
JP 5371145 B2 2013.12.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　濾材としての分離膜をモジュール本体で所定形状に保持せしめてなる膜モジュールを用
い、該膜モジュールの複数を処理槽内に設置すると共に、該処理槽における該膜モジュー
ルの下方に曝気装置を設けて、該処理槽に収容された原水を該分離膜で濾過する浸漬型膜
分離装置において、
　前記膜モジュールにおける前記分離膜としてポリテトラフルオロエチレンの多孔質膜か
らなるＰＴＦＥ分離膜を採用すると共に、
　該ＰＴＦＥ分離膜を洗浄する超音波振動子を設ける一方、
　前記処理槽内には、前記膜モジュールの複数を支持せしめるケース枠体が固設されてお
り、該膜モジュールが該ケース枠体で支持されることによって、複数の該膜モジュールが
互いに厚さ方向で所定の隙間をあけて並べられていると共に、各該膜モジュールの前記Ｐ
ＴＦＥ分離膜が鉛直方向に広がっている一方、各該膜モジュールにおける前記モジュール
本体には、該ＰＴＦＥ分離膜を幅方向両側に外れて外方に突出する一対の支持片が形成さ
れており、該一対の支持片において該モジュール本体が該ケース枠体に対して支持されて
おり、更に、
　前記ケース枠体において、前記一対の支持片のそれぞれに対して鉛直方向に把持力を及
ぼすことで各支持片を把持する把持機構を設けると共に、該把持機構による該一対の支持
片の把持位置を該ケース枠体に対して鉛直方向で調節する支持位置調節機構を設けたこと
を特徴とする浸漬型膜分離装置。
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【請求項２】
　前記超音波振動子を前記モジュール本体に取り付けて、該超音波振動子で発せられる超
音波振動が該モジュール本体から前記ＰＴＦＥ分離膜に及ぼされるようにした請求項１に
記載の浸漬型膜分離装置。
【請求項３】
　前記超音波振動子による超音波の放射によって前記原水中にキャビテーション気泡を発
生させて、かかるキャビテーション気泡が消失する際の衝撃力を前記ＰＴＦＥ分離膜に及
ぼすようにした請求項１に記載の浸漬型膜分離装置。
【請求項４】
　前記ＰＴＦＥ分離膜は、ポリエチレンテレフタレートの基膜に対してポリテトラフルオ
ロエチレンをコーティングしたものであって、その厚さ寸法が０．１ｍｍ～０．３ｍｍで
ある請求項１乃至３の何れか１項に記載の浸漬型膜分離装置。
【請求項５】
　前記ＰＴＦＥ分離膜が平膜とされていると共に、前記モジュール本体が平板形状とされ
ており、該モジュール本体における表面側と裏面側の少なくとも一方を覆うようにして該
ＰＴＦＥ分離膜が展張状態で固着されている請求項１乃至４の何れか１項に記載の浸漬型
膜分離装置。
【請求項６】
　前記ＰＴＦＥ分離膜が中空糸膜とされていると共に、該中空糸膜の少なくとも両端部が
前記モジュール本体で支持されている請求項１乃至４の何れか１項に記載の浸漬型膜分離
装置。
【請求項７】
　前記ケース枠体の外面に前記超音波振動子が重ね合わせられた状態で取り付けられてい
る請求項１乃至６の何れか１項に記載の浸漬型膜分離装置。
【請求項８】
　前記ケース枠体の底部には、前記モジュール本体の下端を鉛直下方から当接状態で支持
せしめる底面支持部が設けられている請求項１乃至７の何れか１項に記載の浸漬型膜分離
装置。
【請求項９】
　複数の前記膜モジュールの整列方向に延びて、各該膜モジュールの前記各支持片に対し
て鉛直方向両側から重ね合わせられる一対の長手状の連結部材と、これら一対の連結部材
を相互に接近方向に締め付けて該一対の連結部材間で各該膜モジュールの各該支持片を把
持せしめる締結部材とを、含んで前記把持機構が構成されている請求項１乃至８の何れか
１項に記載の浸漬型膜分離装置。
【請求項１０】
　前記ケース枠体における前記把持機構による、前記一対の支持片の把持部位には、超音
波振動吸収材が介在配置されている請求項１乃至９の何れか１項に記載の浸漬型膜分離装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、処理槽に貯留されている原水に浸漬された状態で使用される分離膜を備えた
浸漬型膜分離装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　浄化槽汚泥や生活系排水汚泥、し尿等を浄化処理する設備として膜分離方式を用いた浄
化槽が知られている。
【０００３】
　かかる浄化槽の構造は、一般に、特許文献１（特開平３－２１３１２８号公報）等に記
載されているように、処理槽に貯留されている原水に浸漬させた分離膜によって原水を濾
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過するようになっている。ところで、このような浸漬型膜分離装置においては、濾過を継
続すると、分離膜に固形物等の不純物が付着して、濾過性能が低下する。それ故、分離膜
を洗浄して、分離膜に付着した不純物を除去する必要がある。
【０００４】
　かかる分離膜の洗浄方法としては、従来から、特許文献１等に記載の如き超音波を利用
した方法が提案されている。具体的には、超音波洗浄装置によって膜分離装置の濾過膜の
膜面に超音波振動を与えて、膜面の振動および振動する膜面と原水の干渉によって膜面に
付着したゲル層等の付着物を洗浄除去する方法である。
【０００５】
　しかしながら、かくの如き超音波洗浄装置は、未だ実用化に際して大きな問題があり、
市場で利用されるに至っていなかったのである。その問題点は、濾過膜の耐久性の問題で
あり、濾過膜の膜面に対して直接に超音波振動を与えると、分離膜が早期に損傷してしま
い、分解状態で原水中に分散してしまう問題も発生することが確認されているのである。
【０００６】
　また、特許文献２（特開平１１－３１９５１７号公報）には、超音波振動子による超音
波の放射によって原水中に発生するキャビテーション気泡が消失する際の衝撃力を分離膜
に及ぼして分離膜を洗浄する方法が、提案されている。しかしながら、このような洗浄方
法においては、キャビテーション気泡が消失する際の衝撃力が膜分離装置の全体に及ぼさ
