
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
濾過槽内に垂直に並べて浸漬された複数の平膜ユニットを吸引ポンプで吸引して前記平膜
ユニットの内部に負の運転差圧を発生させることにより、被処理水を膜によって吸引濾過
する一方、前記平膜ユニットの下方に配設された散気装置からのエアにより前記膜面に付
着した付着ケーキを剥離する浸漬平膜型の膜濾過装置の運転方法において、
前記膜濾過装置の運転時間に対する前記運転差圧の経時変化を測定し、前記測定した結果
から前記運転差圧の上昇速度及び前記上昇速度の変化率を演算し、

こ
とを特徴とする膜濾過装置の運転方法。
【請求項２】
一定の膜濾過運転期間中に得られた前記上昇速度と前記散気量及び／又は前記間欠運転時

10

20

JP 3572992 B2 2004.10.6

前記運転差圧が上昇しない前記膜濾過装置の運転初期においては、その運転差圧を維持す
るように前記散気装置からの散気量及び／又は前記吸引ポンプの稼動／停止の間欠運転時
間比を制御する第１の運転制御を行い、
　前記運転差圧が上昇する前記膜濾過装置の運転中間期においては、前記運転差圧の上昇
速度が所定値で一定に維持されるように前記散気装置からの散気量及び／又は前記吸引ポ
ンプの稼動／停止の間欠運転時間比を制御する第２の運転制御を行い、
　前記運転差圧の上昇速度が加速する前記膜濾過装置の運転終期においては、前記運転差
圧の上昇速度の変化率が所定値で一定に維持されるように前記散気装置からの散気量及び
／又は前記吸引ポンプの稼動／停止の間欠運転時間比を制御する第３の運転制御を行う



間比のデータ、又は前記変化率と前記散気量及び／又は前記間欠運転時間比のデータから
、前記上昇速度の増加抑制度合いと前記散気量との関係、又は変化率の増加抑制度合いと
散気量との関係、更には前記上昇速度の増加抑制度合いと前記間欠運転時間比との関係、
又は変化率の増加抑制度合いと前記間欠運転時間比との関係を求め、　前記求めた関係か
ら、前記増加抑制度合いが最大となるために必要な最少の散気量、及び／又は前記増加抑
制度合いが最大となるために必要な最大の間欠運転時間比を学習し、　前記学習した結果
から、次の膜濾過運転期間中における散気量の最適パターン及び／又は間欠運転時間比の
最適パターンを推論し、
前記推論した最適パターンに基づいて散気量及び／又は間欠運転時間比を制御することを
特徴とする の膜濾過装置の運転方法。
【請求項３】
濾過槽内で回転する複数の回転平膜ユニットを吸引ポンプで吸引して前記回転平膜ユニッ
トの内部に負の運転差圧を発生させることにより、被処理水を膜によって吸引濾過する一
方、前記回転平膜ユニットの回転により膜面に付着した付着ケーキを剥離する回転平膜型
の膜濾過装置の運転方法において、
前記膜濾過装置の運転時間に対する前記運転差圧の経時変化を測定し、前記測定した結果
から前記運転差圧の上昇速度及び／又は前記上昇速度の変化率を演算し、

ことを特徴とする膜濾過装置の運転方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は膜濾過装置の運転方法に係り、特に下水や産業排水等の処理に使用される膜濾過
装置の運転方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
膜濾過装置は、大別すると、浸漬平膜型と回転平膜型がある。
【０００３】
浸漬平膜型の膜濾過装置は、濾過槽内に被処理水を貯留し、この被処理水に、膜を有する
平膜ユニットを浸漬している。そして、吸引ポンプによって平膜ユニットの内部に被処理
水を吸引し、膜によって濾過している。この浸漬平膜型の膜濾過装置では、平膜ユニット
の下方から散気することにより、膜面に付着した懸濁物質等の付着ケーキを膜面から剥離
させ、膜の濾過能力を回復させている。さらに、所定時間ごとに吸引ポンプを一定時間停
止して、吸引力を停止させることにより、膜面の洗浄の効果を助長させている。
【０００４】
一方、回転平膜型の膜濾過装置は、濾過槽内に被処理水を貯留し、この被処理水に、膜を
有する回転平膜ユニットを浸漬している。そして、吸引ポンプによって回転平膜ユニット
