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(57)【要約】
　複数本の中空糸を懸濁成分を含む被処理液中に浸漬し
、該被処理液の固液分離を行って処理液を透過させる濾
過装置であって、二つ折りした前記中空糸と、前記中空
糸の開口側の端部と連通させる処理液集水手段と、前記
各中空糸の他端側の折曲部を空隙をあけて保持する保持
材と、前記中空糸の他端側より開口側の端部に向けて清
浄用の気体を噴射する気体噴射手段と、を備え、前記保
持材により保持される中空糸と保持材の間あるいは／お
よび中空糸同士の間の少なくとも一部には、前記気体噴
射手段より噴射される気体流通用の空隙をあけている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数本の中空糸を懸濁成分を含む被処理液中に浸漬し、該被処理液の固液分離を行って
処理液を透過させる浸漬型吸引濾過装置または外圧式濾過装置であって、
　二つ折りした前記中空糸と、
　前記中空糸の折曲側と反対側の開口端部と連通させる処理液集水手段と、
　前記中空糸の折曲部を空隙をあけて保持する保持材と、
　前記中空糸の折曲側より前記開口端部側に向けて清浄用の気体を噴射する気体噴射手段
と、　
　を備え、
　前記保持材により保持される中空糸と保持材の間あるいは／および中空糸同士の間の少
なくとも一部には、前記気体噴射手段より噴射される気体流通用の空隙をあけていること
を特徴とする濾過装置。
【請求項２】
　前記中空糸は軸線方向を縦方向として配置し、前記開口端部は上方配置する一方、前記
保持材で支持する他端側は下方配置とし、該保持材の下方に前記気体噴射手段を配置して
いる請求項１に記載の濾過装置。
【請求項３】
　前記保持材は前記中空糸の軸線方向と直交する方向に配置するプレートからなり、該プ
レートは１または複数本の中空糸毎に近接して設けた一対の貫通穴を所定間隔をあけて複
数備え、前記一対の貫通穴に１または複数本の中空糸の折曲部の両側を空隙をあけて挿通
している請求項１または請求項２に記載の濾過装置。
【請求項４】
　前記複数本の二つ折された中空糸はすだれ状に並列し、その折曲部の対向する両側部の
間に棒状あるいは平板形状のロッドからなる前記保持材を通して、該折曲部を保持してい
る請求項１または請求項２に記載の濾過装置。
【請求項５】
　前記ロッドの軸線方向に並列させる前記中空糸同士は密接或いは間隔をあけると共に、
複数本毎に２．０～１０．０ｍｍの間隔をあけて並列している請求項４に記載の濾過装置
。
【請求項６】
　Ｕ形状とした拡き防止枠を設け、前記各中空糸の折曲部から両側部を外側から囲んでい
る請求項４に記載の濾過装置。
【請求項７】
　複数本の前記ロッドを軸線方向と直交方向に平行に配置し、隣接配置するロッドの上下
高さを変えている請求項４に記載の濾過装置。
【請求項８】
　前記ロッドに上下方向に貫通する気体流路を設けている請求項４に記載の濾過装置。
【請求項９】
　前記保持材は前記中空糸の軸線方向と平行配置する連結プレートと、該連結プレートの
一面から突設した両端開口の筒部とからなり、各中空糸毎に近接して設けた一対の前記筒
部を所定間隔をあけて複数備え、前記一対の筒部の貫通穴に各中空糸の折曲部の両側を空
隙をあけて挿通して、折曲部を筒部の間に架け渡して保持している請求項１または請求項
２に記載の濾過装置。
【請求項１０】
　複数本の中空糸を懸濁成分を含む被処理液中に浸漬して、該被処理液の固液分離を行っ
て処理液を透過させて固液分離を行う浸漬型吸引濾過装置または外圧式濾過装置であって
、
　一端は開口させていると共に他端は閉鎖している前記中空糸と、
　前記中空糸の一端側の開口と連通させる処理液集水手段と、
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　前記各中空糸の他端側の閉鎖部を空隙をあけて保持すると共に、隣接する中空糸間も空
隙をあけて保持する保持材と、
　前記保持材の下方位置に配置され、前記中空糸の他端側より一端側に向けて気体を噴射
する気体噴射手段を備え、
　前記気体が前記空隙を通して前記並設する中空糸間に中空糸の軸線方向に沿って噴射さ
れる構成としていることを特徴とする濾過装置。
【請求項１１】
　前記保持材は前記中空糸の軸線方向と平行配置する固定プレートからなり、該固定プレ
ートの一面に前記各中空糸の外周面の一部を固着している請求項１０に記載の濾過装置。
【請求項１２】
　前記清浄用の気体を噴射する気体噴射手段として、前記保持材の下方に配置した１本の
加圧気体供給管を備え、該加圧気体供給管に１個、あるいは複数個の気体噴射穴を設けて
いる請求項１乃至請求項１１のいずれか１項に記載の濾過装置。
【請求項１３】
　前記中空糸を複数本並設した中空糸膜モジュールを設け、該中空糸膜モジュールの複数
本の中空糸の開口した一端側は固定部材に接着固定すると共に、該固定部材に集水ヘッダ
ーからなる前記処理液集水手段を取り付け、前記集水ヘッダーを集水管に接続し、該集水
管に濾過処理後の処理液を吸引し、かつ、
　該中空糸膜モジュールの複数本の中空糸の他端側は前記保持材で保持している請求項１
乃至請求項１２のいずれか１項に記載の濾過装置。
【請求項１４】
　前記保持材の外周に沿って前記気体噴射手段の方向に突出したスカート部を設け、該ス
カート部に囲まれた領域から前記噴射される気体を散逸させない構成としている請求項１
３に記載の濾過装置。
【請求項１５】
　前記スカート部の内部に仕切るように、散気穴を１つまたは複数個穿設した空気分配用
の板を設けている請求項１４に記載の濾過装置。
【請求項１６】
　前記中空糸は、ＰＴＦＥ多孔質材料を含むフッ素系樹脂からなる請求項１乃至請求項１
５のいずれか１項に記載の濾過装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多数の並列した中空糸を懸濁成分を含む被処理液中に浸漬して、該被処理液
の固液分離を行って処理液を透過させる浸漬型吸引濾過装置または外圧式濾過装置に関し
、特に、中空糸面に付着する懸濁成分を除去する簡単な構造の清浄手段を備えたものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　複数本の中空糸を円形状に集束して配置し、その片端部あるいは両端部を開口状態で固
定部材にて固定して集水部とした膜モジュールが、浸漬型吸引濾過装置あるいは外圧式濾
過装置に装着されて使用されている。
　この種の膜モジュールは、河川水、湖沼水の浄化といった所謂浄水処理の分野において
広く使用されているが、近時、この浄水分野に限らず、下水の二次処理、三次処理や、排
水、産業廃水、工業用水等の濾過といった高汚濁性水処理用としても用いられる傾向にあ
る。
　高汚濁性水処理の利用の一つとして、膜モジュールを用いた膜分離活性汚泥法による排
水処理システムが広まりつつある。膜分離活性汚泥法は、高濃度活性汚泥下で運転できる
ため、ばっ気槽の容量を小さくできるうえ、沈殿槽・汚泥濃縮槽が不要になるため従来の
合併浄化槽方式に比べ設置面積を小さくすることができるという利点がある。それに加え
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、従来よりも処理水の水質の向上を図ることができるという利点も有する。
【０００３】
　浄水及び高汚濁性水処理のいずれの場合も、膜モジュールを用いた濾過装置により濾過
処理を継続すると、膜表面又は膜間に、被処理液中に含まれる懸濁成分が堆積し、これが
膜閉塞の原因となる。すなわち、堆積物を介して中空糸同士が固着一体化して膜モジュー
ル内の中空糸の有効膜面積が減少し、透過流量の低下を招く。
　このため、膜面の堆積物を取り除く清浄操作は必須である。清浄は浸漬槽内に被処理液
を満たした状態で膜モジュールの下部から空気を導入し、供給される気泡により中空糸に
振動を与えるエアバブリングと供給吸気により生じる液体の流れを利用して膜面の堆積物
を剥離する方法がとられる場合が多い。
【０００４】
　例えば、特開平７－２４２６４号公報（特許文献１）では、図２６に示すように、シー