れるので、分離膜だけでなく、膜分離装置そのものの耐久性が問題になる。
【０００７】
【特許文献１】特開平３－２１３１２８号公報
【特許文献２】特開平１１－３１９５１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ここにおいて、本発明は、上述の如き事情を背景として為されたものであって、その解
決課題とするところは、超音波振動子による超音波を利用して分離膜を洗浄することが実
用的レベルで可能であり、それによって、長期間に亘って安定した濾過性能を発揮するこ
とが出来る、新規な構造の浸漬型膜分離装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　以下、このような課題を解決するために為された本発明の態様を記載する。なお、以下
に記載の各態様において採用される構成要素は、可能な限り任意の組み合わせで採用可能
である。
【００１０】
　本発明の特徴とするところは、濾材としての分離膜をモジュール本体で所定形状に保持
せしめてなる膜モジュールを用い、膜モジュールの複数を処理槽内に設置すると共に、処
理槽における膜モジュールの下方に曝気装置を設けて、処理槽に収容された原水を分離膜
で濾過する浸漬型膜分離装置において、膜モジュールにおける分離膜としてポリテトラフ
ルオロエチレンの多孔質膜からなるＰＴＦＥ分離膜を採用すると共に、ＰＴＦＥ分離膜を
洗浄する超音波振動子を設ける一方、前記処理槽内には、前記膜モジュールの複数を支持
せしめるケース枠体が固設されており、該膜モジュールが該ケース枠体で支持されること
によって、複数の該膜モジュールが互いに厚さ方向で所定の隙間をあけて並べられている
と共に、各該膜モジュールの前記ＰＴＦＥ分離膜が鉛直方向に広がっている一方、各該膜
モジュールにおける前記モジュール本体には、該ＰＴＦＥ分離膜を幅方向両側に外れて外
方に突出する一対の支持片が形成されており、該一対の支持片において該モジュール本体
が該ケース枠体に対して支持されており、更に、前記ケース枠体において、前記一対の支
持片のそれぞれに対して鉛直方向に把持力を及ぼすことで各支持片を把持する把持機構を
設けると共に、該把持機構による該一対の支持片の把持位置を該ケース枠体に対して鉛直
方向で調節する支持位置調節機構を設けた浸漬型膜分離装置にある。
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【００１１】
　このような本発明に従う構造とされた浸漬型膜分離装置は、特定材質のＰＴＦＥ分離膜
を超音波振動式膜洗浄機構と組み合わせて採用したことを大きな特徴とするものであり、
それによって、分離膜の損傷を回避しつつ、分離膜を超音波洗浄することを可能と為し得
たのであり、以て、分離膜の超音波洗浄機能を備えた浸漬型膜分離装置を、実用レベルで
はじめて提供し得たのである。
【００１２】
　なお、本発明において、「分離膜を所定の形状に保持する」とは、濾過性能が効率良く
発揮される状態に分離膜を保持することをいう。具体的には、分離膜が平膜であれば、分
離膜を広げた展張状態に保持することが望ましく、分離膜が中空糸膜であれば、複数の中
空糸膜を、相互の密着を少なくして各中空糸膜の原水露呈面積が大きく確保されるように
、ある程度の弛緩状態で保持することが望ましい。
【００１３】
　また、本発明におけるＰＴＦＥ分離膜は、多孔質の濾材としてＰＴＦＥを採用したもの
であって、その全体がＰＴＦＥ単体で形成されているものに限定されない。例えば、補強
等の目的で、他の材質との一体的な複合構造や積層構造等とすることも可能である。より
具体的には、例えば、本発明におけるＰＴＦＥ分離膜は、ポリエチレンテレフタレートの
基膜に対してポリテトラフルオロエチレンをコーティングしたものが好適に採用される。
【００１４】
　ここにおいて、かかる補強材等である基膜は、ＰＴＦＥ製の多孔質膜よりも大きな孔径
の多孔体等であって通水性に優れたものであれば、特に限定されることはない。例えば、
フェルト，不織布，織布，メッシュ（網目状シート）等を用いることが出来るが、強度や
捕集性，柔軟性等の観点から不織布が望ましい。なお、補強材の繊維材料としては、ポリ
オレフィン（ポリエチレンやポリプロピレン等），ポリアミド，ポリエステル（ポリエチ
レンテレフタレート等），芳香族ポリアミド、或いは、これらを複合したもの等が特に好
適に採用される。
【００１５】
　また、補強材等である基膜とＰＴＦＥ多孔質膜の積層体を製造する方法としては、例え
ば、単に重ね合わせるだけでも良いし、接着剤ラミネートや熱ラミネート等の方法を用い
ても良い。或いは、ホットメルトパウダーのような融着材を介在させて接着積層しても良
い。
【００１６】
　さらに、特開平７－２９２１４４号公報に記載のように、複数のＰＴＦＥ多孔質膜を積
層して、本発明に係るＰＴＦＥ多孔質膜を構成しても良い。更にまた、特開平７－２５６
０２３号公報に記載のように、合成樹脂製の補強材に加えて、金属製の補強材を積層して
も良い。
【００１７】
　また、本発明の超音波振動子としては、従来から公知の各種超音波振動子が何れも採用
可能であるが、制御のし易さ等の観点から、圧電現象を利用したものが好適に採用される
。例えば、水晶やニオブ酸リチウム等の結晶，チタン酸バリウムやチタン酸ジルコン酸鉛
（ＰＺＴ）等の圧電セラミックス，ポリふっ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）等の圧電高分子材
料で形成された圧電素子を備えるものが好適に採用される。更にまた、本発明において、
超音波振動子による超音波振動の周波数は、原水の性状等に応じて適宜設定される。
【００１８】
　さらに、本発明の曝気装置としては、従来から公知のものが何れも採用可能である。ま
た、曝気装置によって原水中に供給される気体の種類は、原水の性状等に応じて適宜選択
される。例えば、好気性微生物による分解機能を発揮させるのであれば、空気等の酸素が
含まれた気体が選択される。嫌気性微生物による分解機能を発揮させるのであれば、窒素
が選択される。
【００１９】
