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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理液を貯留した処理槽内に浸漬設置される浸漬型膜分離装置であって、平膜を分離
膜として配設した分離膜エレメントの複数が膜面平行に並列で配置されてなる分離膜モジ
ュールと、該分離膜モジュールの鉛直下方に設置された複数の微細気泡散気管と、該微細
気泡散気管へ気体を供給するための複数の気体供給管とを備え、複数の気体供給管が、分
離膜モジュールの鉛直下方部分を挟み対向するように配置され、気体供給管に連接された
複数の微細気泡散気管が、分離膜エレメントの膜面に交差する方向に延び、かつ、その長
手方向が、分離膜モジュールの鉛直下方部分において、長さの異なる微細気泡散気管を略
直線上に並ぶように配列させ、対向する微細気泡散気管の先端同士を近接位置とし、配列
された複数の微細気泡散気管の列において微細気泡散気管の先端位置が不揃いとなるよう
に組み合わせて配列すること、若しくは、長さの同じあるいは異なる微細気泡散気管を略
直線上に並ぶように配列させ、対向する微細気泡散気管の先端部分が重なるように配列す
ることを特徴とする浸漬型膜分離装置。
【請求項２】
　略直線上における微細気泡散気管の先端位置が、１列毎にもしくは複数列毎に、互い違
いになるように配されていることを特徴とする請求項１に記載の浸漬型膜分離装置。
【請求項３】
　対向する気体供給管について、気体供給管に接続された複数の微細気泡散気管の長手方
向長さの総和の差が、１０％以内であることを特徴とする請求項１に記載の浸漬型膜分離
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装置。
【請求項４】
　前記複数の微細気泡散気管が、長手方向軸とは直角方向に８０～２００ｍｍの間隔をお
いて設置されていることを特徴とする請求項１に記載の浸漬型膜分離装置。
【請求項５】
　対向する気体供給管が、それぞれ別の気体供給装置から気体を供給されることを特徴と
する請求項１に記載の浸漬型膜分離装置。
【請求項６】
　前記微細気泡散気管が、少なくとも、筒状の支持管と、微細スリットが形成された弾性
シートとを有し、前記弾性シートが前記支持管の外周を覆うように配置され、前記弾性シ
ートと前記支持管の間に気体を供給した際に、前記弾性シートの微細スリットが開くこと
により、微細気泡が散気管外に発生する機能を有する微細気泡散気管であることを特徴と
する請求項１に記載の浸漬型膜分離装置。
【請求項７】
　前記分離膜モジュールの下部に前記分離膜モジュールを支える枠体を備え、前記枠体の
内部に前記微細気泡散気管を設置している浸漬型膜分離装置であって、前記枠体によって
囲まれた空間の側面の開口部面積のうち、前記膜エレメントの配列方向と平行な側面で、
微細気泡散気管より上の開口部の面積Ｂと、前記分離膜モジュール上面の開口部の面積Ａ
との割合（Ｂ／Ａ）が０．８～５．０であることを特徴とする請求項１に記載の浸漬型膜
分離装置。
【請求項８】
　前記分離膜が、不織布からなる基材層上に、ポリフッ化ビニリデン製の多孔質分離機能
層が形成されてなる平膜であって、該多孔質分離機能層における平均孔径が０．２μｍ以
下であり、かつ、膜表面粗さが０．１μｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の
浸漬型膜分離装置。
【請求項９】
　被処理液が貯留した処理槽内に請求項１に記載の浸漬型膜分離装置を浸漬設置し、微細
気泡散気管から曝気し、膜ろ過の運転を行う際、微細気泡散気管へ供給する曝気風量を、
前記分離膜モジュールの水平断面積あたり０．９ｍ３／ｍ２／分以上とすることを特徴と
する浸漬型膜分離装置の運転方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、下水、し尿、産業廃棄水等の汚水を処理する際に好適に使用することが出来
る浸漬型膜分離装置、および、その運転方法に関するものである。特に、その浸漬型膜分
離装置における散気管の構造の改良に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、下水、し尿、産業廃棄水等の汚水を膜によりろ過処理する水処理装置として、図
１５に示すように処理槽内に浸漬設置される浸漬型膜分離装置がある。図１５において、
浸漬型膜分離装置は、処理槽１の中に貯留された被処理液中に浸漬されている。複数枚の
平板状ろ過膜を膜面平行となるように並列で配置した分離膜モジュール２には、透過水出
口１２が設置されていて、この透過水出口１２には、処理水配管１３と吸引ポンプ１４と
が連通している。
【０００３】
　処理槽１の上方には被処理液供給管１１が開口している。そして、ろ過の駆動力として
吸引ポンプ１４を作動させると、処理槽内の被処理液は分離膜モジュール２内に配置され
た分離膜によってろ過され、ろ過水は、透過水出口１２、処理水配管１３を介して系外に
取り出される。
【０００４】