ト状の平型中空糸モジュール１０１の下方に設けた散気板１０２の散気孔１０２ａから供
給される気泡により中空糸１０３に対してエアーバブリングを連続的若しくは断続的に行
いながら液体を濾過する方法において、シート面が垂直方向に、中空糸が水平方向となる
ように膜モジュール１０１を配設し、中空糸膜１０３のみをエアーバブリングにより振動
させ旋回流を生じる濾過方法が開示されている。
【０００５】
　また、特公平７－６１４２０号公報（特許文献２）では、図２７に示すように、多数の
中空糸濾過膜１１０を外筒１１１内に配列し、中空糸束中に多孔質パイプ１１２を配管さ
せることにより、多孔質パイプ１１２の下方から空気を導入し、気泡を多孔質パイプ１１
２に沿って上昇させ、中空糸を振動させる上昇流を生じさせ、エアーバブリングを行う濾
過器が開示されている。
【０００６】
【特許文献１】特開平７－２４２６４号公報
【特許文献２】特公平７－６１４２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、図２６に示す特開平７－２４２６４号公報に記載の濾過方法では、散気
板１０２の散気孔１０２ａから中空糸１０３の全域にわたって散気を行うものであるため
、散気を十分に行うためには、隣接するシート状の平型中空糸モジュール１０１をある程
度離間させて配置する必要があり、膜を高密度で設置することは難しい。したがって、膜
設置部の容積が大きくなる。また、膜モジュール１０１の下方から全体的に散気を行うだ
けでは、中空糸１０３の表面のみが散気され、膜間、特に膜の閉塞が進みがちな集水部近
辺への散気が不十分となる問題がある。また、集水部付近、すなわち中空糸の接着部付近
が膜の振幅が大きくなり負荷がかかるため破断しやすいなどの問題もある。
【０００８】
　また、図２７に示す特公平７－６１４２０号公報に記載の濾過器では、多数の中空糸濾
過膜１１０を円形状に配列した中空糸束中に複数本の多孔質パイプ１１２を混入させてい
るだけであるので、膜間への散気が不十分となる問題がある。
【０００９】
　これらの問題を改善するため、パイプに複数の気体噴射穴を設けて、各中空糸にできる
だけ大きな散気効果をもたらすことが考えられる。しかし、複数の気体噴射穴を設けると
、結果として必要以上に多くの空気を発生させてしまい、余分なランニングコストがかか
ることになる。また気体噴射穴から出る空気量もバラツキが大きくなりエアー源からの距
離により大きく差異がでるなどの弊害も生じる。
【００１０】
　本発明は、前記の問題に鑑みてなされたものであり、中空糸膜濾過の継続により中空糸
表面又は膜間に堆積した懸濁成分を、気泡により効率よく剥離除去して清浄化できる濾過



(5) JP WO2008/001730 A1 2008.1.3

10

20

30

40

50

装置を提供することを課題にしている。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記課題を解決するため、本発明は、複数本の中空糸を懸濁成分を含む被処理液中に浸
漬し、該被処理液の固液分離を行って処理液を透過させる浸漬型吸引濾過装置または外圧
式濾過装置であって、
　二つ折りした前記中空糸と、
　前記中空糸の折曲側と反対側の開口端部と連通させる処理液集水手段と、
　前記中空糸の折曲部を空隙をあけて保持する保持材と、
　前記中空糸の折り曲げ側より前記開口端部側に向けて清浄用の気体を噴射する気体噴射
手段と、
　を備え、
　前記保持材により保持される中空糸と保持材の間あるいは／および中空糸同士の間の少
なくとも一部には、前記気体噴射手段より噴射される気体流通用の空隙をあけていること
を特徴とする濾過装置を提供している。
【００１２】
　前記本発明の濾過装置は被処理液中に、通常は、中空糸は軸線方向を縦方向として配置
し、前記開口端部は上方配置する一方、前記保持材で支持する他端側は下方配置とし、該
保持材の下方に前記気体噴射手段を配置している。
【００１３】
　前記本発明の濾過装置によれば、各中空糸を保持材により空隙をあけて保持することに
より、気体噴射手段から噴射する気体を前記空隙を通して、中空糸の外周面（膜面）に沿
って軸線方向へと流すことができる。この気体の流れおよびそれに伴い発生する被処理液
の流れによって、各中空糸をくまなく確実に、かつ効率的に揺らすことができ、かつ表面
の液体の流れによって、膜面に付着する懸濁成分の剥離除去効果を得ることができる。
　また、本発明では、各中空糸を二つ折りにして折曲部で保持材に係止しているため、中
空糸同士の間に空隙をあけて保持材で保持することができ、保持材の下方から噴射される
気体の中空糸の膜面に沿った気体通路を形成できる。かつ、中空糸の最下部の折曲部を含
む下部側にも十分に気体を負荷できるので、下方に固形分の堆積が起こりにくくすること
ができる。そのため、有効膜面積の減少による濾過機能の低下が起こりにくくなり、処理
水量を低減することなく、安定させることができる。
　さらに、中空糸を二つ折りして、その一端を保持材で保持することにより、処理液集水
手段と連結側の反対側の中空糸端部を固定する部材を不要とでき、構造を簡単にすること
ができる。
【００１４】
　清浄用の前記気体噴射手段は、保持材の下方位置に配置され、気体を中空糸の他端側よ
り一端側に向けて配置するが、本発明では保持材と各中空糸の間に空隙があるため、１本
の加圧気体供給管から供給される気体でも、前記各空隙を通して確実に各中空糸の膜面に
沿って流して、バブリングを発生させることができる。そのため、効率良く中空糸表面の
懸濁成分を剥離除去することができ、気体噴射に要するコストを抑えることができる。前
記気体噴射手段は、保持材より１００ｍｍ～５００ｍｍ程度の下方に設けておくことが好
ましい。
【００１５】
　前記清浄用として導入する気体としては空気を用い、該空気の圧力は１０～７０ｋＰａ
の範囲、より好ましくは２０～５０ｋＰａの加圧空気が好適に用いられる。加圧空気はブ
ロアを用いて供給してもよいし、コンプレッサーでもよいが、コンプレッサーは空気圧力
が強くなり過ぎると共に、コスト的にもブロアの方が有利であるため、ブロアが好適に用
いられる。
　また、気体導入量は、ブロアの運転に消費する電力、即ち、ランニングコストの面から
少ない程よいが、例えば、中空糸膜モジュールの設定濾過水量１００Ｌ／ｈｒに対して、
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０．１～５Ｎｍ３／ｈｒ、好ましくは０．５～２Ｎｍ３／ｈｒの範囲で、濾過水量と分離
する固形量に応じて適宜設定される。
【００１６】
　前記保持材の形状は限定されず、種々の形態とすることができる。
　例えば、前記保持材は前記中空糸の軸線方向と直交する方向に配置するプレートからな
り、該プレートは１または複数本の中空糸毎に近接して設けた一対の貫通穴を所定間隔を
あけて複数備え、前記一対の貫通穴に１または複数本の中空糸の折曲部の両側を空隙をあ
けて挿通している形態とすることができる。
　前記一つの貫通穴には複数本の前記中空糸を貫通させ、これら各中空糸が貫通穴内にお
いて他の中空糸と接触する場合、接触する中空糸は３本以下としていることが好ましい。
このように１本の中空糸が接触する他の中空糸を３本以下とすると、例えば、４本の中空
糸を９０度間隔をあけて配置した場合、各中空糸の外周面の大半を非接触部分として確保
することができることによる。
【００１７】
　前記プレートは平板状のプレートからなることが好ましく、該プレートに貫通穴をあけ
た簡単な形状とすると、コストダウンを図ることができる。かつ、貫通穴に中空糸を引っ
掛けて挿通するだけで、各々の中空糸の周囲に確実に空隙を設けることができると共に、
保持材で中空糸を位置決め保持することができる。
　中空糸は貫通穴１つに対し１本挿通してもよいし、２本以上もしくは複数本挿通しても
よい。懸濁成分の剥離除去の効率性を考慮すれば、該貫通穴の中空糸が占める充填率は略
７０％以下とするのが好ましい。例えば、外径２ｍｍの中空糸を１本挿通する場合には貫