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　また、本発明においては、超音波振動子をモジュール本体に取り付けて、超音波振動子
で発せられる超音波振動がモジュール本体からＰＴＦＥ分離膜に及ぼされるようにした態
様を、採用しても良い。かかる態様においては、ＰＴＦＥ分離膜の広い範囲に対して超音
波振動を分散的に伝達作用させることが可能となり、ＰＴＦＥ分離膜に対する局所的な高
エネルギーでの超音波振動の作用を回避することが出来る。これにより、ＰＴＦＥ分離膜
の超音波振動による損傷を一層効果的に防止すると共に、ＰＴＦＥ分離膜の全体に対して
超音波振動による洗浄作用を効果的に及ぼすことを可能と為し得たのである。
【００２０】
　さらに、本発明においては、超音波振動子による超音波の放射によって原水中にキャビ
テーション気泡を発生させて、かかるキャビテーション気泡が消失する際の衝撃力をＰＴ
ＦＥ分離膜に及ぼすようにした態様を、採用しても良い。かかる態様においては、ＰＴＦ
Ｅ分離膜の全体を効率良く洗浄することが出来る。また、キャビテーション気泡が消失す
る際の衝撃力によって、攪拌作用も起こすことにより、ＰＴＦＥ分離膜に固形物等の不純
物が付着するのを抑えることも出来る。
【００２１】
　また、本発明においては、分離膜の厚さ寸法が０．１ｍｍ～０．３ｍｍであることが望
ましい。これにより、十分な固着強度と耐久性を確保することが出来る。即ち、分離膜の
厚さ寸法が０．１ｍｍよりも小さい場合、分離膜に十分な耐久性を与えることが出来ず、
分離膜の厚さ寸法が０．３ｍｍよりも大きい場合には、モジュール本体への固着強度を確
保することが難しいからである。
【００２２】
　さらに、本発明では、ＰＴＦＥ分離膜が平膜とされていると共に、モジュール本体が平
板形状とされており、モジュール本体における表面側と裏面側の少なくとも一方を覆うよ
うにしてＰＴＦＥ分離膜が展張状態で固着されている態様が、採用可能である。かかる態
様においては、分離膜の形状を安定させることが出来る。その結果、分離膜による濾過性
能を安定させ易い。なお、膜モジュールにおいては、公知のとおり、ＰＴＦＥ分離膜を挟
んで外部と仕切られた内部領域が形成されており、外部からＰＴＦＥ分離膜を経て内部領
域に導かれた浄化水が、膜モジュールの内部領域で集められて取り出されることとなる。
その際、膜モジュールの板厚方向の表裏一方の面だけにＰＴＦＥ分離膜を配する場合には
、他方の面はモジュール本体で閉鎖壁を形成し、この閉鎖壁とＰＴＦＥ分離膜との対向面
間に内部領域が形成され得る。また、膜モジュールの板厚方向の表裏両方の面にＰＴＦＥ
分離膜を配する場合には、それら両側のＰＴＦＥ分離膜で挟まれた内部領域を形成するこ
とが可能となる。
【００２３】
　また、本発明では、ＰＴＦＥ分離膜が中空糸膜とされていると共に、中空糸膜の少なく
とも両端部がモジュール本体で支持されている態様が、採用可能である。かかる態様にお
いては、中空糸膜構造のＰＴＦＥ分離膜を採用したことにより、平膜状のＰＴＦＥ分離膜
に比して、浄化槽内に設置する分離膜の表面積を、浄化槽内の形状等に拘わらず大きく設
定することが容易となる。
【００２４】
　さらに、前述のように本発明においては、処理槽内には、膜モジュールの複数を支持せ
しめるケース枠体が固設されており、膜モジュールがケース枠体で支持されることによっ
て、複数の膜モジュールが互いに厚さ方向で所定の隙間をあけて並べられていると共に、
各膜モジュールのＰＴＦＥ分離膜が鉛直方向に広がっている一方、各膜モジュールにおけ
るモジュール本体には、ＰＴＦＥ分離膜を幅方向両側に外れて外方に突出する一対の支持
片が形成されており、一対の支持片においてモジュール本体がケース枠体に対して支持さ
れている構成が、採用されている。
【００２５】
　このような構成を採用することにより、曝気装置による曝気に基づいて発生する水流の
影響を受けない位置において、膜モジュールがケース枠体へ固定される。それ故、膜モジ
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ュールから支持片が突出していても、曝気水流の支持片への作用を抑えることが可能とな
り、曝気水流が支持片に作用する振動増大等の悪影響を回避できる。しかも、支持片は、
ＰＴＦＥ分離膜を外れた両側に突設されていることから、たとえ曝気水流による振動や超
音波加振による振動に起因して支持片が磨耗した場合でも、かかる磨耗がＰＴＦＥ分離膜
に対して損傷等の直接被害を及ぼすことがなく、長期間に亘って安定支持が実現可能とな
る。
【００２６】
　また、上述の平膜状のＰＴＦＥ分離膜が固着された膜モジュールをケース枠体に複数収
容支持する態様を採用した本発明においては、ケース枠体の外面に超音波振動子が重ね合
わせられた状態で取り付けられることが望ましい。これにより、ＰＴＦＥ分離膜の近くに
超音波振動子を配設することが出来る。
【００２７】
　また、上述の平膜状のＰＴＦＥ分離膜が固着された膜モジュールをケース枠体に複数収
容支持する態様を採用した本発明においては、ケース枠体において、一対の支持片のそれ
ぞれに対して鉛直方向に把持力を及ぼすことで各支持片を把持する把持機構を設けると共
に、把持機構による一対の支持片の把持位置をケース枠体に対して鉛直方向で調節する支
持位置調節機構を設けた構成が、採用されている。
【００２８】
　ここにおいて、把持機構は、モジュール本体の上端部分に形成されることが望ましく、
モジュール本体の下端支持機構と組み合わせてより好適に採用される。かかるモジュール
本体の下端支持機構としては、例えば次の構成が採用される。即ち、例えば、ケース枠体
の底部には、モジュール本体の下端を鉛直下方から当接状態で支持せしめる底面支持部が
設けられることにより、モジュール本体の下端を支持する構造が実現され得る。
【００２９】
　また、本発明の把持機構としては、例えば、以下の構造が採用可能である。即ち、複数
の膜モジュールの整列方向に延びて、各膜モジュールの各支持片に対して鉛直方向両側か
ら重ね合わせられる一対の長手状の連結部材と、これら一対の連結部材を相互に接近方向