(3) JP 5304250 B2 2013.10.2

10

20

30

40

50

　分離膜モジュール２の下方には散気管３が配置され、ろ過運転時には、気体供給装置７
から供給される空気が、気体供給管５や分岐管６を介して散気管に送給され、散気管の散
気孔から処理槽（曝気槽）１内に空気が噴出される。噴出する空気によるエアリフト作用
によって気液混合上昇流が生起し、この気液混合上昇流及び気泡がろ過膜の膜面に掃流と
して作用し、膜面に汚れケーキ層が付着、堆積することを抑制し、ろ過運転の安定化を図
っている（特許文献１参照）。
【０００５】
　この膜面での掃流作用を高めるためには、気泡は粗大である方が有効であり、粗大気泡
を発生させる散気管が用いられてきている。散気量の低減化のために微細気泡を発生させ
る散気管を用いることも提案されているが、この場合でも、微細気泡散気管と粗大気泡散
気管とを併用し、粗大気泡を膜面に作用させている（特許文献２、３参照）。この装置で
は、微細気泡散気管として小散気孔を設けた散気管やメンブレン式散気板が用いられ、こ
れら散気装置を分離膜モジュールの下方の所定位置に設置している。
【０００６】
　また、微細気泡散気管は、処理槽内の活性汚泥液中の微生物に酸素を供給するための散
気システムにおいて一般的に用いられている。この活性汚泥処理用の微細気泡散気管とし
ては、例えば、図１５の分離膜モジュールの下方に記載したように、１本の気体供給幹管
５から供給された空気を、その両側に設けた複数の分岐管６に誘導し、分岐管の表面に設
けられた微細散気孔から散気する構造のものが知られている（特許文献４参照）。この構
造の微細気泡散気管では、気体供給幹管５が位置する中央部分からは微細気泡が散気され
ない。この程度の散気斑が生じても活性汚泥液に酸素を供給する場合には問題にならない
。しかし、この散気装置を図１５に示すように分離膜モジュールの下方に配置した場合に
は、散気装置の中央部分では微細気泡が散気されないのでエアリフト作用が殆ど発生せず
、膜面に対する掃流効果が極めて小さいものとなる。この結果、分離膜モジュールの中央
部分においては、他の部分に比べて膜面洗浄が不足し、分離膜のろ過機能の低下が大きい
という問題があった。
【特許文献１】特開平１０－２９６２５２号公報
【特許文献２】特開２００１―２１２５８７号公報
【特許文献３】特開２００２―２２４６８５号公報
【特許文献４】特開２００５―０８１２０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、従来の技術の上述した問題点を解決し、分離膜モジュールの鉛直下方に微細
気泡散気管を設置する場合において、分離膜モジュールが大型であるときでも、分離膜モ
ジュールの鉛直下方から満遍なく均一に微細気泡を発生させることができる浸漬型膜分離
装置の提供を目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明の浸漬型膜分離装置は、次の事項を特徴とするもの
である。
（１）被処理液を貯留した処理槽内に浸漬設置される浸漬型膜分離装置であって、平膜を
分離膜として配設した分離膜エレメントの複数が膜面平行に並列で配置されてなる分離膜
モジュールと、該分離膜モジュールの鉛直下方に設置された複数の微細気泡散気管と、該
微細気泡散気管へ気体を供給するための複数の気体供給管とを備え、複数の気体供給管が
、分離膜モジュールの鉛直下方部分を挟み対向するように配置され、気体供給管に連接さ
れた複数の微細気泡散気管が、分離膜エレメントの膜面に交差する方向に延び、かつ、そ
の長手方向が、分離膜モジュールの鉛直下方部分において、長さの異なる微細気泡散気管
を略直線上に並ぶように配列させ、対向する微細気泡散気管の先端同士を近接位置とし、
配列された複数の微細気泡散気管の列において微細気泡散気管の先端位置が不揃いとなる
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ように組み合わせて配列すること、若しくは、長さの同じあるいは異なる微細気泡散気管
を略直線上に並ぶように配列させ、対向する微細気泡散気管の先端部分が重なるように配
列することを特徴とする浸漬型膜分離装置。
（２）略直線上における微細気泡散気管の先端位置が、１列毎にもしくは複数列毎に、互
い違いになるように配されている上記（１）に記載の浸漬型膜分離装置。
（３）対向する気体供給管について、気体供給管に接続された複数の微細気泡散気管の長
手方向長さの総和の差が、１０％以内であることを特徴とする（１）に記載の浸漬型膜分
離装置。
（４）前記複数の微細気泡散気管が、長手方向軸とは直角方向に８０～２００ｍｍの間隔
をおいて設置されていることを特徴とする（１）のいずれかに記載の浸漬型膜分離装置。
（５）対向する気体供給管が、それぞれ別の気体供給装置から気体を供給されることを特
徴とする（１）に記載の浸漬型膜分離装置。
（６）前記微細気泡散気管が、少なくとも、筒状の支持管と、微細スリットが形成された
弾性シートとを有し、前記弾性シートが前記支持管の外周を覆うように配置され、前記弾
性シートと前記支持管の間に気体を供給した際に、前記弾性シートの微細スリットが開く
ことにより、微細気泡が散気管外に発生する機能を有する微細気泡散気管である上記（１
）に記載の浸漬型膜分離装置。
（７）前記分離膜モジュールの下部に前記分離膜モジュールを支える枠体を備え、前記枠
体内部に前記微細気泡散気管を設置している浸漬型膜分離装置であって、前記枠体によっ
て囲まれた空間の側面の開口部面積のうち、前記膜エレメントの配列方向と平行な側面で
、微細気泡散気管より上の開口部の面積Ｂと、前記分離膜モジュール上面の開口部の面積
Ａとの割合（Ｂ／Ａ）が０．８～５．０であることを特徴とする（１）～に記載の浸漬型
膜分離装置。
（８）前記分離膜が、不織布からなる基材層上に、ポリフッ化ビニリデン製の多孔質分離
機能層が形成されてなる平膜であり、かつ、該多孔質分離機能層における平均孔径が０．
２μｍ以下であり、かつ、膜表面粗さが０．１μｍ以下であることを特徴とする（１）に
記載の浸漬型膜分離装置。
（９）被処理液が貯留した処理槽内に（１）に記載の浸漬型膜分離装置を浸漬設置し、微
細気泡散気管から曝気し、膜ろ過の運転を行う際、微細気泡散気管へ供給する曝気風量を
、前記分離膜モジュールの水平断面積あたり、０．９ｍ３／ｍ２／分以上とすることを特
徴とする浸漬型膜分離装置の運転方法。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明では、特定構造の微細気泡散気管を分離膜モジュールの鉛直下方に設置している
ので、大型の分離膜モジュールを備えた浸漬型膜分離装置であっても、いずれの分離膜の
膜面各部に対しても満遍なく微細気泡を作用させて均一に洗浄することができ、安定した
膜ろ過運転を続けることが可能となり、分離膜モジュールの長寿命化を図ることができる
。
【００１０】
　また、本発明で特定した微細気泡散気管の構造とすることにより、微細気泡散気管を長
くしなくても分離膜モジュールの鉛直下方部分に満遍なく微細気泡散気管を配置すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の膜分離装置の一実施態様を示す概略斜視図である。
【図２】本発明で用いられる微細気泡散気管の長手方向中心軸αでの縦断面図である。
【図３】本発明で用いられる微細気泡散気管の他の一実施形態を示す上面図である。
【図４】本発明で用いられる微細気泡散気管の他の一実施形態を示す上面図および側面図
である。
【図５】本発明における分離膜モジュール内の２枚の隣接する分離膜エレメントを示す概
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略斜視図である。
【図６】実施例１における膜分離装置を示す正面図、側面図、およびＡ－Ａ断面図である
。
【図７】実施例２における膜分離装置を示す正面図、側面図、およびＡ－Ａ断面図である
。
【図８】本発明の膜分離装置の他の一実施態様を示す概略斜視図である。
【図９】（ａ）は図８の膜分離装置を膜エレメント２の配列方向と平行な側面から見た模
式図（一部破断断面図）であり、（ｂ）は図８の膜分離装置を膜エレメント２の配列方向
と垂直な面から見た模式的断面図である。
【図１０】実施例３、４において採用した膜分離活性汚泥法による廃水処理装置を示す装
置概略図である。
【図１１】分離膜の分離膜表面部分を模式的に示す膜断面概略図である。
【図１２】分離膜の膜表面粗さ（ＲＭＳ）と非膜透過性物質剥離係数比率との関係を表す
