
JP WO2008/143292 A1 2008.11.27

10

(57)【要約】
　筒状のモジュールケースと、前記モジュールケースに
収納された多数本の中空糸膜の束と、原料流体が前記中
空糸膜内に通過できるように前記束の両側端部を前記モ
ジュールケース内に固定する接着固定部と、前記接着固
定部の両外側端面間を前記中空糸膜より相当直径が大き
い管により通過可能に接続する透過流体連通部と、前記
接着固定部の一方において原料流体を前記モジュールケ
ース内に供給し得る原料流体分配供給部とを備え、原料
流体分配供給部は、中空糸膜の間隙に穿たれ原料流体を
中空糸膜の長手方向に沿って供給可能な原料流体導入穴
を複数有することを特徴とする中空糸膜モジュール。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒状のモジュールケースと、前記モジュールケースに収納された多数本の中空糸膜の束
と、原料流体が前記中空糸膜内に通過できるように前記束の両側端部を前記モジュールケ
ース内に固定する接着固定部と、前記接着固定部の両外側端面間を前記中空糸膜より相当
直径が大きい管により通過可能に接続する透過流体連通部と、前記接着固定部の一方にお
いて原料流体を前記モジュールケース内に供給し得る原料流体分配供給部とを備え、原料
流体分配供給部は、中空糸膜の間隙に穿たれ原料流体を中空糸膜の長手方向に沿って供給
可能な原料流体導入穴を複数有することを特徴とする中空糸膜モジュール。
【請求項２】
　前記原料流体分配供給部は、前記一方の接着固定部の外側端面の中央から前記モジュー
ルケースの長さ方向に穿孔された一つの供給元管部と、前記供給元管部に続いて前記供給
元管部から前記長さ方向に沿って進む前方角が鋭角をなして穿たれた複数の原料流体供給
分岐部とを備えたことを特徴とする請求項１に記載の中空糸膜モジュール。
【請求項３】
　前記原料流体分配供給部は、前記原料流体供給分岐部から続いて前記接着固定部の内側
端面まで穿たれた原料流体導入穴を備え、該複数の原料流体供給分岐部における断面積が
、前記原料水の順流れ方向に沿って大きくなっていることを特徴とする請求項２に記載の
中空糸膜モジュール。
【請求項４】
　前記原料流体供給分岐部は、前記長さ方向に略平行な板状の空隙であり、前記原料流体
分配供給部は複数の前記原料流体供給分岐部が前記供給元管部を略中心軸として放射状に
配置されていることを特徴とする、請求項２又は３に記載の中空糸膜モジュール。
【請求項５】
　前記複数の原料流体供給分岐部が、３から９の範囲で前記原料流体供給元管部から分岐
していることを特徴とする、請求項２から４のいずれか一項に記載の中空糸膜モジュール
。
【請求項６】
　前記原料流体導入穴が前記原料流体供給分岐部毎に複数設けられており、当該複数の原
料流体導入穴の相当直径の合計が、前記複数の原料流体供給分岐部の最大相当直径より小
さいことを特徴とする、請求項２から５のいずれか一項に記載の中空糸膜モジュール。
【請求項７】
　前記原料流体分岐部を中心から外側方向に１／２半径で中心側と外側を区分した時に、
外側区分に設けられた原料流体導入穴の相当直径の合計が、中心側区分に設けられた原料
流体導入穴の相当直径の合計よりも大きいことを特徴とする、請求項２から６のいずれか
一項に記載の中空糸膜モジュール。
【請求項８】
　前記複数の原料流体導入穴が等間隔で穿たれていることを特徴とする、請求項２から７
のいずれか一項に記載の中空糸膜モジュール。
【請求項９】
　前記原料流体導入穴の相当直径が前記モジュールケースの外周に近づくにつれて大きく
なることを特徴とする、請求項２から８のいずれか一項に記載の中空糸膜モジュール。
【請求項１０】
　前記透過流体連通部は、前記中空糸膜束内に含まれた１本以上の連通管であることを特
徴とする、請求項１から９のいずれか一項に記載の中空糸膜モジュール。
【請求項１１】
　前記連通管が１から４本であることを特徴とする、請求項１０に記載の中空糸膜モジュ
ール。
【請求項１２】
　前記のモジュールケースが、比較的大きな内断面積を有する第１の部分と比較的小さな
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内断面積を有する第２の部分とからなる異形二重管であり、前記第１の部分には、前記中
空糸膜の束が収納され、前記第２の部分には、前記透過流体連通部が設けられていること
を特徴とする、請求項１に記載の中空糸膜モジュール。
【請求項１３】
　前記接着固定部の内側端面が、当該接着固定部の形成に用いられた接着剤の内側端面と
実質的に同一面であることを特徴とする、請求項１から１２のいずれかに記載の中空糸膜
モジュール。
【請求項１４】
　中空糸膜モジュールを構成する部材に影響を及ぼさない水、熱水、又は有機溶媒に容易
に溶解又は吸液分散しうる素材を用いて原料流体分配供給部の少なくとも一部を成型し、
成型した原料流体分配供給部の内側端面を前記接着固定部よりも内側に配置した後に、該
原料流体分配供給部と、中空糸膜、透過流体連通部とモジュールケースとを接着固定した
後に、前記水、熱水、有機溶媒のいずれかにより前記原料流体分配供給部の少なくとも一
部を溶解または吸液分散させることにより、前記原料流体分配供給部を形成することを特
徴とする、請求項１３に記載の中空糸膜モジュールの製造方法。
【請求項１５】
　請求項１から１３のいずれかに記載の中空糸膜モジュールの前記原料流体分配供給部が
備えられた接着固定部外端面の外側には、ｉ）原料流体供給口を備えたカップ形状をなし
、ｉｉ）前記カップ形状の内側に透過流体保持空間を有する第１のキャップが前記カップ
形状の周端辺で液密的に固定され、ａ）他方の接着固定部外端面の外側には透過流体採水
口を備えてカップ形状をなし、ｂ）前記カップ形状の内側に透過流体保持空間を有する第
２のキャップが前記カップ形状の周端辺で液密的に固定されており、ｉｉｉ）さらに前記
第１のキャップは、前記原料流体供給口から液密的に連続して前記透過流体保持空間内に
突出したノズルを備え、ｉｖ）前記ノズルは前記供給元管部に液密的に結合していること
を特徴とする中空糸膜モジュール組立体。
【請求項１６】
　原料流体が水であり、その濁度とＴＯＣ（Ｔｏｔａｌ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃａｒｂｏｎ
）との積が１０，０００度×ｍｇ／リットル以内であり、かつ濁度が１００度以下、ＴＯ
Ｃが１００ｍｇ／リットル以下である水を原水とし、請求項１の中空糸膜モジュールを使
用してろ過水を得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、種々の分野に使用できるが、特に河川水、湖沼水、伏流水等の除濁のごとき
水処理分野に好適な外圧式中空糸膜モジュール等に関する。さらには、中空糸膜の透過に
寄与する有効長さが増大し、膜面積の有効利用率が向上し、ひいては単位容積当たりの透
過性能が向上した中空糸膜モジュールとその製造方法、中空糸膜モジュール組立体ならび
に前記中空糸膜モジュール組立体を使用した懸濁水の浄化方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　中空糸膜モジュールは、単位容積当たりの膜面積が大きく確保可能であることから、多
数の流体処理分野、例えば、逆浸透膜によるカン水や海水の脱塩、超純水の１次純水処理
、ナノフィルターによる農薬や多糖類などの低分子有機物の除去、限外濾過膜による酵素
の濃縮・脱塩、注射用水の製造、電着塗料の回収、超純水のファイナルフィルトレーショ
ン、廃水処理、河川水・湖沼水・伏流水の除濁、精密濾過膜による薬品精製、除菌、除濁
、ガス分離膜による酸素分離、窒素分離、水素分離、炭酸ガス分離等に適用されている。
【０００３】
　近年、河川水、伏流水等を浄水として使用する際に凝集沈殿・砂ろ過を代替する除濁方
法としての適用が拡大し、新規・高性能の中空糸膜や中空糸膜モジュールの提案がなされ
ている。
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【０００４】
　これまで、中空糸膜を介して原料水を加圧し、透過水を得る外圧式の中空糸膜モジュー
ルとしては、モジュールの下部に位置する中空糸膜とモジュールハウジングとを液密的に
区分する接着固定部に中空部は封止されると共に、接着固定部に複数の原料水導入穴を形
成し、その穴から中空糸膜に対し平行に原料水を供給し、透過水はモジュール上部の中空
糸膜端面の中空糸膜開口から採水し、懸濁物質を含む濃縮水をモジュール上方側面の濃縮
水排出ノズルから排出する構造が、主流であった。（特許文献１、２参照）
【０００５】
　このような外圧式中空糸膜モジュール組立体の構造例を図１７に示す。図１７では、多
数本（ここでは簡単のため３本に省略）の中空糸膜１０５がモジュールケース１０４に収
納され、ケースの上方では接着固定部１０６により中空糸膜とモジュールケースとが液密
的に接着固定され、かつ中空糸膜の末端は開放されて通液可能になっている。そして、透
過水がキャップ１０１内にたまり、さらには透過水採取口１１２から上方に採水される。
【０００６】
　一方、ケース下方では、中空糸膜は、接着固定部１０７によりモジュールケースに液密
的に接着固定され、かつ中空糸膜の末端は閉塞されている。また、下方接着固定部１０７
には、原料水、圧縮エアー、原料水と圧縮エアーの混合流れのいずれかを供給可能な原料
水導入穴１０８が複数個開口している。ここで、通常のろ過時における液の流れを説明す
ると、原料水は、下方のキャップ１０３に設けられた原料水供給口１１０から原料水導入
穴１０８を経てモジュールケース内に入り、原料水の大半は中空糸膜１０５を透過して透
過水となって、上方の中空糸膜開口から上方のキャップ１０１を経て透過水として透過水
採取口１１２から採水される。また、原料水の一部は濃縮水となり、上方側面の濃縮水排
出ノズル１１１から排出される。このとき、原料水の水質に応じて、濃縮水を連続して排
出せずに、フラッシング、逆洗、エアレーションフラッシングの如き物理洗浄時のみ排出
する方法も採用できる。
【０００７】
　このような構造の中空糸膜モジュールは、膜の性能評価やろ過安定性の調査を目的とし
たミニチュアのモジュールであれば、有効膜長が１ｍ程度のものを使用する場合がある。
　また、実際の大規模な水除濁処理に使用する場合には、通常、膜モジュールが配置され
る配置ラックの設置面積を削減したり、単位容積当たりの中空糸膜面積を増大したりする
目的で、中空糸膜の有効長を２ｍ程度と長くしているが、かつては中空糸膜の透過性能が
低かったために、このような有効長であっても透過水側の中空部圧力損失が軽微で実用上
問題なく使用されていた。
【０００８】
　ところが、最近、浄水用の膜ろ過モジュール適用例の増加とともに、中空糸膜の透過性
能の向上が進む一方で、モジュール上部の中空糸膜開口からだけ透過水を採水する、いわ
ゆる片側集水モジュールでは中空糸膜本来の透過性能が得られない場合も散見されるよう
になってきた。
【０００９】
　そのため、中空糸膜の有効利用率を向上せしめることを目的に、一方の側から他方の側
へと透過水が行き来可能な連通部を有するモジュール構造にすることで、中空糸膜モジュ
ールの両側端部から透過水を採水可能な構造とすることが知られている（例えば、特許文
献３～６参照）。特許文献３の図４、図５、図９では、下部の空気導入穴１９から圧縮エ
アーを導入し、中空糸膜を振動させるとの記載がある。
【００１０】
　しかしながら、このような導入構造では、圧縮エアーの様な比較的低粘性の流体を均一
かつ比較的低損失で分配することは可能であるが、懸濁物質を含有した水の様な粘性の流
体となると、必要な供給に伴う圧力損失が極端に大きくなり、中空糸膜モジュール内への
供給だけで１００ＫＰａ以上が必要になる。これは通常原料水の供給圧力に必要な５０－
１００ＫＰａと同程度以上の供給圧力であるから、エアーのみの導入穴を有する構造をそ
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のまま水の場合に適用することは非現実的である。
【００１１】
　さらに、その製造方法は、特許文献４に記載されている様に、モジュールケース外周に
複数の穴を開けると共に、穴の開いた仕切り板と中空糸膜束をまとめてモジュールケース
に収納し、さらに、穴の開いた仕切り板の穴部とモジュールケースの穴部とを対向させた
後に、可とう性チューブを含むボルトで固定して接着固定を行い、さらに可とう性を持つ
チューブを含むボルトをとり外すという、大変煩雑な組立作業が必須であり、河川水の膜
ろ過処理のように安価に透過水を得る用途では適用が困難である。
【００１２】
　特許文献５には特許文献３、４と類似の構造が示されているが、これは断面から見たエ
ア導入穴を中心軸から対称にかつ均等間隔にて穴が開口しなければ、空気ないし水の供給
が均一とならず、対称かつ均等間隔に配置するには、文献４と同様に煩雑な組立作業が必