に締め付けて一対の連結部材間で各膜モジュールの各支持片を把持せしめる締結部材とを
、含んで構成された把持機構が、好適に採用され得る。
【００３０】
　なお、かかる締結部材としては、一対の連結部材を対向方向で締め付けて膜モジュール
の支持片を挟持されるボルトとナットによる締め付け構造等が好適に採用される。また、
かかる締め付け構造を構成するボルトを利用して或いは別体ボルトを用いて、連結部材と
ケース枠体とを相互に連結固定すると共に、それら連結部材とケース枠体との少なくとも
一方に対する固定位置をボルト軸方向で調節可能なナット締付構造を採用することにより
、前述の支持位置調節機構が実現可能である。
【００３１】
　更にまた、本発明において把持機構を採用するに際しては、かかる把持機構による一対
の支持片の把持部位には、超音波振動吸収材を介在配置することが望ましい。かかる超音
波振動吸収材により、把持機構による各支持片の把持部分への超音波振動の作用が低減さ
れて、支持部の磨耗等が軽減されることとなり、膜モジュールに対してより耐久性および
信頼性の高い支持構造が実現可能となる。なお、前述の底面支持部を採用する場合には、
モジュール本体の最下部と底面支持部とを、超音波振動吸収材を介して、当接させるよう
にしても良い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、本発明を更に具体的に明らかにするために、本発明の実施形態について、図面を
参照しつつ、詳細に説明する。
【００３３】
　図１及び図２には、本発明の第一の実施形態としての浸漬型膜分離装置１０が示されて
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いる。かかる浸漬型膜分離装置１０は、複数の膜モジュール１２がケース枠体１４に収容
配置された構造とされており、膜モジュール１２が処理槽１６に貯留されている原水とし
ての被処理水１８に浸漬された状態で使用される。なお、以下の説明において、上下方向
とは、原則として、膜モジュール１２のケース枠体１４への挿入方向となる図２中の上下
方向をいう。
【００３４】
　より詳細には、複数の膜モジュール１２は、それぞれ、図３にも示されているように、
モジュール本体２０にＰＴＦＥ分離膜としての分離膜２２が固着された構造とされている
。モジュール本体２０は、ＡＢＳ等の硬質な合成樹脂材料で形成されており、全体として
矩形平板形状を呈している。
【００３５】
　そこにおいて、本実施形態では、モジュール本体２０には、超音波振動子２４が設けら
れている。超音波振動子２４は、特開平１０－３１４６７２号公報等において、従来から
公知のプレート型超音波振動子２４である。簡単に説明すると、本実施形態の超音波振動
子２４は、基板２６の片面に形成された基板側電極（図示せず）に対して、駆動電極（図
示せず）が表裏に形成された圧電素子３４を接合材（図示せず）によって貼着した構造と
されている。そして、圧電素子３４の両駆動電極間に高周波の交番電圧を印加することに
より、超音波振動が発生する。かかる超音波振動の周波数は、圧電素子３４の厚さ寸法等
で決まる。従って、目的とする振動周波数が得られるように、圧電素子３４の厚さ寸法等
が設定されている。そこにおいて、超音波振動の周波数は、特に限定されるものではない
が、２０ｋＨｚ～５０ｋＨｚが望ましい。また、圧電素子３４の両駆動電極間への交番電
流の印加は、圧電素子３４の駆動電極のうち基板側電極に対して電気的に接続されていな
い駆動電極に取り付けられたリード線３８と、基板側電極に取り付けられたリード線４０
を通じて行われる。
【００３６】
　このような超音波振動子２４は、モジュール本体２０に形成された収容凹所４２に収容
された状態で、基板２６がモジュール本体２０に対して接着や超音波溶着等で固定される
ことにより、モジュール本体２０に固定されている。そして、この超音波振動子２４の加
振力が直接にモジュール本体２０に伝達されるようになっている。なお、収容凹所４２の
形成位置は、分離膜２２の固着面や分離膜２２の大きさ，要求される洗浄性能等に応じて
決定される。因みに、本実施形態では、収容凹所４２は、モジュール本体２０の表面と裏
面のそれぞれにおいて、モジュール本体２０の幅方向中央であって、且つ、モジュール本
体２０の長手方向中間部分に適当な距離だけ離れて、複数箇所形成されている。即ち、本
実施形態では、超音波振動子２４がモジュール本体２０の表裏両面に二つずつ設けられて
いる。
【００３７】
　また、モジュール本体２０の表裏両面には、それぞれ、誘導溝４４が形成されている。
そして、これら表側の誘導溝４４と裏側の誘導溝４４は、モジュール本体２０の上端部分
を厚さ方向に貫通する連通孔４６を通じて接続されている。なお、本実施形態では、連通
孔４６が二つ形成されている。
【００３８】
　さらに、モジュール本体２０の上端面には、上方に向かって突出するノズル４８が設け
られている。そして、ノズル４８に形成されたノズル穴５０は、連通孔４６の壁面に開口
している。即ち、ノズル穴５０は、連通孔４６に対して、側方から接続されている。
【００３９】
　そこにおいて、上述の如くモジュール本体２０に固定された超音波振動子２４に接続さ
れている一対のリード線３８，４０は、誘導溝４４内に配されており、一方のノズル４８
のノズル穴５０からモジュール本体２０の外部に取り出されている。なお、本実施形態で
は、一方のノズル４８にゴム製のキャップ５２が被せられており、かかるキャップ５２に
形成された穴からリード線３８，４０が取り出されている。これにより、分離膜２２で濾
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過された被処理水１８が、リード線が通されたノズル穴５０から外部に流れ出ることが防
止されている。
【００４０】
　また、外部に取り出された一対のリード線３８，４０は、超音波発生器５４に接続され
ている。そして、超音波発生器５４から超音波振動子２４の駆動電極に電圧が印加される
ようになっている。なお、超音波発生器５４としては、従来から公知のものが何れも採用