の内部に被処理水を吸引し、膜によって濾過している。この回転平膜型の膜濾過装置では
、回転平膜ユニットを回転させることにより、回転平膜ユニットの遠心力や回転により膜
面に発生する被処理水の剪断力で膜面に付着した懸濁物質等の付着ケーキを膜面から剥離
させ、膜の濾過能力を回復させている。さらに、所定時間ごとに吸引ポンプを一定時間停
止して、吸引力を停止させることにより、膜面の洗浄の効果を助長させている。
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請求項１

前記運転差圧が上昇しない前記膜濾過装置の運転初期においては、その運転差圧を維持す
るように前記回転平膜ユニットの回転数及び／又は前記吸引ポンプの稼動／停止の間欠運
転時間比を制御する第１の運転制御を行い、
　前記運転差圧が上昇する前記膜濾過装置の運転中間期においては、前記運転差圧の上昇
速度が所定値で一定に維持されるように前記回転平膜ユニットの回転数及び／又は前記吸
引ポンプの稼動／停止の間欠運転時間比を制御する第２の運転制御を行い、
　前記運転差圧の上昇速度が加速する前記膜濾過装置の運転終期においては、前記運転差
圧の上昇速度の変化率が所定値で一定に維持されるように前記回転平膜ユニットの回転数
及び／又は前記吸引ポンプの稼動／停止の間欠運転時間比を制御する第３の運転制御を行
う



【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の浸漬平膜型の膜濾過装置では、散気した散気量及び間欠運転時間比
（吸引ポンプの稼働／停止の比）が一定であるため、エネルギー効率が悪いという欠点が
あった。たとえば、膜の目詰まりの最大時を想定して散気量や間欠運転時間比を決定する
と、運転初期のように膜の目詰まりが殆どない場合には余分に散気することになり、エネ
ルギーを無駄に消費する。しかし、散気量を減少させ過ぎたり、間欠運転時間比を大きく
させ過ぎた場合、膜面に付着した付着物が十分に剥離せず、その場合には、膜の寿命内に
得られる透過水の流量が減少するという問題が発生する。
【０００６】
また、従来の回転平膜型の膜濾過装置では、回転平膜ユニットの回転数や間欠運転時間比
（吸引ポンプの稼働／停止の比）が一定であるため、エネルギー効率が悪いという欠点が
あった。たとえば、膜の目詰まりの最大時を想定して回転数や間欠運転時間比を決定する
と、運転初期のように膜の目詰まりが殆どない場合には余分に散気することになり、エネ
ルギーを無駄に消費する。しかし、回転数を減少させ過ぎたり、間欠運転時間比を大きく
させ過ぎた場合、膜面に付着した付着物が十分に剥離せず、その場合には、膜の寿命内に
得られる透過水の流量が減少するという問題が発生する。
【０００７】
本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、省エネ運転で且つ最大の透過水量を得
ることができる膜濾過装置の運転方法を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決する為の手段】
本発明は前記目的を達成するために、濾過槽内に垂直に並べて浸漬された複数の平膜ユニ
ットを吸引ポンプで吸引して前記平膜ユニットの内部に負の運転差圧を発生させることに
より、被処理水を膜によって吸引濾過する一方、前記平膜ユニットの下方に配設された散
気装置からのエアにより前記膜面に付着した付着ケーキを剥離する浸漬平膜型の膜濾過装
置の運転方法において、前記膜濾過装置の運転時間に対する前記運転差圧の経時変化を測
定し、前記測定した結果から前記運転差圧の上昇速度及び前記上昇速度の変化率を演算し
、前記演算した上昇速度及び前記上昇速度の変化率の少なくとも一方に基づいて、前記散
気装置からの散気量及び／又は前記吸引ポンプの稼働／停止の間欠運転時間比を制御する
ことを特徴とする。
【０００９】
本発明によれば、測定された運転差圧の経時変化から運転差圧の上昇速度及び上昇速度の
変化率を演算し、演算した上昇速度及び変化率の少なくとも一方に基づいて散気量及び／
又は吸引ポンプの間欠運転時間比を制御する。たとえば、上昇速度又は変化率が大きい場
合には、散気による膜面の洗浄が不足して膜面が目詰まりしたと判断し、散気装置からの
