過する総ろ過水量は１．３ｍ３、蓄積濁質量は０．４４であっ
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た。
上記運転条件で６ヶ月間運転した後のＴＭＰは、初期の１．４倍となっていた。その後、
膜モジュールを装置から取り外し、リーク検査を行ったが、リークの発生は、確認されな
かった。また、運転後の膜モジュールを解体し、単糸を次亜塩素酸ナトリウムと水酸化ナ
トリウム水溶液の混合液、シュウ酸と硝酸の混合液で薬品洗浄した後、純水透過水量を測
定したところ、未使用である膜の透過水量の９５％に相当する透水量であり、膜外表面を
倍率５，０００倍の走査型電子顕微鏡で観察したところ、膜外表面の傷つきは軽微であっ
た。
【００５８】
　〈例１８（浄化方法・実施例）〉 例７で作成した膜モジュールを使用して浄化運転を
行った。原水は、濁度１～３（平均値は１．８度）、水中の微粒子の粒径が２μｍ～５０
μｍ（中央値は２２μｍ）の河川表流水を用いた。図２に示す様に原水（１１）は、循環
タンク（１２）を経て原水供給ポンプ（１３）により、中空糸膜モジュール（１４）へ圧
送され、得られたろ過水は、ろ過水タンク（１５）に貯水される。この時、中空糸膜モジ
ュール（１４）に圧送される原水は、オゾン発生機（１８）により発生したオゾンガスが
混入され、オゾン水濃度は、ろ過水側で０．３ｍｇ／リットルとなる様に調製される。逆
洗時に、ろ過水タンク（１５）中のろ過水は逆洗ポンプ（１６）により、中空糸膜モジュ
ール（１４）に送られる。
ろ過は、中空糸膜モジュール（１４）へ原水（１１）を供給し、オゾン混入空気を排出す
る以外は濃縮水の排出を行わない、全量ろ過方式で行う、平均ろ過圧３０［ＫＰａ］の定
圧ろ過とした。この時、逆洗時の逆洗圧力は５０ＫＰａとした。
上記、浄化運転を１０日間継続したところ、ろ水採水量は、初期値の７０％となっていた
。
次にろ過運転装置から中空糸膜モジュールを取り外し、重量を測定したところ、初期重量
の１１５％に増加していた。
これを、再度、図２に示す運転装置に取り付け、中空糸膜モジュールのろ水側の弁を閉じ
て、原水を供給しながら、エアバブリング（供給水量：３ｍ３／Ｈｒ、供給エアー量：５
Ｎｍ３／Ｈｒ、バブリング時間：５分）を実施した。
エアバブリングを実施後、再度、中空糸膜モジュールの重量を測定したところ、初期重量
の１０３％となっていた。
これは、エアバブリングにより、中空糸膜モジュール重量の１２％に相当する、懸濁物質
が排出された事になる。
さらに、上記中空糸膜モジュールのリーク検査を行ったが、リークの発生は、確認されな
かった。
上記中空糸膜モジュールを解体し、接着固定部の接着状況を観察したところ、中空糸膜束
の外周部分、中心部分いずれも充分に接着剤で充填された状態であった。
【００５９】
　〈例１９（浄化方法・実施例）〉 例５の中空糸膜モジュールを使用して浄化運転を行
った。原水として、濁度が３度～３４０度（平均値は、１２０度）、水中の微粒子の粒径
が２μｍ～１３０μｍ（中央値は、４３μｍ）の河川水表流水を用いた。
ろ過は、中空糸膜モジュールへ原水を一定流量８．０［リットル／分・モジュール・２５
℃］で供給し、膜ろ過水量と循環水量の比を１／１としたクロスフロー方式で行い、ろ過
水量が４．０［リットル／分・モジュール・２５℃］の定流量ろ過運転とした。
運転条件は、ろ過を１０分行った後、流量６．０［リットル／分・モジュール・２５℃］
のろ過水による逆洗と流量８［Ｎｍ３／ｈｒ・モジュール・２５℃］の圧縮空気によるエ
アバブリングを同時に１分間行うという操作を繰り返した。原水の濁度は１２０度、ろ過
工程時間内に膜を透過する総ろ過水量は４０リットル、蓄積濁質量は４．１であった。
上記運転条件で２ヶ月経過時に２日間に渡り、濁度３４０度の高濁度原水が供給されたの