須となる。
【００１３】
　また、特許文献６には原料水を一方の接着固定部外端面の略中央から穿孔された原料水
の供給元管部に相当する部位からそのまま多数の原料水導入穴が中空糸膜に対して垂直に
供給できるように他方の接着固定部まで繋がった構造が開示されているが、これは、原料
水が中空糸膜束の中心部から外側に垂直に原料水が供給されるため、懸濁成分が中心側の
中空糸膜と中空糸膜との間に蓄積され、結果として束外周部には原料水が供給されにくい
という欠点を有する。
【特許文献１】特開平０７－１７１３５４号公報
【特許文献２】特開平０９－２２０４４６号公報
【特許文献３】実開昭６３－１１１９０１号公報
【特許文献４】特開昭６４－０９０００５号公報
【特許文献５】実開平０３－１１９４２４号公報
【特許文献６】特公昭５３－０３５８６０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、中空糸膜の長さ方向における有効利用率が向上して単位膜面積あたりの透過
水量が安定し、また、圧力損失が小さくて低エネルギーで採水可能であり、さらに、製造
が簡単で少ない製造工程で容易に作成できる中空糸膜モジュール、及びそれを用いた中空
糸膜モジュール組立体を提供することを課題とする。
【００１５】
　本発明によれば、高透過性能膜を適用することにより、さらに顕著な効果が得られる。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、以下の中空糸膜モジ
ュール構造とすることにより、課題を解決するに至った。すなわち、本発明は以下の通り
である。
【００１７】
（１）筒状のモジュールケースと、前記モジュールケースに収納された多数本の中空糸膜
の束と、原料流体が前記中空糸膜内に通過できるように前記束の両側端部を前記モジュー
ルケース内に固定する接着固定部と、前記接着固定部の両外側端面間を前記中空糸膜より
相当直径が大きい管により通過可能に接続する透過流体連通部と、前記接着固定部の一方
において原料流体を前記モジュールケース内に供給し得る原料流体分配供給部とを備え、
原料流体分配供給部は、中空糸膜の間隙に穿たれ原料流体を中空糸膜の長手方向に沿って
供給可能な原料流体導入穴を複数有することを特徴とする中空糸膜モジュール。
【００１８】
（２）前記原料流体分配供給部は、前記一方の接着固定部の外側端面の中央から前記モジ
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ュールケースの長さ方向に穿孔された一つの供給元管部と、前記供給元管部に続いて前記
供給元管部から前記長さ方向に沿って進む前方角が鋭角をなして穿たれた複数の原料流体
供給分岐部とを備えたことを特徴とする（１）に記載の中空糸膜モジュール。
（３）前記原料流体分配供給部は、前記原料流体供給分岐部から続いて前記接着固定部の
内側端面まで穿たれた原料流体導入穴を備え、該複数の原料流体供給分岐部における断面
積が、前記原料水の順流れ方向に沿って大きくなっていることを特徴とする（２）に記載
の中空糸膜モジュール。
（４）前記原料流体供給分岐部は、前記長さ方向に略平行な板状の空隙であり、前記原料
流体分配供給部は複数の前記原料流体供給分岐部が前記供給元管部を略中心軸として放射
状に配置されていることを特徴とする、（２）又は（３）に記載の中空糸膜モジュール。
（５）前記複数の原料流体供給分岐部が、３から９の範囲で前記原料流体供給元管部から
分岐していることを特徴とする、（２）から（４）のいずれか一つに記載の中空糸膜モジ
ュール。
（６）前記原料流体導入穴が前記原料流体供給分岐部毎に複数設けられており、当該複数
の原料流体導入穴の相当直径の合計が、前記複数の原料流体供給分岐部の最大相当直径よ
り小さいことを特徴とする、（２）から（５）のいずれか一つに記載の中空糸膜モジュー
ル。
（７）前記原料流体分岐部を中心から外側方向に１／２半径で中心側と外側を区分した時
に、外側区分に設けられた原料流体導入穴の相当直径の合計が、中心側区分に設けられた
原料流体導入穴の相当直径の合計よりも大きいことを特徴とする、（２）～（６）のいず
れか一つに記載の中空糸膜モジュール。
【００１９】
（８）前記複数の原料流体導入穴が等間隔で穿たれていることを特徴とする、（２）から
（７）のいずれか一つに記載の中空糸膜モジュール。
（９）前記原料流体導入穴の相当直径が前記モジュールケースの外周に近づくにつれて大
きくなることを特徴とする、（２）から（８）のいずれか一つに記載の中空糸膜モジュー
ル。
（１０）前記透過流体連通部は、前記中空糸膜束内に含まれた１本以上の連通管であるこ
とを特徴とする、（１）から（９）のいずれか一つに記載の中空糸膜モジュール。
（１１）前記連通管が１から４本であることを特徴とする、（１０）に記載の中空糸膜モ
ジュール。
（１２）前記のモジュールケースが、比較的大きな内断面積を有する第１の部分と比較的
小さな内断面積を有する第２の部分とからなる異形二重管であり、前記第１の部分には、
前記中空糸膜の束が収納され、前記第２の部分には、前記透過流体連通部が設けられてい
ることを特徴とする、（１）に記載の中空糸膜モジュール。
（１３）前記接着固定部の内側端面が、当該接着固定部の形成に用いられた接着剤の内側
端面と実質的に同一面であることを特徴とする、（１）から（１２）のいずれかに記載の
中空糸膜モジュール。
（１４）中空糸膜モジュールを構成する部材に影響を及ぼさない水、熱水、又は有機溶媒
に容易に溶解又は吸液分散しうる素材を用いて原料流体分配供給部の少なくとも一部を成
型し、成型した原料流体分配供給部の内側端面を前記接着固定部よりも内側に配置した後
に、該原料流体分配供給部と、中空糸膜、透過流体連通部とモジュールケースとを接着固
定した後に、前記水、熱水、有機溶媒のいずれかにより前記原料流体分配供給部の少なく
とも一部を溶解または吸液分散させることにより、前記原料流体分配供給部を形成するこ
とを特徴とする、（１３）に記載の中空糸膜モジュールの製造方法。
（１５）（１）から（１３）のいずれかに記載の中空糸膜モジュールの前記原料流体分配
供給部が備えられた接着固定部外端面の外側には、ｉ）原料流体供給口を備えたカップ形
状をなし、ｉｉ）前記カップ形状の内側に透過流体保持空間を有する第１のキャップが前
記カップ形状の周端辺で液密的に固定され、ａ）他方の接着固定部外端面の外側には透過
流体採水口を備えてカップ形状をなし、ｂ）前記カップ形状の内側に透過流体保持空間を
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有する第２のキャップが前記カップ形状の周端辺で液密的に固定されており、ｉｉｉ）さ
らに前記第１のキャップは、前記原料流体供給口から液密的に連続して前記透過流体保持
空間内に突出したノズルを備え、ｉｖ）前記ノズルは前記供給元管部に液密的に結合して
いることを特徴とする中空糸膜モジュール組立体。
（１６）原料流体が水であり、その濁度とＴＯＣ（Ｔｏｔａｌ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃａｒ
ｂｏｎ）との積が１０，０００度×ｍｇ／リットル以内であり、かつ濁度が１００度以下
、ＴＯＣが１００ｍｇ／リットル以下である水を原水とし、（１）の中空糸膜モジュール
を使用してろ過水を得ることを特徴とする懸濁水の浄化方法。
【００２０】
　なお、本願中で原料流体（水）供給口、原料流体（水）分配供給部、原料流体（水）供
給元管、原料流体（水）供給分岐部、原料流体（水）導入穴、濃縮水排出口等の機能を付
与した名称により説明しているが、これは本発明の内容の理解を高める為に使用している
ものであり、それぞれがその機能に限られた名称ではない。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の中空糸膜モジュールは、中空糸膜と平行に原料水を供給、ろ過するため、安定
したろ過運転が可能であると共に、物理洗浄時の懸濁成分の排出性に優れる。また、両側
から透過水を採取できるので、中空糸膜の有効利用率が向上し、単位膜面積あたりの透過
水を低エネルギーで安定して採水可能となる。これは、高透過性能の膜を適用すると顕著
な性能が得られる。また、従来程度の性能の膜の適用であっても、運転の際の圧力損失が
低い範囲に留まり、比較的小さい運転圧力で運転できる。さらに、原料水分配供給部のモ
ジュールケース内への配置決めが簡単かつ正確に出来る等、簡便な製造工程で容易に製造
することができる。しかも、現在、外圧中空糸膜ろ過による浄水処理で主流である、下方
から原料水を供給し上方から透過水を採水し、上方側面から濃縮水を排出する中空糸膜モ
ジュールが取り付けられている膜ろ過設備に、本発明の中空糸膜モジュールをそのまま取
り付け可能にすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明を実施するうえで最良の形態について、図面も使用して具体的に説明する
。なお、以下の説明では中空糸膜モジュール組立体を縦に配置し、原料水又は圧縮エアー
を下方から供給する形態を例に用いる。従って、通常の膜処理時における原料水の順流れ
方向としては下から上向きになる。しかし、中空糸膜モジュール組立体を横置きにしたり
、あるいは斜めに配置したりして使用してもよいことはいうまでもない。また、ここでは
、容器内に多数の中空糸膜が装填されて膜両端部が接着剤で固定されてかつ通液可能な状
態のものを中空糸膜モジュールと称し、中空糸膜モジュールの両端に、さらに透過水を保
持・採水するあるいは原料水を供給するためのキャップを取り付けた状態のものを中空糸
膜モジュール組立体と称する。
【００２３】
　以下では、透過水連通部としてモジュール内の直管を適用した場合の外圧式中空糸膜モ
ジュールの例を用いてモジュール構造を説明する。そのような中空糸膜モジュールの組立
体の構造例の断面図を図１に示す（わかりやすくするため、一部の線を省略している。）
。
【００２４】
　中空糸膜モジュール２０には、上下面が開放された筒状でその側面上部に横向きの濃縮
水又はエアー排出口２２（以降、排出口２２と称する。）を有するモジュールケース２１
を用いている。モジュールケース２１は、典型的には、直径が３０ｍｍ～８００ｍｍで、
長さが３００ｍｍ～３０００ｍｍの範囲から選ばれるのが好ましく、材質としては、ポリ
四弗化エチレン、四弗化エチレン－六弗化プロピレン共重合体樹脂、エチレン－四弗化エ
チレン共重合体樹脂、ポリ弗化ビニリデン等の弗素樹脂、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、ポリ塩化ビニル、ＡＢＳ（アクリロニトリルブタジエ
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ンスチレン）樹脂、ＡＳ（アクリロニトリルスチレン）樹脂、ポリエステル、ポリスルホ
ン、ポリエーテルスルホン、ポリフェニレンエーテル等の各種高分子化合物や、ステンレ
ス鋼、アルミニウム合金等の金属類が使用可能である。なお、モジュールケース２１の濃
縮水排出口２２を有する部分は、別途成形してその他のパイプ状部分と組み合わせる場合
もあるので、濃縮水排出口２２を有する部分を特にヘッド部と呼ぶことがある。
【００２５】
　モジュールケース内には多数本の中空糸膜２４（図面では簡単のため１本だけを図示）
の束が収納される。ここでいう中空糸膜は、流体処理に使用することができれば特に限定
されないが、素材としては、例えば、ポリアクリロニトリル、ポリスルホン、ポリエーテ
ルケトン類、ポリエーテルスルホン、ポリフェニレンサルファイド、ポリ弗化ビニリデン
、セルロース類、ポリビニルアルコール、ポリアミド、ポリイミド、スルホン化ポリフェ
ニレンエーテル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリブテン、ポリ４－メチルペンテン
、ポリオルガノシロキサン、ポリ四弗化エチレン、エチレン－四弗化エチレン共重合体等
の単独あるいは混合さらには複合化したものが挙げられる。また、膜の種類としては、分
画分子量が１，０００～５００，０００ダルトンである限外濾過膜、孔径が０．０１～１
μｍである精密濾過膜が挙げられる。さらに、中空糸膜の形状としては、内径５０～３０
００μｍで内／外径比が０．３～０．８の範囲の膜が使用できる。
【００２６】
　この中空糸膜の束の両側端部は、中空糸膜内に通液可能な状態を維持しながら、モジュ
ールケース内で接着固定部２６、２７により固定されている。また、接着固定部２６、２
７はモジュール内外を液密的に分離している。接着固定には接着剤を用いればよく、用い
得る接着剤の種類は、モジュールケースと中空糸膜や後述の連通管や原料水分配供給部の
材質を考慮して適宜選択すればよい。接着剤は例えば、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、シ
