
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　膜面を鉛直方向にして配列した複数の膜モジュールによって固液分離を行う膜ユニット
を浸漬した濾過槽内に原水流入部から原水を流入して、前記膜ユニットを透過した濾過水
を濾過水流出部から流出させるとともに、前記膜ユニットによって分離された前記濾過槽
内の汚泥を汚泥排出部から排出する固液分離装置の洗浄方法にあって、

前記原水流入部から前記濾過槽への原水の流入
を停止した後、前記濾過槽内の汚泥を濾過槽内の水と共に前記汚泥排出部から排出し、前
記膜ユニットを水面上に露出させた状態で、前記原水流入部から前記膜ユニットの全体に
原水をガイドする原水ガイド部を介して原水を流入させ、前記膜モジュールの表面を洗浄
することを特徴とする固液分離装置の洗浄方法。
【請求項２】
　前記濾過槽 前記膜ユニットより上方位置に
を設置
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前記濾過槽の前段
の前記膜ユニットより上方位置に原水を貯留する原水貯留槽を設置するとともに、前記濾
過槽の前記原水流入部と前記原水貯留槽とを原水流入弁を備えた原水流入管で接続し、前
記原水貯留槽の水位を検出し、検出した水位があらかじめ設定した洗浄水位に達したとき
に、前記原水流入管の原水流入弁を閉じて

の後段に、 、濾過水を貯留する濾過水貯留槽
し、該濾過水貯留槽内に貯留した濾過水を前記濾過水流出部から前記膜ユニットに

向けて逆流可能に形成し、前記濾過槽内の汚泥を濾過槽内の水と共に前記汚泥排出部から
排出するとともに、前記濾過水貯留槽内に貯留した濾過水を前記濾過水流出部から膜ユニ
ットに逆流させて膜ユニットの逆洗を行った後、前記膜ユニットを水面上に露出させた状



することを特徴とする請求項１記載の固液分離装置の洗浄方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、固液分離装 洗浄方法に関し、詳しくは、平膜型、中空糸型、スパイラル
型、その他の膜モジュールを、原水が供給される濾過槽内に浸漬させた状態で固液分離を
行う固液分離装 おける膜モジュールの洗浄方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、合流改善技術が注目を集めている。特に東京湾のオイルボール問題等、雨天時越流
水の水質改善が急務となっており、将来的には、雨天時越流水のＢＯＤ及びＳＳの除去が
必要になっている。一方、下水の高度処理化に伴い、処理方式によってはＭＬＳＳを高め
る必要があり、下水処理場の最終沈殿池での固液分離能力の低下による二次処理水の水質
悪化が懸念されている。このような状況のもと、固液分離処理に固液分離膜を利用するシ
ステムが注目されている。
【０００３】
固液分離膜を利用する場合、その洗浄、再生をいかに効率よく行うかという点が、分離膜
利用システムを構築する上での重要な課題となる。特に、処理原水の汚濁が激しい場合等
には、固液分離膜が目詰まりし易くなり、維持管理の面からも上記課題が一層顕著になる
。
【０００４】
固液分離膜の洗浄、再生方式として、従来から、分離膜の吸引側から水や空気を逆流させ
たり、エアースクラビングによって物理的に膜洗浄を行う等の方式が広く行われている。
さらに、分離膜の膜面（濾過面）に向けて洗浄水を噴出させることによって固液分離膜を
洗浄、再生させることも提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００５】
【特許文献１】
特開２０００－６２８３３号公報（第２－３頁、第１－３図）
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、従来の洗浄、再生方式は、ポンプやブロワー、専用配管等を必要としており、付
帯設備が過大になり易く、システムの簡略化、効率化という点で改良の余地があった。ま
た、濾過処理水の一部を洗浄用に使用するため、水回収率が低下することにもなる。
【０００７】
　そこで本発明は、付帯設備を極力抑え、かつ、濾過処理能力を落とすことなく効果的な
膜洗浄を行うことが可能な固液分離装 洗浄方法を提供することを目的としている。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、本発明の固液分離装置の洗浄方法は、膜面を鉛直方向にして
配列した複数の膜モジュールによって固液分離を行う膜ユニットを浸漬した濾過槽内に原
水流入部から原水を流入して、前記膜ユニットを透過した濾過水を濾過水流出部から流出
させるとともに、前記膜ユニットによって分離された前記濾過槽内の汚泥を汚泥排出部か
ら排出する固液分離装置の洗浄方法にあって、