で、その２日間とその後の１日の合計３日間に限って、５分間のろ過の後、逆洗とエアバ
ブリングを同時に行う運転方法に変更した。この時の濁質蓄積量は、（１０分ろ過／１分
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物理洗浄）のままでは、１１．６であるが、５分ごとの物理洗浄としたので、５．８とな
った。
合計３ヶ月の運転の間にＴＭＰは、初期の１．３倍となっていた。その後、モジュールを
装置から取り外し、リーク検査を行ったが、リークの発生は確認されなかった。また、運
転後の中空糸膜モジュールを解体し、単糸を次亜塩素酸ナトリウムと水酸化ナトリウム水
溶液の混合液、シュウ酸と硝酸の混合液で薬品洗浄した後、純水透水量を測定したところ
、未使用の膜の９５％に相当する透水量であり、膜外表面を倍率５，０００倍の走査型電
子顕微鏡で観察したところ、膜外表面の傷つきは軽微であった。
【００６０】
　〈例２０（浄化方法・実施例）〉 例５の中空糸膜モジュールを使用して浄化運転を行
った。原水として、濁度が０．１度～３度（平均値は、１．２度）、水中の微粒子の粒径
が０．５μｍ～３０μｍ（中央値は、７μｍ）、水温が１８℃の河川水表流水を用いた。
ろ過は、中空糸膜モジュールへ原水を一定流量３．０［ｍ３／ｈｒ・モジュール・２５℃
］で供給し、膜ろ過水量と循環水量の比を１／１としたクロスフロー方式で行い、ろ過水
量が１．５［ｍ３／ｈｒ・モジュール・２５℃］の定流量ろ過運転とした。
運転条件は、ろ過を３０分行った後、流量１．５［ｍ３／ｈｒ・モジュール・２５℃］の
ろ過水による逆洗と流量２［Ｎｍ３／ｈｒ・モジュール・２５℃］の圧縮空気によるエア
バブリングを同時に２分間行うろ過サイクル運転とした。原水の濁度は１．２度、ろ過工
程時間内に膜を透過する総ろ過水量は０．７５ｍ３、蓄積濁質量は０．１３であった。
上記運転条件で１０ヶ月運転した後のＴＭＰは、初期の１．２倍となっていた。その後、
モジュールを装置から取り外し、リーク検査を行ったが、リークの発生は確認されなかっ
た。また、運転後の中空糸膜モジュールを解体し、単糸を次亜塩素酸ナトリウムと水酸化
ナトリウム水溶液の混合液、シュウ酸と硝酸の混合液で薬品洗浄した後、純水透水量を測
定したところ、未使用の膜の９６％に相当する透水量であり、膜外表面を倍率５，０００
倍の走査型電子顕微鏡で観察したところ、膜外表面の傷つきは軽微であった。
【００６１】
　〈例２１（浄化方法・実施例）〉 例５の中空糸膜モジュールを使用して、浄化運転を
行った。原水として、濁度が０．１～３度（平均値は、１．２度）、水中の微粒子の粒径
が０．５μｍ～３０μｍ（中央値は、７μｍ）、水温が１８℃の河川表流水を用いた。
ろ過は、中空糸膜モジュールへ原水を一定流量３．０［ｍ３／ｈｒ・モジュール・２５℃
］で供給し、膜ろ過水量と循環水量の比を１／１としたクロスフロー方式で行い、ろ過水
量が１．５［ｍ３／ｈｒ・モジュール・２５℃］の定流量ろ過運転とした。
運転条件は、ろ過を３０分行った後、流量１．５［ｍ３／ｈｒ・モジュール・２５℃］の
、ろ過水による逆洗と流量２［Ｎｍ３／ｈｒ・モジュール・２５℃］の圧縮空気によるエ
アバブリングを同時に１分間行った後、原水による、流量２．５［ｍ３／ｈｒ・モジュー
ル・２５℃］のフラッシングを１分間行う、ろ過サイクル運転とした。原水の濁度は１．
２度、ろ過工程時間内に膜を透過する総ろ過水量は０．７５ｍ３、蓄積濁質量は０．１３
であった。
上記運転条件で５ヶ月運転した後のＴＭＰは、初期の１．２倍となっていた。その後、モ
ジュールを装置から取り外し、リーク検査を行ったが、リークの発生は確認されなかった
。また、運転後の中空糸膜モジュールを解体し、単糸を次亜塩素酸ナトリウムと水酸化ナ
トリウム水溶液の混合液、シュウ酸と硝酸の混合液で薬品洗浄した後、純水透水量を測定
