
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
曝気槽へ膜モジュールを配設し、膜を介して廃水を吸引濾過して膜透過水を得る工程を有
する廃水の膜分離生物処理方法において、中空糸膜の繊維軸がほぼ平行になるように配し
てなる膜モジュールを多段に積み重ねて配設し、かつ隣接する膜モジュール内の中空糸膜
の繊維軸が約９０°のねじれ角の位置関係になるように配設することを特徴とする膜分離
生物処理方法。
【請求項２】

【請求項３】

【請求項４】

【発明の詳細な説明】
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膜モジュールの下方に散気装置を配設する請求項１記載の膜分離生物処理方法。

下部が上部より広がった形状の外套の内部に膜モジュールを収納して配設する請求項１ま
たは２記載の膜分離生物処理方法。

曝気槽へ膜モジュールを配設し、膜を介して廃水を吸引濾過して膜透過水を得る工程を有
する廃水の膜分離生物処理方法において、複数の平膜をほぼ平行になるように配してなる
膜モジュールを多段に積み重ねて配設し、かつ隣接する膜モジュール内の平膜の形成する
面が水平面に対して垂直でかつ約９０°で交叉する位置関係になるように配設するととも
に、下部が上部より広がった形状の外套の内部に膜モジュールを収納して配設することを
特徴とする膜分離生物処理方法。



【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、膜分離活性汚泥法による、有機系廃水の生物学的処理方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より都市廃水や有機性廃水の処理には生物処理が用いられ、その最終的な固液分離に
は沈殿分離が用いられてきた。しかし、沈殿分離では負荷変動時等にＳＳの流出が生じや
すかった。
【０００３】
固液分離に膜分離を用いると、沈殿槽が不要となり、ＳＳの流出が完全に阻止できるとと
もに、曝気槽内の活性汚泥濃度を高くすることができるので、余剰汚泥の発生も少なくな
り装置のコンパクト化が図れるため、近年、膜分離活性汚泥法が注目されている。
【０００４】
生物処理による有機性廃水処理の固液分離には、主として精密濾過膜、限外濾過膜が用い
られる。これらの分離膜は、平膜、管状膜あるいは中空糸膜の形で使用される。特に、最
近は中空糸膜モジュールを用いて、吸引濾過により活性汚泥を固液分離する方法が多く提
案されている。
【０００５】
一方、有機ゲル状物質を含む活性汚泥をこれらの分離膜で固液分離する場合、膜の目詰ま
りの他、膜の表面ヘの汚れの付着、膜と膜との間の汚物の保持等による性能低下が生じや
すく、空気を送って膜を振動させて膜表面を洗浄したり、膜面洗浄を繰り返して行なう必
要があり、更には散気管から送られた空気のエアリフト効果により被処理液は撹拌を受け
てより効率的な微生物処理を受けることが提案されている（特開昭６１－１２９０９４号
、特開平３－９８６９７号各公報等）。
【０００６】
しかしながら、これらの方法によっても好気性微生物濃度を高くすると酸素要求量が増し
、それが律速となって処理能力が頭打ちになる傾向にある。また、汚泥濃度を高くした状
態は、液の粘性も増すので溶解効率を下げる原因となっている。その対策として散気設備
を大幅に増設したり、機械撹拌を併用する方法も考えられるが設備費、ランニングコスト
がかさむ欠点がある。
【０００７】
例えば、最近中空糸膜について膜面積を確保しながら中空糸膜間での被濾過物質の閉塞を
防止することを目的にして、中空糸膜を枠部材に取り付けて、一端または両端が開口する
多数の中空糸膜を一列にして両端部を上下の型枠で支持固定すると共に、多数の中空糸膜
と連通する濾過液通路を備えた中空糸膜濾過部材を、所定の間隔で連設すると共に、各濾
過液通路を連結した中空糸膜濾過器（実開平５－６３６３２号、特開平５－２２０３５７
号各公報）が提案されている。
【０００８】
更には、中空糸膜をシート状に展開して配置し、中空糸膜の端部が、ハウジング内の固定
部材で開口状態を保ちつつ固定されてなる中空糸膜モジュールであって、固定部材の中空
糸膜に垂直な断面の形状が細長いほぼ矩形である中空糸膜モジュール（特開平５－２２０
３５６号公報）が提案されている。
【０００９】
このような中空糸膜をシート状に並び拡げた平型の中空糸膜モジュールを用いると、多数
の中空糸膜を間隔を開けて均等に配置させることが可能となり、膜面洗浄の際、中空糸膜
表面を均等に洗浄することが極めて容易となるので、濾過効率の低下を抑えることができ
る。
【００１０】
しかし、これらの中空糸膜モジュールを用いても、高汚濁水の吸引濾過では、比較的短時
間の運転で差圧が大きくなりやすいため、逆洗や休止の回数が多くなることから装置効率
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の良い濾過を行うことが難しかった。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、膜分離活性汚泥法による廃水の処理において、酸素の溶解量を増やし、
また吸引濾過の差圧上昇を抑制して装置効率を高めた膜分離生物処理方法を提供すること
にある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
すなわち、本発明は、曝気槽へ膜モジュールを配設し、膜を介して廃水を吸引濾過して膜
透過水を得る工程を有する廃水の膜分離生物処理方法において、中空糸膜の繊維軸がほぼ
平行になるように配してなる膜モジュールを多段に積み重ねて配設し、かつ隣接する膜モ
ジュール内の中空糸膜の繊維軸が約９０°のねじれ角の位置関係になるように配設するこ
とを特徴とする膜分離生物処理方法である。
【００１３】
また、もう一つの本発明は、曝気槽へ膜モジュールを配設し、膜を介して廃水を吸引濾過
して膜透過水を得る工程を有する廃水の膜分離生物処理方法において、複数の平膜がほぼ
平行になるように配してなる膜モジュールを多段に積み重ねて配設し、かつ隣接する膜モ
ジュール内の平膜の形成する面が水平面に対して垂直でかつ約９０°で交叉する位置関係
になるように配設する