前記原水流入部から前記濾過槽への原水の流入を停止した後、前記濾過
槽内の汚泥を濾過槽内の水と共に前記汚泥排出部から排出し、前記膜ユニットを水面上に
露出させた状態で、前記原水流入部から前記膜ユニットの全体に原水をガイドする原水ガ
イド部を介して原水を流入させ、前記膜モジュールの表面を洗浄することを特徴としてい
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前記濾過槽の前段の前記膜ユニットより上
方位置に原水を貯留する原水貯留槽を設置するとともに、前記濾過槽の前記原水流入部と
前記原水貯留槽とを原水流入弁を備えた原水流入管で接続し、前記原水貯留槽の水位を検
出し、検出した水位があらかじめ設定した洗浄水位に達したときに、前記原水流入管の原
水流入弁を閉じて



る。
。

【００１０】
　 前記濾過槽の後段に、前記膜ユニットより上方位置に
、濾過水を貯留する濾過水貯留槽を設置し、該濾過水貯留槽内に貯留した濾過水を前記濾
過水流出部から前記膜ユニットに向けて逆流可能に形成し、前記濾過槽内の汚泥を濾過槽
内の水と共に前記汚泥排出部から排出するとともに、前記濾過水貯留槽内に貯留した濾過
水を前記濾過水流出部から膜ユニットに逆流させて膜ユニットの逆洗を行った後、前記膜
ユニットを水面上に露出させた状態にすることを特徴としている。このように、濾過槽の
後段に濾過水貯留槽を設置した場合は、前記原水流入部から濾過槽への原水の流入を停止
した後、濾過槽内の汚泥を濾過槽内の水と共に前記汚泥排出部から排出するとともに、前
記濾過水貯留槽内に貯留した濾過水を前記濾過水流出部から膜ユニットに逆流させること
により、膜ユニットの逆洗を無動力で行うことができる。なお、濾過槽前段の前記原水貯
留槽と濾過槽後段の前記濾過水貯留槽とを同時に設置する場合は、該濾過水貯留槽を前記
原水貯留槽より下方位置に配置する。
【００１４】
【発明の実施の形態】
　図１は本発明の 固液分離装置を活性汚泥法による水処理設備に適用
した一形態例を示す系統図である。固液分離装置１１は、膜ユニット１２を収納した濾過
槽１３と、この濾過槽１３の前段に設けられた原水貯留槽１４と、濾過槽１３の後段に設
けられた濾過水貯留槽１５とを備えており、濾過槽１３の原水流入部と原水貯留槽１４の
底部とは、原水流入弁１６ａを備えた原水流入管１６で接続され、濾過槽１３の濾過水流
出部と濾過水貯留槽１５の逆洗水貯留部１５ａとは、サイホン機能を有する濾過水流出管
１７で接続されている。さらに、濾過槽１３の底部には、濾過槽１３内から汚泥を排出す
るための汚泥排出部として排泥弁１８ａを備えた排泥管１８が設けられ、濾過槽１３の上
方には空気管１９が設けられている。
【００１５】
前記濾過槽１３内の膜ユニット１２、原水貯留槽１４及び濾過水貯留槽１５の高低差は、
膜ユニット１２における圧力損失に応じて設定されており、濾過処理中における原水貯留
槽１４内の水位及び空気管１９内の水位は、膜ユニット１２で濾過処理を行うための水頭
差が得られる位置となる。
【００１６】
また、固液分離装置１１の前段には、散気装置２１を有する曝気槽２２と、内筒２３を有
する沈殿槽２４とが設けられており、原水流入経路２５から曝気槽２２内に流入した原水
を曝気処理した後、ポンプ２６によって沈殿槽２４に送り、この沈殿槽２４で比較的沈降
性のよい固形物をあらかじめ沈殿分離するようにしている。この沈殿槽２４で沈殿分離し
た固形物（汚泥）は、ポンプ２７等を介して曝気槽２２に返送し、微生物の量を維持する
ようにしている。
【００１７】
図２の側面図に示すように、前記膜ユニット１２は、膜面（濾過面）３１を鉛直方向にし
て各膜面同士が互いに平行になるように配列した複数の平膜型の膜モジュール３２により
形成されている。この膜モジュール３２には、分離除去対象の大きさに応じた目幅を有す
るものを選定すればよく、型式としても、平膜型、中空糸型、スパイラル型、その他の膜
モジュールを適宜選択することが可能であるが、洗浄性や強度を考慮すると平膜型が最適
である。また、各膜モジュール３２の上部には、濾過水流出部に接続する分岐管３３がそ
れぞれ設けられており、主管３４を介して前記濾過水流出管１７に接続している。
【００１８】
隣接する各膜モジュール３２における膜面同士の間隔ｔは、原水の状態や洗浄頻度に応じ
て任意に設定できるが、１～１５ｍｍ、好ましくは１～８ｍｍの範囲で一定間隔とするこ
とが望ましい。膜面同士の間隔を１ｍｍ未満にすると、洗浄操作によって膜面から剥離し
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これにより、膜ユニットの目詰まり状態に応じて洗浄操作を効果的に行うことができ
る