したところ、未使用の膜の９５％に相当する透水量であり、膜外表面を倍率５，０００倍
の走査型電子顕微鏡で観察したところ、膜外表面の傷つきは軽微であった。
【００６２】
　〈例２２（浄化方法・比較例）〉 例８の中空糸膜モジュールを用いた以外は、例１４
と同一運転条件で同時に並列して、浄化運転を行った。２０日間の運転後、その平均ろ過
圧は初期の３．５倍となっていた。
浄化運転終了後、リーク検査を行ったが、リークの発生は確認されなかった。
さらに、上記膜モジュールを次亜塩素酸ナトリウム水溶液、水酸化ナトリウム水溶液、シ
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ュウ酸水溶液、硝酸水溶液にて回復率が飽和するまで洗浄後、純水透過水量を測定したと
ころ、初期値の６６％の値を示した。
その後、中空系膜モジュールを解体して膜外表面を倍率５，０００倍の走査型電子顕微鏡
で観察したところ、膜表面のおよそ７５％が荒れており、膜表面の開孔の一部が閉塞し、
透過水量の低下の要因と推定された。
【００６３】
　〈例２３（浄化方法・比較例）〉 例８の中空糸膜モジュールを用いた以外は、例１５
と同一運転条件で同時に並列して、浄化運転を行った。
浄化運転の経過と共に、ろ過圧力が除々に上昇し、運転２ヶ月目と運転４ヶ月目にそれぞ
れ、平均ろ過圧が初期の３倍となったので、次亜塩素酸ナトリウム水溶液、水酸化ナトリ
ウム水溶液、シュウ酸水溶液、硝酸水溶液による、薬品洗浄を行った。
総運転期間が５ヶ月となった時点で、中空糸膜モジュールを装置から取り外し、リーク検
査を行ったが、リークは確認されなかった。
さらに、上記中空糸膜モジュールを次亜塩素酸ナトリウム水溶液、水酸化ナトリウム水溶
液、シュウ酸水溶液、硝酸水溶液にて回復率が飽和するまで洗浄し、純水透過水量を測定
したところ、初期値の７２％の値を示した。
その後、中空糸膜モジュールを解体して膜外表面を倍率５，０００倍の走査型電子顕微鏡
で観察したところ、膜表面のおよそ７０％が荒れており、膜表面の開孔の一部が閉塞し、
透過水量の低下の要因と推定された。
【００６４】
　〈例２４（浄化方法・比較例）〉 例９の中空膜モジュールを使用して、例１６と並列
に同一条件で同時に浄化運転を行った。
運転６ヶ月後のＴＭＰは初期値の２．０倍となり、これ以上の運転の継続は不可能と判断
し、中空糸膜モジュールを解体した。解体した中空糸膜モジュールの単糸を次亜塩素酸ナ
トリウムと水酸化ナトリウム水溶液の混合液、シュウ酸と硝酸の混合液で薬品洗浄した後
、純水透過水量を測定したところ、未使用の膜の８０％に相当する透過水量であった。膜
外表面を倍率５，０００倍の走査型電子顕微鏡で観察したところ、膜表面のおよそ７０％
が荒れており、膜表面開孔の一部が閉塞し、透過水量の低下の要因と推定された。
【００６５】
　〈例２５（浄化方法・比較例）〉 例９の中空膜モジュールを使用して、例１７と同一
条件で並列に浄化運転を行った。
４ヶ月後のＴＭＰは初期値の２．０倍となり、これ以上の運転の継続は不可能と判断し、
中空糸膜モジュールを解体した。解体した中空糸膜モジュールの単糸を次亜塩素酸ナトリ
ウムと水酸化ナトリウム水溶液の混合液、シュウ酸と硝酸の混合液で薬品洗浄した後、純
水透過水量を測定したところ、未使用の膜の８２％に相当する透過水量であった。膜外表
面を倍率５，０００倍の走査型電子顕微鏡で観察したところ、膜表面のおよそ７０％が荒
れており、膜表面開孔の一部が閉塞し、透過水量の低下の要因と推定された。
【００６６】
　〈例２６（浄化方法・比較例）〉 例１０の中空糸膜モジュールを使用した以外は、例
１８と同一条件で浄化運転を行った。
上記浄化運転を１０日間継続したところ、ろ水採水量は、初期値の６０％となっていた。
次に運転装置から中空糸膜モジュールを取り外し、重量を測定したところ、初期重量の１