リコーン等の熱硬化性の高分子材料を用いることができる。接着固定方法としては、遠心
接着法などの公知の方法を用いることができる。接着剤の硬化収縮や強度が改善される場
合もあるので、上記接着剤中にさらにガラスファイバー、カーボンファイバー等の繊維状
物、カーボンブラック、アルミナ、シリカ等の微粉体を含有させてもよい。
　中空糸膜モジュール２０は、接着固定部２６、２７の両外側端面間を通液可能に接続す
る透過水連通部を備える。この透過水連通部は上記の中空糸膜２４よりも相当直径が大き
くて流路抵抗が小さい管である。このような透過水連通部を備えることにより、中空糸膜
の長さが例えば２ｍ程度と長い場合であっても、原料水供給口に比較的近い部分から膜透
過した透過水が透過水連通部を介して低い圧力損失で採水できるようになるため、膜利用
率が著しく向上する。なお、相当直径は、原料水または圧縮エアーが流れる流路内周の浸
辺長から流体力学に基づいて算出すればよいが、念のため以下に算出方法を記載する。
【００２７】
　ここでいう相当直径をＤｅとすると、透過水連通部の内断面積Ｓの４倍をその内周囲辺
長（内断面で流体が接する長さ）Ｌで割り返したものであり、式で表すと、
Ｄｅ＝４×Ｓ／Ｌ
となる。
【００２８】
　透過水連通部としては、直管をモジュール内に配置する方法や、モジュールケース自体
を異形二重管にする方法等が挙げられる。前者の例を図１に示す。この例では、中空糸膜
２４と平行になるように中空糸膜２４と一緒の束に含めて、中空糸膜２４よりも相当直径
が大きくて透過水を下方から上方へ連通させる直管の連通管２５を用いている。このよう
な連通管は１本以上用いればよく、中空糸膜モジュールの膜利用効率を上げられる範囲で
適宜本数を定めればよい。この場合、連通管２５は、上方接着固定部２６及び下方接着固
定部２７のいずれ側においても、中空糸膜２４と同様に内部に通液可能に開口した状態で
、モジュールケース内部に接着固定されており、透過水等が上方から下方、下方から上方
に容易に通液可能となっている。
【００２９】
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　このような連通管としては、押し出し成形した高分子材料製のものが好適に使用できる
。使用可能な高分子材料を挙げると、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、ポリ塩化ビニル、ポリエステル、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、
ポリフェニレンエーテル、ＡＢＳ樹脂、ＡＳ樹脂等が使用可能である。直管を使用する場
合、その断面形状は円形、楕円形、半円形、紡錘形等のいずれでもよいが、相当直径が中
空糸膜より大きくて流路抵抗が小さいことを要する。
【００３０】
　また、モジュールケース自体を異形二重管にする方法としては、モジュールケースを、
比較的大きな内断面積を有する第１の部分と比較的小さな内断面積を有する第２の部分と
からなる異形二重管とし、第１の部分には、中空糸膜の束を収納し、第２の部分には、透
過水連通部を設ける方法が挙げられる。異形二重管としては、例えば、全体形状が円筒で
、その長さ方向に垂直の断面において円の一部の弧の両端を直線で結んで蒲鉾断面型（図
２１参照）の断面とその他の断面とに区分されるように、円筒の内部体積が長さ方向に平
行の平板で二つに分離されているものが例示される。この場合、蒲鉾型断面部分を連通部
とし、その他の部分を中空糸膜の収納に用いる。このような中空糸膜モジュールは、異形
二重ノズルから押し出し成形した異形二重管とその区分された内部空間に対応して二重構
造になっているヘッド部とを接合する方法により製作可能である。また、押し出し成形し
た異形二重管の上方側面周囲の一部に開口を設け、側面開口部を覆うようにノズル付き継
手を設置する方法も可能である。この方法では、特許第３７１３３４３号公報に記載の方
法が採用できる。異形二重管を用いる場合の透過水連通部の材質はモジュールケースと同
一材料となる。透過水連通部の断面形状としては、上記以外に楕円形、半円形、紡錘形等
が使用でき、設置箇所は１箇所でもよいし２箇所以上でもよい。前記に挙げた形状及びそ
れ以外の形状の異形二重管の例を図２１～２５に断面図で挙げる。
【００３１】
　中空糸膜モジュールの一方の接着固定部は、その内部に、原料水をモジュールケース内
に供給し得る原料水分配供給部を備えている。原料水分配供給部は原料水供給口から供給
される原料水を中空糸膜に対して平行かつ均等に、過大な圧力損失を伴うことなく分配供
給できるものであり、透過水（中空糸膜の下方部分から膜透過してモジュールの下方端面
外側に設けられた透過水循環空間から連通管を通じて透過水採取口へと向かう透過水）か
ら液密的に分離して、原料水を中空糸膜モジュール内の中空糸膜の周囲に供給する機能を
有する。また、原料水分配供給部は、原料水と圧縮エアーの混合流れや圧縮エアーだけの
供給にも使用される。さらに、逆流洗浄、エアレーション等の物理洗浄排水の排出やドレ
ン排出にも使用される。その際、後述のごとき特定の構造を有することで低い圧力損失で
原料水を供給でき、さらに比較的簡単な製造工程で中空糸膜モジュールを製造することが
可能になる。
【００３２】
　原料水分配供給部が備える特定の構造について図１（図３）を用いて説明する。原料水
分配供給部は、原料水等を供給する供給元管部３４、供給された原料水等を中空糸膜モジ
ュールの断面方向に均一に分配するための原料水供給分岐部３３、分配された原料水等を
モジュール内で中空糸膜の外側に導入する原料水導入穴３２とからなる。
【００３３】
　まず、供給元管部３４は、原料水分配供給部が設けられた側の接着固定部２７の外側端
面２９において、その略中央からモジュールケースの長さ方向に略平行に穿孔された１つ
の筒状の空隙である。なお、ここで略中央または略平行としているのは、幾何学的に厳密
な中央や平行である必要はなく、求められる機能を発揮し得る範囲内で中央や平行であれ
ばよいことを意味する。以下、略を冠した他の用語に関しても同様である。この供給元管
部には、後に説明する第１のキャップのノズルを、Ｏ－リングシール等のシール手段を用
いて液密的に結合する。
【００３４】
　ちなみに、モジュールの外周部に複数の供給元管部を設けて、モジュール断面の中心方
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向へと原料水を供給する方法では、後に記載する実験例７でもわかるように、原料水であ
る液体、エアレーション洗浄に使用する圧縮エアー、それらの混相流のような粘性の異な
った流体を供給する必要がある場合に、いずれの流体をも均等かつ圧力損失を小さい範囲
内で供給できるようにすることは困難である。しかし、１つの供給元管部３４を設けるこ
とにより、原料水等を比較的低い圧力損失でモジュール内に供給することが可能になる。
なお、供給元管部３４の外側端面２９における位置は、必ずしも中央でなくともよく外周
に近い部分でも可能ではあるが、原料水をモジュール内により偏り無くかつ均一に分配す
るためには、中央にできるだけ近い位置に配置するのが好ましい。中央に配置することで
、後述の第１のキャップをモジュールの外側端面２９に結合することも容易になる。
【００３５】
　次に、供給元管部３４に続いて設けられている原料水供給分岐部３３について説明する
。原料水供給分岐部３３は、供給元管部３４からモジュールの長さ方向に沿って進んだ場
合の前方角が鋭角をなす面３０を有していて、モジュールの長さ方向に略平行の板状をな
す空隙である。このような空隙を設けることにより、原料水をモジュール断面方向に均一
に分配することが可能になる。なお、ここでいう前方角とは、図２（１）に記載したよう
に、ある進行方向から分岐点で分岐した場合に、分岐点を中心として進行方向と分岐方向
とが生じる角度のうち、分岐点から進行方向前方側を基準線として分岐方向がなす角度を
言う。原料水供給分岐部３３は、図１において、断面がロート形状の原料水分配供給部の
一部として図示されている。
【００３６】
　原料水供給分岐部は、上記の鋭角をなす面を有することの方が、供給元管側（中心側）
から外周側に向かうにつれてモジュール長さ方向の空隙長さが縮小して、原料水等がモジ
ュールの中心軸から外周方向に均等に供給することが可能になるので好ましい。この結果
、前記複数の原料水供給分岐部を合わせた場合の、モジュールの長さ方向に対する断面積
は、原料水の順流れ方向に沿って大きくなる。また、板状空隙の厚みをモジュール中心か
ら外周に向けて変化させるようにしてもよい。原料水供給分岐部における上記鋭角の角度
は、中空糸膜又は中空糸膜モジュールの透水能力にもよるが、以下に説明する原料水導入
穴の穴径、形状等を勘案して適宜選択すればよい。
【００３７】
　ここで、原料水供給分岐部の断面積の拡大状況を図２６を用いて説明する。図２６（２
）のＪ－Ｊ’断面における断面積Ｓ１を現したものが、図２６（３）であり、Ｋ－Ｋ’断
面における断面積Ｓ２を表したものが図２６（４）である。図２６から判るように原料水
の供給側に近いＫ－Ｋ’断面から順流れ方向であるＪ－Ｊ’断面にいくにつれて断面積が
Ｓ２からＳ１へと大きくなることが判る。
【００３８】
　原料水供給分岐部３３は供給元管部３４を略中心軸として放射状に複数設けるのが好ま
しく、具体的には３～９個にするのが、原料水やエアーの分配均一性と、モジュール製作
の容易さ及びモジュールに充填可能な中空糸膜本数等のバランスの観点から好ましい。よ
り好ましくは４～６個である。複数の原料水供給分岐部の間の角度は、いずれも等角度で
分岐してもよいが、例えば、透過水連通部を取り付けた部分は分岐角度を大きめにする等
、若干の差異を持たせてもよい。なお、中空糸膜は原料水供給分岐部の間に配置される（
図２（２）参照）。また、連通管としてモジュールケース内に直管を用いる場合は、連通
管も原料水供給分岐部の間に配置される。原料水供給分岐部３３の作成方法は後述する。
【００３９】
　次に、原料水供給分岐部３３から続いて接着固定部２７の内側端面３１まで、原料水導
入穴３２が穿たれている。この原料水導入穴３２から原料水がモジュール内部２３に供給
される。原料水導入穴３２は、原料水供給分岐部３３の内側端面３１の全体に穿たれてい
てもよいが、原料水供給分岐部の製作を容易にする観点と原料水の分配を均一にする観点
とから、複数の穴の集合とすることが望ましい。複数の穴とする場合、複数の原料水導入
穴の相当直径の合計が、複数の原料水供給分岐部のモジュール長さ方向に対する相当直径
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より小さくなる。ここで、原料水供給分岐部の相当直径の算出方法を図２６（３）で説明
すると、原料水供給分岐部の相当直径Ｄｅ（ａ）は断面積Ｓ１の４倍を内周囲辺長Ｌ１（
太線部）で割り返したものであり、
Ｄｅ（ａ）＝４×Ｓ１／Ｌ１
となる。
【００４０】
　また、ｎ箇所の方向に分岐した原料水供給分岐部の一つの分岐部あたりに、異なる断面
で、かつ異なる浸辺長を有するｍ個の原料水導入穴：ｄ１、ｄ２、ｄ３、・・・ｄｍが穿
たれているとき、それぞれの原料水導入穴の開口断面積をｓ１、ｓ２、ｓ３、・・・ｓｍ
、浸辺長をａ１、ａ２、ａ３、・・・ａｍとすると、各穴の相当直径の合計した値Ｄｅ（
ｂ）は、
Ｄｅ＝ｎ×４×{（ｓ１／ａ１）＋（ｓ２／ａ２）＋（ｓ３／ａ３）＋・・・＋（ｓｍ／
ａｍ）}
となる。
　具体的に、図２６（１）で説明すると、４方向に分岐した原料水供給分岐部の一つの分
岐部に、ｄ１、ｄ２、ｄ３の３種類の穴をそれぞれ一箇所ずつ合計３ヶ所穿った場合では
、ｄ１、ｄ２、ｄ３のそれぞれの開口断面積をｓ１、ｓ２、ｓ３、浸辺長をａ１、ａ２、
ａ３とした時、全部で１２個ある各穴の相当直径を合計した値Ｄｅ（ｂ）は、
Ｄｅ（ｂ）＝４×４×{（ｓ１／ａ１）＋（ｓ２／ａ２）＋（ｓ３／ａ３）}
となる。
【００４１】
　各穴の形状は円形、楕円形、半円形、四角形等のいずれでもよいが、製作を容易にする
観点から円形とするのが好ましい。原料水導入穴の穴径は、供給水量や穴数にもよるが５
～１２ｍｍの範囲が好ましい範囲である。さらに、穴径は、モジュールの長さ方向に直角
の断面において、モジュールの中心から外周側へと向かうにつれて原料水導入穴の相当直
径が大きくなるようにすることが好ましい。これにより原料水等をより均等にモジュール
内へと導入できるため好適である。この場合、原料水分配の均一性を確保したまま、上記
の鋭角をより直角に近い角度に設定できるようになり、その結果、接着固定部２７のモジ
ュール長さ方向の必要長さを短縮できる。ここで、モジュールの中心から外周側に向かう
につれて原料水導入穴の相当直径が大きくなるとは、導入穴の穴径自体を外側に移るにつ
れて順次大きくなるように配置してもよいし、また、中心から外周にかけて２ないし３ヶ
所に区分けして、それぞれの区分け部位毎に内断面積の異なる複数の穴を穿つと共に、中