可能である。
【００４１】
　更にまた、モジュール本体２０の上端部分には、両側面から幅方向外方に突出する一対
の支持片５６，５６が設けられている。なお、本実施形態では、各支持片５６の厚さ寸法
（図２における紙面に垂直な方向の寸法）は、モジュール本体２０の板厚方向の寸法より
も大きくされている。
【００４２】
　また、モジュール本体２０の表裏両面には、それぞれ、モジュール本体２０の外周縁部
近くを全周に亘って延びる溶着突部５８が設けられている。かかる溶着突部５８は、分離
膜２２の外周形状に対応した形状とされている。
【００４３】
　一方、分離膜２２は、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）で形成されており、全
体としてシート形状を呈している。特に、本実施形態では、ＰＴＦＥ多孔質膜が補強材に
積層された構造とされている。因みに、本実施形態の分離膜２２は、補強材としてのＰＥ
Ｔ製不織布にＰＴＦＥ多孔質膜が熱溶着でコーティングされた構造とされている。
【００４４】
　そこにおいて、本実施形態では、分離膜２２の厚さ寸法が０．１ｍｍ～０．３ｍｍとさ
れている。即ち、分離膜２２の厚さ寸法が０．１ｍｍよりも小さいと、分離膜２２の耐久
性を確保することが難しく、分離膜２２の厚さ寸法が０．３ｍｍよりも大きいと、分離膜
２２のモジュール本体２０への固着強度を有利に確保することが難しいからである。
【００４５】
　このような分離膜２２は、モジュール本体２０の表面と裏面にそれぞれ重ね合わされた
状態で固着されている。具体的には、分離膜２２の外周縁部が溶着突部５８に対して超音
波溶着されている。
【００４６】
　また、上述の如く固着されたモジュール本体２０と分離膜２２の対向面間には、スペー
サ６０が収容配置されている。かかるスペーサ６０は、原水に対して耐蝕性のある適当な
合成樹脂材料、例えばポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）で形成されており、薄板形
状を有している。そして、このスペーサ６０によって、分離膜２２の有効面積が決定され
ている。
【００４７】
　すなわち、このスペーサ６０は、多孔質体であり、分離膜２２のモジュール本体２０へ
の密着による不透水化を防止すると共に、分離膜２２の裏面を担持することで分離膜２２
の圧力作用時の耐久性を確保している。ここにおいて、分離膜２２の有効面積は、モジュ
ール本体２０の表側と裏側の両方で、例えば０．８～１．３平方メートルに設定される。
なお、モジュール本体２０と分離膜２２の対向面間へのスペーサ６０の配設は、モジュー
ル本体２０にスペーサ６０を重ね合わせ、必要に応じてスペーサ６０をモジュール本体２
０に対して固着した後、スペーサ６０を覆うようにして、モジュール本体２０に分離膜２
２を重ね合わせて固着することによって実現される。
【００４８】
　また一方、ケース枠体１４は、一対の側壁構成部材６２，６２を備えている。一対の側
壁構成部材６２，６２は、それぞれ、ステンレス鋼等の耐食性を有する高剛性材料で形成
されており、長手平板形状を呈する側壁部６４を備えている。なお、側壁構成部材６２に
耐食性を付与する方法は、耐食性を有する材料で側壁構成部材６２を形成する方法であっ
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ても良いし、メッキを施す方法であっても良い。
【００４９】
　そこにおいて、側壁部６４の上端には、厚さ方向一方の側へ延び出す上側延出板部６６
が全長に亘って設けられている。また、側壁部６４の下端には、厚さ方向他方の側へ延び
出す底面支持部としての下側延出板部６８が全長に亘って設けられている。更に、側壁部
６４には、厚さ方向他方の面側において、側壁部６４の長手方向に適当な間隔で並んだ複
数のスリット７０が形成されたスリット部材７２が設けられている。更にまた、下側延出
板部６８の上面には、当接ゴム７４が全長に亘って設けられている。
【００５０】
　このような一対の側壁構成部材６２，６２は、スリット部材７２が向き合う状態で対向
配置される。かかる状態下、スリット部材７２に形成された複数のスリット７０は、一対
の側壁構成部材６２，６２の対向方向で、それぞれ、対向位置せしめられている。また、
上述の如く対向配置された一対の側壁構成部材６２，６２は、長手方向両端部分において
、ステンレス鋼等の耐食性を有する高剛性材料で形成された連結部材７６で連結されてい
る。なお、連結部材７６と各側壁構成部材６２の固定方法としては、溶接やボルト固定，
かしめピンによる固定等、従来から公知の各種固定方法が何れも採用可能である。
【００５１】
　また、一対の側壁構成部材６２，６２の長手方向両端には、塩化ビニル等の合成樹脂材
料で形成された縦板７８が掛け渡されている。これにより、全体として上下両側に開口す
るケース枠体１４が形成されている。なお、縦板７８と各側壁構成部材６２の固定方法と
しては、ボルト固定やかしめピンによる固定等、従来から公知の各種固定方法が何れも採
用可能である。
【００５２】
　このような構造とされたケース枠体１４に対して、複数の膜モジュール１２が収容支持
されている。特に、本実施形態では、各膜モジュール１２の幅方向両端が、ケース枠体１
４の幅方向で対向位置せしめられて対を為すスリット７０，７０内に位置せしめられてい
る。これにより、複数の膜モジュール１２が板厚方向に所定の間隔で並んでいる。そして
、この状態で、各膜モジュール１２の分離膜２２は鉛直方向に広がっている。
【００５３】
　また、各膜モジュール１２の一対の支持片５６，５６は、それぞれ、図４にも示されて
いるように、上側延出板部６６の上方に設けられた第一の板状連結部材８０に載置されて
いる。第一の板状連結部材８０は、ステンレス鋼等の高剛性材料で形成されており、長手
方向の寸法が幅方向の寸法に比して十分に大きくされた平板状部８２を備えている。なお
、平板状部８２の幅方向両端には、長手方向の全長に亘って延びる補強リブ８４，８４が
設けられている。これにより、第一の板状連結部材８０は、全体として凹溝形状を呈して
いる。
【００５４】