２０％に増加していた。
これを、再度、図２に示す運転装置に取り付け、中空糸膜モジュールのろ水側の弁を閉じ
て、原水を供給しながら、エアバブリング（供給水量：３ｍ３／Ｈｒ、供給エアー量：５
Ｎｍ３／Ｈｒ、バブリング時間：５分）を実施した。
エアバブリングを実施後、再度、中空糸膜モジュールの重量を測定したところ、初期重量
の１１５％となっていた。
これは、エアバブリングにより、中空糸膜モジュール重量の５％に相当する、懸濁物質が
排出された事になる。
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さらに、上記中空糸膜モジュールのリーク検査を行ったが、リークの発生は、確認されな
かった。
上記中空糸膜モジュールを解体し、接着固定部の接着状況を観察したところ、中空糸膜束
の中心部分で一部充填されていない部分が観察された。
【００６７】
　〈例２７（浄化方法・比較例）〉 例８の中空糸膜モジュールを使用した以外は、例１
９と同一条件で同時に、並列して浄化運転を行った。
運転が２ヶ月経過した時に２日間に渡り、濁度３４０度の高濁度原水が供給されたので、
その２日間とその後の１日の合計３日間に限って、５分間のろ過の後、逆洗とエアバブリ
ングを同時に行う運転方法に変更した。この時の蓄積濁質量は、（１０分ろ過／１分物理
洗浄）のままでは、１１．６であるが、５分ごとの物理洗浄としたので、５．８となった
。
合計３ヶ月の運転の間にＴＭＰは、初期の２．５倍となっていた。その後、モジュールを
装置から取り外し、リーク検査を行ったが、リークの発生は確認されなかった。また、運
転後の中空糸膜モジュールを解体し、単糸を次亜塩素酸ナトリウムと水酸化ナトリウム水
溶液の混合液、シュウ酸と硝酸の混合液で薬品洗浄した後、純水透水量を測定したところ
、未使用の膜の７４％に相当する透水量であった。
膜外表面を倍率５，０００倍の走査型電子顕微鏡で観察したところ、膜表面のおよそ７０
％が荒れており、膜表面開孔の一部が閉塞し、透過水量の低下の要因と推定された。
【００６８】
　〈例２８（浄化方法・参考例）〉 例１１の中空糸膜モジュールを用いた以外は、例１
４、例２２と同一運転条件で、浄化運転を行った。２０日間の運転後、その平均ろ過圧は
初期の２．９倍となっていた。運転終了後、リーク検査を行ったが、リークの発生は確認
されなかった。
さらに、上記膜モジュールを次亜塩素酸ナトリウム水溶液、水酸化ナトリウム水溶液、シ
ュウ酸水溶液、硝酸水溶液にて回復率が飽和するまで洗浄後、純水透過水量を測定したと
ころ、初期値の８７％の値を示した。
その後、中空糸膜モジュールを解体して膜外表面を倍率５，０００倍の走査型電子顕微鏡
で観察したところ、膜表面のおよそ２０％に荒れが観察され、膜表面の開孔も、僅かでは
あるが閉塞しており、透過水量の低下の要因と推定された。
【００６９】
　〈例２９（浄化方法・参考例）〉 例１１の中空糸膜モジュールを用いた以外は、例１
５、例２３と同一運転条件で同時に並列して、浄化運転を行った。
運転の経過と共に、ろ過圧力が除々に上昇し、運転３ヶ月目に、平均ろ過圧が初期の３倍
となったので、次亜塩素酸ナトリウム水溶液、水酸化ナトリウム水溶液、シュウ酸水溶液
、硝酸水溶液による、薬品洗浄を行った。
総運転期間が５ヶ月となった時点で、中空糸膜モジュールを装置から取り外し、リーク検
査を行ったが、リークは確認されなかった。
さらに、上記中空糸膜モジュールを次亜塩素酸ナトリウム水溶液、水酸化ナトリウム水溶
液、シュウ酸水溶液、硝酸水溶液にて回復率が飽和するまで洗浄し、純水透過水量を測定
したところ、初期値の７９％の値を示した。
その後、中空糸膜モジュールを解体して膜外表面を倍率５，０００倍の走査型電子顕微鏡
で観察したところ、膜表面のおよそ２０％に荒れが観察され、膜表面の開孔も僅かではあ
