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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　膜濾過モジュールを逆洗する方法であって、
　前記膜濾過モジュールが、フィード含有容器の中に設置される１以上の膜を有し、
　前記膜が、濾過操作にかけられる透過壁を有し、
　汚染物質を含有するフィード液が、膜壁の一方の側面に加えられ、
　濾過液が、前記膜壁の他方の側面から回収される方法において、
　ａ）前記濾過操作を一時停止する段階と、
　ｂ）気泡で前記膜の表面を通気し、付着物質を前記膜の表面から取り除く段階と、
　ｃ）所定期間の間、前記フィード含有容器へのフィード液の流動を一時停止しながら、
前記濾過操作を再開する段階と、
　ｄ）前記濾過操作を一時停止する段階と、
　ｅ）前記膜壁を液体で逆洗し、付着物質を前記膜壁から取り除く段階と、
　ｆ）取り除かれた前記汚染物質を含有する前記液体の少なくとも一部を前記フィード含
有容器から除去する段階と、
　ｇ）前記濾過操作を再開する段階と、
　を含む方法。
【請求項２】
　段階ｃ）の前記所定期間が、前記膜に対して必要なフィードの液位によって決定される
、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　段階ｃ）が、前記膜壁の間の膜間圧力が、前記所定期間中、所定値未満であり続けるよ
うにシステムからの濾過液の流動を制御する段階を含む、請求項１または請求項２に記載
の方法。
【請求項４】
　前記膜間圧力が、実質的に一定に保たれる、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記除去する段階ｆ）が、前記フィード含有容器を一掃またはすっかり排出することを
行う段階を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　膜濾過モジュールを逆洗する方法であって、
　前記膜濾過モジュールが、フィード含有容器の中に設置される１以上の膜を有し、
　前記膜が、濾過操作にかけられる透過壁を有し、
　汚染物質を含有するフィード液が、膜壁の一方の側面に加えられ、
　濾過液が、前記膜壁の他方の側面から回収される方法において、
　ａ）前記濾過操作を一時停止する段階と、
　ｂ）気泡で前記膜表面を通気し、付着物質を前記膜の表面から取り除く段階と、
　ｃ）所定期間の間、前記濾過操作を再開する段階と、
　ｄ）前記濾過操作を一時停止する段階と、
　ｅ）前記膜濾過モジュールまたは前記フィード含有容器の中の液体の少なくとも一部を
除去する段階と、
　ｆ）前記膜壁を液体で逆洗し、付着物質を前記膜壁から取り除く段階と、
　ｇ）取り除かれた前記汚染物質を含有する前記液体の少なくとも一部を前記フィード含
有容器から除去する段階と、
　ｈ）前記濾過操作を再開する段階と、
　を含む方法。
【請求項７】
　段階ｃ）の前記所定期間が、前記膜に対して必要なフィード液の液位によって決定され
る、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　段階ｃ）が、前記膜壁の間の膜間圧力が、前記所定期間中、所定値未満であり続けるよ
うにシステムからの濾過液の流動を制御する段階を含む、請求項６または請求項７に記載
の方法。
【請求項９】
　前記膜間圧力が、実質的に一定に保たれる、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記除去する段階ｅ）が、前記フィード含有容器を一掃またはすっかり排出することを
行う段階を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　前記除去する段階ｇ）が、前記フィード含有容器を一掃またはすっかり排出することを
行う段階を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項１２】
　段階ｄ）および段階ｅ）が、順序が逆にされる、請求項６に記載の方法。
【請求項１３】
　膜濾過モジュールを逆洗する方法であって、
　前記膜濾過モジュールが、フィード含有容器の中に設置される１以上の膜を有し、
　前記膜が、濾過操作にかけられる透過壁を有し、
　汚染物質を含有するフィード液が、膜壁の一方の側面に加えられ、
　濾過液が、前記膜壁の他方の側面から回収される方法において、
　ａ）所定期間の間、前記濾過操作を継続しながら、前記フィード含有容器へのフィード
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液の供給を一時停止する段階と、
　ｂ）前記濾過操作を一時停止する段階と、
　ｃ）気泡で前記膜表面を通気し、付着物質を膜表面から取り除く段階と、