通穴は直径３～５ｍｍの円形に、外径３ｍｍの中空糸を１本挿通する場合には直径４～６
ｍｍの円形とするのが好適である。
　なお、貫通穴の形状は中空糸が挿通でき、かつ、空隙を設けることができる形状であれ
ば問わないが、円形、長円形、楕円形、長方形のスリット状等の形状とするのが好ましく
、加工成形性や貫通穴の周縁に懸濁成分を付着させない点を考慮すると、円形、長円形と
するのがより好ましい。
　また、加圧噴射した気体をさらに中空糸近傍に付与して剥離除去の効率を向上させるた
め、中空糸を挿通しないダミー穴を散在させてもよい。該ダミー穴を設けることにより、
剥離した懸濁成分が前記プレート上へ蓄積することも防止できる。
【００１８】
　さらに、前記保持材は、前記貫通穴を備えたプレートに代えて、前記複数本の二つ折さ
れた中空糸はすだれ状に並列し、その折曲部の対向する両側部の間に棒状あるいは平板形
状のロッドからなる前記保持材を通して、該折曲部を保持する構成としてもよい。
【００１９】
　即ち、中空糸を二つ折り状態を保持する保持材として、折り返し用ロッドを設け、該折
り返し用ロッドを二つ折りした中空糸を並列した状態で、各両側部に挟まれた中央空間に
折り返し用ロッドを貫通させて配置している。
　該構成とすると、各中空糸の折り返した両側部を貫通穴に通す作業が不要となり、複数
本の中空糸を一括して二つ折り状態に保持することができる。
【００２０】
　前記ロッドの軸線方向に並列させる前記中空糸同士は密接あるいは間隔あけると共に、
複数本毎に２．０～１０．０ｍｍの間隔をあけて並列していることが好ましい。
　即ち、濾過性能を高めるには中空糸は所要間隔をあけて密に配置することが好ましいが
、前記噴射する気体の通路を確保して各中空糸を確実に揺らし、各中空糸の表面に液体の
流れを作ることで中空糸の膜面に付着する懸濁成分を剥離除去することができる空間を確
保する必要がある。よって、４本～６本程度の中空糸を１つのブロックとして比較的小さ
い隙間をあけて並列し、各ブロック間では大きな気体通路を確保できるように２．０～１
０ｍｍの隙間をあけることが好ましい。
【００２１】
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　前記折り返し用ロッドの上面には、使用経過に応じて、次第に懸濁成分が堆積していき
、懸濁成分が堆積すると二つ折した中空糸の両側部が互いに離反する方向に拡がり、隙間
をあけて配置した隣接の中空糸の側部との隙間が狭くなり、ついには、互いに接触する場
合もある。このように隣接する中空糸間の隙間が微小または無くなると、中空糸に水が入
りにくくなり、濾過性能が低下する。
　前記問題を解消するため、複数本の折り返し用ロッドを軸線方向と直交方向に平行に配
置する場合には、隣接配置するロッドの上下高さを変えてもよい。
　該構成とすると、前記ロッドの上部に懸濁成分が堆積して両側の中空糸が拡がっても、
隣接位置の中空糸の拡がり位置が相違するため、隣接する中空糸間に隙間が無くなったり
、接触することを防止することができる。
　さらにまた、Ｕ形状とした拡き防止枠を設け、各中空糸の折曲部から両側部を前記ロッ
ドの上方位置まで外側から囲む構成とし、前記ロッド上部に堆積する懸濁成分により中空
糸両側の拡がりを防止してもよい。
【００２２】
　さらに、前記ロッドに上下方向に貫通する気体流路を設けてもよい。このようにロッド
自体に気体流路を設けると、ロッドの上面に懸濁成分が堆積するのを抑制、防止すること
ができる。
　該気体流路はロッドの長さ方向に連続した１つの細尺な貫通穴でも良いし、所要間隔を
あけて穿設した貫通穴でもよい。
【００２３】
　さらに、前記折り返し用ロッドに代えて、前記中空糸を二つ折り状態に保持する保持材
は、中空糸の軸線方向と平行配置する連結プレートと、該連結プレートの一面から突設し
た両端開口の筒部とからなり、各中空糸毎に近接して設けた一対の前記筒部を所定間隔を
あけて多数備え、前記一対の筒部の貫通穴に各中空糸の折曲部の両側を空隙をあけて挿通
して、折曲部を筒部の間に架け渡して保持する形状としてもよい。
【００２４】
　前記各筒部は円筒形状とし、その外周面の一部を連結プレートの一面に、言わば、線接
触で固定している。前記筒部の高さは中空糸を保持できる程度の短いものとすると共に、
その内径を中空糸の外径よりも大きくしておくことで、該筒部を通る中空糸の外周面の略
全面に気体通過用の空隙を設けることができる。
　また、前記構成としても中空糸を高密度に配置し、かつ、中空糸同士の接触を防ぐこと
ができ、中空糸間に確実に間隙を設けることができるため、懸濁成分を効率良く剥離除去
し、濾過性能を高く保持できる。
　さらに、前記保持材を折り曲げ可能なシート材から構成し、該シート材の一面に、各中
空糸毎に設けた両端開口の筒部を所定間隔をあけて多数付設し、各筒部に中空糸を通した
状態で、前記筒部と共にシート材を２つ折りしてもよい。
【００２５】
　さらに、中空糸の対向する両側部となる箇所を中空糸を平行に並べて板金、テープ材等
を用いてすだれ状に固定しておき、これを接着等により連結プレートに貼り付けて固定し
ておき、一括して二つ折りとしてもよい。
【００２６】
　第二の発明として、複数本の中空糸を懸濁成分を含む被処理液中に浸漬して、該被処理
液の固液分離を行って処理液を透過させて固液分離を行う浸漬型吸引濾過装置または外圧
式濾過装置であって、
　一端は開口させていると共に他端は閉鎖している前記中空糸と、
　前記中空糸の一端側の開口と連通させる処理液集水手段と、
　前記各中空糸の他端側の閉鎖部空隙をあけて保持すると共に、隣接する中空糸間も空隙
をあけて保持する保持材と、
　前記保持材の下方位置に配置され、前記中空糸の他端側より一端側に向けて気体を噴射
する気体噴射手段を備え、
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　前記気体が前記空隙を通して前記並設する中空糸間に中空糸の軸線方向に沿って噴射さ
れる構成としていることを特徴とする濾過装置を提供している。
【００２７】
　前記第二の発明は、第一の発明のように二つ折り形状とはせずに、処理液集水側と反対
側の中空糸の先端は閉鎖し、これら中空糸間に空隙を設けた状態で保持材により保持して
いる。
　本構成によっても、気体噴射手段から噴射する気体を各中空糸の膜面に効率的に付与す
ることができ、第一の発明と同様の懸濁成分の剥離除去効果を得ることができる。
【００２８】
　第二の発明の保持材の形状も限定されないが、例えば、保持材は中空糸の軸線方向と平
行配置する固定プレートからなり、該固定プレートの一面に前記各中空糸の外周面の一部
を固着している構成とすることができる。
　固定プレートへの前記中空糸の固着は接着等の方法を用いて行ってもよく、各中空糸の
外周面を対向する２枚の狭持板で狭持して固定する構成としてもよい。
【００２９】
　前記清浄用の気体を噴射する気体噴射手段として、前記保持材の下方に配置した１本の
加圧気体供給管を備え、該加圧気体供給管に１個、あるいは複数個の気体噴射穴を設けて
いることが好ましい。
　該気体噴射穴は前記加圧気体供給管のいずれの外周面に設けてもよいが、気体供給の間
欠運転時および運転休止時に中空糸から剥離した懸濁成分を気体噴射穴に混入させないよ
うにするため、該加圧気体供給管の下部、即ち、中空糸の張架側と反対側に設けることが
好ましい。
【００３０】
　前記濾過装置は、前記中空糸を複数本並設する中空糸膜モジュールを設け、該中空糸膜
モジュールの複数本の中空糸の開口した一端側は固定部材に接着固定すると共に、該固定
部材に集水ヘッダーからなる前記処理液集水手段を取り付け、前記集水ヘッダーを集水管
に接続し、該集水管に濾過処理後の処理液を吸引し、かつ、
　該中空糸膜モジュールの複数本の中空糸の他端側は前記保持材で保持している。
【００３１】
　前記加圧気体供給管に間隔をあけて穿設する気体噴射穴は、前記中空糸膜モジュール１
個につき１個の気体噴射穴を配置するのが好ましい。１つの中空糸膜モジュールにつき複
数個の気体噴射穴を配置してもよいが、気体噴射穴を増やせば増やすほど膜の量すなわち
処理量に対して過剰の空気を噴射することになる。そのため、過大なランニングコストが