心側から外周側へと区分けされた部位毎の相当直径ないし断面積の総和を大きくする方法
でもよい。また、原料流体分岐部を中心から外側方向に１／２半径で中心側と外側を区分
した時に、外側区分に設けられた原料流体導入穴の相当直径の合計が、中心側区分に設け
られた原料流体導入穴の相当直径の合計よりも大きくしてもよい。
【００４２】
　また、穴どうしの間隔は等間隔でもよいし、穴の位置により異なるようにしてもよいが
、外周側の穴径を大きくする場合は、作成を簡単化する観点から等間隔とするのが好まし
い。逆に、穴径を一定にして間隔を外周に行くほど短くするようにしてもよい。また、原
料水導入穴の内側端面３１における配置は、それぞれの原料水供給分岐部に対し、一直線
に並んでいてもよいし、千鳥配置でもよい。さらに、二列以上が並んでいてもよい。また
、該導入穴は原料水供給分岐部の内側端面に対して垂直に開口してもよいし、斜め方向に
開口させてもよい。
【００４３】
　ここで、図１の中空糸膜モジュールのＡ－Ａ’断面から下方（矢印方向）を見た図を図
２（２）に示す。円筒状のモジュールケース２１内に、四つの原料水供給分岐部が、互い
の間の角度を９０°に設定した十字状に配置され、そのモジュール内側端面３１の表面に
は複数の原料水導入穴３２が、各原料水供給分岐部に対して一列に配置されている。また
、原料水導入穴の相当直径は、モジュール断面の中心から外周側に向かうにつれて大きく
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なっている。
【００４４】
　また、四つの原料水供給分岐部の間には、多数本の中空糸膜２４と連通管２５が配置さ
れている。つまり、原料水導入穴は中空糸膜間の間隙に穿たれていることがわかり、連通
管が含まれている場合は、その間隙でもあることがわかる。このようにモジュール断面に
おいて、原料水を供給する原料水導入穴３２と、中空糸膜２４及び連通管２５とが適切に
分離して配置された構造になっている。なお、図１の断面は、図２（２）におけるＢ－Ｂ
’断面から見た状態にあたる。
【００４５】
　上記のごとき構造を有する中空糸モジュールは、原料水又は圧縮エアーを均等にかつ低
い圧力損失で供給できる。これは、原料水導入穴に至るまでの空間を出来る限り大きく確
保し、供給損失を増大させずに原料水を供給すると共に、原料水導入穴にて所定の穴径に
絞込み、若干の圧力損失を与えることによりモジュール内に均等に供給できることによる
。また、原料水導入穴からの原料水または圧縮エアーのモジュール内部への供給流れは、
中空糸膜の長さ方向に対して略平行であることが、中空糸膜への水流等による負荷を減ず
ることができるため好適である。なお、ここでいう略平行とは、中空糸膜に対して４５度
未満の角度で原料水または圧縮エアーが分配供給されることを意味する。
【００４６】
　中空糸膜モジュールは、その両端の端面外側に、所定のキャップを液密的に取り付ける
ことにより中空糸膜モジュール組立体となる。中空糸膜モジュールの原料水分配供給部が
設けられている側の外側端面には、原料水供給口を備えたカップ形状をなし、そのカップ
形状の内側には透過水保持空間を有する第１のキャップが取り付けられる。図１では、中
空糸膜モジュール２０の下端に位置しているキャップ５０が第１のキャップに該当する。
このキャップ５０は、中空糸膜モジュールの下部端面２９を覆って上に凹の曲面を有する
カップ４１を主体とし、これに下部端面２９と接するカップ４１の周端面にＯ－リング２
５及びそのための溝が設けられて液密的に結合している。
【００４７】
　また、カップ４１の中央下部には原料水供給口４３が開口しており、原料水供給口４３
から液密的に連続するノズル４２が、カップ４１の内側空間に突出して、中空糸膜モジュ
ールの供給元管部３４に液密的に結合している。また、カップ４１とノズル４２と下部端
面２９とに囲まれたカップ４１の内側空間は、透過水保持室４４となる。このようなキャ
ップを取り付けることで、原料水を圧力損失少なくモジュール内に供給でき、さらに中空
糸膜の利用効率を高く維持することが可能になる。
【００４８】
　第１のキャップの具体例を図５に示す。図５（１）は上面図、（２）は正面図、（３）
はＧ－Ｇ’断面図、（４）は下面図である。図５のキャップは、中央が凹んで浅いカップ
状または深い皿状（簡単にカップ状という）をなす円盤４１を備え、円盤４１の外周全体
には肉厚の円環部４５が設けられ、円環部の周端辺には、キャップをモジュールの外側端
面に液密的に固定するためのＯ－リングを保持する溝４６が周回して設けられている。ま
た、円盤４１の中央には比較的短いパイプ４８が、その端部外周にフランジ４０を有して
、円盤４１の凸面側に設けられて原料水供給口４３を形成している。また円盤４１の内側
である凹面側にはノズル４２が突出し、原料水供給口４３はノズル先端まで液密的に連続
している。なお、円盤４１の凹面内の空間は、中空糸膜モジュール組み立て体を構成した
場合に、中空糸膜モジュールの外側端面との間に透過水保持室を形成する。
【００４９】
　また、図６に他の形状の第１のキャップの例を示した。このキャップでは、原料水供給
口を形成するパイプ４８’の長さが図５の例より長くなり、かつパイプの下端４０’近傍
の外周には、フランジではなく滑り止めの溝が設けられている。第１のキャップの機能と
しては、原料水供給口からノズルを介して中空糸膜モジュールの供給元管部に液密的に原
料水を供給できること、中空糸膜モジュールの下側端面との間に液密的に透過水保持室を
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形成できることの２点であり、この２点が満たされれば図５や図６の形状に限定されない
。
【００５０】
　第２のキャップの例としては、図１で中空糸膜モジュール２０の上側端面にＯ－リング
１５を介して結合しているキャップ１０が該当する。このキャップ１０は、フランジ１１
を外周端に有する透過水採取口１３をキャップ中央に有し、透過水採取口１３はキャップ
内部空間１４とつながっている。
【００５１】
　第１または第２のキャップの外周端と中空糸膜モジュールの外側端面との液密的な結合
や、第１のキャップのノズルと中空糸膜モジュールの供給元管部との液密的な結合は、上
記のようなＯ－リングによるものでもよいが、パッキンによるシール方式や、接着剤を塗
布して接着する方式でもよい。図１の例では、金属製のキャップ締結治具５２により第２
のキャップが中空糸膜モジュールの下部端面２９に取り外し可能に固定され、また、同様
な治具５１により第１のキャップがモジュールの上部端面に取り外し可能に固定されてい
る。
【００５２】
　これらのキャップは、ステンレス鋼やアルミニウム合金等の金属製であってもよいし、
高分子材料による物でもよい。金属、例えば、ステンレス鋼で製作する場合には、切削加
工による製作でもよいが、鋳造、特にロストワックスやミム等の精度の高い鋳造方法によ
り製作することが部品精度を向上できるので望ましい。また高分子材料の場合では、部品
精度を確保するために射出成形法により製作することが好ましい。高分子材料として使用
可能な素材の例を挙げると、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、ポリ塩化ビニル、ポリエステル、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリフェ
ニレンエーテル、ＡＢＳ樹脂、ＡＳ樹脂等があげられる。
【００５３】
　これらのキャップは、原料水の供給や透過水の採取又は透過水保持室を形成するためだ
けではなく、上記原料水分配供給部と同様に、圧縮エアーや圧縮エアーを混入した原料水
の供給時、逆流洗浄やエアレーション等の物理洗浄時、さらにはドレン排水時にも使用さ
れる。第１のキャップの原料水供給口や第２のキャップの透過水採取口には、膜分離装置
の配管と接続可能な継手、例えば、図５のフランジや図６の下端４０’近傍の溝が設けら
れていることが好ましい。
【００５４】
　次に、図１の中空糸膜モジュール組立体を用いた通常のろ過時における液流れを図７を
用いて説明する。まず原料水は、下部の第１のキャップ５０の原料水供給口４３からノズ
ル４２、供給元管部３４、原料水供給分岐部３３、原料水導入穴３２を通り、モジュール
内で中空糸膜２４の周囲の空間２３に供給される。供給された原料水は、中空糸膜２４の
外表面から内表面側へと透過して透過水となって、中空糸膜２４の上下両方向に開口した
中空糸膜中空部開口から上下のキャップ内空間１４、４４にそれぞれ移動する。ここで、
比較的上方の中空糸膜部分から採水された透過水は、上方の第２のキャップ１０を介して
そのまま透過水採取口１３から採水されるが、下方の開口からキャップ５０内に移動した
透過水は、透過水保持室４４に一旦保持され、連通管２５の下方開口から連通管を介して
上方のキャップ１０の内部空間に移動して採水される。また、原料水から透過水が除去さ
れた濃縮水や原料水中に混在するエアーは、モジュール上部側面の排出口２２から排出さ
れる。
【００５５】
　以上により、透過水が中空糸膜２４の両側から採水されるため、中空糸膜の内表面側の
透過水流れによる圧力損失が平準化され、中空糸膜モジュール内における下方半分の中空
糸膜のろ過への寄与率が高まり、結果として、膜面積当たりの処理流量が膜のモジュール
内位置に対して平坦化される。この結果、必要以上にろ過圧力を高める必要が無くなり、
加圧に使用する原料水送液ポンプの送液圧力を低減することが可能となるので、透過水の
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所定採水量当たりの消費電力が低減される。
【００５６】
　同様に図１の中空糸膜モジュール組立体を用いた場合の、逆流洗浄時における液流れを
図８を用いて説明する。採水された透過水の一部を上方のキャップ１０の透過水採取口１
３から供給する。すると供給水の一部はそのまま上方に開口した中空糸膜２４の中空部開
口から逆流洗浄水として供給されるが、残部は連通管２５を経て下方の透過水保持室４４
を介して、中空糸膜２４の下側開口から逆流洗浄水として中空糸膜内に供給される。これ
により中空糸膜の中空部の圧力分布が平坦化され、中空糸膜下方における逆流洗浄の効果
が高くなる。逆流洗浄時の洗浄排水は、上方側面の濃縮水排出口２２から排出してもよい
し、図９に示したように、中空糸膜下方への連通管を介した透過水の循環供給を維持しな
がら原料水供給口４３だけから排出するようにしてもよい。又は、これら両方から排水し
てもよい。
【００５７】
　フラッシング時には、原料水を下方の原料水供給口４３から原料水分配供給部を介して
モジュール内空間２３に供給し、その大部分を濃縮水排出ノズル２２から排出することに
より、中空糸膜２４の外表面や中空糸膜間の隙間に堆積した懸濁物質を、高流速の水流れ
によりモジュール内から排出する。エアレーションフラッシングでは、下方の原料水供給
口４３からモジュール内空間２３に圧縮エアー等の圧縮性気体を混合した原料水を導入し
、エアレーションにより中空糸膜２４を揺り動かしながら、懸濁物質と共に濃縮水排出ノ
ズル２２から排出する。
【００５８】
　図１の中空糸膜モジュール組立体を用いた場合の、エアレーション逆洗時の液流れを図
１０に示す。上方の透過水採取口１３から透過水を供給して逆洗すると共に、下方の原料
水供給口４３から圧縮エアーを供給し、逆洗に使用された水と圧縮エアーとを濃縮水排出
ノズル２２より排出する。この際、逆洗に使用される透過水は中空糸膜２４の内表面側に
圧力をかけるが、連通管２５を介して中空糸膜２４の上下両側端面開口から加圧されるこ
とになるので内表面の加圧圧力が膜の上方下方によらずに均等になり、エアレーション逆
洗の効果が高くなる。
【００５９】
　次に、透過水連通部が、異形二重管であるモジュールケースを使用することで形成され
る場合について図１１を用いて説明する。図１の場合では１本以上の直管を連通管２５と
して使用したが、図１１の中空糸膜モジュールは、図１で連通管として使用した直管の代
わりに、異形二重管であるモジュールケースを使用して、その異形部の開口断面積の小さ
い部分を透過水連通部（以降、異形連通部と略す）として使用している。それ以外は、図
１の中空糸膜モジュールと構造はほぼ同じである。
【００６０】
　ここでいう異形二重管とは、管の長さ方向に直角の断面の形状が、図１のモジュールケ
ースのような一重の円形ではなく、一重の管の内部を壁により仕切られた構造や、又は二
つ以上の管の外側が接している構造などにより、断面が二つの部分にあらかじめ分かれて
いる管を言う。この異形二重管は異形連通部を複数もっていてもよいが、１箇所でも充分
機能を発揮し得るので、押し出し成型時の成形性を考慮すると１箇所とするのが好ましい
。中空糸膜と異形連通部は、上方の接着固定部と下方の接着固定部とのいずれの側におい
ても開口しており、透過水が上方から下方、下方から上方へと通液可能である。
【００６１】