　ｄ）さらに所定期間の間、前記フィード含有容器へのフィード液の流動を一時停止する
ことを継続しながら、前記濾過操作を再開する段階と、
　ｅ）前記濾過操作を一時停止する段階と、
　ｆ）前記膜壁を液体で逆洗し、付着物質を前記膜壁から取り除く段階と、
　ｇ）取り除かれた前記汚染物質を含有する前記液体の少なくとも一部を前記フィード含
有容器から除去する段階と、
　ｈ）前記濾過操作を再開する段階と、
　を含む方法。
【請求項１４】
　前記除去する段階ｇ）が、前記フィード含有容器を一掃またはすっかり排出することを
行う段階を含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　段階ａ）の前記所定期間が、前記膜に対して必要なフィード液の液位によって決定され
る、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　段階ｄ）の前記さらなる所定期間が、前記膜に対して必要なフィード液の液位によって
決定される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　段階ｄ）が、前記膜壁の間の膜間圧力が、前記所定期間中、所定値未満であり続けるよ
うにシステムからの濾過液の流動を制御する段階を含む、請求項１３、１５または１６に
記載の方法。
【請求項１８】
　前記膜間圧力が、実質的に一定に保たれる、請求項１７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、膜濾過処理に関し、特にそのような処理における逆洗量を減少させることに
関する。より詳細には、本発明は、精密濾過システムおよび限外濾過(ultra-filtration)
システムなどの低圧の膜濾過処理に適用できる。
【背景技術】
【０００２】
　多孔質膜濾過システムは、膜の定期的な逆洗を必要とし、膜の細孔が不純物で詰まるに
つれて上昇する膜間圧力(TMP:transmembrane pressure)を減少させながら濾過効率および
濾過流束を維持する。そのようなシステムは通常、フィードタンク(feed tank)の中に設
置される膜の束またはアレイの形態で膜をいくつか有する。したがって、フィード(feed)
は、膜の表面に加えられ、濾過液は、膜の管腔から回収される。主として、逆洗サイクル
中に不純物は、フィードタンクまたはセルの中への加圧ガス、加圧液体または両方によっ
て膜の細孔から押し出される。次いで、膜からの不純物および沈着物を含有する液体は、
タンクから排出されるまたは洗い流される。
【０００３】
　タンクから移動される廃液は、通常、環境的に安全なやり方で処分または再処理される
必要があり、それゆえ、そのような廃液の量を減らすことは、環境影響および費用の点か
ら有利であると考えられる。
【０００４】
　タンクの排出または洗浄は、大きいアレイの膜が使用されるときには特に時間もかかり
、それにより濾過サイクルの中断時間を招く。この中断時間を減少させるために、大きい
ポンプシステムが、タンクを迅速に排出および再充填するために必要とされる。タンクま
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たはセルがバンク中に配置され、フィードを用いてタンクを再充填する場合は、再充填処
理中に他のセルの液位の低下が生じる可能性がある。やはりこれは、濾過システムの運転
効率に影響を及ぼす。
【０００５】
　多くの濾過システムは、洗浄ステージ中に、気泡通気法(gas bubble aeration method)
を同様に用いて多孔質膜の表面から望ましくない沈着物を擦り落とすのを助ける。そのよ
うな通気が効果的であるためには、膜は、液体に十分に浸漬されなければならない。
【０００６】
　主として、そのようなシステムにおける洗浄処理は、膜が設置されている容器へのフィ
ード液の流動を停止する段階と、タンク中の液体の液位が膜の最上部に到達するまで濾過
処理を継続する段階と、ある期間中、気泡を用いて膜を通気し、外膜面から不純物を擦り
取る段階と、次いで膜の細孔を液体で逆洗する段階とを含む。次いで、タンクは、通気処
理および逆洗処理の間に取り除かれた不純物を含有する廃液を除去するために排出され、
または洗い流される。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一態様によれば、本発明により、膜濾過モジュールを逆洗する方法であって、前記膜濾
過モジュールが、フィード含有容器の中に設置される１以上の膜を有し、前記膜が、濾過
操作にかけられる透過壁を有し、汚染物質を含有するフィード液が、膜壁の一方の側面に
加えられ、濾過液が、前記膜壁の他方の側面から回収される方法において、
　ａ）濾過操作を一時停止する段階と、