散気量を増加させるか、若しくは間欠運転時間比を減少させるか、またはその両方を行う
。これにより、膜面は十分に洗浄され、膜面を通過して得られる透過水の流量が増加する
。逆に、上昇速度又は変化率が小さい場合には、前記散気手段から余分に散気されている
と判断し、散気装置から散気量を減少させるか、若しくは間欠運転時間比を大きくさせる
か、またはその両方を行う。これにより、装置全体のエネルギー消費量を低減させながら
膜の目詰まりを効果的に解消することができる。このように、本発明の浸漬平膜型の膜濾
過装置では、膜面の目詰まりの指標として上昇速度及び上昇速度の変化率を求め、その上
昇速度及び変化率の少なくとも一方に基づいて散気量及び／又は間欠運転時間比を制御す
るので、膜面の目詰まり状況に応じた適切な散気（即ち、膜面の洗浄）を行うことができ
る。したがって、散気過多による無駄なエネルギーを使用することなく、膜面に付着した
付着ケーキを効率良く剥離することができるので、省エネ化することができるとともに、
膜の寿命内に得られる透過水の流量を増加させることができる。
【００１０】
また、本発明は前記目的を達成するために、濾過槽内で回転する複数の回転平膜ユニット
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を吸引ポンプで吸引して前記回転平膜ユニットの内部に負の運転差圧を発生させることに
より、被処理水を膜によって吸引濾過する一方、前記回転平膜ユニットの回転により膜面
に付着した付着ケーキを剥離する回転平膜型の膜濾過装置の運転方法において、前記膜濾
過装置の運転時間に対する前記運転差圧の経時変化を測定し、前記測定した結果から前記
運転差圧の上昇速度及び／又は前記上昇速度の変化率を演算し、前記演算した上昇速度及
び前記上昇速度の変化率の少なくとも一方に基づいて、前記回転平膜ユニットの回転数及
び／又は前記吸引ポンプの稼働／停止の間欠運転時間比を制御することを特徴とする。
【００１１】
本発明によれば、測定された運転差圧の経時変化から運転差圧の上昇速度及び上昇速度の
変化率を演算し、演算した上昇速度及び変化率の少なくとも一方に基づいて回転平膜ユニ
ットの回転数及び／又は吸引ポンプの間欠運転時間比を制御する。たとえば、上昇速度又
は変化率が大きい場合には、膜面の洗浄が不足して膜面が目詰まりしたと判断し、回転平
膜ユニットの回転数を増加させるか、若しくは吸引ポンプの間欠運転時間比を減少させる
か、またはその両方を行う。これにより、膜面は十分に洗浄され、膜面を通過して得られ
る透過水の流量が増加する。逆に、上昇速度又は変化率が小さい場合には、前記回転平膜
ユニットの回転数が大きすぎると判断し、回転数を減少させるか、若しくは間欠運転時間
比を増加させるか、またはその両方を行う。これにより、装置全体のエネルギー消費量を
低減させながら膜の目詰まりを効果的に解消することができる。このように、本発明の回
転平膜型の膜濾過装置では、膜面の目詰まりの指標として上昇速度及び変化率を求め、そ
の上昇速度及び変化率の少なくとも一方に基づいて回転平膜ユニットの回転数及び／又は
吸引ポンプの間欠運転時間比を制御するので、膜面の目詰まり状況に応じた適切な散気（
即ち、膜面の洗浄）を行うことができる。したがって、回転数が過多による無駄なエネル
ギーを使うことなく、膜面に付着した付着ケーキを効率良く除去することができるので、
省エネ化することができるとともに、膜の寿命内に得られる透過水の流量を増加させるこ
とができる。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下添付図面に従って、本発明に係る膜濾過装置の運転方法の好ましい実施の形態につい
て詳説する。
【００１３】
図１は、本発明の第１の実施の形態であり、本発明の膜濾過装置の運転方法を適用する浸
漬平膜型の膜濾過装置の縦断面図である。
【００１４】
同図に示すように、浸漬平膜型の膜濾過装置１０は主として、濾過槽１２、平膜ユニット
１４、散気装置１６、吸引ポンプ３２及び制御装置３６で構成される。
【００１５】
濾過槽１２は、供給管２２によって図示しない反応槽に連結され、該反応槽から供給管２
２を介して被処理水２０が供給される。濾過槽１２に貯留された被処理水２０には、多数