かかることに繋がり、好ましくない。
　本発明の濾過装置においては、保持材を備えることにより中空糸表面に効率的に空気を
行き渡らせることができるため、気体噴射穴の数が少なくても十分な懸濁成分の剥離除去
効果を得ることができる。該気体噴射穴は例えば外径を４ｍｍ～８ｍｍとするのが好まし
い。
【００３２】
　前記加圧気体供給管は基端部を気密状態で着脱自在に連結する空気導入用ヘッダーを介
してブロアやコンプレッサー等の空気供給源と連結される。
　前記構成とすると、濾過処理の継続中、たとえ加圧気体供給管の気体噴射穴に閉塞が生
じたとしても、閉塞した加圧気体供給管を空気導入用ヘッダーから引き抜き離脱して詰ま
りを清掃することができる。そして、清掃後加圧気体供給管を挿入装着するだけで、容易
に機能回復ができる。
【００３３】
　前記中空糸膜モジュール１つにつき、１つの前記保持材を設ける場合、該保持材の外周
に沿って前記気体噴射手段の方向に突出したスカート部を設け、該スカート部に囲まれた
領域から前記噴射される気体を散逸させない構成としていることが好ましい。
　該スカート部を設けることにより、加圧噴射された気体が逸脱することなく、該スカー
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ト部の内部に保持される。そのため、噴射された空気は損失されることなく、効果的に利
用される。さらに、前記保持材下部の全面に渡って空気溜まりが形成され、該空気溜まり
の中で空気圧が均一となった空気が貫通穴を通じて中空糸表面に供給されるため、中空糸
膜モジュール内の中空糸表面に均一に空気を噴射することができる。
　その結果、１つの中空糸膜モジュールにつき、気体噴射穴を少なく配置しても、十分な
懸濁成分の剥離除去効果が得られるため、供給する空気量が少なくて済み、ランニングコ
ストの低減を図ることができる。
　前記スカート部は、保持材の外周に沿って前記気体噴射手段の方向に突出して配置して
いれば形状は問わない。
【００３４】
　さらに、前記スカート部の内部を仕切るように散気穴を１つまたは複数個穿設した空気
分配用の板を設けていることが好ましい。
　該空気分配用の板を設けることにより、さらに空気を均一に分散させることができ、よ
り均一に中空糸表面に空気を付与することができるため有効である。
【００３５】
　前記中空糸膜モジュールは、例えば、複数本の前記中空糸を所要の空隙をあけて水平断
面円形あるいは水平断面矩形状に集束配置し、隣接する前記中空糸の中心距離（ピッチ）
は２～６ｍｍとすることが好ましい。
【００３６】
　さらに、前記中空糸膜モジュールは、中空糸は軸線方向を縦方向として配置し、開口し
た一端側は上方配置する一方、前記保持材で支持する他端側は下方配置とし、該保持材の
更に下方に前記気体噴射部を配置していることが好ましい。
【００３７】
　また、前記中空糸膜モジュールの複数本の中空糸の両端を剛性を有する連結支持材で連
結してもよい。
　前記連結支持材として多孔パイプを用い、該多孔パイプも加圧気体を噴射する第２の加
圧気体供給管として用いてもよい。
　このように、中空糸膜モジュールの両端を剛性を有する連結支持材で連結し、固定部材
間の寸法を規定しておくと、この間に取り付けられる多数の中空糸を加圧気体の噴射によ
る振動が負荷されても、撓むことなく直線状態に保持することができる。
　なお、そのためには各中空糸に抗張力が要求されるが、後述するように、ＰＴＦＥ等の
抗張力を有する素材からなる中空糸を形成することで、加圧空気を直接に中空糸間の隙間
に噴射可能としている。
　かつ、前記連結支持材を多孔パイプで形成し、該多孔パイプの軸線方向に穿設されてい
る孔から加圧気体を中空糸に向けて噴射する構成とすると、中空糸の軸線方向の全域に均
一に空気を供給することができ、中空糸の表面に懸濁成分が付着堆積することを抑制でき
る。
【００３８】
　前記中空糸は、該中空糸が保持材と接触する部分で、１本ずつ或いは２本以上がまとめ
られて、保護材が取り付けられていることが好ましい。
　保護材としては、各種プラスチック材料により形成されたチューブ、テープ、フィルム
などを用いればよく、加工が容易なことから熱収縮ポリエチレンチューブを用いることが
好ましい。さらに多孔質のプラスチック材料を用いれば、保護材の装着部の濾過機能を低
下させることがないので、より好ましい。その他、液状のシリコンゴムやフッ素ゴムなど
の高分子材料をチューブ膜の表面に塗布するか、もしくは該高分子材料に浸漬した後、硬
化させ被覆材としてもよい。また、ＡＢＳをＭＥＫのような溶剤に溶解または分散させ、
該高分子材料に塗布した後、溶剤を除去させて被覆させてもよい。
【００３９】
　前記中空糸は、ＰＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレン）多孔質材料を含むフッ素系樹
脂からなることが好ましい。ＰＶＤＦ（ポリフッ化ビニリデン）等の多孔質材料を含むフ
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ッ素系樹脂で形成されていてもよい。特に延伸ＰＴＦＥから構成することが好ましく、延
伸ＰＴＦＥとすることにより、酸、アルカリ、溶剤に対して安定で、かつ、素材の有する
優れた非粘着性のため懸濁成分を付着しにくくすることができるだけでなく、柔軟性にも
優れているため、二つ折り形状とするような加工にも適している。
　特に、中空糸の抗張力を３０Ｎ以上とし、強い抗張力を付与しておくことにより、バブ
リングによる加圧空気の流れやそれに伴う被処理液の流れによる激しい振動にも十分に耐
え、中空糸に撓みや損傷を発生させない。これを実現する意味でもＰＴＦＥ膜が望ましい
。
　なお、中空糸の素材は前記に限定されず、ポリスルフォン系樹脂、ポリアクリロニトリ
ル、セルロース誘導体、ポリエチレンやポリプロピレン等のポリオレフイン、ポリビニル
アルコール系樹脂、ポリアミド、ポリエステル、ポリメタクリレート、ポリアクリレート
、多孔質アルミナ、多孔質窒化ケイ素等のセラミック等の各種の材料からなるものが使用
できる。また、これらの樹脂の共重合体や一部に置換基を導入したものであってもよく、
二種以上の樹脂を混合した樹脂であってもよい。さらに、他の高分子固定、置換基導入、
金属めっきなどの各種複合化されたものであってもよい。
【００４０】
　中空糸は、その内径０．３～１２ｍｍ、外径０．８～１４ｍｍ、超微細孔径１０ｎｍ～
１０００ｎｍ、膜厚０．２～１ｍｍ、気孔率５０～９０％、膜間差圧０．１～１．０ＭＰ
ａの耐圧性を備えたものとすることが好ましい。
　前記した中空糸を用いると多様な懸濁成分を含む被処理液の濾過に適用することができ
る。
【発明の効果】
【００４１】
　上述したように、本発明の濾過装置によれば、加圧気体噴射手段側に位置させる複数本
の各中空糸の端部側を保持材により空隙をあけて支持しているため、支持と同時に各中空
糸の空隙を通る気体を中空糸の膜面に負荷でき、膜面を確実に揺らし、かつ、表面の液体
の流れによって、膜表面又は膜間に堆積した懸濁成分を効率よく確実に剥離除去すること
ができる。さらに、中空糸を集束した中空糸膜モジュール全体に十分な気泡が行き渡たら
せることができるので、中空糸膜モジュール下部に固形分の堆積を防ぎ、安定した濾過機
能を確保することができる。
【００４２】
　さらに、中空糸を二つ折りにして折曲部を空隙をあけて保持材で保持すると、各中空糸
の最下部にも十分な気泡が行き渡るので、固形分の堆積が起こりにくくすることができる
。そのため有効膜面積の減少による濾過機能の低下が起こりにくくなり、処理水量も安定
する。さらに、中空糸を二つ折りにすることによって、両端を封鎖したタイプとするより
も大きな膜表面積を確保することができるため、処理水量を増加させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明の第一実施形態の濾過装置を示す概略全体図である。
【図２】第一実施形態の中空糸膜モジュールの正面図である。
【図３】第一実施形態の中空糸膜モジュールの（Ａ）は保持材の平面図、（Ｂ）は保持材