　ｂ）気泡で膜表面を通気し、付着物質を膜表面から取り除く段階と、
　ｃ）所定期間の間、フィード含有容器へのフィード液の流動を一時停止しながら、濾過
操作を再開する段階と、
　ｄ）濾過操作を一時停止する段階と、
　ｅ）膜壁を液体で逆洗し、付着物質を膜壁から取り除く段階と、
　ｆ）取り除かれた汚染物質を含有する液体の少なくとも一部をフィード含有容器から除
去する段階と、
　ｇ）濾過操作を再開する段階と、
　を含む方法が提供される。
【０００８】
　好ましくは、除去する段階ｆ）は、モジュールまたはフィード含有容器を一掃またはす
っかり排出し(drain down)、取り除かれた汚染物質を含有する液体を除去することを行う
段階を含む。
【０００９】
　本発明は、濾過サイクルの終りに膜の上への通気処理からの廃物を再処理する概念を用
いるが、廃液を脱水するための濾過段階と、次いで濃縮した固形物をモジュールから洗い
流すための液体で逆洗する段階と、を含む。
【００１０】
　別の態様によれば、本発明により、膜濾過モジュールを逆洗する方法であって、前記膜
濾過モジュールが、フィード含有容器の中に設置される１以上の膜を有し、前記膜が、濾
過操作にかけられる透過壁を有し、汚染物質を含有するフィード液が、膜壁の一方の側面
に加えられ、濾過液が、前記膜壁の他方の側面から回収される方法において、
　ａ）濾過操作を一時停止する段階と、
　ｂ）気泡で膜表面を通気し、付着物質を膜表面から取り除く段階と、
　ｃ）所定期間の間、濾過操作を再開する段階と、
　ｄ）濾過操作を一時停止する段階と、
　ｅ）モジュールまたはフィード含有容器の中の液体の少なくとも一部を除去する段階と
、
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　ｆ）膜壁を液体で逆洗し、付着物質を膜壁から取り除く段階と、
　ｇ）取り除かれた汚染物質を含有する液体の少なくとも一部をフィード含有容器から除
去する段階と、
　ｈ）濾過操作を再開する段階と、
　を含む方法が提供される。
【００１１】
　段階ｄ）および段階ｅ）は、順序が逆にされてよいことが理解されよう。
【００１２】
　好ましくは、上記除去する段階ｇ）は、モジュールまたはフィード含有容器を一掃また
はすっかり排出し、取り除かれた汚染物質を含有する液体を除去することを行う段階を含
む。
【００１３】
　別の態様によれば、本発明により、膜濾過モジュールを逆洗する方法であって、前記膜
濾過モジュールが、フィード含有容器の中に設置される１以上の膜を有し、前記膜が、濾
過操作にかけられる透過壁を有し、汚染物質を含有するフィード液が、膜壁の一方の側面
に加えられ、濾過液が、前記膜壁の他方の側面から回収される方法において、
　ａ）所定期間の間、濾過操作を継続しながら、フィード含有容器へのフィード液の供給
を一時停止する段階と、
　ｂ）濾過操作を一時停止する段階と、
　ｃ）気泡で膜表面を通気し、付着物質を膜表面から取り除く段階と、
　ｄ）さらに所定期間の間、フィード含有容器へのフィード液の流動を一時停止すること
を継続しながら、濾過操作を再開する段階と、
　ｅ）濾過操作を一時停止する段階と、
　ｆ）膜壁を液体で逆洗し、付着物質を膜壁から取り除く段階と、
　ｇ）取り除かれた汚染物質を含有する液体の少なくとも一部をフィード含有容器から除
去する段階と、
　ｈ）濾過操作を再開する段階と、
　を含む方法が提供される。
【００１４】
　本発明の処理は、加圧濾過処理と液中非加圧濾過処理のどちらにも適応できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　次いで、本発明の好ましい実施形態をほんの一例として説明することにする。
【００１６】
　好ましい実施形態では、逆洗は、フィードタンクの中に配置される膜に適用される。主
として、膜は、モジュールがフィードタンクの中に配置された状態で膜のモジュールを形
成するように少なくとも１つのヘッダに装着されかつこれから延在する。膜は、濾過操作
にかけられる透過壁を有するものであり、上記壁の間に圧力差を与えることによって、汚
染物質を含有するフィードが膜壁の一方の側面に加えられ、濾過液が膜壁の他方の側面か
ら回収される。
【００１７】
　好ましい一実施形態によれば、逆洗処理中の段階は以下の通りである。
　１．濾過操作が、一時停止される。
　２．気泡による擦り落としを行って膜表面から固形物を擦り落とし、固形物を膜の周囲
の液体中の懸濁液の中に移す。
　３．濾過操作が、フィード液の追加をせずに再開され、モジュールのハウジングまたは
タンクの中のフィード液の液位は、低い液位に下げられ、懸濁粒子を含有する液体は、膜
の上へ濾過される。この処理は、全液体が濾過されるまで、または液体がほんの部分的に
濾過されるまで継続してよい。
　４．次いで、液体の逆洗が、透過流とは逆方向に行われ、緩く付着した固形物を膜表面