グラフである。
【図１３】分離膜の平均孔径とろ過抵抗係数比率との関係を表すグラフである。
【図１４】分離膜の膜ろ過性を評価するために用いた膜ろ過評価装置の概略図である。
【図１５】従来の膜分離装置の一実施態様を示す概略斜視図である。
【図１６】実施例５において用いた浸漬型膜分離装置の上面からみた模式図であり、膜エ
レメントと微細気泡散気管との位置関係を表す図である。
【符号の説明】
【００１２】
　１：処理槽（曝気槽）、　２：分離膜モジュール、　３：散気管、　４（４Ｒ,４Ｌ）
：微細気泡散気管、　４ａ：短尺微細気泡散気管、　４ｂ：長尺微細気泡散気管、　α：
微細気泡散気管の長手方向中心軸、　５（５Ｒ,５Ｌ）：気体供給管、　６（６Ｒ,６Ｌ）
：分岐管部、　７：気体供給装置（ブロワ）、　８：気体供給用開閉弁、　９：気体供給
幹管、　１１：被処理液供給管、　１２：透過水出口、　１３：処理水配管、　１４：吸
引ポンプ、　１６：弾性シート、　１７：支持管、　１８：環状固定具、　１９：貫通孔
、　２２（２２－０２～２２－９９）：分離膜エレメント、　２３：膜表層部（膜表面）
、　２４：表面粗さに相当する高さ、　２５：平均孔径に相当する幅、　３１：原水供給
ポンプ、　３２：脱窒槽、　３３：汚泥循環ポンプ、　３４：汚泥引き抜きポンプ、　３
５：筐体、　３６：枠体、　ｋ：散気管同士の水平間隔、　４１：エレメント間の隙間、
　４２：膜エレメント２の配列方向と平行な側面で、散気管３より上の開口部の面積（Ｂ
）の片面、　４３：気泡、　４４、４５：旋回流
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明に係る浸漬型膜分離装置を、図１，図２，図３及び図４等に示す実施態様
に基づいて説明する。
【００１４】
　図１は、本発明に係る浸漬型膜分離装置の一実施態様を示す概略斜視図である。図１に
おいて、浸漬型膜分離装置は、処理槽１内の被処理液中に浸漬されている。この浸漬型膜
分離装置には、複数枚の平板状ろ過膜を上下方向に膜面平行となるように並列で配置した
分離膜モジュール２と、該分離膜モジュール２の各エレメントの透過水出口１２に連通し
た処理水配管１３とが備えられている。処理槽１の上方には被処理液供給管１１が開口し
ている。そして、ろ過の駆動力として吸引ポンプ１４を作動させて処理水配管１３内を減
圧とすることにより、処理槽内の被処理液を分離膜によってろ過する。ろ液は処理水配管
１３を介して系外に取り出される。
【００１５】
　処理槽１の材質は、廃水および活性汚泥混合液を貯えることができれば特に限定されな
いが、コンクリート槽、繊維強化プラスチック槽などが好ましく用いられる。
【００１６】
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　処理水配管１３に設置される吸引ポンプ１４は、処理水配管３内を減圧状態にすること
ができれば特に限定されるものではない。この吸引ポンプ１４の代わりに、サイホン作用
による水頭圧差を利用して、処理水配管１３内を減圧状態にしてもよい。
【００１７】
　分離膜モジュール２は、複数の分離膜エレメント２２が上下方向に膜面平行となるよう
に並列で配列されたモジュールである。この分離膜エレメント２２は、平板状の分離膜を
配設したエレメントであり、例えば、樹脂や金属等で形成されたフレームの表裏両面に、
平板状の分離膜を配設し、分離膜とフレームで囲まれた内部空間に連通する処理水出口を
フレーム上部に設けた構造の分離膜エレメントが用いられる。この分離膜エレメント２２
の隣り合う２枚を図５（概略斜視図）に示す。隣り合う分離膜エレメント２２の間には所
定の間隔が空けられていて、この膜間空間Ｓ内を、被処理液の上昇流、特に気泡と被処理
液との混合液の上昇流が流れる。本発明の装置構造をとれば、すべての膜間空間Ｓの鉛直
下方部分に満遍なく散気孔を配置することができ、すべての膜間空間Ｓ内を、微細気泡を
含んだ気液混合流を上向きに流すことができ、膜面に対し均一に微細気泡を作用させるこ
とができる。
【００１８】
　分離膜モジュール２における体積当たりのろ過面積を増やすためには、分離膜エレメン
ト２２の間隔を狭くし、より多くの分離膜エレメント２２を配置する方が望ましい。しか
し、膜間隔が狭すぎると分離膜エレメント２２の膜面に十分に微細気泡や気液混合流を作
用させることができず、膜面洗浄が不十分となって逆にろ過性能を低下させてしまう。そ
こで、効率よくろ過を行うためには、膜間隔を１～１５ｍｍとすることが好ましく、さら
には５～１０ｍｍとすることがより好ましい。
【００１９】
　この分離膜エレメント２２は、分離膜の取り扱い性や物理的耐久性を向上させるために
、たとえば、フレームや平板の表裏両面に分離膜を配置し、分離膜の外周部を接着固定し
た平膜エレメント構造をしている。この平膜エレメントの構造の詳細は特に限定されるも
のではなく、平板とろ過膜の間にろ過水流路材を挟んだ物でもよい。このような平膜エレ
メント構造では、膜面に平行な流速を与えた場合の剪断力によって高い汚れ除去効果が得
られることから、本発明に好適に用いられる。
【００２０】
　分離膜モジュール２の鉛直下方には、複数の微細気泡散気管４（４Ｌ、４Ｒ）が配置さ
れている。この複数の微細気泡散気管４は、それぞれ気体供給管５（５Ｌ、５Ｒ）に分岐
管部６（６Ｌ、６Ｒ）を介して連接されている。この気体供給管５は、分離膜モジュール
の鉛直下方部分を挟み対向するように配置されている。即ち、図１において、左右の気体
供給管５Ｌ、５Ｒから、分岐管部６Ｌ、６Ｒを介して分岐された複数の微細気泡散気管４
Ｌ、４Ｒが、膜面と交差する方向（左右方向）に延びている。
【００２１】
　図１においては、微細気泡散気管４Ｌ、４Ｒの先端部の位置は近接するようになってい
て、かつ、その先端位置が不揃いとなるように、長さの異なる微細気泡散気管が組み合わ
せて設置されている。即ち、図１の手前から１列目の微細気泡散気管の配列では、左側か
ら延びる微細気泡散気管４Ｌが短尺微細気泡散気管４ａであり、右側から延びる微細気泡
散気管４Ｒが長尺微細気泡散気管４ｂであるので、それらの先端位置は左寄りの位置とな
っている。手前側から２列目の微細気泡散気管の配列では、左側から延びる微細気泡散気
管が長尺微細気泡散気管で、右側から延びる微細気泡散気管が短尺微細気泡散気管である
ので、それらの先端位置は右寄りの位置となっている。手前側から３列目の微細気泡散気
管の配列では、微細気泡散気管の先端位置は、１列目と同様、左寄りの位置となっている
。このように、図１の場合には、配列された複数の微細気泡散気管の列において微細気泡
散気管の先端位置が不揃いとなるように、長さの異なる微細気泡散気管を組み合わせて用
いている。
【００２２】
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　図１において膜ろ過運転を行う時には、開閉弁８を開とすることにより気体供給装置７
から供給される空気が気体供給幹管９へと流入し、気体供給管５Ｒ、気体供給管５Ｌへと
流入し、さらに、分岐管６Ｒ、分岐管６Ｌを介して、微細気泡散気管４Ｒ、４Ｌへと空気
が供給される。微細気泡散気管４Ｒ、４Ｌの表面の微細散気孔から空気が噴出し、処理槽
（曝気槽）１内の被処理液中に微細気泡が発生する。噴出した微細気泡によるエアリフト
作用によって生起する気液混合上昇流や微細気泡が、分離膜の膜面に掃流として作用する
ので、膜ろ過される時に膜面に付着する汚れの堆積を抑制し、汚れケーキ層の生成を抑制
することができる。
【００２３】
　気体供給装置７は、気体供給幹管９およびその下流側の微細気泡散気管４ａ、４ｂに気
体を供給する機能をもつ装置であり、例えば、コンプレッサー、ファン、ボンベなどを用
いることができる。また、気体供給幹管９に設置されている開閉弁（バルブ）８は、それ
ら気体供給幹管９の内部を流れる気体を制御するための開閉ができれば、開閉弁でも切替
弁でもよい。
【００２４】
　微細気泡散気管としては、例えば図２に示すような構造の散気管が用いられ、その構造
上から、散気管の長さが長くなるほど気泡発生のための圧力損失が大きくなり、長手方向
に均一量で散気できなくなる傾向がある。従って、分離膜モジュールが多数の分離膜エレ
メントを配置した大型のモジュールである場合には、その大型モジュールの端から端まで
の長さをもち、かつ長手方向に均一量で散気できる微細気泡散気管を製作して配置するこ
とが難しい。そこで、本発明では、大型の分離膜モジュールの鉛直下方に微細気泡散気管
を配置する場合でも、満遍なく均一に微細気泡を発生できるようにするために、複数の気