ことを特徴とする膜分離生物処理方法である。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の廃水の膜分離生物処理方法を、中空糸膜モジュールを用いる場合を例にと
り、図面を参照しつつより詳細に説明する。
【００１５】
本発明の方法では、曝気槽内へ中空糸膜モジュールを配設する。図１は、曝気槽に配設さ
れた複数の中空糸膜モジュール１の相互の位置関係を示す図である。この例では、７個の
中空糸膜エレメントを中空糸膜２により形成されるシート状面がほぼ平行になるように配
置して一つの中空糸膜モジュールを構成している。そして、このような中空糸膜モジュー
ルを３段に積み重ねるようにして設置している。したがって、この例では合計２１個の中
空糸膜エレメントが使用されている。ここで、中段の中空糸膜モジュールに含まれる中空
糸膜の繊維軸は、上段および下段の各中空糸膜モジュールに含まれる中空糸膜の繊維軸と
は、それぞれ約９０°のねじれ角の位置関係（約９０°回転させて上下方向に移動させた
状態）になるよう配置されている。
【００１６】
本発明の方法に用いる中空糸膜モジュールは、モジュール内に含まれる多数の中空糸膜が
ほぼ平行に位置するように配設して構成されたものであれば、特にその形態等については
限定されずに使用できる。したがって、図１のように、一つの中空糸膜モジュールを複数
の中空糸膜エレメントの集合体として構成してもよい。このような中空糸膜エレメントと
しては、シート状に並び拡げられかつ繊維軸がほぼ平行になるよう配設された中空糸膜と
、中空糸膜の端部を開口状態を保ちつつこれを固定する固定部材と、固定部材を支持収納
する構造材とを有してなるものであって、固定部材の中空糸膜に垂直な断面の形状が細長
いほぼ矩形である図２に示すタイプのものが好ましいものとして例示される。
【００１７】
図２に示した中空糸膜エレメント３は、構造材４と、固定部材５と、中空糸膜２とを有し
て構成されている。構造材４は、細長い矩形の開口部を有し、内部に濾液室を有する。こ
の中空糸膜エレメントでは中空糸膜が直線状に配置され、その両端に構造材が配されてい
るが、中空糸膜がＵ字状に折り曲げられて配され、一端にだけ構造材が配設されたタイプ
の中空糸膜エレメントも使用できる。
【００１８】
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とともに、下部が上部より広がった形状の外套の内部に膜モジュー
ルを収納して配設する