に中空糸を挿通した状態を示す図面、（Ｃ）は保持材を設置した状態を示す斜視図である
。
【図４】第一実施形態の中空糸膜モジュールの保持材に中空糸を挿通した状態およびダミ
ー穴を示す図である。
【図５】第一実施形態の濾過装置の気体噴射手段を示す図面である。
【図６】第一実施形態の濾過装置の気体噴射手段とスカート部および散気板の使用状態を
説明する図面である。
【図７】第一実施形態の中空糸膜モジュールの保持材の貫通穴に中空糸を２本挿通した状
態を示す図面である。
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【図８】第二実施形態の中空糸膜モジュールの（Ａ）は保持材の平面図、（Ｂ）は保持材
を設置した状態を示す斜視図である。
【図９】第二実施形態の第一変形例を示し、（Ａ）は中空糸に保護シートを装着した状態
を示す図、（Ｂ）は（Ａ）の要部を示すＡ－Ａ線断面図である。
【図１０】第二実施形態の第二変形例を示し、（Ａ）は中空糸に保護シートを装着した状
態を示す図、（Ｂ）は（Ａ）の要部を示すＢ－Ｂ線断面図である。
【図１１】第三実施形態の中空糸膜モジュールの保持材を設置した状態を示す斜視図であ
る。
【図１２】第三実施形態の変形例を示し、（Ａ）は中空糸に保護シートを装着した状態を
示す図、（Ｂ）は（Ａ）の要部を示すＣ－Ｃ線断面図である。
【図１３】第四実施形態を示し、（Ａ）は中空糸に折返用のロッドを装着した状態を示す
平面図、（Ｂ）は側方からみた図、（Ｃ）は概略正面図である。
【図１４】折り返し用のロッドを用いた場合の問題点を示す図面である。
【図１５】第四実施形態の第１変形例を示す概略正面図である。
【図１６】第四実施形態の第２変形例を示し、（Ａ）は概略正面図、（Ｂ）はロッドの平
面図、（Ｃ）は変形例のロッドの平面図である。
【図１７】第四実施形態の第３変形例を示す概略正面図である。
【図１８】第五実施形態を示し、（Ａ）は中空糸の保持方法を示す図面、（Ｂ）は（Ａ）
のＤ－Ｄ線断面図、（Ｃ）は保持材を設置した状態を示す斜視図である。
【図１９】第六実施形態を示し、（Ａ）中空糸の保持方法を示す図面、（Ｂ）は（Ａ）の
Ｅ－Ｅ線断面図、（Ｃ）は保持材を設置した状態を示す斜視図である。
【図２０】第七実施形態の加圧型の濾過装置を示す概略図である。
【図２１】実施例１の濾過装置を示し、（Ａ）は中空糸膜モジュールへの散気方法を示す
図、（Ｂ）は中空糸膜モジュールの中空糸の下端部の保持方法を示す図、（Ｃ）は散気板
の平面図である。
【図２２】実施例２の濾過装置を示し、（Ａ）は中空糸膜モジュールへの散気方法を示す
図、（Ｂ）は中空糸膜モジュールの中空糸の下端部の保持方法を示す図、（Ｃ）は散気板
の平面図である。
【図２３】実施例１及び実施例２の実験方法を示す図である。
【図２４】比較例１の濾過装置を示す図であり、（Ａ）は中空糸膜モジュールへの散気方
法を示す図、（Ｂ）は中空糸膜モジュールの中空糸の下端部の保持方法を示す図、（Ｃ）
は散気管の位置を示す図である。
【図２５】実施例１と実施例２と比較例１の濾過日数と膜濾過圧の関係を示す図である。
【図２６】従来例を示す図面である。
【図２７】他の従来例を示す図面である。
【符号の説明】
【００４４】
１　中空糸膜モジュール
２　被処理液
３　浸漬槽
１０　中空糸
１１　固定部材
１３　集水ヘッダー
１４　集水管
２０　清浄用パイプ
２１　気体噴射穴
２５　保持材
２７　ブロア
２８　貫通穴
２９　スカート部
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３０　散気板
３５　保護シート
４０　連結プレート
４１　筒部
４５　シート材
４７　固定用プレート
４８　テープ材
７０　折り返し用のロッド
【発明を実施するための最良の形態】
【００４５】
　以下、本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
　図１乃至図７は、本発明を浸漬型吸引濾過装置に適用した第一実施形態を示す。
　第一実施形態の濾過装置は、図１に示すように、複数本の中空糸膜モジュール１（１Ａ
、１Ｂ，１Ｃ）を被処理液２が入った浸漬槽３内に吊り下げ、浸漬して用いている。本実
施形態では、下水処理水からなる活性汚泥槽内に浸漬し、膜分離活性汚泥法により濾過処
理を行なうものである。なお、図１では３個の中空糸膜モジュールを簡略的に示している
が、中空糸膜モジュールの個数は３個に限定されず、複数個であればよい。
【００４６】
　前記３つの中空糸膜モジュール１（１Ａ、１Ｂ、１Ｃ）を、所要間隔をあけて集水管１
４に並列に連結している。
　各中空糸膜モジュール１は、図２、図３に示すように、複数本（本実施形態では９４５
本）の中空糸１０をそれぞれ二つ折りし、Ｕ字状となる折曲部を他端側に位置させ、両端
開口が隣接して位置する上端開口側を樹脂でモールドして、位置決め固定して成形した固
定部材１１を備えている。該固定部材１１はエポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ポ
リウレタン樹脂等の液状樹脂を硬化させて成形するか、あるいは、ＰＦＡ、ＰＰ、ＰＥ樹
脂などの熱溶融性プラスチック素材に中空糸サイズの孔を形成し、該孔に中空糸を納めて
、そのまま熱溶融させて作製している。固定部材１１で保持した状態で、前記各中空糸１
０の両端開口は集水ヘッダー１３の内部に連通させ、該集水ヘッダー１３を集水管１４に
連通している。
【００４７】
　前記各中空糸１０の下端の屈曲は、図３（Ａ）に示す矩形状の平板状プレートからなる
保持材２５に穿設した貫通穴２８に通している。該保持材２５は１つの中空糸膜モジュー
ル１毎に１枚設けている。該保持材２５の貫通穴２８はＸ－Ｙ方向に一定ピッチで設けて
おり、図３（Ｂ）に示すように、一対の隣接する貫通穴２８ａと２８ｂとに２つ折りした
１本の中空糸１０の両側部１０ａと１０ｂを通し、両側部１０ａと１０ｂの間の下端折曲
部１０ｃを保持材２５の下面側に架け渡している。具体的には、一方の貫通穴２８ａに１
本の中空糸１０を上方から下向きに貫通させた後に折り曲げて他方の貫通穴２８ｂに下方
から上向きに貫通させ、上端位置に中空糸１０の両端開口１０ｄと１０ｅとを並列させ、
折曲部１０ｃに近接した位置に保持材２５を配置している。
　このように、複数本の中空糸１０の上端を固定部材１１と集水ヘッダー１３に固定する
と共に下端側を１枚の保持材２５で支持して、図３（Ｃ）のような中空糸膜モジュール１
を形成している。
【００４８】
　前記保持材２５の各貫通穴２８の直径は中空糸１０の外径よりも大とし、貫通穴２８に
中空糸１０を遊挿し、中空糸１０の外周と貫通穴２８の外周面には気体流通用の空隙Ｃ１
をあけている。本実施形態では、貫通穴２８の直径は３．８ｍｍとし、中空糸１０の外径
は２．３ｍｍとしている。よって、貫通穴２８の一部内周面に中空糸１０の外周面が接触
しても、外周面の大部分は貫通穴２８の内周面との間に空隙Ｃ１が存在するようにしてい
る。
　また、下端折曲部１０ｃと保持材２５との下面とは接触させず空隙Ｃ２をあけている。
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　前記保持材２５は樹脂、鋼板等で形成しており、材質は限定されないが、本実施形態で
は耐薬品性に優れたＰＶＣ樹脂で形成している。
【００４９】
　前記中空糸１０はＰＴＦＥ（ポリテトラフルオロエチレン）の多孔質材料から形成して
いる。該ＰＴＦＥからなる多孔質材料は柔軟性を有し、かつ強度も優れているので、保持
材２５の貫通穴２８に挿通して二つ折りにしても損傷されることはない。
　該中空糸１０は、詳細には、内径が０．３～１２ｍｍ、外径が０．８～１４ｍｍ、膜厚
が０．２～１．０ｍｍ、有効長さが約２００～３０００ｍｍ、超微細孔径が１０ｎｍ～１
０００ｎｍ、気孔率が５０～８０％、抗張力が３０Ｎ以上、膜間差圧０．１～１．０ＭＰ
ａの耐圧性を備えるものを使用している。
　本実施形態では、保持材２５に設けた３．８ｍｍの貫通穴２８に通すため、中空糸１０
は延伸ＰＴＦＥ製で、内径１．１ｍｍ、外径２．３ｍｍで、有効長さ１５３０ｍｍ、超微