　下方の接着固定部内には原料水分配供給部がほぼ埋設された状態で接着固定されており
、原料水分配供給部の原料水供給元管部と下方の第１のキャップとが液密的に接合されて
いる。この液密的な接合は、図１の場合と同様にＯ－リング等のシール部材を介したシー
ル方法でも構わないし、接着剤を塗布して接着したものであってもよい。図１１では、Ｏ
－リングによる液密的なシールを用いた例が示されている。なお、上下のキャップはクラ
ンプを用いて中空糸膜モジュールに固定されている。
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【００６２】
　ここで、異形二重管を用いた中空糸膜モジュール組立体による通常ろ過時の液流れを、
図１１を従って説明する。原料水は、下方の第１のキャップを通りモジュール内に供給さ
れる。供給された原料水は、中空糸膜の外表面から内表面側へと透過し、透過水となって
、中空糸膜の上下両方向に開口した中空糸膜開口から上下のキャップ内空間に移動する。
ここで、上方から採水された透過水は第２のキャップを介して採水されるが、下方のキャ
ップ内空間（透過水保持室）に移動した透過水は、異形連通部の下方開口から上方開口へ
と移動し、上方のキャップから採水される。以下、逆流洗浄、エアレーションフラッシン
グ、エアレーション逆洗も図１と透過水連通部が異なるだけで水の流れは同様であるので
説明は省略する。
【００６３】
　なお、図１１の中空糸膜モジュール構造例では、側面から排出する濃縮水ノズルを含む
濃縮水保持室はＯ－リングを介して異形二重管の外側パイプ側面にシールされている。具
体的には特許第３７１３３４３号公報に記載の方法が使用可能であるが、モジュールケー
スを製作する際に該当部位を事前に溶接又は接着により液密的にシール固定したものを用
いても良いし、あるいは、濃縮水保持室を含めて連通部とするようにパイプを接合したも
のを使用してもよい。
【００６４】
　次に、中空糸膜モジュールの製造方法を、原料水分配供給部の作成方法を中心に説明す
る。その他の点は、従来の中空糸膜モジュールと同様の製造方法を用いればよい。まず、
図３に示すごとき中空の部材を用意する。図３（１）は、中空部材の上面図、（２）はＣ
－Ｃ’断面図、（３）は正面図、（４）はＤ－Ｄ’断面図、（５）は下面図である。部材
は、供給元管部となるパイプ部３５と、パイプ部３５を中心軸として放射状に、かつ互い
に直角となるように十字に設けられた四つの中空板３７、３８（原料水供給分岐部になる
）と、中空板の上面に沿って各一列に設けられた複数の穴３２（原料水導入穴になる）と
を備えている。また、中空板３７、３８の下端にはモジュールケース内で位置あわせ（セ
ンタリング）するためのリブ３９が設けられており、さらに中空板の内部空隙の下面３０
は、中心軸に対して角度θの鋭角をなしたテーパー面となっている。特に図示していない
が、Ｅ－Ｅ’断面は四角形であり、リブ３９の先端（外周側）に近い断面ほど縦の長さが
短くなる。なお、パイプ部３５の下端は、接着固定の際に接着剤が内部に入り込まないよ
うに面３６で封鎖されている。また、別の中空部材の例を図４に示す。この部材では、上
面に設けられた穴３２’（原料水導入穴になる）の数が図３の例より多く、またより中心
に近い位置まで穴が設けられている。
【００６５】
　これらの中空部材の材質としては、ステンレス鋼、アルミニウム合金等の金属製でも構
わないが、部材の生産性やコスト等の観点から、高分子材料製であることが好ましい。具
体的に使用できる素材を例示すると、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、ポリ塩化ビニル、ポリエステル、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、
ポリフェニレンエーテル、ＡＳ樹脂、ＡＢＳ樹脂等が挙げられる。この中空部材が高分子
材料製であるときには、射出成形で製作される成型品を用いることが、原料水導入穴の相
当直径の寸法精度やＯ－リングによるシール精度を高くするという点から好ましい。その
際、接着剤との接着強さを増す目的で、中空部材のうち接着剤により接着される表面部分
にシボ加工を施すことが好ましい。
【００６６】
　これらの中空部材を用いて原料水分配供給部を形成するには、モジュールケース内に多
数本の中空糸膜の束と必要により連通管とを挿入し、さらにモジュールケースの下端とす
る側に中空部材を方向を合わせて挿入し、この状態でモジュールケースの両側端部から接
着剤を充填して固化させる。その際、両端部のうち中空部材を挿入した側では、中空部材
の穴３２が塞がれないように接着剤量を少なめに調整して充填する。接着剤が固化したら
、両側端部をモジュール長さ方向の適切な位置で、モジュール長さ方向に対して直角の面
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で切断して中空糸膜の中空部、連通管及びパイプ部３５を開口させて原料水分配供給部の
供給元管部とする。これで中空糸膜モジュールが得られる。
【００６７】
　なお、この製造方法によると、中空部材の上部平面３１は中空糸膜モジュールの接着固
定部２７の内側端面３１になるが、固化した接着剤が形成する内側端面２８とは異なる高
さの面となる。
【００６８】
　一方、中空部材の上部平面３１と接着剤の内側端面２８とを同じ高さにそろえることも
、以下の第二の方法として、挙げられる。この方法では上部平面３１と接着剤の内側端面
２８とが同一面となるため、デッドスペースがなくなるという利点がある。これら２面の
高さを揃えることができる製造方法を図１２を用いて次に説明する。
【００６９】
　接着剤の内側端面２８と内側端面３１とを同じ高さに揃えるためには、例えば、以下の
ようにすればよい。まず、中空糸膜モジュール組立体を構成する部材に影響を与えない水
・熱水・有機溶媒等の液体を用意し、これらにより容易に溶解または吸液分散しうる素材
を用いて原料水導入穴を一時的に塞ぐための栓部材６０を成形する。そして、図１２（１
）に示した上記と同様の中空部材の原料水導入穴となる穴に、図１２（２）に示したよう
に、成形した栓部材を挿入して一時的に塞いだ状態にする。その際、中空部材の上面から
突出した栓部材の高さが接着固定部となる面より突出するように挿入する。
【００７０】
　この状態の中空部材を、中空糸膜及び必要により連通管と一緒にモジュールケース２１
内の所定の位置に収納し、図１２（３）に示したように、中空部材が接着剤２７に全部埋
設されるが、栓部材６０の上部は埋設されないように接着剤２７を充填・固化して接着固
定を行なう。内側端面の接着剤が固まった後で、切断線に沿ってモジュールケースの端部
を切断し、中空部材の下部を開口すると共に、中空糸膜や連通管を開口する。ここで接着
固定部の内側端面を栓部材６０の上部が埋設されないようにする一つの方法として、以下
に一例をあげる。
【００７１】
　下部ヘッダーを上部ヘッダーと同様の排出口２２が取り付けられたモジュールケースを
用い、栓部材６０が排出口２２よりも内側になるように配置した後に、遠心接着を行い、
液状の熱硬化性樹脂の不要分を排出口２２から除去しながら接着固定することにより、栓
部材６０が埋まらないように製作できる。
【００７２】
　次に、図１２（４）に示したように、中空糸膜モジュールに下方のキャップ５０を取り
付ける。また、上方のキャップも同様に取り付けて中空糸膜モジュール組立体とする。そ
して、図１２（５）に示したように、上記で用意した水・熱水・有機溶媒等の液体４３を
、下方のキャップの原料水供給口からモジュール内に供給すると、原料水導入穴を塞いで
いた栓部材が溶解または吸液分散して消滅する。この方法によれば接着剤の内側端面と接
着固定部の内側端面との間の段差が生じないから、デッドスペースも生じない良好な中空
糸膜モジュールまたはその組立体が得られる。
【００７３】
　中空糸膜その他の中空糸膜モジュール組立体構成部材に溶解などの影響を与えず、水、
熱水や有機溶媒等の液体で溶解または吸液分散する素材の例を挙げると、でんぷん、酢酸
セルロース、エチルセルロース等の多糖類やセルロース類、及びその混合物、ナトリウム
やカリウムの炭酸塩、炭酸水素塩、リン酸塩、酢酸塩等が挙げられる。多糖類やセルロー
ス類で中空部材を形成するには、カロボキシセルロース等のバインダーとなるものを混入
して形成することが望ましく、炭酸塩等を使用する場合には、塩を加熱溶解して鋳型に流
し込む方法、湿潤状態に押し固めたのち乾燥固化する方法が望ましい。
【００７４】
　さらに、これらの素材を使用して栓部材を形成するだけではなく、中空部材のうち、原
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料水供給元管部となるパイプ部分のみ金属あるいは高分子材料で形成し、原料水供給分岐
部を溶解可能な素材により形成した後、組み立てて原料水分配供給部としてもよい。また
、原料水分配供給部を形成するための中空部材全体をこれらの素材で形成してもよいし、
また、栓部材をあらかじめ挿入した中空部材を形成するようにしてもよい。いずれでも上
記の方法により圧力損失が小さい好適な中空糸膜モジュールが得られる。
　本発明で使用する原料流体は水とするのが好ましく、この原料水の濁度とＴＯＣ（Ｔｏ
ｔａｌ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃａｒｂｏｎ）との積が１００，０００度×ｍｇ／リットル以
内であり、かつ濁度が１００度以下、ＴＯＣが１００ｍｇ／リットル以下であるのが好ま
しい。
【実施例】
【００７５】
　次に、実験例、実施例及び比較例によって本発明を説明する。なお、従来使用されてい
る中空糸膜モジュール組立体との性能比較は、原料水供給ポンプ及び逆洗水供給ポンプが
独立しており、原料水タンク、透過水タンク（逆洗水タンクを兼ねる）は共通である、多
系列評価装置を使用して行った。なお、この評価装置は、各系列の原料水供給ポンプをイ
ンバータによる制御とし、消費電力をモニタリングできるものである。また、原料水は実
施例４、比較例３を除き、河川表流水を使用した。（実施例４と比較例３はモデル液を使
用した閉鎖系での評価である。）
　原料水中の濁度とＴＯＣは以下の方法により測定した。
　濁度：測定装置は、島津製作所製のＵＶ－１６０Ａ、５０ｍｍセルを使用し、ＪＩＳ　
Ｋ０１０１　９．２に準拠して測定した。（５０度以上の場合は蒸留水で希釈して測定し
た）
　ＴＯＣ：測定装置は、島津製作所製のＴＯＣ－５０００Ａを使用し、ＪＩＳ　Ｋ０１０
１　２０．１に準拠して測定した。
【００７６】
［実験例１］
　まず、原料水導入穴の適切な穴径や穴の位置、数について実験した。図１３（１）に示
すように、側面に５ｍｍの円形穴７３を１０ｍｍ間隔で６ヶ所、１列に開けたＪＩＳ　Ｋ
６７４２で示される呼び径２０ｍｍ（外径２６ｍｍ、近似内径２０ｍｍ）のポリ塩化ビニ
ル製パイプ７２を用意し、その一方にはエンドキャップ７１を取り付け、他方にはチーズ
７４を取り付けた試験部材を用意した。チーズの直角の分岐には圧力計を取り付け、他の
分岐には水又は圧縮エアーが供給できるように継手を取り付けた（以下、このような構成
の物をまとめて供給管と称する）。この供給管を使用して、大気圧下にて２７［Ｌ／分］
の水を供給したところ、各穴からの水排出は均一であった。このとき、２７［Ｌ／分］の
水を供給するためには圧力計における水の供給圧力を１９［ＫＰａ］必要とした。次に、
同じ供給管を使用して水中約３０ｃｍ下にて圧力２００［ＫＰａ］の圧縮エアーを１．２
［Ｎｍ３／Ｈｒ］供給したところ、いずれの穴からも均一にエアーが排出された。
【００７７】
［実験例２］
　側面に５．５ｍｍ、６．０ｍｍ、６．５ｍｍ、７．０ｍｍの円形穴が１５ｍｍ間隔で開
いている以外は実験例１と同様の、図１３（２）に示すような呼び径２０ｍｍのポリ塩化
ビニル管を用意して供給管とした。次に、大気圧下にて２７［Ｌ／分］の水を供給したと
ころ、各穴からの水排出は均一であった。このとき、２７［Ｌ／分］の水を供給する為に
は圧力計における水の供給圧力を１７［ＫＰａ］必要とした。次に同じ供給管を使用して
水中約３０ｃｍ下にて圧力２００［ＫＰａ］の圧縮エアーを１．２［Ｎｍ３／Ｈｒ］供給
したところ、いずれの穴からも均一にエアーが排出された。
【００７８】
［実験例３］
　円形穴の穴径、開口間隔は実験例１と同一で、パイプ径のみ呼び径１３ｍｍ（外径１８
ｍｍ、近似内径１３ｍｍ）とした図１３（３）に示すような供給管を用意した。実験例１



(18) JP WO2008/143292 A1 2008.11.27

10

20

30

40

50

と同様に水、圧縮エアーを供給したところ、水は均一に供給され、必要供給圧力は２５［
ＫＰａ］であったが、エアー供給の場合、チーズから一番離れた穴からはエアーが時折排
出されないこともあった。
【００７９】
［実験例４］
　円形穴の穴径、開口間隔は実験例２と同一で、パイプ径のみ呼び径１３ｍｍとした図１