体供給管を、分離膜モジュールの鉛直下方部分を挟み対向するように配置し、それら気体
供給管に連接された複数の微細気泡散気管を、分離膜エレメントの膜面に交差する方向に
延びるように配置し、さらに、対向する微細気泡散気管の先端同士が近接する、若しくは
、先端部分が重なるよいにしたものである。
【００２５】
　例えば、図１に示すように、長手方向中心軸αがほぼ同一直線上に並ぶように対をなし
て微細気泡散気管４Ｌ、４Ｒを配列し、その対向する微細気泡散気管の先端同士が近接す
るようにしたものである。ここで、隣り合う微細気泡散気管の長さが異なるようにし、先
端部が互い違いに配置される配置方法とすることが好ましい。ここで言う「互い違い」と
は、例えば、右側の気体供給管５Ｒに分岐管部６Ｒを介して配置された微細気泡散気管４
Ｒが、手前側から順次、長尺微細気泡散気管４ｂ、短尺微細気泡散気管４ａ、長尺微細気
泡散気管４ｂの順であり、かつ、左側の気体供給管５Ｌに分岐管部６Ｌを介して配置され
た微細気泡散気管４Ｌが、手前側から順次、短尺微細気泡散気管４ａ、長尺微細気泡散気
管４ｂ、短尺微細気泡散気管４ａの順であることにより、先端部位置が互い違いの不揃い
となる配置方法が例示される。このような微細気泡散気管の配置により、分離膜エレメン
ト間隙の鉛直下方部分に微細散気孔を分布させることができ、全ての分離膜エレメント間
隙に気泡を導入し、膜表面を十分に洗浄することができるようになる。
【００２６】
　本発明の装置において用いる微細気泡散気管は、その長手方向の長さが０．４～１．２
ｍであることが好ましい。さらに好ましくは、長さ０．６～１．０ｍである。微細気泡散
気管が長過ぎる場合には、散気管表面に形成される全ての散気孔からの均一な気泡発生が
困難となる。短か過ぎる場合には、全ての膜エレメントの膜表面に効率よく気泡を供給す
るのが困難となる。ここで、微細気泡散気管の長手方向の長さは、微細気泡が散気される
表面部（散気面部）の長さである。
【００２７】
　また、対向する気体供給管の各々に複数の微細気泡散気管が連接されるが、同じ気体供
給管に接続する微細気泡散気管の長手方向長さの総和は、同じないしは極力近似する方が
好ましい。即ち、同じ気体供給管に接続する微細気泡散気管の長手方向長さの総和の差を
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、１０％以内とすることが好ましく、さらに好ましくは５％以内である。この総和の差を
表す値は、総和の小さい方の値を分母にして算出される値である。微細気泡散気管が長く
なるほど気泡発生のための圧力損失が大きくなるので、気体供給管に接続する微細気泡散
気管の長手方向長さの総和の差が大きく１０％を超えて異なる場合には、散気管から発生
する気体量に偏りが発生し易くなるためである。
【００２８】
　また、複数の微細気泡散気管が、その長手方向軸とは直角方向に配列される場合、その
間隔は８０～２００ｍｍであることが好ましい。この間隔よりも近接させて設置すると、
微細気泡散気管どうしの間に発生する水流が抑制され、微細気泡散気管の上部に汚泥が堆
積しやすくなる。特に、散気管間隔が極端に狭い状態で散気を行うと、散気管の下の空間
の流れが滞り、汚泥が滞留し易くなる。汚泥の滞留は、散気管下での汚泥粘度やＭＬＳＳ
濃度の増大による性状悪化、さらに、溶存酸素濃度の低下による汚泥の嫌気化を引き起こ
す。そして、散気管へ性状悪化した汚泥が付着、固化して散気量の低下や散気孔詰まりを
引き起こし、散気斑といった散気効率の低下を引き起こし、膜面洗浄に悪影響を及ぼすこ
とになる。また、散気管同士の水平間隔が２００ｍｍを超えるほどに広過ぎると、散気管
より放出された気体が膜エレメント全体に行き渡り難くなり、膜面洗浄の際に斑が生じ易
くなる傾向にある。ここで、散気管同士の水平間隔は、例えば、図９（ｂ）において、符
号ｋで示す距離である。
【００２９】
　また、対向する複数の気体供給管への気体供給は、同一の気体供給装置から供給される
気体を分岐することによって行ってもよいし、また、それぞれ別のブロアなどの気体供給
装置に連通していて、別の気体供給装置から気体がそれぞれに供給されるのでもよい。複
数の気体供給管へ供給する気体の量を最適化し、圧力損失のアンバランスによる各散気管
からの気体量の偏りを抑制するためには、それぞれ別の気体供給装置から気体供給管へ気
体供給することが好ましい。また、同じ気体供給装置からの気体を分岐させて供給する場
合には、分岐の下流側に流量調整手段を設けて、圧力損失のアンバランスを解消させるよ
うにしてもよい。
【００３０】
　また、微細気泡散気管から散気する気体の量は、複数の分離膜エレメントを収容し、微
細気泡散気管の上部に設置している分離膜モジュールの水平断面積あたりの曝気風量が、
０．９ｍ３／ｍ２／分以上となるように調整することが好ましい。ここで、分離膜モジュ
ールの水平断面積とは、分離膜モジュール内に収容、配列された複数の分離膜エレメント
で形成される空間を指す。曝気風量がこれよりも少なくなると、散気される風量に偏りが
発生し、全ての膜表面を洗浄するのが困難となる。
【００３１】
　本発明で用いる微細気泡散気管の構造は特に限定されない。例えば、気泡を吐出する部
分の材質に、金属、セラミック、多孔性のゴム、メンブレンを用いた微細気泡散気管を使
用することができ、水中への酸素溶解効率を高めるための微細気泡散気装置を使用するこ
とができる。例えば、散気孔が設けられた部分が金属管等の非伸縮性材質から構成される
微細気泡散気管でもよいが、図２に示すように、弾性シートの微細スリットが開くことに
より微細気泡が散気管外に発生する機能を有する微細気泡散気管であることが好ましい。
【００３２】
　散気孔が設けられた部分が金属管等の非伸縮性材質から構成される微細気泡散気管の場
合には、散気孔の孔径は１．０μｍ～２．０ｍｍであることが好ましい。１．０μｍ～５
００μｍの孔径であることがさらに好ましい。ここで、散気孔の孔径とは、孔径を直接測
った値である。このとき、散気孔が円形の場合には、その円直径を孔径とするが、円形で
ない場合には、写真から孔の有効面積を算出し、円換算したときの直径を孔径とする。即
ち、孔の有効面積がＡの場合には、孔径は、２×（Ａ／π）１／２　として求めればよい
。また、孔径の異なる複数個の孔が存在するときには、それぞれの孔径の平均値を、散気
孔の孔径とする。
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【００３３】
　また、弾性シートの微細スリットが開くことにより微細気泡が散気管外に発生する機能
を有する微細気泡散気管としては、例えば、図２（長手方向中心軸αでの縦断面図）に示
すように、少なくとも、筒状の支持管１７と、微細スリットが形成された弾性シート１６
とを有し、弾性シート１６が支持管１７の外周を覆うように配置され、弾性シート１６と
支持管１７の間に気体を供給した際に、弾性シート１６の微細スリットが開くことにより
、微細気泡が散気管外に発生する構造のものが例示される。
【００３４】
　この微細気泡散気管の構造と動作について図２に基づいて説明する。微細気泡散気管は
、中心部に支持管１７があり、この支持管１７の外周全面を覆うように弾性シート１６が
設けられ、弾性シート１６の軸方向の両端部は、環状固定具１８により固定されている。
弾性シート１６には複数の散気スリット（図示なし）が形成されている。散気スリットの
長手方向の長さは０．１～１０ｍｍであり、特に、長さ０．５～５ｍｍのスリットが好適
に用いられる。
【００３５】
　ここで支持管１７の片端は分岐管部６と接続しており、接続端付近に貫通孔１９が設け
られている。分岐管６から供給された空気は貫通孔１９を通った後、支持管１７と弾性シ
ート１６の間に入り、弾性シート１６を膨張させる。弾性シート１６が膨張したことによ
って散気スリットが開き、供給された空気が微細気泡となって、処理槽内の被処理液中に
放出される。空気供給が停止した時には弾性シート１６が収縮して散気孔が閉じるので、
微細気泡が放出されない時に散気孔から被処理液が散気管内に流入することがなく、ろ過
運転を行う過程で被処理液中の汚泥による散気孔の閉塞や散気管内の汚れを防ぐことがで
きる。
【００３６】
　長尺微細気泡散気管４ｂと、短尺微細気泡散気管４ａとは、その長手方向の長さが長い
か短いかの点で異なる以外、同じ構造を有するものである。
【００３７】
　気体供給幹管９、気体供給管５、分岐管部６および支持管１７の材質としては、散気に