細孔径が４５０ｎｍ、気孔率が７５％のものを用いている。
【００５０】
　なお、保持材２５は図４に示すように、貫通穴２８を一定ピッチで設けずに、前記１本
の中空糸１０の両側部１０ａと１０ｂとを貫通させる一対の貫通穴２８ａと２８ｂは比較
的近接配置して、他の一対の貫通穴との間は前記ピッチよりも比較的大きなピッチをあけ
ている。また、保持材２５には中空糸を挿通させないダミー穴５０を設けて、気体や被処
理液のみを挿通させる穴としている。
　前記保持材２５との接触可能位置に、保持材２５との接触による損傷を防ぐために、中
空糸１０に１本ずつ熱収縮ポリエチレンチューブを装着してもよい。
【００５１】
　前記各中空糸膜モジュール１Ａ、１Ｂ，１Ｃの中空糸１０の上端部は、前記したように
、固定部材１１に固定し、該固定部材１１の上部には集水ヘッダー１３を液密に固定し、
中空糸１０の上端開口を開口状態のまま集水ヘッダー１３に臨ませて、中空糸１０の内部
の濾過された処理済み液を集水ヘッダー１３に集めている。
　前記各中空糸膜モジュール１Ａ、１Ｂ，１Ｃの集水ヘッダー１３を集水管１４に着脱自
在に連結し、処理済み液を吸引ポンプ１５で吸引している。本実施形態では中空糸１０を
Ｕ字形状としているため、処理済み液は全て上部に吸引される。
　前記集水ヘッダー１３は、機械的強度及び耐久性を有する材質で成形しており、例えば
、ポリカーボネート、ポリスルフォン、ポリオレフイン、ポリ塩化ビニル、アクリル樹脂
、ＡＢＳ樹脂、変性ＰＰＥ樹脂、フッ素樹脂（ＰＴＦＥ、ＰＦＡ、ＦＥＰ、ＰＶＤＦ等）
を用いている。
【００５２】
　前記中空糸１０の下端折曲部１０ｃの部分に配置している前記保持材２５の下方には、
１００～５００ｍｍの間隔をあけて、図１および図５に示すように、加圧気体噴射手段と
して１本の清浄用パイプ２０を水平方向に配置している。
　図１に示すように清浄用パイプ２０は長尺とし、間隔をあけて並設する３つの中空糸膜
モジュール１Ａ、１Ｂ、１Ｃを連続的に横断するように配置している。
【００５３】
　前記清浄用パイプ２０には、各中空糸膜モジュール１（１Ａ、１Ｂ、１Ｃ）の中心に相
当する位置に、各１つの気体噴射穴２１を穿設している。該気体噴射穴２１は、前記清浄
用パイプ２０の下面側に設け、中空糸１０の表面から剥離して落下する懸濁成分による穴
詰まりを予防している。該気体噴射穴２１は内径を４ｍｍ～８ｍｍとするのが好ましく、
本実施形態では５ｍｍとしている。該清浄用パイプ２０はポリ塩化ビニルから成形し、内
径を１３ｍｍ、外径を１８ｍｍとしている。
【００５４】
　清浄用パイプ２０の一端は、図１に示すような閉鎖端２０ａとしても良いし、並設する
中空糸膜モジュールの両端側より空気が導入できるようにしても良い。閉鎖端とする場合
、他端は空気導入用ヘッダー２４に気密保持できるようにパッキン（図示せず）を介して
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着脱可能に連結している。空気導入用ヘッダー２４は空気導入管２６を介してブロア２７
と接続し、空気導入用ヘッダー２４に２０～５０ｋＰａの加圧空気を導入している。
【００５５】
　さらに、各中空糸膜モジュール１では、図５に示すように、保持材２５の外周に沿って
下向きにスカート部２９を突出し、該スカート部分２９の中心の下方に前記清浄用パイプ
２０の気体噴射穴２１を位置させている。このようにスカート部２９を設けることで、清
浄用パイプ２０から噴射される気体をスカート部２９内に集めて逸脱させないようにして
いる。
　また、図６に示すように前記スカート部２９の内部にはさらに空気を均一に分散するた
めの散気穴３０ａを１つまたは複数個穿設した散気板３０を設けていることが好ましい。
【００５６】
　次に、本第一実施形態の濾過装置１０の作用を説明する。
　浸漬槽３内に導入されて満たされた被処理液２は、吸引ポンプ１５の駆動により各中空
糸膜モジュール１（１Ａ、１Ｂ、１Ｃ）の中空糸１０を透過させて固液分離を行い、集水
管１４より処理済み液（処理液）として回収している。
【００５７】
　膜濾過を安定して継続させるため、中空糸１０の表面又は膜間に堆積した懸濁成分を剥
離除去しており、その際、前記ブロア２７を作動させて空気導入管２６及び空気導入用ヘ
ッダー２４から清浄用パイプ２０に加圧空気を導入し、清浄用パイプ２０の気体噴射穴２
１より加圧空気を噴射している。噴射された加圧空気はスカート部２９により各中空糸膜
モジュール１の下部領域内に集められ、保持材２５の貫通穴２８の内周面と中空糸１０の
外周面の間の空隙Ｃ１を通して保持材２５の上面側に噴出し、隣接する中空糸１０の隙間
を通って中空糸１０の表面に接しながら軸線方向に上昇し、中空糸１０の表面に付着堆積
する懸濁成分を強力に剥離除去する。
　前記加圧空気を噴出して行なう懸濁成分の剥離除去は、常時行っても良いし、定期的に
行ってもよい。
【００５８】
　なお、図６に示すように、スカート部２９を仕切るように散気板３０を設けた場合には
、スカート部２９内に流入した気体は散気板３０の下部に空気溜まり３１を形成した後に
散気穴３０ａを通して均一に拡散されて、保持材２５の下面側で全面に渡って拡がり、各
貫通穴２８と中空糸１０との間の空隙Ｃ１より吹き出される。そのため、より均一かつ効
率的に懸濁成分の剥離除去を行なうことができる。
【００５９】
　このように、本発明の第一実施形態によれば、中空糸１０を２つ折りして、保持材２５
の貫通穴２８を通して、下端折曲部１０ｃで中空糸１０を保持材２５に空隙Ｃ１をあけて
保持しているため、この空隙Ｃ１を通して各中空糸１０の外周面に確実にバブリングされ
た気体を付与して中空糸１０を振動させて懸濁成分を剥離除去でき、かつ、中空糸１０の
下端側の位置決め保持も同時に行うことができる。その結果、簡単な構成としながら、中
空糸１０の清浄を確実に行うことができる。
　さらに、本実施形態では、保持材２５の１つの貫通穴２８にそれぞれ中空糸１０を１本
ずつ挿通しているため、中空糸１０の周囲には十分な空隙Ｃ１を確保できると共に、隣接
する中空糸１０との間隙もあけることができるため、中空糸１０の表面に効果的に空気を
付与することができる。
【００６０】
　なお、本実施形態では保持材２５の各貫通穴２８に１本ずつ中空糸１０を挿通している
が、貫通穴２８を長円状として、２本あるいは３本の複数の中空糸１０を１つの貫通穴２
８に挿通してもよい。その場合、図７に示すように、長円状の貫通穴２８’の対向する周
縁にリブ２８－１を設けて、間隔をあけて中空糸１０を位置決めし、保持することが好ま
しい。
【００６１】
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　図８（Ａ）（Ｂ）は、本発明の第二実施形態の濾過装置に使用される中空糸膜モジュー
ル１－２を示す。
　図８（Ａ）に示すように、本実施形態の保持材２５”には、長円状の貫通穴２８を２個
１対として複数対、平行に穿設している。この保持材２５”に対して、図８（Ｂ）に示す
ように、一方の貫通穴２８ａ”に、すだれ状に整列した中空糸１０をまとめて挿通した後
に屈曲させ、隣接するもう一方の貫通穴２８ｂ”にまとめて挿通して、中空糸１０を二つ
折りにしている。これを1つの中空糸膜モジュールにつき複数対設けている。
　この第二実施形態の構成とすると、中空糸１０を保持材２５”に組みつける作業性を高
めることができる。
【００６２】
　図９（Ａ）（Ｂ）は第二実施形態の第一変形例を示す。図９（Ａ）に示すように、保持
材２５”が接触する箇所の中空糸には中空糸１０に損傷が発生しないように、保護シート
３５を予め貼り付けている。該保護シート３５はＰＴＦＥ等の多孔質材料から形成し、濾
過の妨げとならないようにしている。
　保護シート３５は、図９（Ｂ）に示すように、中空糸１０の折曲部両側が貫通穴２８ａ
”と２８ｂ”の内周面に直接接触しないように、すだれ状に整列した中空糸１０を挟み込
むように設置している。
【００６３】
　図１０（Ａ）（Ｂ）は第二実施形態の第二変形例を示す。
　該第二変形例では、すだれ状に整列している中空糸１０の両側面に対して、保持材２５