の平膜ユニット１４、１４、…が、互いに平行に、且つ垂直に浸漬されている。平膜ユニ
ット１４は、図２に示すように、所定の間隔を持って対向する２枚の多孔板２４、２４を
用いて箱体を形成するとともに、前記多孔板２４、２４の表面に膜２６、２６を貼り付け
ることにより構成される。各平膜ユニット１４は、図１に示した管２８を介して集合管３
０に連結され、この集合管３０を介して吸引ポンプ３２に連結される。したがって、吸引
ポンプ３２を駆動すると、平膜ユニット１４の内部には、負の運転差圧が発生し、被処理
水２０が膜２６を介して平膜ユニット１４の内部に吸引される。平膜ユニット１４の内部
に吸引された被処理水（透過水）２０は、管２８を介して集合管３０に集められ、吸引ポ
ンプ３２から外部に排水される。
【００１６】
また、集合管３０には、平膜ユニット１４の運転差圧（濾過圧）を測定する圧力計３４が
配設されている。この圧力計３４は、膜の外側と内側の圧力差を測定する。圧力計３４は
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、制御装置３６に接続され、制御装置３６に運転差圧の測定値の経時変化を出力している
。
【００１７】
平膜ユニット１４、１４、…の下方には、散気装置１６の散気筒４２が配設される。散気
筒４２は、表面に多数の散気孔（図示せず）が形成されるとともに、ブロア４０に連結さ
れる。したがって、ブロア４０を駆動することにより、ブロア４０から散気筒４２に空気
が送気され、送気された空気は、散気筒４２の散気孔から濾過槽１２に吹き出し、平膜ユ
ニット１４、１４同士の間を上昇して膜２６を洗浄する。
【００１８】
ブロア４０は、ファンの回転数を可変できるインバータを備えたものが用いられ、その回
転数は、制御装置３６によって制御される。制御装置３６は、圧力計３４から出力された
運転差圧の経時変化に基づいて、前記吸引ポンプ３２の稼働・停止及びブロア４０のファ
ン回転数を制御する。
【００１９】
次に、上記の如く構成した膜濾過装置１０を使用して、本発明の第１の実施の形態におけ
る膜濾過装置の運転方法を説明する。
【００２０】
本発明の運転方法は、圧力計３４で測定された運転差圧の経時変化から運転差圧の上昇速
度及び上昇速度の変化率を制御装置３６で演算し、制御装置３６は演算した上昇速度及び
変化率の少なくとも一方に基づいて散気装置１６から散気する散気量及び／又は吸引ポン
プ３２の稼働／停止の比である間欠運転時間比を制御するものであり、図３は、本発明の
運転方法を適用した運転例における運転差圧の経時変化を示したものである。
【００２１】
図３から分かるように、運転差圧が上昇しない膜濾過装置１０の運転初期においては、そ
の運転差圧を維持するように散気装置１６からの散気量及び／又は吸引ポンプ３２の稼働
／停止の間欠運転時間比を制御する第１の運転制御を行う。
【００２２】
しかし、運転の経時変化に伴って、膜２６への目詰まりが次第に大きくなるので、運転差
圧が上昇することは止むを得ない。
【００２３】
そこで、運転差圧が上昇する膜濾過装置１０の運転中間期においては、運転差圧の上昇速
度が所定値で一定に維持されるように散気装置１６からの散気量及び／又は吸引ポンプ３
２の稼働／停止の間欠運転時間比を制御する第２の運転制御を行う。即ち、制御装置３６
は、圧力計３４から運転差圧の測定値が出力されると、まず、その運転差圧の経時変化か
ら運転差圧の上昇速度を演算する。そして、制御装置３６は、演算した上昇速度が所定値
で一定に維持されるように散気装置１６の散気量及び／又は吸引ポンプ３２の間欠運転時
間比を制御する。たとえば、運転差圧の上昇速度が所定値よりも大きい場合、このままで
は運転差圧が直ぐに上昇して、濾過可能な運転差圧の上限値まで短時間で達してしまい透
過水量の総量が減ってしまう。従って、制御装置３６は、膜２６の洗浄が不足していると
判断して、ブロア４０のファンの回転速度を上げて散気量を増加させるか、若しくは吸引
ポンプ３２の間欠運転時間比を小さくして吸引ポンプ３２の停止時間を延長するか、また
はその両方を行う。この場合、上昇速度が一時的に所定値を越える場合には、散気量を増
加させるだけでも良いが、それでも所定値を下回らない場合には、散気量と間欠運転時間