構造材４の開口部には、固定部材５が配設され、多数本の中空糸膜２をほぼ平行に揃えて
シート状に並び拡げるとともに各端部を開口状態を保ったまま集束して固定して、中空糸
膜を濾過膜として機能させている。
【００１９】
本発明の方法に用いる中空糸膜としては、種々のものが使用でき、例えばセルロース系、
ポリオレフィン系、ポリビニルアルコール系、ＰＭＭＡ系、ポリスルフォン系等の各種材
料からなるものが使用できるが、ポリエチレン、ポリプロピレン等の強伸度の高い材質の
ものが好ましい。なお、濾過膜として使用可能なものであれば、孔径、空孔率、膜厚、外
径等には特に制限はないが、除去対象物や容積当たりの膜面積の確保および中空糸膜の強
度等を考えると、好ましい例としては、孔径０．０１～１μｍ、空孔率２０～９０％、膜
厚５～３００μｍ、外径２０～２０００μｍの範囲を挙げることができる。
【００２０】
中空糸膜の表面特性としては、表面に親水基等を持ついわゆる恒久親水化膜であることが
望ましい。表面が疎水性の中空糸膜であると、被処理水中の有機物と中空糸膜表面との間
に疎水性相互作用が働き膜面ヘの有機物吸着が発生し、それが膜面閉塞につながり濾過寿
命が短くなる。また、吸着由来の目詰まりは膜面洗浄による濾過性能回復も一般には難し
い。恒久親水化膜を用いることにより有機物と中空糸膜表面との疎水性相互作用を減少さ
せることができ、有機物の吸着を抑えることができる。さらに疎水性膜ではスクラビング
の際に気泡によって膜面が乾燥状態となることがあり、これにより疎水性が強まりフラッ
クスの低下を招くことがあるが、恒久親水化膜では乾燥してもフラックスの低下が生じな
い。
【００２１】
本発明の方法に用いる中空糸膜モジュールは、上述した中空糸膜エレメントを複数個等間
隔で平行に配置して、シート状に並び拡げた中空糸膜が平行に重畳されたように配された
ものであることが好ましい。このような中空糸膜モジュールでは、多数の中空糸膜が間隔
を開けて均等に配置されるので、膜表面を均等に洗浄できるので、濾過効率の低下を抑え
ることができる。また、中空糸膜が形成するシート面は、水平面に対して垂直方向とされ
ることが好ましい。
【００２２】
本発明の膜分離生物処理方法は、このような中空糸膜モジュールを曝気槽内に多段に積み
重ねて配置し、かつ隣接した段に設置された中空糸膜モジュールに含まれる中空糸膜の繊
維軸が相互に約９０°のねじれ角の位置関係になるように配設する。ここで、約９０°の
ねじれ角とは、厳密に９０°ねじれた状態をいうのではなく、おおよそ直角状態でねじれ
関係の位置にある状態をいい、より正確には、７０～１１０°の範囲のねじれ角の状態を
いう。中空糸膜モジュールをこのような位置関係に配設することにより、上昇してきた気
泡が、中空糸膜の形成する面により分割されて微細化すると共に、流れ方向の変化により
乱流が生ずることによって、酸素の溶解量が増加し、吸引濾過の差圧上昇が抑制されるも
のと推定される。中空糸膜モジュールは、２段以上であれば何段積み重ねて配設してもか
まわないが、２～５段程度が好ましい。
【００２３】
本発明の方法においては、モジュール間の中空糸膜の繊維軸が前述した位置関係を満たす
複数の中空糸膜モジュールを、図３に示すように外套６内に収納するように配設すること
は好ましい態様である。特に、外套下部が上部より広がった逆ホッパー形状（スカート状
）の集気部として形成し、下方に配設された散気装置８からの気泡を拾い集めるように構
成することが好ましい。この場合には、気泡を廃水中へ酸素を溶存させる手段としてだけ
でなく、中空糸膜上の付着物を震い落すスクラビング手段としても利用できるとともに、
気泡を推進力として外套内に上昇流を発生させて中空糸膜表面から剥離した付着物を押し
流す洗浄作用も発揮させることができる。
【００２４】
本発明の膜分離生物処理方法では、曝気槽内の廃水を分離膜を介して吸引濾過を行なう。
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吸引濾過は、連続的に実施しても差圧の小さい濾過条件で長時間透過流束を高く保つこと
ができるが、もちろん吸引を周期的に一時停止するいわゆる間欠吸引運転方法を採用する
こともできる。また、必要に応じて膜透過水を用いて中空糸膜モジュールの逆洗を行うこ
ともできる。
【００２５】
以上においては、中空糸膜を用いた膜モジュールを使用する例について説明したが、本発
明は、平膜を含む膜モジュール