よる振動などの負荷によって破損しない剛性を持つ材質であれば特に限定されるものでは
ない。例えば、ステンレスなどの金属類、アクリロニトリルブタジエンスチレンゴム（Ａ
ＢＳ樹脂）、ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニルなどの樹脂、繊維強化樹脂（Ｆ
ＲＰ）などの複合材料、その他の材質などが好ましい。
【００３８】
　弾性シート１６の材質についても特に限定されず、エチレンプロピレンゴム（ＥＰＤＭ
）、シリコンゴム、ウレタンゴムなどの合成ゴムや、その他の弾性材質を適宜選択して使
用することができる。なかでも、エチレンプロピレンゴムは耐薬品性に優れるので好まし
い。
【００３９】
　図１の実施態様では、長手方向の長さの異なる２種類の微細気泡散気管４ａ、４ｂを各
３本の計６本の散気管を含んで構成された散気装置を示したが、散気管の長手方向長さの
種類、および本数はこれに限定されるものではなく、処理槽１の容積や、分離膜モジュー
ル２の大きさや分離膜エレメント２２の枚数や、ライン等の設計の自由度に応じて適宜選
択する事ができる。後述する他の実施態様についても同様である。
【００４０】
　次に本発明の別の実施態様を図３（散気管部分の上面図）に示す。ここでは隣り合う微
細気泡散気管４の長手方向長さが２本おきに互い違いになっている。このように、隣り合
う微細気泡散気管４の長手方向長さがすべて互い違いではなく、複数本おきに互い違いで
不揃いになっているものでもよい。このような配置によっても、分離膜エレメント間隙の
鉛直下方部分に微細気泡散気孔が分布させることができ、全ての分離膜エレメント間隙に
気泡を導入し、膜表面を十分に洗浄することができるようになる。
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【００４１】
　また、本発明のさらに別の実施態様を図４（散気管部分の（ａ）上面図、（ｂ）側面図
）に示す。左側の気体供給管５Ｌの分岐管部６Ｌに連接されて延びる微細気泡散気管の先
端部分と、右側の気体供給管５Ｒの分岐管部６Ｒに連接されて延びる微細気泡散気管の先
端部分とが、部分的に重なるようになっている。即ち、右側の分岐管部６Ｒに連接されて
延びる微細気泡散気管は、その長手方向中心軸αが水平面Ｃ上に位置し、左側の分岐管部
６Ｌに連接されて延びる微細気泡散気管は、その長手方向中心軸αが、水平面Ｃよりも下
の水平面Ｄ上にくるよう配置されている。この場合には、下方の微細気泡散気管から放出
される微細気泡の上昇流を阻害しないように、上側の微細気泡散気管の長手方向中心軸α
を、下側の微細気泡散気管の長手方向中心軸とずらしておくことが好ましい。このように
、微細気泡散気管の長手方向中心軸を同一平面上ではなく、微細気泡散気管の先端部同士
の一部が上下に重なり合うようにしてもよい。このような配置によっても、分離膜エレメ
ント間隙の鉛直下方部分に微細散気孔が分布させることができ、全ての分離膜エレメント
間隙に気泡を導入し、膜表面を十分に洗浄することができるようになる。
【００４２】
　また、本発明の浸漬型膜分離装置において、分離膜モジュールの鉛直下方に複数の微細
気泡散気管を設置した装置構造とする場合、図８、図９に示すように、膜エレメント２２
の複数枚が水平方向に配列された膜モジュール２と、膜エレメント２２の下方に配置され
た微細気泡散気管４と、該散気管及びその周囲の空間を囲む枠体３６とから基本的に構成
される構造としてもよい。この枠体は膜モジュールを支えるように配置されている。枠体
３６で囲まれた空間の側面の開口部面積のうち、膜エレメント２２の配列方向と平行な側
面で、散気管４より上の開口部の面積Ｂと、配列された膜エレメント上部の開口部の面積
Ａとの割合（Ｂ／Ａ）が０．８～５．０となるような装置構造とすることが好ましい。
【００４３】
　ここで、配列方向とは、複数の膜エレメント２２が配列された並び方向で、図９におけ
る矢印Ｅ方向を指している。また、上記した散気管４より上の開口部の面積Ｂとは、図９
（ａ）において符号４２で示す部分の面積の和である。即ち、符号４２で示す部分は、図
９（ａ）における正面側と裏面側とに存在するので、符号４２で示す部分の面積を２倍し
た面積が、開口部面積Ｂとなる。また、膜エレメント上部の開口部の面積Ａとは、図８に
おいて膜エレメント間の隙間４１の面積（上面の面積）を足しあわせた面積（面積和）で
ある。
【００４４】
　このように、枠体により囲まれて形成された空間内において散気管よりも上の空間を、
従来装置の場合よりも広くし、前記した面積割合（Ｂ／Ａ）が０．８～５．０となるよう
にすることが、なかでも、０．８～３．０の範囲とすることが好ましい。このような位置
に散気管４を設置することにより、散気管４の上側を旋回する旋回流４５の流れを効率よ
く形成し、旋回流４５の流路を大きく確保することができ、微細気泡散気管を設置する場
合でも十分な速度を持つ気液混合流を各膜エレメント２２の膜面に供給することができる
ようになる（図９（ｂ））。
【００４５】
　枠体３６に囲まれる空間内に配置され固定されている散気管４は、微細気泡を発生させ
ることができる微細気泡散気管である。
【００４６】
　旋回流４５の流れを効率よく形成するためには、さらに、膜エレメント２２の下端と散
気管４との距離が３００ｍｍ以下とすることが好ましい。膜エレメント２２と散気管４と
の距離とは、膜エレメント２２の最下端から散気管の気体排出部分の最上端までの距離を
示す。さらに好ましい距離は、２００～３００ｍｍの範囲である。
【００４７】
　本発明において、分離膜エレメント２２に配設する分離膜は、平膜であって、被処理液
側に圧力を加えて、もしくは透過側から吸引することによって被処理液中に含まれる一定
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粒子径以上の物質を捕捉する機能を有する分離膜であり、その捕捉粒子径の違いにより、
ダイナミックろ過膜、精密ろ過膜、および限外ろ過膜と分類されるが、好ましくは、精密
ろ過膜である。
【００４８】
　この分離膜としては、高透水性や運転安定性の観点から、水透過性に優れた膜を使用す
ることが好ましい。その透過性の指標としては、使用前の分離膜の純水透過係数を用いる
ことができる。この純水透過係数は、逆浸透膜処理によって製造した２５℃の精製水を用
い、ヘッド高さ１ｍで透水量を測定し算出した値であり、純水透過係数が２×１０－９ｍ
３／ｍ２／ｓ／ｐａ以上であることが好ましく、より好ましくは４０×１０－９ｍ３／ｍ
２／ｓ／ｐａ以上である。この範囲内であれば実用的に十分な透過水量が得られる。
【００４９】
　分離膜として用いる平膜の膜表面部分を、図１１に模式的に示す。膜分離活性汚泥法に
おいて、活性汚泥は膜表層部において固液分離され、分離された水がろ過水（処理水）と
して膜内へと透過する。本発明の装置では、分離膜として、膜表面における表面粗さが０
．１μｍ以下、さらには０．００１～０．０８μｍ、特に０．０１～０．０７μｍと、膜
表面粗さが小さい平滑表面の分離膜を用いることが好ましい。さらに、分離膜は、その膜
表面における平均孔径が０．２μｍ以下、さらには０．０１～０．１５μm、特に０．０
１～０．１μmであることが好ましい。このような分離膜を用いることにより、洗浄効果
が低いと考えられてきた微細気泡を用いても十分な膜面洗浄効果を得ることができ、膜分
離活性汚泥法で求められる通常のフラックス条件下で安定運転することができる。
【００５０】
　膜表面における表面粗さとは、分離膜が被処理液と接触する膜表面に対して垂直方向の
高さの平均値と言うことができ、図１１の模式図において符号２４で示す高さでもって表
すことができる。そして、この膜表面における表面粗さは、以下のような装置・手法によ
り測定することができる。測定装置として原子間力顕微鏡装置（Digital Instruments社
製Nanoscope IIIａ）を用い、探針としてＳｉＮカンチレバー（Digital Instruments社製
）を用い、走査モードはコンタクトモード、走査範囲は１０μｍ×２５μｍ、走査解像度
は５１２×５１２として各ポイントのＺ軸（膜表面に対して垂直方向）の高さ（Ｚｉとす
る）を測定し、データを取得する。測定前には、試料となる膜サンプルは、常温でエタノ
ールに１５分浸漬した後、逆浸透膜処理水中に２４時間浸漬して洗浄した後、風乾する前
処理を行う。そして測定データのベースラインを水平化する処理を行い、下記の式１によ
る計算を行って求められる二乗平均粗さＲＭＳ（μｍ）を膜表層部の表面粗さとする。
【００５１】
【数１】