比の両方を制御することが好ましい。
【００２４】
逆に、運転差圧の上昇速度が所定値よりも小さい場合、余分に散気されているか、間欠運
転時間比が小さすぎて停止時間が長すぎることが想定されるので、ブロア４０や吸引ポン
プ３２での消費電力が大きくなり、このままでは、装置全体のランニングコストが上昇し
てしまう。そこで、制御装置３６は、ブロア４０の回転速度を減少させて散気量を減少さ
せるか、若しくは吸引ポンプ３２の間欠運転時間比を大きくして稼働時間を延長するか、
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またはその両方を行う。
【００２５】
ここで、上昇速度の所定値とは、ブロア４０及び吸引ポンプ３２の消費電力に対し、上昇
速度の増加を最も効率よく抑制できる値であり、運転実績あるいは実験的に求めることが
できるが、後記する運転方法の学習により最適な所定値を推論してその都度変えることが
好ましい。所定値の例としては、膜２６に付着する主たる付着ケーキが活性汚泥の場合に
は０．０１ｋｇ／ｃｍ２ 　／２４時間とし、凝集沈殿汚泥の場合には０．００５ｋｇ／ｃ
ｍ２ 　／２４時間とすることができる。
【００２６】
また、膜濾過装置１０の運転終期においては、膜２６への目詰まりが可及的に進むために
、上昇速度が加速することになる。
【００２７】
そこで、上昇速度が加速する膜濾過装置１０の運転終期では、上昇速度の変化率が所定値
に一定に維持されるように散気装置１６からの散気量及び／又は吸引ポンプ３２の稼働／
停止の間欠運転時間比を制御する第３の運転制御を行う。即ち、制御装置３６は、吸引ポ
ンプ３２が稼働している濾過時間帯において、圧力計３４から運転差圧の測定値が出力さ
れると、まず、その運転差圧の経時変化から運転差圧の上昇速度の変化率（上昇加速度）
を演算する。そして、制御装置３６は、演算した変化率が所定値で一定に維持されるよう
に散気装置１６の散気量及び／又は吸引ポンプ３２の間欠運転時間比を制御する。たとえ
ば、運転差圧の変化率が所定値よりも大きい場合、運転差圧が急上昇して、濾過可能な運
転差圧の上限値まで短時間で達してしまい透過水量の総量が減ってしまう。従って、制御
装置３６は、この運転差圧の急上昇を抑制すべく、ブロア４０のファンの回転速度を上げ
て散気量を増加させるか、若しくは吸引ポンプ３２の間欠運転時間比を小さくして吸引ポ
ンプ３２の停止時間を延長するか、またはその両方を行う。一般的には、このような膜濾
過装置１０の運転終期においては、散気量の増加と間欠運転時間比を小さくして吸引ポン
プ３２の停止時間を延長の両方を行うことが必要である。
【００２８】
逆に、上昇速度の変化率が所定値よりも小さい場合には、余分に散気されているか、間欠
運転時間比が小さすぎて停止時間が長すぎることが想定されるので、ブロア４０や吸引ポ
ンプ３２での消費電力が大きくなり、このままでは、装置全体のランニングコストが上昇
してしまう。そこで、制御装置３６は、ブロア４０の回転速度を減少させて散気量を減少
させるか、若しくは吸引ポンプ３２の間欠運転時間比を大きくして稼働時間を延長するか
、またはその両方を行う。
【００２９】
ここで、上昇速度の変化率の所定値とは、ブロア４０及び吸引ポンプ３２の消費電力に対
し、上昇速度の変化率の増加を最も効率よく抑制できる値であり、運転実績あるいは実験
的に求めることができるが、後記する運転方法の学習により最適な所定値を推論してその
都度変えることが好ましい。
【００３０】
このように、本発明の第１の実施の形態では、膜の目詰まり状態の異なる膜濾過装置１０
の運転初期、運転中間期及び運転終期において、膜２６の目詰まりの指標である運転差圧
の上昇速度及びその変化率に基づいて、各運転期間における目詰まり状況に応じた散気量
、間欠運転時間比の制御を行うようにした。これにより、装置全体として省エネ化するこ
とができるとともに、膜２６の寿命内に得られる透過水の流量を増加することができる。
【００３１】
また、制御装置３６は、膜濾過装置１０を一定時間運転することにより、散気量及び間欠
運転時間比の最適パターンを次のステップにより学習できるようになっている。
【００３２】
先ず、制御装置３６は、一定の膜濾過運転期間中に得られた上昇速度と散気量及び／又は