３（４）に示すような供給管を用意した。実験例１と同様に水、圧縮エアーを供給したと
ころ、水は均一に供給され、必要供給圧力は２３［ＫＰａ］であったが、エアー供給の場
合、チーズから一番離れた穴からはエアーが時折排出されないこともあった。
【００８０】
［実験例５］
　図３に示した中空部材において底面３６が開いている以外は同様の中空部材（ポリ塩化
ビニル製）を作成し、パイプ部３５にチーズを取り付け、さらにチーズに圧力計と水また
は圧縮エアーを供給できるように継手を取り付けた。この中空部材は、パイプ部３５の内
径が２６ｍｍの直管であり、また、四つの中空板は十字状に組み合わされ、それぞれの中
空番の上面３１には、中心側からそれぞれ５．５ｍｍ、６．０ｍｍ、６．５ｍｍ、７．０
ｍｍの円形である穴３２が１５ｍｍ間隔で開いている。また、中空板内部の中空部分は、
Ｅ－Ｅ’断面において矩形であり、その相当直径と開口断面積は、もっとも中心軸に近い
部分の矩形断面で約２０ｍｍ、６１０ｍｍ２であり、もっとも中心軸から遠い末端で約１
３ｍｍ、２００ｍｍ２である。
【００８１】
　この中空部材を使用して、大気圧下にて５［ｍ３／Ｈｒ］の水を供給したところいずれ
の穴からも均一に水が排出された。このとき、５．０［ｍ３／Ｈｒ］の水を供給するため
には圧力計における水の供給圧力を４［ＫＰａ］必要とした。次に同じ中空部材を使用し
て、水中約５０ｃｍ下にて、圧力２００［ＫＰａ］の圧縮エアーを７［Ｎｍ２／Ｈｒ］供
給したところ、いずれの穴からも均一にエアーが排出された。また、圧縮エアー流量を５
［Ｎｍ３／Ｈｒ］、３［Ｎｍ３／Ｈｒ］に減じても同様に均一にエアーが排出された。
【００８２】
［実験例６］
　パイプ部下面が開口している以外は図４に示したものと同様の中空部材（ポリ塩化ビニ
ル製）を作成し、そのパイプ部にチーズを取り付け、圧力計と水又は圧縮エアーが供給で
きるように継手を取り付けた。この中空部材のパイプ部は内径が２６ｍｍの直管であり、
また、中空板は十字状であり、それぞれの中空板の上面３１’には５ｍｍの円形穴３２が
１０ｍｍ間隔で６ヶ所開いている、また、この中空板の内部は、図３の部材同様にＥ－Ｅ
’方向の断面が矩形の空隙になっており、その相当直径と開口断面積はそれぞれ、中心側
で約２２ｍｍ、６００ｍｍ２であり、外周側末端で約１３ｍｍ、２００ｍｍ２である。
【００８３】
　この原料水分配供給部を使用して、大気圧下にて４．８［ｍ３／Ｈｒ］の水を供給した
ところいずれの穴からも均一に水が排出された。このとき、４．８［ｍ３／Ｈｒ］の水を
供給する為には圧力計における水の供給圧力を３［ＫＰａ］必要とした。次に同じ原料水
分配供給部を使用して、水中約５０ｃｍ下にて、圧力２００［ＫＰａ］の圧縮エアーを５
［Ｎｍ２／Ｈｒ］供給したところ、いずれの穴からも均一にエアーが排出された。また、
圧縮エアー流量を３［Ｎｍ３／Ｈｒ］に減じても同様に均一にエアーが排出された。
【００８４】
［実験例７］
　実開昭６３－１１１９０１号公報の第５図に示されものと同様なエアー導入構造を有す
る、図１４に示したごとき部材８０を用意した。ここで、実開昭６３－１１１９０１では
エアー導入構造であるが、これを原料水及びエアー導入部材として用いた。部材８０は、
互いに直角に組み合わされた４枚の原料水導入板８２、８３と、原料水導入板内において
互いに直角になるように穿たれたパイプ状の空隙である原料水導入路８４、８６と、原料
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水導入路にパイプ部８７から原料水を通液するスリットを確保するための外側円環８１を
有する。パイプ部８７にチーズを取り付け、さらにチーズに圧力計と水または圧縮エアー
が供給できる継手とを取り付けた。この部材８０は、外側円環８１の内部直径が１４９ｍ
ｍであり、スリット幅は３ｍｍである。また、原料水導入路の直径は８ｍｍである。
【００８５】
　なお、本来は、接着固定部８５の下部には透過水を保持する保持室があるべきであるが
、この実験例では不要であるので、省略した部材とした。
【００８６】
　この部材を使用して、大気圧下にて３．３［ｍ３／Ｈｒ］の水を供給したところ、４ヶ
所の導入穴から均等に水が排出された。このとき、３．３［ｍ３／Ｈｒ］の水を供給する
為に７２［ＫＰａ］の供給圧力を必要とすることがわかった。実験例５、６の様に５［ｍ
３／Ｈｒ］前後の水が排出されるようにするためには、１５０～１６５［ＫＰａ］程度と
過大な供給圧力が必要と予想され、それ以上の水供給実験を中止した。なお、実験例５、
６と同程度の供給圧力である４［ＫＰａ］とした時の供給流量は０．８［ｍ３／Ｈｒ］で
あり、４ヶ所のうち１ヶ所は水が排出されない状況であった。また、同じ部材を使用して
水中約５０ｃｍ下にて、圧力２００［ＫＰａ］の圧縮エアーを５［Ｎｍ２／Ｈｒ］供給し
たところ、いずれの穴からも均一にエアーが排出された。また、圧縮エアー流量を３［Ｎ
ｍ３／Ｈｒ］に減じても同様に均一にエアーが排出された。
【００８７】
［実験例８］
　実開平０３－１１９４２４号公報の第２図、第３図に示されたものと同様なエアー導入
構造を有する、図２０に示したごとき部材１３０を用意した。ここで、実開平０３－１１
９４２４号ではエアー導入構造であるが、これを原料水及びエアー導入部材として用いた
。部材１３０は接着固定部１３３内に中心から直径９６ｍｍの円周上に直径１０．５ｍｍ
の穴が１２０度間隔で６箇所穿たれ、下方端面には第２のキャップをＯ－リングを介して
キャップ締結冶具１３２にて締結している。第２のキャップ端にあるフランジ部１３４に
フランジ付チーズを取り付け、さらにチーズに圧力計と水又は圧縮エアーが供給できる継
手とを取りつけた。ここで、水又は圧縮エアーは、フランジ部１３４から原料水供給口を
介して第２のキャップ内に供給され、原料水導入路１３１を経てモジュール内に至る。
【００８８】
　なお、本来は、接着固定部１３３内には透過水を保持する保持室があるべきであるが、
この実験例では不要であるので、省略した部材とした。
【００８９】
　この部材を使用して、大気圧下にて、４．８［ｍ３／Ｈｒ］の水を供給したところ、６
箇所の導入穴から均一に水が排出され、その際に供給に必要な圧力は５［ｋＰａ］と実験
例５、６と同様に低い供給圧力が確保された。次に同じ部材１３０を使用して、水中５０
ｃｍ下にて、圧力２００［ｋＰａ］の圧縮エアーを７［Ｎｍ３／Ｈｒ］供給したところ、
いずれの穴からもエアーが排出されたが時折排出されない穴が見受けられた。また圧縮エ
アー流量を５［Ｎｍ３／Ｈｒ］に減じたところ、エアーの排出されない穴の発生状況が顕
著になり、３［Ｎｍ３／Ｈｒ］まで減じると、エアーの全く排出されない穴が発生した。
【００９０】
［実施例１］
　ＷＯ０２／０７０１１５号公報の実施例３に記載の中空糸精密ろ過膜を６０００本用意
し、両端の開口を封止して束とした。また、外径２２ｍｍで近似内径が１６ｍｍであり中
空糸膜と同じ長さの、両側が封止されたポリ塩化ビニル製パイプ２本を用意した。このパ
イプは連通管として用いる。これら中空糸膜束とパイプ２本とをまとめて、外径１６５ｍ
ｍで近似内径が１５３ｍｍの円筒製パイプからなるモジュールケースに収納した。このモ
ジュールケースはＡＢＳ樹脂製である。次に、モジュールケースの一方の端部付近に図３
に示し、実験例５で使用したものと同じ中空部材を挿入し、他方の端部はそのままとし、
両側端部に遠心注型のための接着冶具を取り付けた。
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【００９１】
　次に、遠心注型を行い、片方側では中空糸膜とパイプと中空部材とモジュールケースと
を、他方側では中空糸膜とパイプとモジュールケースとを、二液性ウレタン樹脂を充填し
て接着固定した。その際、中空部材の上面の穴が樹脂で塞がれないように充填樹脂量を調
整した。樹脂が充分硬化した後に、両側の接着冶具を取り外し、両側端部を適切な位置で
切断し、片方側では、中空糸膜の中空部、連通管、原料水分配供給部の供給元管部が開口
している端面を、他方では中空糸膜の中空部と連通管とが開口している端面を露出させて
、中空糸膜モジュールを得た。前者の端面には、図５に示したものと同様の第１のキャッ
プをＯ－リングを介して取り付け、さらに金属製のキャップ締結治具を装着してナット締
めすることにより、モジュール端面とキャップとの液密的なシールを行った。また、後者
の端面には図１に示したキャップ１０と同様の第２のキャップをＯ－リングを介して取り
付け、同様に金属製のキャップ締結治具を用いてナット締めすることにより液密的なシー
ルを行った。これで中空糸膜モジュール組立体が得られた。
【００９２】
　この中空糸膜モジュール組立体は、モジュールケース内の中空糸膜の充填率（連通管の
外径基準断面積を除いたパイプ内断面積に対する中空糸膜の外径基準断面積の割合）は、
４０％であり、外表面基準の膜面積が４６ｍ２、有効膜長さ２ｍである。この中空糸膜モ
ジュールを水透過性能を、イオン交換水を公称分画分子量６，０００ダルトンの限外ろ過
膜モジュールに透過せしめた水を原料水として用いて測定した。その結果を表１に記載し
た。
【００９３】
　次に、この中空糸膜モジュール組立体を評価装置に取り付け、濁度が０．４－３．１度
であり、平均濁度１．２度、ＴＯＣが０．３２～１．６５ｍｇ／Ｌであり平均０．５５ｍ
ｇ／Ｌである河川表流水を原料水とするろ過安定性評価を行った。まず、設定採水量を２
．２ｍ／日｛設定採水量（ｍ／日）は濾過流量（ｍ３／日）を膜外表面積（ｍ２）で割っ
た値｝で２９分濾過した後、エアレーション逆洗を６０秒間行った。逆洗の流量は設定濾
水採水量と同じ２．２ｍ／日（膜外表面積基準）、モジュール下方の原料水分配供給部か
らのエアー量は５Ｎｍ３／Ｈｒとした。このサイクルを続けたところ、１０日以上、約４
０ＫＰａという低膜間差圧で安定した運転結果が得られた。１０日間以上安定ろ過が可能
であったので、設定採水量及び逆洗時の流量を２．７ｍ／日に増して、続けてサイクルを
継続したところ、膜間差圧は５０－６０ＫＰａに増加したものの、さらに１０日以上安定
した運転が可能であった。その後いったん評価を中断し、設定採水量と逆洗時の流量を２
．７ｍ／日のままで評価を再開したが、引き続き、膜間差圧５０－６０ＫＰａで１０日以
上の安定運転が可能であった。結果を図１５に示した。
【００９４】
［実施例２］
　ＷＯ０２／０７０１１５号公報の実施例３に記載の中空糸精密ろ過膜を６０００本束ね
、両側の中空部開口を封止した。次に、外径が１６５ｍｍで近似内径が１５３ｍｍの円筒
形であり、内部に、長さ方向に直角の断面が長径５６ｍｍで短径１１ｍｍの紡錘形開口を
有する透過水連通部を備えた、ポリ塩化ビニル製の異形二重管を用意した。この二重管の
両側端部外周には６．５Ｓのヘルール継手が設けられている。この二重管に中空糸膜束を
まとめて収納した。この異形二重管の一方の端部のヘッド部側面には、側面外部から中空
糸膜が収納された空間につながる直径６ｍｍの穴が１２０箇所開口している。また、他方
の端部に実験例６で用いたものと同じ中空部材を挿入し、両側端部に遠心注型のための接
着冶具を取り付けた。
【００９５】
　次に、遠心注型により、片方の端部では中空糸膜とモジュールケースを、他方の端部で
は中空糸膜とモジュールケースと中空部材とを、それぞれ二液性ウレタン樹脂を充填し固
化させることで接着固定した。樹脂が充分硬化した後に、両側の接着冶具を取り外し、両
側端部を適切な位置で切断し、一方の側では、中空糸膜の中空部、透過水連通部、供給元
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管部が開口している端面を、他方では中空糸膜の中空部と透過水連通部とが開口している
端面を露出させて、中空糸膜モジュールを得た。該中空糸膜モジュールの一方の端部には
図６に示す第１のキャップを、Ｏ－リングを介して取り付けてクランプ止めすることによ
り、モジュール端面とキャップとの液密的なシールを行った。また、他方端面には図１に
示すキャップ１０と同様なキャップをＯ－リングを介して取り付け、同様にクランプ締め
した。またそれとは別に、図１１に示す濃縮水排出ノズルを含む濃縮水保持室１２を、Ｏ
－リングを介して固定することにより中空糸膜モジュール組立体を得た。
　この中空糸膜モジュール組立体は、中空糸膜の充填率（透過水連通部の外径基準断面積
を除いたパイプ内断面積に対する中空糸膜の外径基準断面積の割合）は４０％であり、外
表面基準の膜面積が４６ｍ２、有効膜長さ２ｍである。また、紡錘形である透過水連通部
の内断面積は約４００ｍｍ２である。イオン交換水を公称分画分子量６，０００ダルトン
の限外ろ過膜モジュールに通して得た透過水を原料水として用い、この中空糸膜モジュー
ルの水透過性能を測定した。その結果を表１に記載する。
【００９６】
［実施例３］
　ＷＯ０７／０４３５５３号公報実施例２に記載の中空糸精密ろ過膜を５８００本用意し