　このような第一の板状連結部材８０は、補強リブ８４，８４が上側延出板部６６に向か
って突出する状態で、上側延出板部６６の上方に配置される。具体的には、上側延出板部
６６の長手方向両端部分に突設されたボルト８６が、第一の板状連結部材８０の長手方向
両端部分に形成された挿通孔８８に挿通された状態で、第一の板状連結部材８０がボルト
８６に螺合された位置決めナット９０に載置されることにより、第一の板状連結部材８０
が上側延出板部６６の上方に配置される。なお、ボルト８６は、それに螺合される固定ナ
ット９２によって、上側延出板部６６に固定されている。
【００５５】
　そして、本実施形態では、支持片５６が超音波振動吸収材としての挟圧ゴム９４を介し
て第一の板状連結部材８０に載置された状態で、膜モジュール１２がケース枠体１４に収
容支持されている。なお、この状態で、各膜モジュール１２は当接ゴム７４に当接されて
いる。
【００５６】
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　また、本実施形態では、第二の板状連結部材９６が、超音波振動吸収材としての挟圧ゴ
ム９８を介して、各膜モジュール１２の支持片５６に重ね合わせられている。なお、本実
施形態では、第二の板状連結部材９６は、第一の板状連結部材８０と同じ部材で構成され
ているので、その詳細な説明は省略する。
【００５７】
　そこにおいて、本実施形態では、第一の板状連結部材８０と第二の板状連結部材９６が
、対向方向となる上下方向でボルト８６で相互に連結固定されている。なお、本実施形態
では、第一及び第二の板状連結部材８０，９６の長手方向両端部分だけにおいて、それぞ
れボルト８６で連結されているが、その連結構造は限定されるものでなく、第一及び第二
の板状連結部材８０，９６の長手方向の３箇所以上でボルト等により連結しても良い。
【００５８】
　具体的には、支持片５６と第二の板状連結部材９６のそれぞれに形成された挿通孔１０
０，１０２に挿通されて、第二の板状連結部材９６の上方へ突出したボルト８６の先端部
分（第二の板状連結部材９６から上方へ突出している部分）に螺合される締付ナット１０
４と位置決めナット９０で支持片５６が挟圧保持されることにより、整列方向両端の膜モ
ジュール１２が固定される。即ち、本実施形態では、ボルト８６と締付ナット１０４と位
置決めナット９０を含んで把持機構が構成されている。なお、第一の板状連結部材８０と
第二の板状連結部材９６による支持片５６の挟圧保持は、挟圧ゴム９４，９８を介して為
されている。
【００５９】
　これにより、全ての膜モジュール１２は、何れも、両側に突設された支持片５６におい
て、締付ナット１０４と位置決めナット９０による締付力を利用することにより、第一の
板状連結部材８０と第二の板状連結部材９６で挟圧保持されている。
【００６０】
　上述の如く複数の膜モジュール１２が収容支持されたケース枠体１４は、処理槽１６内
に配置される。そこにおいて、本実施形態では、上側延出板部６６が処理槽１６に掛け渡
された一対の吊下支持部材１０６，１０６に載置されることにより、ケース枠体１４が吊
下げ状態で処理槽１６内に配置されている。かかる状態下、各膜モジュール１２の分離膜
２２の全体が被処理水１８に浸漬されている。
【００６１】
　また、上述の如くケース枠体１４が処理槽１６内に配置された状態で、膜モジュール１
２の下方には、処理槽１６の底部に設置された曝気装置１０８が位置せしめられている。
かかる曝気装置１０８は、空気管１１０を通じて、処理槽１６の外部に設置されたブロワ
１１２に接続されている。
【００６２】
　更にまた、上述の如くケース枠体１４が処理槽１６内に配置された状態で、各膜モジュ
ール１２の他方のノズル４８には、送水管１１４が接続されている。そして、この送水管
１１４には、吸引ポンプ１１６が接続されている。なお、本実施形態では、吸引ポンプ１
１６の作動は、貯留されている被処理水１８の量に応じて、ＯＮ／ＯＦＦされる。このよ
うな吸引ポンプ１１６の作動制御は、被処理水１８の液面の位置を検出するセンサからの
信号を利用することで実現される。
【００６３】
　続いて、上述の如き構造とされた浸漬型膜分離装置１０の作動について説明する。先ず
、処理槽１６の上部に配置された汚水供給管（図示せず）から汚水が供給される。この汚
水は、処理槽１６で活性汚泥と混合されて被処理水１８となる。そして、被処理水１８は
、曝気装置１０８から供給される空気で曝気されると共に、活性汚泥によって浄化処理さ
れる。また、被処理水１８は、吸引ポンプ１１６によって吸引される。これにより、被処
理水１８が分離膜２２で濾過される。濾過された被処理水１８は、送水管１１４を通って
外部に排出される。
【００６４】
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　このような分離膜２２による濾過の際に、或いは、分離膜２２による濾過を中断した際
に、超音波発生器５４から超音波振動子２４に高周波の交番電圧を印加する。これにより
、超音波振動子２４による超音波振動が発生し、かかる超音波振動がモジュール本体２０
から分離膜２２に伝達される。その結果、分離膜２２が振動して、分離膜２２に付着した
不純物が洗浄除去される。なお、分離膜２２の洗浄は、一定間隔で断続的に行っても良い
し、所定時間或いは常時連続して行っても良い。
【００６５】
　そこにおいて、上述の如き浸漬型膜分離装置１０においては、ＰＴＦＥ製の分離膜２２
が採用されていることから、分離膜２２に伝達される超音波振動によって分離膜２２が破
損する等の不具合を回避することが出来る。従って、分離膜２２の洗浄を効果的に行うこ
とが出来る。
【００６６】
　また、本実施形態では、各膜モジュール１２のケース枠体１４への固定部分が上側延出
板部６６の上方に位置していることから、曝気装置１０８による曝気に基づいて発生する
水流を外れた位置に各膜モジュール１２のケース枠体１４への固定部分が位置しているこ
とになる。従って、曝気によって発生する水流が膜モジュール１２のケース枠体１４への
固定部位に及ぼす悪影響、例えば、固定部位のガタツキ等を回避することが出来る。