間欠運転時間比のデータ、又は変化率と散気量及び／又は間欠運転時間比のデータから、
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上昇速度の増加抑制度合いと散気量との関係、又は変化率の増加抑制度合いと散気量との
関係、更には上昇速度の増加抑制度合いと間欠運転時間比との関係、又は変化率の増加抑
制度合いと間欠運転時間比との関係を求める。ここで、増加抑制度合いとは、散気量の増
減、又は間欠運転時間比の増減によって、運転差圧の上昇速度及びその変化率の増加をど
の程度抑制できたかである。
【００３３】
次に、制御装置３６は、このようにして求められた関係に基づいて、上昇速度の増加抑制
度合いが最大となるために必要な最少の散気量及び最大の間欠運転時間比、又は変化率の
増加抑制度合いが最大となるために必要な最少の散気量及び最大の間欠運転時間比を学習
する。これにより、上昇速度又は変化率の所定値をいくつに設定したら、最大のエネルギ
ー効率になるかが学習される。そして、制御装置３６は、学習した結果から、上昇速度及
びその変化率が最も小さく、且つ散気量が最少で間欠運転時間比が最大になるための、上
昇速度（所定値）又は変化率（所定値）と散気量と間欠運転時間比の関係を有する最適パ
ターンを推測し、推測した最適パターンに基づいてブロア４０のファンの回転数、及び吸
引ポンプ３２の稼働時間／停止時間を制御する。
【００３４】
前記学習は、例えばニューラルネットワークを用いて行うことができる。
【００３５】
図４は、本発明の第２の実施の形態であり、本発明の膜濾過装置の運転方法を適用する回
転平膜型の膜濾過装置５０の縦断面図である。
【００３６】
図４に示すように、回転型膜型の膜濾過装置５０のケーシング５２の図中左側の側面には
流入管５４が連通されており、被処理水はこの流入管５４からケーシング５２内に供給さ
れ、図中右側の流出管５６から槽外に排出される。
【００３７】
ケーシング５２内には、回転平膜ユニット５８、５８、…を所定間隔で並設した中空駆動
軸６０、６０…が複数本設けられている。この中空駆動軸６０は、互いの回転平膜ユニッ
ト５８同志が交差するように配置されるとともに、両端部をケーシング５２に設けられた
軸受６２、６２、…に回転自在に支持されている。また、この中空駆動軸６０の図中右側
の端部には、それぞれ駆動モータ６４、６４…の回転軸が連結され、この駆動モータ６４
を駆動することにより、中空駆動軸６０が回転する。一方、中空駆動軸６０の図中左側の
端部には、回転継手６６、６６…を介して集水管６８が連結されると共に、この集水管６
８には、吸引ポンプ７０が設置されている。これにより、吸引ポンプ７０を駆動して回転
平膜ユニット５８内を負圧にすると、被処理水は回転平膜ユニット５８内に吸引濾過され
、吸引濾過された透過水は、中空駆動軸６０内に導かれてから集水管６８を通って装置外
に取り出される。
【００３８】
また、集水管６８には、回転平膜ユニット５８の運転差圧（濾過圧）を測定する圧力計７
２、７２…が配設されており、この圧力計７２は、第１の実施の形態と同様に膜の外側と
内側の圧力差を測定する。圧力計７２は、制御装置７４に接続され、制御装置７４に運転
差圧の測定値の経時変化が出力される。また、中空駆動軸６０を介して回転平膜ユニット
５８を回転する駆動モータ６４は、回転数を可変できるインバータを備えたものが用いら
れ、その回転数は、制御装置７４によって制御される。従って、制御装置７４は、圧力計
７２から出力された運転差圧の経時変化に基づいて、吸引ポンプ７０の稼働・停止及び駆
動モータ６４の回転数を制御する。
【００３９】
次に、上記の如く構成した回転平膜型の膜濾過装置５０に本発明の運転方法を適用した第
２の実施の形態について説明する。
【００４０】
本発明の運転方法は、圧力計７２で測定された運転差圧の経時変化から運転差圧の上昇速
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度及び上昇速度の変化率を制御装置７４で演算し、制御装置７４は演算した上昇速度及び
変化率の少なくとも一方に基づいて駆動モータ６４の回転数、即ち回転平膜ユニット５８