”の隣接する長穴２８”を貫通する両側部から、下端の折曲位置の全体にかけて一対の保
護シート３５を貼着している。該構成とすると、隣接する貫通穴２８”（例えば、２８ａ
”と２８ｂ”）を貫通する部分を連続した一対の保護シート３５で保護することができる
。
　前記保護シート３５は、図１０（Ｂ）に示すように、中空糸１０の下端折曲部付近では
噴射された気体が通過できるように穴３６を設けておいてもよい。
　なお、他の構成および作用は第一実施形態と同一であるため、同一符号を付して説明を
省略する。
【００６４】
　図１１は、第三実施形態の濾過装置に使用される中空糸膜モジュール１－３を示す。
　第三実施形態の中空糸膜モジュール１－３は、中空糸１０をすだれ状に複数本整列配置
し、中央を二つ折りにしてＵ字形状とした状態で、上部の固定部材１１で固定している。
二つ折りした中空糸１０の下端のＵ字の中に丸棒状の折返用のロッド５１を挿通し、中空
糸１０を保持しており、該折返用のロッド５１が保持材となる。
　本実施形態ではこれを１ユニットとして、１つの中空糸膜モジュールにつき複数ユニッ
ト（図９では４ユニット）を平行に設置している。
　各ユニットのロッド５１の両端は保持枠５２に固定し、中空糸１０がロッド５１から抜
け出るのを防止している。ロッド５１は中空糸１０を通した後に、矩形枠状フレームから
なる保持枠５２にロッド５１の両端を固定して設置することが好ましい。
　前記構成とすることで中空糸１０の周りには空隙が形成されるので、下端に配置する清
浄用パイプ（図示せず）から噴射する気体を各中空糸１０の外周面に沿って流すことがで
きる。
【００６５】
　図１２（Ａ）（Ｂ）は第三実施形態の変形例を示し、前記図１０に示す第二実施形態の
第二変形例と同様に、中空糸１０を保護するため、ロッド５１と中空糸１０の接触箇所に
は保護シート３５を装着している。該保護シート３５は、図１２（Ｂ）に示すように、中
空糸の折曲部付近の位置には、噴射された気体が通過できるように穴３６を設けている。
　なお、他の構成および作用は第一実施形態と同一であるため、同一符号を付して説明を
省略する。
【００６６】
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　図１３（Ａ）～（Ｃ）に第四実施形態を示す。
　第四実施形態では、第三実施例の丸棒状のロッド５１に代えて、強度向上のためロッド
の断面積を大きくする目的で断面矩形状の折り返し用のロッド７０を用いている。該ロッ
ド７０は上下寸法が直交する幅寸法よりも大きく、二つ折りした中空糸１０の下端折曲部
１０ｃの内周にロッド７０の下面７０ａが接触して二つ折り状態を保持し、ロッド７０の
左右両側面７０ｂ、７０ｃが中空糸１０の両側部１０ａ、１０ｂと対向する。よって、二
つ折りした中空糸１０は下端の折曲部１０ｃからロッド７０の上面７０ｄの上下区間にお
いて、両側部１０ａと１０ｂの間にロッド７０の左右両側面７０ｂと７０ｃ間の幅方向寸
法の空隙を確保している。
【００６７】
　前記ロッド７０は図１３（Ａ）に示すように、複数本のロッド７０を間隔をあけて平行
に配置し、かつ、図１３（Ｂ）に示すように、各ロッド７０の軸線方向に沿って、二つ折
りした中空糸１０を並列配置している。これらロッド７０の軸線方向に沿って並列配置す
る中空糸１０は４本づつを一ブロックＢとし、各ブロックＢ内では隣接する中空糸１０の
間隔Ｓ１を小さくしている一方、ブロックＢの間は大きな間隔Ｓ２を設け、間隔Ｓ２は間
隔Ｓ１の２倍程度としている。　この並列する中空糸１０の間に設けた大きな間隔Ｓ２は
、下方から噴射する気体の大流路とすることができる。本実施形態では間隔Ｓ１は０ｍｍ
、間隔Ｓ２は４ｍｍとしている。
【００６８】
　中空糸１０が撓み易いと共に、図１４に示すように、ロッド７０の上面７０ｄには、次
第に汚泥や懸濁成分が堆積しはじめ、ロッド上面７０ｄから積み上がっていく。その結果
、ロッド７０の上方で中空部１０の両側部１０ａと１０ｂが外方へと拡がっていき、隣接
配置した中空糸１０と接触し、水および気体の流れを遮断することとなる。
【００６９】
　図１５に第四実施形態の第１変形例を示す。
　第１変形例では、Ｕ形状とした拡き防止枠７３を設け、各中空糸１０の折曲部１０ｃか
ら両側部１０ａ、１０ｂをロッド７０の上方位置まで外側から囲む構成としている。なお
、前記拡き防止枠７３は多孔板から形成していることが好ましい。
【００７０】
　図１６（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）に第四実施形態の第２変形例を示す。
　第２変形例では、ロッド７０の上面７０ｄに汚泥や懸濁成分を堆積させないように、ロ
ッド７０に上下方向に貫通する水および気体の流路７０ｆを設けている。
　該流路７０ｆは図１６（Ｂ）に示すように、ロッド７０の幅方向の中央部に軸線方向に
連続する細幅のスリットから形成している。なお、図１６（Ｃ）に示すように、軸線方向
に間隔をあけた複数の丸穴としてもよい。
　このように、ロッド７０に水および気体の流路７０ｆを設けると、流路７０ｆの下方よ
り流入する気体および水によりロッド上面７０ｄに汚泥や懸濁成分が堆積するのを抑制、
防止することができる。
【００７１】
　図１７（Ａ）（Ｂ）に第四実施形態の第３変形例を示す。
　該第３変形例では、平行配向配置するロッド７０の上下高さを交互に代えて千鳥状に配
置している。このように隣接するロッド７０の高さを代えると、図１７（Ｂ）に示すよう
に、ロッド上面７０ｄの上面に汚泥や懸濁成分が堆積して中空糸１０の両側部１０ａ、１
０ｂが拡いても、隣接する中空部１０と接触することを防止できる。
【００７２】
　図１８（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）は第五実施形態を示す。
　第五実施形態の中空糸膜モジュール１－４の中空糸１０の保持材は、中空糸１０の軸線
方向と平行配置する連結プレート４０と、該連結プレートの一面から間隔をあけて並列状
態で突設させた両端開口の筒部４１とからなる。前記連結プレート４０および筒部４１は
剛体から形成している。
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　前記筒部４１は、隣接する筒部４１ａと４１ｂとをＵ字状に二つ折りする１つの中空糸
１０の両側部１０ａ、１０ｂを夫々貫通させるものとし、第一実施形態と同様に、筒部４
１ａと４１ｂの下部で下端折曲部１０ｃを架け渡している。
　各筒部４１の内径は中空糸１０の外径よりも大とし空隙をあけている。前記下端折曲部
１０ｃの下方には第一実施形態と同様に清浄用パイプ（図示せず）を配置している。
　1つの中空糸膜モジュール１－４につき連結プレート４０を複数枚配置している。
　他の構成及び作用は第一実施形態と同一であるため、同一符号を付して説明を省略する
。
【００７３】
　図１９（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）に第六実施形態を示す。
　第六実施形態では、図１９（Ａ）に示すように、前記第一実施形態から第五実施形態と
は異なり、中空糸１０は二つ折りとはせず、各中空糸１０の下端は開口周縁を密着させて
閉鎖させている。これを上下方向に１本の直線状として、複数本を平行に配置して中空糸
１０の下端部１０ｆより略１０～５０ｍｍ上方の位置を、テープ材４８を用いて固定用プ
レート４７に固定している。固定用プレート４７への固定はシート等を用いて行なっても
よい。
　固定用プレート４７の固定部分は中空糸１０全体に対して僅かな部分であるので、テー
プ材等と密着させて固定用プレート４７に保持してもよいが、図１９（Ｂ）に示すように
、固定用プレート４７とテープ材４８を中空糸１０の間隔を１本ずつ熱融着等により接着
することにより、中空糸の周りに空間を設けつつ、中空糸１０の位置決めを行なうことも
できる。
　図１９（Ｃ）に示すように、固定用プレート４７に固定してシート状とした中空糸１０
を、所定間隔をあけて、１つの中空糸膜モジュール１－５につき複数設けている。
　なお、他の構成および作用は第１実施形態と同様であるため説明を省略する。