、両端の開口を封止して束とした。中空糸精密ろ過膜の種類膜内／外径と充填本数が異な
る以外は実施例１と同一構造の中空糸膜モジュールを作成し、一方には第１のキャップを
、他方には第２のキャップを取り付け、中空糸膜モジュール組立体を得た。
【００９７】
　この中空糸膜モジュール組立体は、モジュールケース内の中空糸膜の充填率が４０％で
あり外表面基準の膜面積が４６ｍ２、有効膜長さ２ｍである。この中空糸膜モジュールの
水透過性能を、イオン交換水を公称分画分子量６，０００ダルトンの限外ろ過膜モジュー
ルに透過せしめた水を原料水として用いて測定した。その結果を表１に記載した。
【００９８】
　次に、この中空糸膜モジュール組立体を評価装置に取り付け、濁度が０．５－９．７度
であり、平均濁度１．５度、ＴＯＣが０．３５－１．８３ｍｇ／Ｌ、平均０．５８ｍｇ／
Ｌの河川水を原料水とするろ過安定性評価を行った。まず、設定採水量を２．７ｍ／日｛
設定採水量（ｍ／日）は濾過流量（ｍ３／日）を膜外表面積（ｍ２）で割った値｝で２９
分濾過した後、エアレーション逆洗を６０秒間行った。逆洗の流量は設定濾水採水量と同
じ２．７ｍ／日（膜外表面積基準）、モジュール下方の原料水分配供給部からのエアー量
は５Ｎｍ３／Ｈｒとした。このサイクルを続けたところ、２０日の間、約５０ＫＰａとい
う低膜間差圧で安定した運転結果が得られた。２０日間の安定ろ過が可能であったので、
設定採水量及び逆洗時の流量を３．３ｍ／日に増して、続けてサイクルを継続したところ
、膜間差圧は６０－７０ＫＰａに増加したものの、さらに２０日以上安定した運転が可能
であった。その結果を図１８に示した。
【００９９】
［実施例４］
　ＷＯ０７／０４３５５３号公報実施例２に記載の中空糸精密ろ過膜を１７００本用意し
、両端の開口を封止して束とした。また、外径が１８ｍｍで近似内径が１３ｍｍであり中
空糸膜と同じ長さの、両端が封止されたポリ塩化ビニル製パイプを１本用意した。このパ
イプは連通管として用いる。これら中空糸膜束とパイプ１本をまとめて、外径８９ｍｍで
近似内径が８３ｍｍの円筒製パイプからなるモジュールケースに収納した。このモジュー
ルケースはポリ塩化ビニル製である。次に、モジュールケースの一方の端部付近に（実施
例１、３とは大きさは異なるが）図３に示し、実験例５で使用したものと同じ中空部材を
挿入し、他方の端部はそのままとし、両側端部に遠心注型のための接着冶具を取り付けた
。
【０１００】
　次に、遠心注型を行い、片方側では中空糸膜とパイプと中空部材とモジュールケースと
を、他方側では中空糸膜とパイプとモジュールケースとを、二液性ウレタン樹脂を充填し
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て接着固定した。その際、中空部材の原料水導入穴には市販の紙粘土とエチルセルロース
とを等量（体積比）混合したものを円柱状に成型し、該導入穴に差し込んだ状態で接着固
定した。
【０１０１】
　樹脂が充分硬化した後に、両側の接着冶具を取外し、両側端部を適切な位置で切断し、
片方側では、中空糸膜の中空部、連通管、原料水分配供給部の供給元管部が開口している
端面を、他方では中空糸膜の中空部と連通管とが開口している端面を露出させて中空糸膜
モジュールが得られた。前者の端面には、図５に示したものと同様の第１のキャップをＯ
－リングを介して取り付け、さらに金属製のキャップ締結治具を装着してナット締めする
ことにより、モジュール端面とキャップとの液密的なシールを行った。また、後者の端面
には図１に示したキャップ１０と同様の第２のキャップをＯ－リングを介して取り付け、
同様に金属製のキャップ締結治具を用いてナット締めすることにより液密的なシールを行
った。この中空糸膜モジュール組立体の濃縮水排出ノズルから５０質量％エタノール水溶
液を充填したまま一晩放置することにより、原料水分配供給部の導入穴を塞いだ紙粘土と
エチルセルロースの混合成型物のうちエチルセルロース成分を溶解させた。一晩放置後に
第１のキャップ側からのイオン交換水を圧力１００ＫＰａで逆洗を行い、残留している紙
粘土成分を分散、排出することにより、原料水供給元管から供給分岐部を経て導入穴にい
たる原料水の供給経路が確保された。
【０１０２】
　この中空糸膜モジュール組立体は、モジュールケース内の中空糸膜の充填率（連通管の
外径基準断面積を除いたパイプ内断面積に対する中空糸膜の外径基準断面積の割合）は、
４０％であり、外表面基準の膜面積が１３ｍ２、有効膜長さ２ｍである。この中空糸膜モ
ジュールの水透過性能を、イオン交換水を公称分画分子量６，０００ダルトンの限外ろ過
膜モジュールに透過せしめた水を原料水として用いて測定した。その結果を表１に記載し
た。
【０１０３】
　次に、この中空糸膜モジュール組立体をラボ評価装置（ろ過水タンクのオーバーフロー
分と逆洗等の物理洗浄排水を原料水タンクに戻す閉鎖系評価装置）に取り付け、原料水と
して、モデル液（フミン酸、ベントナイトの混合溶液｛調製時、フミン酸濃度：ＴＯＣと
して、１００ｍｇ／リットル、ベントナイト濃度：濁度として、１００度｝）を用いた。
なお、中空糸膜束内に濁度成分やＴＯＣ成分が捕捉され、原料水中の濁度、ＴＯＣ濃度が
低下するので、定期的に原料水タンク濁度とＴＯＣを測定し、それぞれ初期値の７０％を
下回った時にフミン酸成分及び／またはベントナイトを追加して評価した。設定採水量を
２．８ｍ／日で９分ろ過した後、エアレーション逆洗を６０秒間行った。逆洗の流量は設
定採水量と同じ２．８ｍ／日、モジュール下方の原料水分配供給部からのエアー流量は１
．５Ｎｍ３／Ｈｒとした。このサイクルを続けたところ、４０～６０ｋＰａの膜間差圧で
安定運転が可能であった。その結果を図１９に示した。
【０１０４】
［比較例１］
　中空糸精密ろ過膜の充填本数を６３００本とし、一方の側は、固化後に端部を適切な位
置で切断した場合に中空部が切断面に開口しないようにするために中空糸膜の中空部への
封止を行わない状態で用いたこと、中空部材に代えて図１６に示す外径１１ｍｍのポリエ
チレン製の中空状物２４本を中空糸膜束内に配置して接着固化を行ったこと、連通部を設
けていないこと以外は、実施例１と同様にして接着固定処理までを行った。他方は中空糸
膜の中空部を封止処理した後、接着冶具を取り付けた。
【０１０５】
　次に、遠心注型により、モジュール片方側端部では中空糸膜とモジュールケースと中空
状物とを、他方側端部では中空糸膜とモジュールケースとを、二液性ウレタン樹脂を充填
し固化することで接着固定した。その際、中空状物の先端付近が樹脂に埋設されないよう
に樹脂の充填量を調整した。樹脂が充分硬化した後に、両側の接着冶具を取外し、両側端
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部を適切な位置で切断して開口面を露出し、さらに片方側端部から２４本の中空状物を取
り除いた。こうして、一方の端部には中空糸膜の中空部、原料水供給のための２４箇所の
原料水またはエアー導入口が開口した端面を、他方では中空糸膜の中空部が開口した端面
を得て、比較モジュールとした。この比較モジュールの両側端面のそれぞれに、図１に示
す第２のキャップ１０と同様のキャップをＯ－リングを介して取り付け、実施例１と同様
にナット締めして、比較モジュール組立体を得た。
【０１０６】
　この比較モジュール組立体は、透過水を中空糸膜の片側だけから採水するものである。
中空糸膜の充填率は４０％であった。イオン交換水を分画分子量６，０００ダルトンの限
外ろ過膜モジュールで濾過した水を原料水として用い、この比較モジュール組立体を用い
て透過性能を測定した。その結果を表１に記載する。
【０１０７】
　得られた比較モジュール組立体を実施例１と同じ評価装置に取り付け、同時並列にてろ
過安定性試験を行った。まず、設定採水量を２．２ｍ／日｛設定採水量（ｍ／日）は濾過
流量（ｍ３／日）を膜外表面積（ｍ２）で割った値｝で２９分濾過した後、エアレーショ
ン逆洗を６０秒間行った。逆洗の流量は設定濾水採水量と同じ２．２ｍ／日（膜外表面積
基準）、モジュール下部の原料水及びエアーの導入口からのエアー量は５Ｎｍ３／Ｈｒと
した。このサイクルを続けたところ、１０日以上、安定して運転が可能であったが、膜間
差圧は約８０ＫＰａと実施例１の２倍の差圧を必要とした。膜間差圧が約８０ＫＰａと高
めではあるものの、安定した運転結果が得られたので、設定採水量及び逆洗時の流量を２
．７ｍ／日に増して再度サイクルを継続したところ、１０日以上安定した運転が可能であ
ったが、膜間差圧は８０－１００ＫＰａと実施例１の場合と比べ１．６倍の膜間差圧を必
要とした。
【０１０８】
　いったん評価を中断し、設定採水量と逆洗時の流量を２．７ｍ／日のままで評価を再開
した。引き続き、１０日以上の安定した運転が可能であったが、膜間差圧は中断前と同様
に７０－９０ＫＰａと、実施例１の場合の１．６倍程度の膜間差圧を必要とした。結果を
図１５に示す。
【０１０９】
　また、設定採水量を２．２ｍ／Ｄとした時の比較例１の電力消費量を１００とすると、
実施例１では５９であり、また、設定採水量を２．７ｍ／Ｄとしたときでは、比較例１の
電力消費量を１００とすると、実施例１では７１であった。よって、それぞれの設定採水
量のときに、実施例１では、従来の５９％または７１％の消費電力でほぼ同一量の透過水
が採水できたことになる。
【０１１０】
［比較例２］
　直径２ｍｍである多数の円形穴が穿孔された外径３２ｍｍ、近似内径２５ｍｍであり長
さ２ｍのポリ塩化ビニル製管の片側を封止したものを１本用意した。このパイプは原料水
供給管として用いる。また、実施例１と同様に、外径２２ｍｍで近似内径が１６ｍｍであ
り中空糸膜と同じ長さの、両側が封止されたポリ塩化ビニル製パイプ２本を用意した。こ
のパイプは連通管として用いる。上記３本のパイプと実施例３に使用した、ＷＯ０７／０
４３５５３号公報実施例２に記載の中空糸精密ろ過膜を５６００本用意し、両端の開口を
封止して束としたものをまとめて実施例１、３と同じように中空糸膜モジュールを製作し
た。この際、外径３２ｍｍの原料水供給管として用いるパイプについては、モジュールケ
ースの中心に配置して製作している。以上により得られた中空糸膜モジュールの原料水供
給管が開口している側端面には第１のキャップを、後者の原料水供給管が封止されている
側端面には第２のキャップをそれぞれＯ－リングを介して取りつけ、それぞれを金属製の
キャップ締結冶具により締め付けた。以上により、本比較例の中空糸膜モジュール組立体
を得た。
【０１１１】
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　この比較モジュール組立体は、透過水を中空糸膜の両側から採水するが、原料水はその
原料水供給管から、中空糸膜束長手方向全体に渡って開口した無数の穴より、束中心から
束外周へと中空糸膜及び中空糸膜束に対して垂直に供給するものである。
　中空糸膜の充填率は４１％、であった。実施例３と同様にイオン交換水を分画分子量６
，０００ダルトンの限外ろ過膜モジュールに透過せしめた水を原料水として用いて水透過
性能を測定した。その結果を表１に記載した。
【０１１２】
　次に、実施例３と同じ評価装置に取りつけ、同時並列にてろ過安定性試験を行った。ま
ず、設定採水量を２．７ｍ／日｛設定採水量（ｍ／日）は濾過流量（ｍ３／日）を膜外表
面積（ｍ２）で割った値｝で２９分濾過した後、エアレーション逆洗を６０秒間行った。
逆洗の流量は設定濾水採水量と同じ２．７ｍ／日（膜外表面積基準）、モジュール下部の
原料水及びエアーの導入口からのエアー量は５Ｎｍ３／Ｈｒとした。このサイクルを続け
たところ、評価５日目までは膜間差圧５５ＫＰａで安定するかにみえたが、そのまま膜間
札が上昇し続け、２０日経過後には１１０ＫＰａまでとなった為に実施例３では行った、
設定採水量３．３ｍ／日の評価を中止した。この比較中空糸膜モジュールを解体して、中
空糸膜束内の濁質成分の蓄積状況を確認したところ、中空糸膜束の束外周部ではあまり濁
質成分の蓄積は認められず、逆に、原料水供給側である束中心付近では、びっしりと濁質
成分が堆積していた。
【０１１３】
［比較例３］
　中空糸精密ろ過膜の充填本数を１８００本とし、一方の側は、固化後に端部を適切な位
置で切断した場合に中空部が切断面に開口しないようにするために中空糸膜の中空部への
封止を行わない状態で用いたこと、中空部材に代えて図１６に示す外径１１ｍｍのポリエ
チレン製の中空状物５本を中空糸膜束内に配置して接着固化を行ったこと、連通部を設置
していないこと以外は、実施例４と同様にして接着固定処理までを行った。他方は中空糸
膜の中空部を封止処理した後、接着冶具を取り付けた。
【０１１４】
　次に、遠心注型により、モジュール片方側端部では中空糸膜とモジュールケースと中空
状物とを、他方側端部では中空糸膜とモジュールケースとを、二液性ウレタン樹脂を充填
し固化することで接着固定した。その際、中空状物の先端付近が樹脂に埋設されないよう
に樹脂の充填量を調整した。樹脂が充分硬化した後に、両側の接着冶具を取外し、両側端