るが、閉塞しており、透過水量の低下の要因と推定された。
【００７０】
　〈例３０（浄化方法・参考例）〉 例１２の中空膜モジュールを使用して、原水として
、濁度が０．１度～５度（平均値は、２．２度）、水中の微粒子の粒径が０．９μｍ～３
０μｍ（中央値は、９μｍ）、水温が１２℃の河川水表流水を用いた以外は、例１４、例
２２と同一条件で浄化運転を行った。原水の濁度は２．２度、ろ過工程時間内に膜を透過
する総ろ過水量は０．４３ｍ３、蓄積濁質量は０．１３であった８ヶ月後の膜間平均差圧
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は初期値の２．０倍となり、これ以上の運転の継続は不可能と判断し、中空糸膜モジュー
ルを解体した。解体した中空糸膜モジュールの単糸を次亜塩素酸ナトリウムと水酸化ナト
リウム水溶液の混合液、シュウ酸と硝酸の混合液で薬品洗浄した後、純水透過水量を測定
したところ、未使用の膜の８３％に相当する透過水量であった。膜外表面を倍率５，００
０倍の走査型電子顕微鏡で観察したところ、膜表面のおよそ２０％に荒れが観察され、膜
表面の開孔も僅かではあるが、閉塞しており、透過水量の低下の要因と推定された。
【００７１】
　〈例３１（浄化方法・参考例）〉 例１１の中空糸膜モジュールを使用した以外は、例
１９、例２７と同一条件で同時に、並列して浄化運転を行った。
運転が２ヶ月経過した時に２日間に渡り、濁度３４０度の高濁度原水が供給されたので、
その２日間とその後の１日の合計３日間に限って、５分間のろ過の後、逆洗とエアバブリ
ングを同時に行う運転方法に変更した。この時の濁質蓄積量は、（１０分ろ過／１分物理
洗浄）のままでは、１１．６であるが、５分ごとの物理洗浄としたので、５．８となった
。
合計３ヶ月の運転の間にＴＭＰは、初期の２．０倍となっていた。その後、モジュールを
装置から取り外し、リーク検査を行ったが、リークの発生は確認されなかった。また、運
転後の中空糸膜モジュールを解体し、単糸を次亜塩素酸ナトリウムと水酸化ナトリウム水
溶液の混合液、シュウ酸と硝酸の混合液で薬品洗浄した後、純水透水量を測定したところ
、未使用の膜の７８％に相当する透水量であった。
膜外表面を倍率５，０００倍の走査型電子顕微鏡で観察したところ、膜表面のおよそ２０
％程度に荒れが観察され、膜表面の開孔も僅かではあるが閉塞しており、透過水量の低下
の要因と推定された。
【００７２】
　〈例３２（浄化方法・比較例）〉 例１３の中空糸膜モジュールを使用した以外は、例
２８と同時に、同一条件で浄化運転を行った。２０日間の運転後、その平均ろ過圧は初期
の３．３倍となっていた。
運転終了後、リーク検査を行ったが、リークの発生は確認されなかった。
さらに、上記膜モジュールを次亜塩素酸ナトリウム水溶液、水酸化ナトリウム水溶液、シ
ュウ酸水溶液、硝酸水溶液にて回復率が飽和するまで洗浄後、純水透過水量を測定したと
ころ、初期値の７０％の値を示した。
その後、中空糸膜モジュールを解体して膜外表面を倍率５，０００倍の走査型電子顕微鏡
で観察したところ、膜表面のおよそ５０％に荒れが観察され、膜表面の開孔も比較的広い
面積にわたって閉塞しており、透過水量の低下の要因と推定された。
例１～３２の結果を表２～９に示す。表２～９より、外径０．５ｍｍ以上３．１ｍｍ以下
の中空糸膜を用いる浄化方法において、ウェーブを有する中空糸膜を用いる本発明の範囲
内の方法が、ウェーブを有しない中空糸膜を用いる方法に比べて安定したろ過を行えるこ
とが明らかである。更に、嵩高度が好適な範囲（１．４５以上２．００以下）である場合
、波長・波高が異なるウェーブが混在する場合、より好適な結果が得られることがわかる
。
【００７３】
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【表１】