【００７４】
　図２０に、本発明の加圧型の濾過装置の第七実施形態を示す。
　濾過装置の濾過槽となる浸漬層３はステンレス製のハウジングから構成し、ハウジング
は底壁３ａ、周壁３ｂおよび蓋３ｃとからなり、周壁３ｂの上端近傍には中空糸膜モジュ
ール１（１Ａ、１Ｂ、１Ｃ）の固定部材１１を嵌合保持する仕切板３ｄを備え、該仕切板
３ｄの下側を被処理液を貯留した濾過室３ｅとし、上側を処理済みの液を集める集水室３
ｆとしている。前記仕切板３ｄもステンレス製としている。また、周壁３ｃには仕切板３
ｄ直下の位置にエアー抜き機構３ｇを備え、底壁３ａにはドレン抜き機構３ｈを備えてい
る。
【００７５】
　前記ハウジング底壁３ａの中央には被処理液２の送給口３ｉを設け、該送給口３ｉを被
処理液２を貯留している原水タンク５３とパイプ５４を介して連通し、該パイプ５４にポ
ンプ５５を介設して、浸漬槽３内に被処理液２を加圧送給している。即ち、本濾過装置で
は、浸漬槽３内に加圧した被処理液２を送給することで、中空糸１０内の外周面から内周
面へと通して、被処理液２を外圧濾過している。
　前記加圧空気供給管となる清浄用パイプ２０はブロア２７より加圧空気を供給している
。供給された濾過室３ｅ内に溜まった空気は、エラー抜き機構３ｇより浸漬槽３の外へ排
出することができる。また、洗浄により生じた懸濁物質はドレン抜き機構３ｈより浸漬槽
３の外へ排出することができる。
　また、各中空糸１０の上端開口と連通させた集水ヘッダー１３の開口を、前記集水室３
ｆへと集水管１４で透過水を送給している。
　本実施形態は加圧型の濾過装置である点、図１に示す吸引型の濾過装置と相違するが、
他の構成は同一であるため、同一符号を付して説明を省略する。
【００７６】
　次に、本発明の実施例と比較例を示す。
　実施例１の濾過装置を図２１に示し、実施例２の濾過装置を図２２に示す。
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（実施例１）
　中空糸１０として、内径１ｍｍ、外径２ｍｍ、気孔率７５％、孔径０．４５μｍ、有効
長さ１５００ｍｍの延伸ＰＴＦＥ中空糸を用い、１つの中空糸膜モジュール１は中空糸を
９４５本を備えている。図２１（Ｂ）に示すように、保持材２５として、外径３ｍｍの貫
通穴を９４５個穿設した縦横１５０ｍｍ×１５０ｍｍ、厚さ５ｍｍのＰＶＣ樹脂製プレー
トを用意した。
　一対の隣接する貫通穴に２つ折りにした１本の中空糸の両端部を挿通し、中空糸の中心
位置がＵ字状となるように配列した。
　Ｕ字状とした中空糸の両端部は束ねて方形状に整列配置した状態で予め溝のあるＡＢＳ
樹脂製の集水ヘッダー１３に挿入後、開口状態を保ちつつその両端部を固定用樹脂（ウレ
タン樹脂）で固定して固定部材１１とした。
　保持材の下方位置には外周に沿って、垂直に突出した高さ２００ｍｍのスカート部（板
）２９を設けて四方を密着させて囲んだ。スカート部（板）２９で囲まれた空間の内部に
は保持材２５の下方５０ｍｍの位置に、図２１（Ｃ）に示すように、直径６ｍｍの穴が４
つ穿設した板（散気板３０）を固定した。矩形状の固定部材１１と保持材２５は連通する
４本の支持棒（図示せず）でその位置を固定し、中空糸膜モジュール１を作製した。
【００７７】
　この単一の中空糸膜モジュール１を、図２１（Ａ）および図２３に示すように、浸漬槽
１００内に鉛直方向に設置した。中空糸膜モジュール１の下端から３００ｍｍ位置には、
外径３０ｍｍの空気供給用のパイプ（散気管）２０を配置し、該パイプに設けられた直径
６ｍｍの穴から４Ｎｍ３／ｈｒの空気をブロア２７より吐出させた。中空糸膜モジュール
１の散気板３０とスカート部２９で囲まれた空間に空気を一度滞留させたのち、散気板３
０の穴から保持材２５と中空糸１０に空気を供給した。
　圧力計付きの吸引ポンプを駆動し、定流量運転による吸引濾過を３０日間行った。被処
理液２としては、膜分離活性汚泥法が対象とする菌体を含んだ排水（１００００ｍｇ／Ｌ
）を用いた。
【００７８】
　（実施例２）
　図２２（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）に示すように、実施例１と同様に中空糸１０を用い、実施例
１の保持棒２５の代わりにＡＢＳ製樹脂製の断面矩形状の折り返し用のロッド７０を用い
た。該ロッド７０を用いて、中空糸を折り曲げてＵ字状とし、Ｕ字状とした中空糸の両端
部を束ねて方形状に整列配置した状態で、予め溝のあるＡＢＳ樹脂製の集水ヘッダー１３
に挿入後、開口状態を保ちつつ、その両端部を固定用樹脂（ウレタン樹脂）で固定して固
定部材１１としてモジュール作成した。中空糸の本数は実施例１と同様、９４５本とした
。その他の条件は実施例１と同様として、吸引濾過を行った。
【００７９】
　（比較例１）
　図２４（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）は比較例を示す。実施例１と同じＡＢＳ製の集水ヘッダー１
３に、同様の中空糸１０を用い、充填率を同じにして中空糸１０を密集させて挿入し、上
端は開口状態を保ち、図２４（Ｂ）に示すように、下端は封止するようにし、その上端部
及び下端部を固定用樹脂（ウレタン樹脂）で固定して固定部材１１および下端固定部材６
０として中空糸膜モジュールを作製した。中空糸の本数は実施例１と同様、９４５本とし
た。隣接する膜集束体間の空隙部に空気供給用のパイプを挿入してバブリングを行うと共
に、吸引濾過を行った。その他の条件は実施例１と同様とした。
【００８０】
　（濾過条件）
　設定濾過流量：６ｍ３／ｄａｙ 
　水温：２０～２８℃（グラフは２５℃補正値）
　逆洗浄：頻度１回／１０分、圧力２００ｋＰａ、時間３０秒
【００８１】
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　図２５は実施例１、実施例２、比較例１の結果を示し、濾過日数と膜濾過圧の関係を表
している。実施例１および実施例２は濾過初期の段階においてやや膜濾過圧が上昇するも
のの、濾過日数が１０日頃からはほぼ一定となり、３０日まで良好な濾過性能を持続可能
であることが確認できた。
　一方、比較例１は、濾過日数の経過と共に、膜濾過圧の値が上昇を続け、濾過性能の回
復が見られず、さらには濾過性能を持続できず、３０日で停止した。
【産業上の利用可能性】
【００８２】
　本発明の濾過装置は、中空糸表面に気体噴射手段により供給した空気を付与して、中空
糸の表面又は中空糸間に堆積した懸濁成分を効率よく剥離除去することができることから
、浄水分野に限らず、膜分離活性汚泥法が対象とする下水分野に用いて最適である。また
、産業排水、畜産排水等の処理分野にも適用可能である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】



(24) JP WO2008/001730 A1 2008.1.3

【図２２】 【図２３】

【図２４】 【図２５】

【図２６】
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【図２７】

【手続補正書】
【提出日】平成20年12月22日(2008.12.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６７】
　前記ロッド７０は図１３（Ａ）に示すように、複数本のロッド７０を間隔をあけて平行
に配置し、かつ、図１３（Ｂ）に示すように、各ロッド７０の軸線方向に沿って、二つ折
りした中空糸１０を並列配置している。これらロッド７０の軸線方向に沿って並列配置す
る中空糸１０は４本づつを一ブロックＢとし、各ブロックＢ内では隣接する中空糸１０の
間隔Ｓ１を小さくしている一方、ブロックＢの間は大きな間隔Ｓ２を設け、間隔Ｓ２は間
隔Ｓ１の２倍程度としている。　この並列する中空糸１０の間に設けた大きな間隔Ｓ２は
、下方から噴射する気体の大流路とすることができる。本実施形態では間隔Ｓ１は２ｍｍ
、間隔Ｓ２は４ｍｍとしている。
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