部を適切な位置で切断して開口面を露出し、さらに片方側端部から５本の中空状物を取り
除いた。こうして、一方の端部には中空糸膜の中空部、原料水供給のための５箇所の原料
水又はエアー導入口が開口した端面を、他方では中空糸膜の中空部が開口した端面を得て
、比較モジュールとした。この比較モジュールの両側端面のそれぞれに、図１に示す第２
のキャップ１０と同様のキャップをＯ－リングを介して取り付け、実施例４と同様にナッ
ト締めして、比較モジュール組立体を得た。
【０１１５】
　この比較モジュール組立体は、透過水を中空糸膜の片側だけから採水するものである。
中空糸膜の充填率は４１％であった。イオン交換水を分画分子量６，０００ダルトンの限
外ろ過モジュールでろ過した水を原料水として用い、この比較モジュール組立体を用いて
透過性能を測定した。その結果を表１に記載する。
【０１１６】
　次にこの比較中空糸膜モジュール組立体をラボ評価装置に実施例４の中空糸膜モジュー
ル組立体と同時に並列して取り付け、ろ過の安定性評価運転を行ったところ、６０～１０
０ｋＰａの膜間差圧で安定運転が可能であった。これは、実施例４の場合に比べておよそ
１．５倍高い膜間差圧でろ過運転が行われたことを示す。
【０１１７】
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【表１】

【産業上の利用可能性】
【０１１８】
　本発明の中空糸膜モジュール及びその組立体は種々の分野に使用できるが、特に河川水
、湖沼水、伏流水等の除濁のような水処理の分野に好適に用いられる。
【図面の簡単な説明】
【０１１９】
【図１】中空糸膜モジュール組立体の断面構造例を示した模式断面図である。
【図２】（１）前方角の説明図、（２）中空糸膜モジュールのＡ－Ａ’断面図である。
【図３】中空部材例を模式的に示した（１）上面図、（２）Ｃ－Ｃ’断面図、（３）正面
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図、（４）Ｄ－Ｄ’断面図、（５）下面図である。
【図４】中空部材の他の例を模式的に示した（１）上面図、（２）正面図、（３）Ｆ－Ｆ
’断面図、（４）下面図である。
【図５】第１のキャップ例を模式的に示した（１）上面図、（２）正面図、（３）Ｇ－Ｇ
’断面図、（４）下面図である。
【図６】第１のキャップの他の例を模式的に示した（１）上面図、（２）正面図、（３）
Ｈ－Ｈ’断面図、（４）下面図である。
【図７】中空糸膜モジュール組立体を用いた通常ろ過時における液流れを示した模式図で
ある。
【図８】中空糸膜モジュール組立体を用いた逆流洗浄時における液流れを示した模式図で
ある。
【図９】逆流洗浄時に原料水供給口４３から排出する場合の液流れを示した模式図である
。
【図１０】中空糸膜モジュール組立体を用いたエアレーション逆洗時の液流れを示した模
式図である。
【図１１】モジュールケースとして異形二重管を用いた場合の、通常ろ過時の液流れを示
した模式図である。
【図１２】接着端面と内側端面との高さを揃えることができる製造方法を説明するための
一連の図である。
【図１３】実験例１～４で使用した試験部材の模式図である。
【図１４】実験例７で使用した部材８０の模式図である。
【図１５】実施例１と比較例１のろ過安定性試験結果を示したグラフである。
【図１６】比較例１で使用した中空状物の模式断面図である。
【図１７】従来の比較モジュール組立体の構造をあらわした模式断面図である。
【図１８】実施例３と比較例２のろ過安定性試験結果を示したグラフである。
【図１９】実験例４と比較例３のろ過安定性試験結果を示したグラフである。
【図２０】実験例８で使用した部材１３０の模式図である。
【図２１】異形二重管の一例を表した断面図である。
【図２２】異形二重管の一例を表した断面図である。
【図２３】異形二重管の一例を表した断面図である。
【図２４】異形二重管の一例を表した断面図である。
【図２５】異形二重管の一例を表した断面図である。
【図２６】原料水供給分岐部の内断面積拡大状況と原料水導入穴を説明した模式図である
。図中、（１）上面図、（２）正面図、（３）Ｊ－Ｊ’断面図、（４）Ｋ－Ｋ’断面図で
ある。
【符号の説明】
【０１２０】
　１　中空糸膜モジュール組立体
　１０　第２のキャップ
　１１　フランジ
　１２　カップ
　１３　透過水採取口
　１４　キャップ内部空間
　１５　Ｏ－リング
　２０　中空糸膜モジュール
　２１　モジュールケース
　２２　濃縮水又はエアー排出口
　２３　モジュール内空間
　２４　中空糸膜
　２５　連通管
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　２６　接着固定部（上方）
　２７　接着固定部（下方）
　２８　接着端面
　２９　外側端面
　３０　テーパー面
　３１、３１’　内側端面または中空板の上面
　３２、３２’　原料水導入穴
　３３　原料水供給分岐部
　３４　供給元管部となる空間
　３５　パイプ部
　３６　下面
　３７、３８　中空板
　３９　センタリング用リブ
　４０　フランジ
　４０’　下端
　４１　カップ
　４２　供給元管部に接合する突出部
　４３　原料水供給口
　４４　透過水保持室
　４５　円環部
　４６　Ｏ－リング溝
　４８、４８’　パイプ
　５０　第１のキャップ
　５１、５２　キャップ締結治具
　６０　栓部材
　７０　試験部材
　７１　エンドキャップ
　７２　パイプ
　７３　円形穴
　７４　チーズ
　８０　部材
　８１　外側円環状空間
　８２、８３　原料水導入板
　８４、８６　原料水導入路
　８５　接着固定部
　８７　パイプ部
　８８　原料水供給口
　９０　中空状物
　１００　比較モジュール組立体
　１０１、１０３　第２のキャップ
　１０２　比較モジュール
　１０４　モジュールケース
　１０５　中空糸膜
　１０６、１０７　接着固定部
　１０８　原料水導入穴
　１１０　原料水供給口
　１１１　濃縮水又はエアー排出口
　１１２　透過水採取口
　１２０、１２１　キャップ締結治具
　１３０　部材
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　１３１　原料水導入路
　１３２　キャップ締結冶具
　１３３　接着固定部
　１３４　フランジ部
　１３５　原料水供給口
　１４１　中空糸膜が入る第１の部分
　１４２　透過水連通部となる第２の部分

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(32) JP WO2008/143292 A1 2008.11.27

【図１５】 【図１６】

【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】
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【図２６】

【手続補正書】
【提出日】平成20年11月21日(2008.11.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　筒状のモジュールケースと、前記モジュールケースに収納された多数本の中空糸膜の束
と、原料流体が前記中空糸膜内に通過できるように前記束の両側端部を前記モジュールケ
ース内に固定する接着固定部と、前記接着固定部の両外側端面間を前記中空糸膜より相当
直径が大きい管により通過可能に接続する透過流体連通部と、前記接着固定部の一方にお
いて原料流体を前記モジュールケース内に供給し得る原料流体分配供給部とを備え、原料
流体分配供給部は、前記一方の接着固定部の外端面の中央から前記モジュールケースの長
さ方向に穿孔された一つの供給元管部と、供給された原料流体を中空糸膜モジュールの断
面方向に均一に分配するための原料流体供給分岐部とを備え、中空糸膜の間隙に穿たれ原
料流体を中空糸膜の長手方向に沿って供給可能な原料流体導入穴を複数有することを特徴
とする中空糸膜モジュール。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項２】
　前記原料流体分配供給部は、前記供給元管部に続いて前記供給元管部から前記長さ方向
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に沿って進む前方角が鋭角をなして複数穿たれていることを特徴とする請求項１に記載の
中空糸膜モジュール。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項５】
　前記複数の原料流体供給分岐部が、３から９の範囲で前記供給元管部から分岐している
ことを特徴とする、請求項２から４のいずれか一項に記載の中空糸膜モジュール。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
るため、懸濁成分が中心側の中空糸膜と中空糸膜との間に蓄積され、結果として束外周部
には原料水が供給されにくいという欠点を有する。
特許文献１：特開平０７－１７１３５４号公報
特許文献２：特開平０９－２２０４４６号公報
特許文献３：実開昭６３－１１１９０１号公報
特許文献４：特開昭６４－０９０００５号公報
特許文献５：実開平０３－１１９４２４号公報
特許文献６：特公昭５３－０３５８６０号公報
発明の開示
発明が解決しようとする課題
［００１４］
　本発明は、中空糸膜の長さ方向における有効利用率が向上して単位膜面積あたりの透過
水量が安定し、また、圧力損失が小さくて低エネルギーで採水可能であり、さらに、製造
が簡単で少ない製造工程で容易に作成できる中空糸膜モジュール、及びそれを用いた中空
糸膜モジュール組立体を提供することを課題とする。
［００１５］
　本発明によれば、高透過性能膜を適用することにより、さらに顕著な効果が得られる。
課題を解決するための手段
［００１６］
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、以下の中空糸膜モジ
ュール構造とすることにより、課題を解決するに至った。すなわち、本発明は以下の通り
である。
［００１７］
　（１）筒状のモジュールケースと、前記モジュールケースに収納された多数本の中空糸
膜の束と、原料流体が前記中空糸膜内に通過できるように前記束の両側端部を前記モジュ
ールケース内に固定する接着固定部と、前記接着固定部の両外側端面間を前記中空糸膜よ
り相当直径が大きい管により通過可能に接続する透過流体連通部と、前記接着固定部の一
方において原料流体を前記モジュールケース内に供給し得る原料流体分配供給部とを備え
、原料流体分配供給部は、前記一方の接着固定部の外端面の中央から前記モジュールケー
スの長さ方向に穿孔された一つの供給元管部と、供給された原料流体を中空糸膜モジュー
ルの断面方向に均一に分配するための原料流体供給分岐部とを備え、中空糸膜の間隙に
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
穿たれ原料流体を中空糸膜の長手方向に沿って供給可能な原料流体導入穴を複数有するこ
とを特徴とする中空糸膜モジュール。
［００１８］
　（２）前記原料流体分配供給部は、前記供給元管部に続いて前記供給元管部から前記長
さ方向に沿って進む前方角が鋭角をなして複数穿たれていることを特徴とする（１）に記
載の中空糸膜モジュール。
（３）前記原料流体分配供給部は、前記原料流体供給分岐部から続いて前記接着固定部の
内側端面まで穿たれた原料流体導入穴を備え、該複数の原料流体供給分岐部における断面
積が、前記原料水の順流れ方向に沿って大きくなっていることを特徴とする（２）に記載
の中空糸膜モジュール。
（４）前記原料流体供給分岐部は、前記長さ方向に略平行な板状の空隙であり、前記原料
流体分配供給部は複数の前記原料流体供給分岐部が前記供給元管部を略中心軸として放射
状に配置されていることを特徴とする、（２）又は（３）に記載の中空糸膜モジュール。
（５）前記複数の原料流体供給分岐部が、３から９の範囲で前記供給元管部から分岐して
いることを特徴とする、（２）から（４）のいずれか一つに記載の中空糸膜モジュール。
（６）前記原料流体導入穴が前記原料流体供給分岐部毎に複数設けられており、当該複数
の原料流体導入穴の相当直径の合計が、前記複数の原料流体供給分岐部の最大相当直径よ
り小さいことを特徴とする、（２）から（５）のいずれか一つに記載の中空糸膜モジュー
ル。
（７）前記原料流体分岐部を中心から外側方向に１／２半径で中心側と外側を区分した時
に、外側区分に設けられた原料流体導入穴の相当直径の合計が、中心側区分に設けられた
原料流体導入穴の相当直径の合計よりも大きいことを特徴とする、（２）～（６）のいず
れか一つに記載の中空糸膜モジュール。
［００１９］
　（８）前記複数の原料流体導入穴が等間隔で穿たれていることを特徴とする、（２）か
ら（７）のいずれか一つに記載の中空糸膜モジュール。
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