の回転数及び／又は吸引ポンプ７０の稼働／停止の比である間欠運転時間比を制御するも
のである。
【００４１】
本発明の第２の実施の形態における運転方法を適用した運転例としては、第１の実施の形
態と同様に、運転差圧が上昇しない膜濾過装置５０の運転初期においては、その運転差圧
を維持するように回転平膜ユニット５８の回転数及び／又は吸引ポンプ７０の稼働／停止
の間欠運転時間比を制御する第１の運転制御を行う。
【００４２】
運転差圧が上昇する膜濾過装置５０の運転中間期においては、運転差圧の上昇速度が所定
値で一定に維持されるように回転平膜ユニット５８の回転数及び／又は吸引ポンプ７０の
稼働／停止の間欠運転時間比を制御する第２の運転制御を行う。
【００４３】
上昇速度が加速する膜濾過装置５０の運転終期では、上昇速度の変化率が所定値に一定に
維持されるように回転平膜ユニット５８の回転数及び／又は吸引ポンプ７０の稼働／停止
の間欠運転時間比を制御する第３の運転制御を行う。
【００４４】
また、第２の実施の形態における制御装置７４は、膜濾過装置５０を一定時間運転するこ
とにより、回転平膜ユニット５８の回転数及び間欠運転時間比の最適パターンを、第１の
実施の形態と同様に学習できるようになっている。
【００４５】
本発明の第２の実施の形態のように、回転平膜型の膜濾過装置５０に本発明の運転方法を
適用した場合にも、第１の実施の形態と同様に、膜の目詰まりの指標である運転差圧の上
昇速度及びその変化率に基づいて、各運転期間における目詰まり状況に応じた回転平膜ユ
ニット５８の回転数、間欠運転時間比の制御を行うようにした。これにより、装置全体と
して省エネ化することができるとともに、膜の寿命内に得られる透過水の流量を増加する
ことができる。
【００４６】
尚、本発明の運転方法は、平膜ユニット１４の膜面や回転平膜ユニット５８の膜面に付着
する付着ケーキのケーキ厚を一定にして濾過するケーキ濾過にも適用することができる。
この場合、浸漬平膜型の膜濾過装置１０に適用する場合には、散気量及び／又は前記間欠
運転時間比の制御によりケーキ厚を一定にする。また、回転平膜型の膜濾過装置５０に適
用する場合には回転平膜ユニット５８の回転数及び／又は間欠運転時間比の制御によりケ
ーキ厚を一定にする。
【００４７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明に係る膜濾過装置の運転方法によれば、膜の目詰まりの指標
である運転差圧の上昇速度及びその変化率の少なくとも一方に基づいて、各運転期間にお
ける目詰まり状況に応じた制御を行うようにしたので、装置全体として省エネ化すること
ができるとともに、膜の寿命内に得られる透過水の流量を増加することができる。
【００４８】
また、本発明では、制御装置が、一定期間に得られたデータに基づいて最適な制御を学習
して自動制御するようにしたので、より的確な制御を行うことができる。したがって、膜
を効率良く洗浄することができるので、装置全体を省エネ化することができるとともに、
膜の寿命間に得られる透過水の流量を増加することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態の浸漬平膜型の濾過装置の縦断面図
【図２】図１に示した平膜ユニットの側面断面図
【図３】本発明の第１の実施の形態の制御方法を説明する際に使用した運転差圧と運転時
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間の関係図
【図４】本発明の第２の実施の形態の浸漬平膜型の濾過装置の縦断面図
【符号の説明】
１０…浸漬平膜型の膜濾過装置、１２…濾過槽、１４…平膜ユニット、１６…散気装置、
２０…被処理水、２６…膜、３２…吸引ポンプ、３４…圧力計、３６…制御装置、４０…
ブロア、４２…散気筒、５０…回転平膜型の膜濾過装置、５２…ケーシング、５８…回転
平膜ユニット、６０…中空駆動軸、６４…駆動モータ、６８…集水管、７０…吸引ポンプ
、７２…圧力計、７４…制御装置

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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