【００５２】
　膜表面における平均孔径とは、分離膜表面における細孔径の平均値であり、図１１の模
式図では符号２５で示す幅でもって表すことができる。そして、この膜表面の平均孔径を
測定するためには、例えば、膜表面を走査型電子顕微鏡を用いて倍率１０，０００倍で写
真撮影し、１０個以上、好ましくは２０個以上の任意の細孔の直径を測定し、数平均して
求める。細孔が円状でない場合、画像処理装置等によって、細孔が有する面積と等しい面
積を有する円（等価円）を求め、等価円直径を細孔の直径とする方法により求められる。
細孔径の標準偏差σが大きすぎると、ろ過孔径性能の劣る孔の割合が多くなるため、標準
偏差σは０．１μｍ以下であることが好ましい。
【００５３】
　このような表面性状を有する平膜状の分離膜を用いた膜分離装置の場合には、膜面に微
細気泡を作用させることによって良好に膜面洗浄することができる。その理由は、次のよ



(12) JP 5304250 B2 2013.10.2

10

20

30

40

50

うに考えられる。
【００５４】
　図１２（横軸が膜表面粗さ（ＲＭＳ）を、縦軸が非膜透過物質剥離係数比率を表す図）
に示すように、膜表面粗さが小さい分離膜ほど、膜表面における非膜透過物質剥離係数比
率が大きくなる傾向がある。ここで、膜表面における非膜透過物質剥離係数は、分離膜表
面に付着している被ろ過液の非膜透過物質が分離膜からの剥離し易さを表す剥離係数であ
り、この試料膜の剥離係数を、標準膜の剥離係数に対する比率でもって表した値が非膜透
過物質剥離係数比率である。即ち、この剥離係数比率が高いほど、分離膜に付着している
非膜透過物質が分離膜から剥離し易く、膜表面に非膜透過物質のケーク層が形成されにく
いものであり、膜ろ過性能が高くなる。また、ここで、標準膜としては、ミリポア社製の
デュラポア膜フィルターＶＶＬＰ０２５００（親水性ＰＶＤＦ製、孔径０．１０μｍ）を
用いている。
【００５５】
　また、図１３（横軸が膜表面の平均孔径を、縦軸がろ過抵抗比率を表す図）に示すよう
に、平均孔径が小さい分離膜ほど、ろ過抵抗係数比率が小さい傾向がある。ここで、ろ過
抵抗係数比率は、膜表面に付着している非膜透過物質の単位物質量あたりの抵抗発生量を
表すろ過抵抗係数を、標準膜のろ過抵抗係数に対する比率でもって表した値である。即ち
、ろ過抵抗係数比率が小さいほど、分離膜表面に非膜透過物質が付着しても膜ろ過抵抗と
して表れにくいものであり、透水性が高くなる。
【００５６】
　散気装置から発生されて膜表面に作用させる気泡として、粗大気泡ではなく微細気泡を
用いると、気液混合上向流により励起される膜表面洗浄応力が小さくなる。しかし、膜表
面粗さが０．１μｍ以下の分離膜では、非膜透過物質剥離係数比率が高いために、膜表面
から分離膜に付着している非膜透過物質が分離膜表面から剥離し易く、膜表面に非膜透過
物質のケーク層が形成されにくいのであり、この結果、微細気泡による膜面洗浄でも、十
分な膜ろ過性能が得られるのである。
【００５７】
　図１２、図１３に示す上記した事項は、膜表面粗さおよび平均孔径の異なる４種の市販
の分離膜を用いて、図１４に示す試験装置によって膜ろ過実験および解析を行った結果、
明らかとなったものである。
【００５８】
　図１４に示す膜ろ過試験装置では、窒素ガスによって、純水を収容している純水チャン
バー４１０内を加圧し、あるいは、攪拌式セル４０１（ミリポア（株）製Ａｍｉｃｏｎ８
０５０）内を加圧し、その加圧圧力を圧力計４１１によって測定する。窒素ガスによる加
圧によって、被ろ過液を、膜固定ホルダー４０６に設置された分離膜４０２でろ過する。
膜ろ過の際に、マグネティックスターラー４０３によって攪拌子４０４を回転させ、攪拌
式セル４０１内の被ろ過液を攪拌する。また、分離膜４０２を透過した膜透過液は、電子
秤４０８上に載せたビーカー４０７に受けて、その膜透過液の量を電子秤４０８によって
測定し、その測定値をパソコン４０９に取り込む。また、バルブ４１２、バルブ４１３、
バルブ４１４を開閉することにより、膜ろ過試験装置の各部の加圧の有無を調整する。
【００５９】
　まず、上記の膜ろ過試験装置を用いて、純水を用いたときの膜ろ過抵抗を算出する。
【００６０】
　次に、ろ過抵抗係数を求めるために、活性汚泥液（農集落廃水を処理している膜分離式
活性汚泥装置から採取した活性汚泥液）を分離膜を用いて膜ろ過する。この膜ろ過では、
膜ろ過試験装置における純水チャンバー４１０を外し、図１４の点線で示す接続管４１５
を接続し、マグネティックスターラー４０３による攪拌を行わないで膜ろ過を行う。この
ろ過抵抗係数を、標準膜と評価膜とについてそれぞれ測定し、ろ過抵抗係数比率αｒを下
記の式２により算出する。
【００６１】
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【数２】

【００６２】
　ここで、αｍは評価膜におけるろ過抵抗係数であり、αｓは標準膜におけるろ過抵抗係
数である。
【００６３】
　次に、非膜透過物質剥離係数を求めるために、前記ろ過抵抗係数の場合と同様な膜ろ過
試験を行う。但し、この膜ろ過試験では、攪拌を行いながら膜ろ過を行う。このとき、膜
ろ過の途中で、一時的に膜ろ過を停止し、膜ろ過により得られた時刻と膜ろ過液量との関
係を示すデータから、前記と同様に単位膜面積あたりの総ろ過液量と膜ろ過抵抗との関係
を作成する。
【００６４】
　一方、次のような膜ろ過抵抗予測方法により、前記単位膜面積あたりの総ろ過液量と膜
ろ過抵抗との関係の再現を行う。この膜ろ過抵抗予測方法では、下記の数式を用いる。
【００６５】

【数３】

【００６６】
　ここで、Ｊ（ｔ）は時刻ｔにおける膜ろ過流束（ｍ／ｓ）、Ｒ（ｔ）は時刻ｔにおける
膜ろ過抵抗（１／ｍ）、Ｘｍ（ｔ）は時刻ｔにおける単位膜面積に付着している固形成分
物質量（ｇ／ｍ２）、Ｘ（ｔ）は時刻ｔにおける被ろ過液中の固形成分物質量（ｇ／ｍ３

）、γは非膜透過物質剥離係数（１／ｍ／ｓ）、τは膜洗浄力（－）、λは摩擦係数（１
／Ｐａ）、ηは密度の逆数（ｍ３／ｇ）、Δｔは時刻ｔの刻み幅（ｓ）、Ｒｍは膜ろ過抵
抗初期値（１／ｍ）、Ｖ（ｔ）は時刻ｔにおける被ろ過液の容量（ｍ３）、Ａは有効膜面
積（ｍ２）である。また、ここでは、τ＝１、η＝１×１０－６であり、ろ過抵抗係数α
は、上記で決定されたαを用い、Ｒｍは、上記で決定された純水膜ろ過抵抗を用いる。
【００６７】
　前記式３～７の計算を時刻を更新しながら繰り返し行うことにより、各時刻における膜
ろ過流量や膜ろ過抵抗の値が計算され、単位膜面積あたりの総ろ過液量と膜ろ過抵抗との
関係の予測値を得る。ここで、様々な非膜透過物質剥離係数と摩擦係数を与えたときにお
ける前記単位膜面積あたりの総ろ過液量と膜ろ過抵抗との関係の予測値を算出し、前記実
測値との差異が最小となるような非膜透過物質剥離係数と摩擦係数とを、その分離膜にお
ける非膜透過物質剥離係数および摩擦係数として決定する。
【００６８】
　上記のようにして、非膜透過物質剥離係数を標準膜と評価膜とについて算出し、非膜透
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過物質剥離係数比率γｒを下記の式８により算出する。
【００６９】
【数４】