についても同様に実施することができる。図４は、曝気槽に配設された複数の
平膜モジュールの相互の位置関係を示す図１と同様な図であり、平膜以外は省略されてい
る。
【００２６】
平膜の場合には、膜面が気泡を分割して微細化する作用は、中空糸膜を用いた膜モジュー
ルと同等あるいはそれ以上なので、廃水に対する酸素の溶解量を大幅に増やすことが可能
である。
【００２７】
【実施例】
以下、実施例により本発明を具体的に説明する。
【００２８】
実施例および比較例
本発明の方法を、食品加工工場における廃水に対して適用した例を図２のフローシートに
よって説明する。
【００２９】
中空糸膜モジュールとしては、図２示されるような形態の中空糸膜エレメントを２８個平
行に配設して合計膜面積が１１２ｍ２ 　のモジュールを３段に積み重ねるようにして配設
し、その下方から散気管でエアーレーションをした。なお、実施例では図１のように各段
のモジュールの中空糸膜の繊維軸が交互に９０°のねじれ角の位置関係になるようにした
のに対し、比較例では、中空糸膜の繊維軸が全て同方向に向くようにして配設した。
【００３０】
処理設備は、調整槽１１が４０ｍ３ 　、曝気槽１２が４０ｍ３ 　であり、処理水量は３０
ｍ３ 　／日、原水の水質はＢＯＤ３０００～４０００ｍｇ／Ｌ、ＣＯＤｌ５００～２００
０ｍｇ／Ｌ、ＳＳ２００～４００ｍｇ／Ｌであった。
【００３１】
運転は次の条件で実施した。ＭＬＳＳは１００００～１５０００ｍｇ／Ｌで、汚泥濃縮貯
溜槽で中空糸膜を用いて３００００ｍｇ／Ｌに濃縮した。汚泥引抜量は固形物当り１０ｋ
ｇ／日、８０％含水ケーキ当り５０ｋｇ／日であった。また、散気管からは、２００Ｎｍ
３ 　／時で空気をエアレーションした。
【００３２】
その結果、曝気槽のＤＯおよび膜透過水水質のＢＯＤは、表１に示す通りであった。
【００３３】
【表１】
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を下部が上部より広がった形状の外套の内部に収納して配
設した場合



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
比較例のように、繊維軸を同方向に揃えたものでは、殆どＤＯが検出されない状態であつ
たのに対し、本発明の方法のように交互に繊維軸の方向を変化させて３段に積み重ねたし
たものでは、同一ブロワーによる散気でＤＯの上昇が認められ、処理水ＢＯＤも低く安定
した。また、本発明の方法では、吸引濾過の差圧上昇は、比較例の場合に比べて小さかっ
た。
【００３４】
【発明の効果】
本発明によれば、エネルギーコストを変えず、大幅に酸素の供給量を増やすことができる
。また膜面の洗浄性が向上し、目詰まりの抑制効果が大きく、吸引濾過の差圧上昇が抑制
され装置効率も高いという利点を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の方法における中空糸膜モジュールの位置関係を示す模式図である。
【図２】本発明の方法に用いる中空糸膜エレメントの一例を示す斜視図である。
【図３】本発明の方法において中空糸膜モジュールを外套内に配設した状態を示す模式図
である。
【図４】本発明の方法における膜モジュールの平膜の位置関係を示す模式図である。
【図５】本発明方法を適用した一例を示すフローシートである。
【符号の説明】
１　　中空糸膜モジュール
２　　中空糸膜
３　　中空糸膜エレメント
４　　構造材
５　　固定部材
６　　外套
７　　集気部
８　　散気装置
９　　平膜
１１　　調整槽
１２　　曝気槽
１３　　汚泥濃縮貯留槽
１４　　膜モジュール
１５　　散気管
１６　　調整槽ポンプ
１７　　汚泥移送ポンプ
１８　　処理水吸引ポンプ
１９　　汚泥濃縮吸引ポンプ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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