また、上記の洗浄方法において、

洗浄方法を実施する



た固形物が膜面間に詰まって洗浄操作や濾過操作に支障を来すおそれがある。一方、間隔
を広くしても洗浄操作や濾過操作に影響はないが、単位体積当たりの濾過面積が小さくな
り、濾過槽１３の大型化を招くことになる。
【００１９】
具体的には、洗浄頻度が１回／日で、原水中のＳＳが１００ｍｇ／Ｌ程度の場合は、間隔
ｔを１ｍｍ程度にすることが可能であり、原水中のＳＳが５００ｍｇ／Ｌ程度の場合は、
間隔ｔを６ｍｍ程度にすることが好ましい。なお、膜面同士の間隔は、膜モジュール３２
の状態に応じて任意に設定でき、間隔が不均一であってもよいが、間隔を一定にすること
により、全体として均一な濾過作用を期待できるとともに、均一な洗浄効果を期待するこ
とができる。
【００２０】
そして、膜ユニット１２の上部には、膜モジュール３２の表面を原水によって洗浄するた
めの膜面洗浄手段として、膜ユニット１２の全体に原水をガイドし、原水を各膜モジュー
ル３２の表面に満遍なく流下させるため、図３乃至図１０に示すような原水ガイド部が設
けられている。この原水ガイド部の構造は、濾過槽１３の大きさや流入原水量等の条件に
応じて様々な形態を採用することが可能である。図３乃至図１０は、この原水ガイド部の
各種形態例を示す概略図である。
【００２１】
まず、図３に示す原水ガイド部の第１形態例は、膜ユニット１２の上方に多孔板あるいは
多数のスリットを設けた原水分散板５１を設けたものであって、原水流入部（原水流入管
１６）から濾過槽１３内に流入する原水を、この原水分散板５１の通孔又はスリット５２
を通して膜ユニット１２の全体にガイドし、各膜モジュール３２の表面を原水が流下する
ようにしている。図４に示す第２形態例では、原水ガイド部として膜ユニット１２の上方
にシャワーノズル５３を設けることにより、原水流入管１６から濾過槽１３内に流入する
原水を膜ユニット１２の全体に散布するようにしている。なお、シャワーノズル５３は、
膜ユニット１２の大きさに応じて複数個を設けることができる。
【００２２】
図５及び図６に示す第３形態例では、原水流入管１６を複数の分岐管５４に分岐させると
ともに、各分岐管５４の先に原水の流入方向をガイドするためのガイド板５５を設け、こ
のガイド板５５によって濾過槽１３内に流入する原水を膜ユニット１２の全体にガイドす
るようにしている。
【００２３】
図７及び図８に示す第４形態例では、原水流入管１６の先端に複数の散布管５６を分岐接
続し、各ノズル管５６に設けた多数の散布孔５７から濾過槽１３内に流入する原水を膜ユ
ニット１２の全体にガイドするようにしている。図９及び図１０に示す第５形態例では、
前記第４形態例における散布管５６に代えて樋５８を複数設置し、各樋５８の側壁に設け
た多数の溢流ノッチ５９から濾過槽１３内に流入する原水を膜ユニット１２の全体にガイ
ドするようにしている。
【００２４】
このような各種の原水ガイド部を設けることにより、膜ユニット１２の全体に原水をガイ
ドすることができ、膜洗浄時に、各膜モジュール３２の表面を原水によって洗浄すること