【００６７】
　さらに、本実施形態では、締付ナット１０４と位置決めナット９０による締付力を支持
片５６に作用させることで膜モジュール１２が支持されていることから、超音波振動や水
流による振動に起因して支持片５６等が磨耗し、締付ナット１０４や位置決めナット９０
が緩んだとしても、締付ナット１０４を締め直すことで、再度強固に固定することが出来
る。
【００６８】
　特に本実施形態では、締付ナット１０４がボルト８６の先端部分に螺着されていること
から、締付ナット１０４を締め直す作業を容易にすることが出来る。
【００６９】
　更にまた、本実施形態では、位置決めナット９０の螺合位置に応じて膜モジュール１２
の高さ方向での支持位置が調節可能とされているので、支持片５６等の磨耗に起因して締
付ナット１０４を締め直す際に、位置決めナット９０の位置を調節して、膜モジュール１
２の高さ方向での支持位置を所期の位置に調節することが出来る。即ち、本実施形態では
、ボルト８６と位置決めナット９０を含んで支持位置調節機構が構成されている。
【００７０】
　また、本実施形態では、支持片５６が一対の挟圧ゴム９４，９８で挟まれていることか
ら、超音波振動子２４による超音波振動や曝気によって発生する水流に起因した振動が支
持片５６に伝達され難くなる。その結果、振動に起因する支持片５６の磨耗を抑えること
が出来る。
【００７１】
　さらに、本実施形態では、複数の膜モジュール１２のうち整列方向の両端に位置する膜
モジュール１２のみが締付ボルト８６と位置決めボルト８６を利用して固定されており、
その他の膜モジュール１２は第一の板状連結部材８０と第二の板状連結部材９６による挟
圧保持で固定されていることから、複数の膜モジュール１２のケース枠体１４への固定作
業を簡単にすることが出来る。
【００７２】
　続いて、本発明の第二の実施形態としての浸漬型膜分離装置１２０について、図５に基
づいて、説明する。なお、以下に記載の第二の実施形態や後述する第三の実施形態の説明
において、第一の実施形態と同様な構造とされた部材及び部位については、図中に、第一
の実施形態と同一の符号を付すことにより、それらの詳細な説明を省略する。
【００７３】
　本実施形態の浸漬型膜分離装置１２０は、第一の実施形態の浸漬型膜分離装置（１０）
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に比して、膜モジュール１２２が異なっている。本実施形態の膜モジュール１２２は、中
空糸膜で構成された分離膜１２４を多数備えており、これら多数の分離膜１２４の両端が
モジュール本体としての集水盤１２６で支持された構造とされている。
【００７４】
　より詳細には、分離膜１２４はＰＴＦＥで形成されている。また、分離膜１２４の厚さ
寸法（中心から外周面までの寸法と中心から内周面までの寸法の差）は、０．１ｍｍ～０
．３ｍｍに設定されている。これにより、分離膜１２４の耐久性を確保しつつ、集水盤１
２６への固着強度が確保されている。
【００７５】
　一方、集水盤１２６は、ＡＢＳ等の合成樹脂材料で形成されており、全体として矩形箱
体形状とされている。なお、本実施形態では、本体部分１２８に対して蓋体１３０が溶着
されることにより、中空構造の集水盤１２６が形成されている。また、図面上では必ずし
も明らかではないが、集水盤１２６には、上方に突出するノズル４８が二つ形成されてい
る。更に、集水盤１２６の上端部分には、集水盤１２６の厚さ方向外方へ突出する支持片
５６が設けられている。更にまた、集水盤１２６には、超音波振動子２４が設けられてい
る。かかる超音波振動子２４の集水盤１２６への固定は、基板２６を集水盤１２６に対し
て超音波溶着すること等で実現される。そして、超音波振動子２４のリード線３８，４０
は、一方のノズル４８に形成されたノズル穴５０から外部に出されている。
【００７６】
　このような構造とされた集水盤１２６には、分離膜１２４の端部が固定される。具体的
には、集水盤１２６に形成された支持穴に分離膜１２４の端部が挿通されて、この状態で
、分離膜１２４の端部が集水盤１２６に対して超音波溶着される。特に本実施形態では、
超音波振動子２４を取り囲む位置に分離膜１２４が固定されている。
【００７７】
　このような構造とされた膜モジュール１２２は、集水盤１２６に形成された支持片５６
を利用して、ケース枠体１４に固定される。かかる状態下、分離膜１２４の両端を支持す
る一対の集水盤１２６，１２６の離隔距離は、分離膜１２４が弛緩した状態となるように
設定されている。ただし、弛緩した状態であっても、分離膜１２４同士が接触しないよう
にされている。
【００７８】
　上述の如き構造とされた浸漬型膜分離装置１２０においても、分離膜２２がＰＴＦＥで
形成されていることから、第一の実施形態と同様な効果を得ることが出来る。
【００７９】
　続いて、本発明の第三の実施形態としての浸漬型膜分離装置１３２について、図６及び
図７に基づいて、説明する。本実施形態の浸漬型膜分離装置１３２は、第一の実施形態の
浸漬型膜分離装置（１０）に比して、超音波振動子１３６（超音波振動ユニット１３４）
の取付位置が異なっている。
【００８０】
　すなわち、本実施形態では、モジュール本体２０に超音波振動子（２４）が取り付けら
れておらず、その代わりに、ケース枠体１４に超音波振動ユニット１３４が取り付けられ
ている。具体的には、ケース枠体１４を構成する各側壁構成部材６２の側壁部６４の外面
（厚さ方向一方の面）に超音波振動ユニット１３４が重ね合わされた状態で取り付けられ
ている。
【００８１】
　そこにおいて、本実施形態の超音波振動ユニット１３４は、特開平１０－５２６６９号
公報等において、従来から公知の超音波振動ユニットである。簡単に説明すると、超音波
振動ユニット１３４は、超音波洗浄面を有する超音波振動子１３６が密封ケース１３８に
収容された構造である。超音波振動子１３６は、従来から公知のボルト締めランジュバン
型振動子で構成されている。特に本実施形態では、密封ケース１３８の壁部の一部によっ
て、ボルト締めランジュバン型振動子のフロントマス１４０が構成されている。また、本