【００７０】
　ここで、γｍは評価膜における非膜透過物質剥離係数であり、γｓは標準膜における非
膜透過物質剥離係数である。
【００７１】
　本発明で特定した平滑な表面性状を有する平膜状の分離膜は、不織布からなる基材の上
に、ポリフッ化ビニリデン系樹脂及び開孔剤などを含む製膜原液を片面もしくは両面に塗
布し、直ちに、非溶媒を含む凝固液中で凝固させることにより多孔質分離機能層を形成す
る方法により製造することができる。そして、以下に説明する条件を採用すればよい。
【００７２】
　製膜原液を凝固させるにあたっては、基材上に形成された多孔質分離機能層のみを凝固
液に接触させたり、多孔質分離機能層を基材ごと凝固液に浸漬すればよい。
【００７３】
　製膜原液には、前記したポリフッ化ビニリデン系樹脂の他に、必要に応じて開孔剤やそ
れらを溶解する溶媒等を添加してもよい。製膜原液に、多孔質形成を促進する作用を持つ
開孔剤を加える場合、その開孔剤は、凝固液によって抽出可能なものであって、凝固液へ
の溶解性の高いものを用いる。たとえば、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリ
コールなどのポリオキシアルキレン類や、ポリビニールアルコール、ポリビニールブチラ
ール、ポルアクリル酸などの水溶液高分子やグリセリンを用いることができる。このよう
な界面活性剤の使用により、目的とする細孔構造を得ることがより容易になる。
【００７４】
　また、製膜原液中に、ポリフッ化ビニリデン系樹脂、他の有機樹脂及び開孔剤などを溶
解させるための溶媒を用いる場合、その溶媒としては、Ｎ－メチルピロリドン（ＮＭＰ）
、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド（ＤＭＡｃ）、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ
）、ジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）、アセトン、メチルエチルケトンなどを用いる事
ができる。中でもポリフッ化ビニリデン系樹脂に対する溶解性の高いＮＭＰ、ＤＭＡｃ、
ＤＭＦ、ＤＭＳＯを好ましく用いることができる。製膜原液には、その他、非溶媒を添加
することもできる。非溶媒は、ポリフッ化ビニリデン系樹脂や他の有機樹脂を溶解しない
ものであり、ポリフッ化ビニリデン系樹脂及び他の有機樹脂の凝固の速度を制御して細孔
の大きさを制御するように作用する。非溶媒としては、水や、メタノール、エタノールな
どのアルコール類を用いることができる。なかでも廃水処理の容易さや価格の点から水、
メタノールが好ましい。
【００７５】
　製膜原液の組成において、ポリフッ化ビニリデン系樹脂は５～３０重量％、開孔剤は０
．１～１５重量％、溶媒は４５～９４．８重量％、非溶媒は０．１～１０重量％の範囲内
であることが好ましい。中でも、ポリフッ化ビニリデン系樹脂は、極端に少ないと多孔質
層の強度が低くなり、多すぎると透水性が低下することがあるので、８～２０重量％の範
囲がより好ましい。開孔剤は、少なすぎると透水性が低下し、多すぎると多孔質層の強度
が低下することがある。また、極端に多いとポリフッ化ビニリデン系樹脂中に過剰に残存
して使用中に溶出し、透過水の水質が悪化したり、透水性変動を生じたりすることがある
。したがって、より好ましい開孔剤の範囲は、０．５～１０重量％である。さらに、溶媒
は少なすぎると原液がゲル化しやすくなり、多すぎると多孔質層の強度が低下することが
あるので、より好ましくは６０～９０重量％の範囲である。また、非溶媒は、あまり多い
と原液のゲル化が起こりやすくなり、極端に少ないと細孔やマクロボイドの大きさの制御
が難しくなる。したがって、より好ましくは０．５～５重量％である。
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【００７６】
　非溶媒を含む凝固浴としては、非溶媒からなる液、または非溶媒と溶媒とを含む混合溶
液を用いればよい。製膜原液中にも非溶媒を含有させる場合には、凝固浴中における非溶
媒の割合を、凝固浴の少なくとも８０重量％とするのが好ましい。少なすぎるとポリフッ
化ビニリデン系樹脂の凝固速度が遅くなり過ぎ、表面粗さが大きく、細孔径が大きくなり
過ぎる。特に、分離機能層の表面粗さを０．１μｍ以下とするためには、非溶媒として水
を用い、水の割合を８５～１００重量％の範囲とすることが好ましい。
【００７７】
　一方、製膜原液中に非溶媒を含有しない場合には、製膜原液中に非溶媒を含有させる場
合よりも、凝固浴における非溶媒の含有量を、上記場合よりも少なくすることが好ましく
、例えば、６０～９９重量％とするのが好ましい。非溶媒が多いと、ポリフッ化ビニリデ
ン系樹脂の凝固速度が速くなり過ぎて多孔質層の表面が緻密となり透水性が低くなり過ぎ
る。
【００７８】
　このように凝固浴中の非溶媒の含有量を調整することにより、多孔質層表面の表面粗さ
や細孔径やマクロボイドの大きさを制御することができる。なお、凝固浴の温度は、あま
り高いと凝固速度が速すぎるようになり、逆に、あまり低いと凝固速度が遅すぎるように
なるので、通常、１５～８０℃の範囲で選定するのが好ましい。より好ましくは２０～６
０℃の範囲である。
【００７９】
　このような分離膜の製造方法によると、多孔質基材の表面に、ポリフッ化ビニリデン系
樹脂からなる多孔質樹脂層が形成されてなる分離膜であって、多孔質樹脂層の外表面側に
、膜ろ過に必要な所望の平均孔径（０．０１～０．２μｍ）をもつとともに平滑表面（表
面粗さが０．１μｍ以下）をもつ分離機能層が形成され、それより内側にはマクロボイド
が存在する層が形成されてなる分離膜が製造される。即ち、多孔質樹脂層内には、多孔質
基材に近い内側にマクロボイドのある層が存在し、外表面に、所定孔径をもつ平滑表面の
分離機能層が存在する。
【実施例】
【００８０】
　（実施例１）
　本発明に係る膜分離装置の具体的な一実施例を図６に示す。図６（ａ）、（ｂ）、（ｃ
）は、それぞれ、膜分離装置の正面図、側面図、Ａ－Ａ断面図である。この図では、気体
供給管およびその上流側は省略している。
【００８１】
　この装置では、分離膜モジュール２内に、平行に並べた１００枚の分離膜エレメントが
設置されている。分離膜モジュール２の鉛直下方には、右側の気体供給管（図示なし）の
分岐管部６Ｒから水平方向に延びる微細気泡散気管と、左側の気体供給管（図示なし）の
分岐管部６Ｌから水平方向に延びる微細気泡散気管とが設置されている。それら微細気泡
散気管の長手方向中心軸αがほぼ同一の水平面の略直線上の４列に並ぶように配列され、
対向する微細気泡散気管の先端同士を近接位置としている。さらに、それらの先端部が互
い違いとなるように配置している。なお、長手方向長さは、長尺微細気泡散気管４ｂが０
．８ｍであり、短尺微細気泡散気管４ａが０．６ｍである。このような微細気泡散気管の
配置構造とすることにより、分離膜モジュール２内の各エレメントの膜面に均一に微細気
泡を散気させることができる。
【００８２】
　（実施例２）
　本発明に係る膜分離装置の具体的な別の一実施例を図７に示す。図７（ａ）、（ｂ）、
（ｃ）は、それぞれ、膜分離装置の正面図、側面図、Ａ－Ａ断面図である。この図では、
気体供給管およびその上流側は省略している。
【００８３】
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　この装置における分離膜モジュール２の構造は実施例１の場合と同じであり、その分離
膜モジュール２の下方に設置された散気管構造が実施例１とは異なるものである。分離膜
モジュール２の鉛直下方には、右側の気体供給管（図示なし）の分岐管部６Ｒから水平方
向に延びる微細気泡散気管と、左側の気体供給管（図示なし）の分岐管部６Ｌから水平方
向に延びる微細気泡散気管とが設置されている。それら微細気泡散気管としてはいずれも
長手方向長さ０．８ｍの長尺微細気泡散気管４ｂを用い、その長手方向中心軸αは上下２
水平面に、かつ、長手方向中心軸がずれるように配置され、それらの先端部分が部分的に
重なっている。このような微細気泡散気管構造とすることにより、各分離膜モジュール２
内の各エレメントの膜面に均一に微細気泡を散気させることができる。
【００８４】
　（実施例３）
　流路材の代わりとなる凹凸を両面に形成したＡＢＳ製支持板（高さ１０００ｍｍ×幅５
００ｍｍ×厚み６ｍｍ）の表裏面に、それぞれ分離膜（平膜）を設置して、膜エレメント
（分離膜面積：０．９m２）を作製した。ここで、分離膜としては、ポリフッ化ビニリデ
ン製の表面平均孔径０．０８μｍ、表面粗さ（ＲＭＳ）０．０６２μｍの平膜を用いた。
【００８５】
　次に、内寸（略寸）が高さ１０００ｍｍ×幅５１５ｍｍ×奥行１４００ｍｍで上下が開
放した筐体を製作した。筐体の下には枠体が連接されていて、枠体内の空間の所定位置に
、微細気泡散気管が固定されていて、エレメント下端から微細気泡散気管までの上下方向
の距離は２２０ｍｍであった。この時、膜エレメントの配列方向と平行な側面で、散気管
より上部の開口部の面積は、片面側２５２０ｃｍ２であった。筐体内に１００枚の膜エレ
メントを装填したときの、筐体上部の膜エレメント上面の開口部の面積は４０００ｃｍ２