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から全部排水されるまたは部分的に排水されるタンクまたは容器の中に洗い流す。
　５．次いで、タンクは、排出され、再充填され、濾過が通常のサイクルで再開される。
【００１８】
　逆洗処理のこの好ましい形態の成果は、量がより小さくなるのに比例して逆洗ストリー
ム(backwash stream)がよりいっそう濃縮されることである。これにより、廃棄物処分の
費用を低減し、水の回収を増大させる。
【００１９】
　濾過ダウン(filter-down)段階（段階３）は、（利用可能な膜領域が減少させられるに
つれて膜間圧力(TMP)を増大させる）一定の濾過流、あるいは、調整された流量(modulate
d flow)であって濾過流が、液位が下がるにつれて減少されて一定のＴＭＰまたはより扱
いやすいＴＭＰを維持する流量を用いて行われ得る。
【００２０】
　容器のタンク中の液体が減少させられることになる、より低い液位は、濾過ダウン段階
（３）の間、時間および固形物濃度に応じて変化され得る。濾過ダウンが、露出した膜領
域の端の液位まで続く場合は、濾過流は、許容できる液位で膜間圧力（ＴＭＰ）を保持す
るために減少させられなければならず、逆洗処理に要する時間は、より長く（逆洗の中断
時間がより大きく）なるが、固形物濃度は最大になり、逆洗の量は最小になることになる
。他方では、例えば膜の途中のある液位への濾過ダウンは、より短い時間でなされ得るが
、逆洗の量がより大きくなり、および逆洗において固形物濃度がより低くなることになる
。
【００２１】
　段階２の後、規定期間中、フィードの追加を伴う通常の濾過に戻る段階などの、上述の
実施形態で説明した基本処理の追加の変形形態があり得る。この期間は、通気段階中に膜
表面から擦り落とされる固形物の大部分が、膜の上に沈着されることを確実にするように
選択される。次いで、タンク（またはモジュールのハウジング）は、通常のフィード固形
物濃度(normal feed solids concentration)を有するフィード液を主に含むことになる。
次いで、フィード液は、モジュールのハウジングまたはタンクから排出され、（それをフ
ィードタンクに戻すまたは隣接セルへ再循環するなどによって）未処理のフィード液とし
て回収できる。次いで、この処理の液体の逆洗の段階４は、除去される固形物を空の（ま
たは部分的に空の）タンクの中に洗い流して再開でき、通常の濾過が再開できる。これに
より、濾過段階または擦り落とした固形物を膜表面上へ再び沈着させる段階が、通常の濾
過流で、または十分な濾過ダウン段階を用いて実現できるよりも少なくとも大きい流動で
起きることを可能にする。
【００２２】
　本発明の別の実施形態によれば、逆洗処理の段階は、以下の通りである。
　１．濾過システムへのフィード液の供給を一時停止する。
　２．フィード液を一時停止しながら濾過操作を継続して膜のフィード側の液体の液位を
所定液位まで減少させる。この所定液位は、主として膜の高さの２／３と膜のポッティン
グ部(potting)の最上部の直下との間である。
　３．濾過処理を一時停止する。
　４．気泡による擦り落としが行われ、膜表面から固形物を擦り落とし、これらの固形物
を膜の周囲の液体中の懸濁液の中に移す。
　５．濾過操作が、フィード液の追加をせずに再開され、その結果、モジュールのハウジ
ングまたはタンクの中のフィード液の液位は、低い液位に下げられ、懸濁粒子を含有する
液体は、膜の上に濾過される。この処理は、全液体が濾過されるまで、または液体がほん
の部分的に濾過されるまで継続してよい。
　６．次いで、液体の逆洗が、透過流とは逆方向に行われ、緩く付着した固形物を膜表面
から全部排水されるまたは部分的に排水されるタンクまたは容器の中に洗い流す。
　７．次いで、タンクは、排出され、フィード液で再充填され、濾過が通常のサイクルで
再開される。



(7) JP 4704475 B2 2011.6.15

10

【００２３】
　図１のグラフは、代表的な逆洗処理と上記実施形態の量が減少した逆洗処理との間の比
較を示す。本実施形態の逆洗処理の場合、逆洗の液体廃棄物の量は、代表的な既知の膜逆
洗処理についての逆洗の液体廃棄物の量と比べて少なくとも３０％程度だけ低減される。
【００２４】
　本発明のさらなる実施形態および例示が、説明した本発明の精神または範囲から逸脱せ
ずにあり得ることが理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の一実施形態の代表的な逆洗処理および量が減少した逆洗処理についての
膜間圧力（ＴＭＰ）の経時変動を示すグラフである。

【図１】
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