【００７４】
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【表２】

【００７５】
【表３】

【００７６】
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【表４】

【００７７】
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【表５】

【００７８】
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【表６】

【００７９】
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【表７】

【００８０】
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【表８】

【００８１】
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【表９】

【産業上の利用可能性】
【００８２】
本発明の浄化方法によれば、無機成分を含有した微粒子を含む懸濁水を含む懸濁水を膜で
処理する際に、微粒子による膜表面の傷の発生を防止でき、長期に亘る安定なろ過が可能
となる。従って、河川水、湖沼水、伏流水等の上水、工業用水、下水、下水二次処理水、
工業排水、家庭排水、し尿、海水などの無機成分を有する懸濁水の浄化分野において有用
である。また、本発明の中空糸膜モジュールは、太い中空糸膜がウェーブを有し、嵩高く
なっているため、膜同士の擦れが少なく膜が傷つきにくいという長所がある。したがって
、本発明の懸濁水の浄化方法に好適に使用でき、懸濁物質の排出性にも優れている。また
、膜端部の接着部欠陥の低減された大型モジュールを製造するのに適している。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
【図１】本発明の浄化方法の一例を示すフロー図である。
【図２】本発明の浄化方法の他の一例を示すフロー図であり、オゾンガスを添加可能なフ
ローの一例を示す図である。
【図３】本発明の中空糸膜束の嵩高度を測定する冶具の一例を示す模式図である。
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【図４】本発明の中空糸膜の製造方法の一例を示す模式図である。
【図５】本発明の中空糸膜モジュールの一例を示す模式図である。

【図１】 【図２】

【図３】
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