であった。従って、Ｂ／Ａの値は、２５２０×２／４０００＝１．２６であった。
【００８６】
　また、散気管には、スリット長さ２ｍｍの微細スリットが多数設けられている直径７０
ｍｍの微細気泡散気管を６本用いた。この散気管を所定位置に設置するため、図８に示す
ように、散気管への空気送給用の空気供給管５を枠体３６に固定した。なお、散気管同士
の水平間隔ｋは１２５ｍｍとした。また、微細気泡散気管４としては、長手方向長さが０
．７５ｍのものと０．６５ｍのものとを用い、それぞれを、対向する空気供給管５に連接
させ、その先端同士が近接するように略直線上に配置し、さらに、その先端位置が交互に
不揃いとなるようにした。同じ空気供給管５に接続された複数の微細気泡散気管の長手方
向長さの総和は、それぞれ、２．１５ｍ、２．０５ｍであり、その差は５％であった。
【００８７】
　以上のようにして、１００枚の膜エレメント２２が筐体３５内に装填され、枠体３６と
散気管４とが設置された、図８に示す構造の浸漬型膜分離装置を製作した。
【００８８】
　また、表１にまとめて示す条件にて、図１０に示す処理装置の水浄化処理プロセスによ
って、生活廃水の処理を行った。図１０では、浸漬型膜分離装置を、膜エレメントが装填
された分離膜モジュール２と微細気泡散気管４とに簡略化して示している。図１０に示す
ように、原水（生活廃水）は、原水供給ポンプ３１を介して、まず脱窒槽３２に導入され
活性汚泥と混合される。その後、この活性汚泥混合液は曝気槽４１に導入される。生物処
理工程は、窒素除去のため、硝化工程（好気）と脱窒工程（無酸素）により処理が進めら
れる。後段の曝気槽４１（好気槽）でアンモニア性窒素（ＮＨ４－Ｎ）の硝化を進め、膜
分離活性汚泥槽から前段の脱窒槽３２へ硝化液を汚泥循環ポンプ３３により循環され、脱
窒槽３２にて窒素を除去する。
【００８９】
　ここで、曝気槽４１内では、空気供給装置７により送風された空気が散気装置３を介し
て曝気される。この曝気により、活性汚泥が好気状態に維持され、硝化反応やＢＯＤ酸化
が行われる。さらに、この空気曝気により、分離膜モジュール２内の膜面上へ付着する汚
泥の付着・堆積が洗浄される。また、曝気槽４１と脱窒槽３２内のMLSS濃度維持のため、
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定期的に汚泥を、汚泥引き抜きポンプ３４により引き抜いた。
【００９０】
　分離膜モジュール２による膜ろ過は吸引ポンプ１４で透過水側を吸引することにより行
った。また、分離膜の膜表面への汚泥付着防止のため、タイマーを内蔵し、予め記録され
たプログラムに従い、定期的に吸引ポンプの運転／停止を切り替えるリレースイッチを用
いることにより、膜ろ過は８分運転と２分休止とを繰り返す間欠運転で行い、膜ろ過流束
は１．０ｍ／日（平均フラックス）と固定した運転を行った。
【００９１】
【表１】

【００９２】
　ここで、運転性能を表す指標として膜差圧を経時的に測定し、その経時的変化を用いた
。運転中に生じる旋回流が不均一であれば膜面洗浄が不十分となり、膜差圧が上昇し、安
定運転が困難になるので、膜差圧の変化でもって運転性能を評価できる。
【００９３】
　９０日間の運転を続けたところ、９０日間における差圧上昇速度は０．０７ｋＰａ／日
であり、ほぼ安定した運転を継続することができた（表２参照）。
【００９４】
　（実施例４）
　実施例３と同様の浸漬型膜分離装置において、枠体に固定された散気装置の位置を変更
し、膜エレメント下端から散気装置までの上下方向の距離が、それぞれ、１２０ｍｍ、１
５５ｍｍ、４６０ｍｍとなる位置に微細気泡散気管を設置した。この時、Ｂ／Ａの値は、
それぞれ、０．５６、０．８０５、２．９４であった。それぞれを、４（ａ）、４（ｂ）
、４（ｃ）とする。
【００９５】
　これらの膜分離装置を用いて実施例３と同様の運転条件で運転したところ、差圧上昇速
度が、それぞれ、１．０８、０．１０、０．０５ｋＰａ／日であった。エレメント下端か
ら散気装置までの上下方向の距離が１２０ｍｍのとき（４（ａ）の場合）は、差圧が急上
昇し、３０日程度で運転が困難となったが、エレメント下端から散気装置までの上下方向
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の距離が１５５ｍｍのとき（４（ｂ）の場合）、および４６０ｍｍのとき（４（ｃ）の場
合）は、ほぼ安定した運転を継続することができた。
【００９６】
【表２】

【００９７】
　（実施例５）
　実施例３と同様の浸漬型膜分離装置において、１００枚の分離膜エレメントのうち、端
から２枚目（２２－０２）、４８枚目（２２－４８）、５０枚目（２２－５０）、５２枚
目（２２－５２）、９９枚目（２２－９９）の膜エレメント２２について、２７０ｍｍの
水頭差を与えたときの膜ろ過流束を測定した。これら膜エレメントの位置と微細気泡散気
管との上下位置関係を図１６に示す。ここで、膜エレメント２２－０２の鉛直下方部には
、３本の微細気泡散気管４Ｌがあり、膜エレメント２２－４８の鉛直下方部には、２本の
微細気泡散気管４Ｌがあり、膜エレメント２２－５０の鉛直下方部には、２本の微細気泡
散気管４Ｌと１本の微細気泡散気管４Ｒがあり、膜エレメント２２－５２の鉛直下方部に
は、１本の微細気泡散気管４Ｌがあり、膜エレメント２２－９９の鉛直下方部には、３本
の微細気泡散気管４Ｌがある。
【００９８】
　曝気風量を１０００Ｌ／分（分離膜モジュールあたりの曝気風量は、１．３８ｍ３／ｍ
２／分）としたところ、５分間ろ過した後の膜ろ過流束は、どの分離膜エレメントも１．
０ｍ／日であり、十分に高い膜ろ過流束で維持することができた。
【００９９】
　また、曝気風量を７００Ｌ／分（分離膜モジュールあたりの曝気風量は、０．９７ｍ３

／ｍ２／分）としたところ、５分間ろ過した後の膜ろ過流束は、膜エレメント２２－５２
以外の分離膜エレメントは１．０ｍ／日であったが、膜エレメント２２－５２は０．８ｍ
／日であった。下方部に微細気泡散気管が１本しかない１枚の膜エレメントの膜ろ過流束
は、他と比較して若干小さくなったが、全体的に十分に高い膜ろ過流束で維持することが
できた。
【０１００】
　また、曝気風量を５００Ｌ／分（分離膜モジュールあたりの曝気風量は、０．６９ｍ３

／ｍ２／分）としたところ、５分間ろ過した後の膜ろ過流束は、膜エレメント２２－０２
と２２－９９は、１．０ｍ／日だったものの、２２－４８と２２－５０は０．７ｍ／日、
２２－５２は０．５ｍ／日となった。このように、中央部の膜エレメントの膜ろ過流束が
他と比較して、著しく小さくなってしまった。
【産業上の利用可能性】
【０１０１】
　本発明の浸漬型膜分離装置は、下水、し尿、産業廃棄水等の汚水を処理する際に、活性
汚泥処理槽内に設置して使用する浸漬型膜分離装置として好適である。また、汚水以外の
種々の水（例えば上水）を膜分離処理する際の浸漬型膜分離装置として使用することもで
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きる。

【図１】 【図２】
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【図３】
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【図６】 【図７】
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【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【図１４】 【図１５】
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