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実施形態では、複数の超音波振動子１３６がマトリクス状に配設されている。
【００８２】
　このような構造とされた超音波振動ユニット１３４は、密封ケース１３８に設けられた
取付フランジにおいて、側壁構成部材６２の側壁部６４に固定される。具体的には、例え
ば、取付フランジに形成されたボルト挿通孔に対して、側壁部６４に突設された取付ボル
トを挿通した状態で、取付ナットを取付ボルトに螺合すること等により、密封ケース１３
８が側壁部６４に固定される。
【００８３】
　そこにおいて、超音波振動ユニット１３４の側壁部６４への取付位置は、ケース枠体１
４の深さ方向では、ケース枠体１４に収容される膜モジュール１２の高さ方向の略中央が
望ましい。これにより、分離膜２２の全体を均一に洗浄することが出来る。また、ケース
枠体１４の長さ方向では、側壁部６４の長さ方向の略中央が望ましい。これにより、全て
の膜モジュール１２の分離膜２２を効率良く洗浄することが出来る。
【００８４】
　なお、本実施形態において、超音波振動子１３６は、従来から公知のプレート型超音波
振動子で構成されていても良い。また、密封ケース１３８の壁部の一部をフロントマスと
して利用する必要はない。側壁構成部材６２の側壁部６４をフロントマスとして利用して
も良い。更に、各側壁部６４に取り付けられる超音波振動ユニット１３４の数は、複数で
あっても良い。更にまた、超音波振動ユニット１３４は、側壁部６４に取り付けられてい
る必要はない。
【００８５】
　このような構造とされた浸漬型膜分離装置１３２においては、超音波発生器５４から超
音波振動子１３６に高周波の交番電圧を印加すると、超音波振動子１３６による超音波振
動が発生する。かかる超音波振動は、密封ケース１３８及び側壁構成部材６２を介して、
被処理水１８に伝達される。これにより、被処理水１８中にキャビテーション気泡が発生
する。そして、このキャビテーション気泡が消失する際の衝撃力が分離膜２２に及ぼされ
て、分離膜２２が洗浄される。また、キャビテーション気泡が消失する際の衝撃力によっ
て、攪拌作用を起こすことにより、分離膜２２に固形物等の不純物が付着するのを抑える
ことも出来る。
【００８６】
　以上、本発明の幾つかの実施形態について詳述してきたが、これらはあくまでも例示で
あって、本発明は、かかる実施形態における具体的な記載によって、何等、限定的に解釈
されるものではない。
【００８７】
　例えば、前記第一及び第二の実施形態において、モジュール本体２０（第二の実施形態
では、集水盤１２６）を基板の代わりにしても良い。即ち、表裏両面に駆動電極が形成さ
れた圧電素子３４を、モジュール本体２０（第二の実施形態では、集水盤１２６）に形成
された電極に対して、接合材で貼着しても良い。なお、モジュール本体２０（第二の実施
形態では、集水盤１２６）にリード線３８，４０を配するための適当な溝が形成されてい
るのであれば、モジュール本体２０（第二の実施形態では、集水盤１２６）に電極を形成
する必要はない。また、前記第一の実施形態において、モジュール本体２０に収容凹所４
２が形成されている必要はない。
【００８８】
　さらに、前記第二の実施形態において、集水盤１２６における厚さ方向他方の壁部（分
離膜１２４が固定された壁部と対向位置する壁部）に超音波振動子２４を設けても良い。
勿論、スペースを確保出来るのであれば、他の壁部に設けても良い。
【００８９】
　更にまた、前記第二の実施形態において、モジュール本体は管状とされていても良い。
この場合、超音波振動子２４を固定するための平坦なスペースをモジュール本体内に形成
しておくことが望ましい。
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【００９０】
　また、前記第一乃至第三の実施形態において、ケース枠体１４は処理槽１６の底壁に載
置されていても良い。この場合、ケース枠体１４に曝気装置を設ける等して、曝気装置の
配設スペースを確保する必要がある。
【００９１】
　さらに、前記第一の実施形態に記載の超音波洗浄機構と、前記第三の実施形態に記載の
超音波洗浄機構を、組み合わせた態様を採用しても良い。かかる態様においては、それら
の超音波洗浄機構を選択的に作動させても良いし、両方の超音波洗浄機構を同時に作動さ
せても良い。なお、超音波洗浄機構の組み合わせは、前記第二の実施形態に記載の超音波
洗浄機構と、前記第三の実施形態に記載の超音波洗浄機構との組み合わせであっても良い
。
【００９２】
　その他、一々列挙はしないが、本発明は、当業者の知識に基づいて種々なる変更，修正
，改良等を加えた態様において実施され得るものであり、また、そのような実施態様が本
発明の趣旨を逸脱しない限り、何れも、本発明の範囲内に含まれるものであることは、言
うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】本発明の第一の実施形態としての浸漬型膜分離装置を示す平面図。
【図２】図１におけるＩＩ－ＩＩ断面図。
【図３】同浸漬型膜分離装置で採用されている膜モジュールを示す縦断面図であって、図
２におけるＩＩＩ－ＩＩＩ方向の縦断面図。
【図４】支持片の支持構造を拡大して示す縦断面図。
【図５】本発明の第二の実施形態としての浸漬型膜分離装置を示す縦断面図。
【図６】本発明の第三の実施形態としての浸漬型膜分離装置を示す平面図。
【図７】図６におけるＶＩＩ－ＶＩＩ断面図。
【符号の説明】
【００９４】
１０：浸漬型膜分離装置，１２：膜モジュール，１４：ケース枠体，１６：処理槽，１８
：被処理水，２０：モジュール本体，２２：分離膜，２４：超音波振動子，８０：第一の
板状連結部材，８６：ボルト，９０：位置決めナット，９２：固定ナット，９４：挟圧ゴ
ム，９６：第二の板状連結部材、９８：挟圧ゴム，１０４：締付ナット，１０８：曝気装
置，１２０：浸漬型膜分離装置，１２２：膜モジュール，１２４：分離膜，１２６：集水
盤
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