が可能となる。なお、これらの原水ガイド部は、複数の手段を適当に組み合わせることも
可能であり、また、原水中のＳＳ濃度や流入量に応じて最適な原水ガイド部を選択するこ
とができる。さらに、膜面同士の間隔ｔが十分に狭く、膜ユニット１２の上部が、前記図
３に示した原水分散板５１等と同様の原水ガイド部としての機能を期待できる場合は、膜
ユニット１２の上部に原水を送り込むだけで、原水を各膜モジュール３２の表面に満遍な
く流下させることができる。
【００２５】
前記沈殿槽２４で沈殿分離処理を行ったオーバーフロー水（固液分離装置１１における原
水）の濾過処理は、以下の手順で行われる。まず、濾過工程では、排泥弁１８ａが閉、原
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水流入弁１６ａが開となっており、沈殿槽２４から経路４１を通って原水貯留槽１４に一
時貯留された原水が、原水流入管１６を通って濾過槽１３内に流入し、膜ユニット１２に
よって濾過処理（固液分離）される。
【００２６】
膜ユニット１２によって濾過処理された濾過水は、濾過水流出管１７を通って濾過水貯留
槽１５に流入し、必要に応じて経路４２から滅菌剤、例えば次亜塩素酸ナトリウム溶液や
オゾン水等が添加された後、経路４３を通って河川等に放流される。なお、滅菌剤は、想
像線で示すように、濾過水流出管１７に接続する経路４４から添加するように形成するこ
ともできる。
【００２７】
膜ユニット１２において、濾過工程初期には、図１１に示すように、細孔３６より大きな
固形物３７が捕捉され、小さな固形物３８は濾過水３９と共に細孔３６を通過してしまう
が、濾過処理の進行に伴い、図１２に示すように、細孔３６に捕捉された固形物３７によ
り、小さな固形物３８も捕捉されて水中から除去される状態となる。
【００２８】
濾過工程開始時には、膜ユニット１２における圧力損失が小さいため、原水貯留槽１４内
の水位は、図１に示すように低位置となっているが、濾過工程の進行に伴って膜面３１に
固形物が堆積し、次第に圧力損失が増加してくる。このようにして膜ユニット１２の圧力
損失が増大すると、その増大分に応じて原水貯留槽１４内等の水位が上昇する。
【００２９】
そして、図１３に示すように、原水貯留槽１４内の水位があらかじめ設定した洗浄開始水
位に上昇したときに、濾過工程を中断して膜ユニット１２の洗浄操作の最初の工程である
排水工程を開始する。排水工程では、まず、原水流入弁１６ａを閉じて原水貯留槽１４か
ら濾過槽１３への原水の流入を停止した後、排泥弁１８ａを開いて濾過槽１３の底部に沈
殿している汚泥を水と共に排泥管１８から排出する。このとき、空気管１９から濾過槽１
３内に空気が流入することにより、汚泥の排出を円滑に行えるとともに、膜面に沿って流
下する水の流速を高めて固形物の剥離効果を持たせることができる。この排水工程で濾過
槽１３から排出された汚泥は、沈殿槽２４から抜き取られた汚泥と共に最初沈殿池等に返
送され、あるいは、余剰汚泥として処理される。また、濾過槽１３内の水を排出して膜ユ
ニット１２を空気中に露出させることにより、膜面に堆積した固形物の層（汚泥層）が剥
離しやすい状態となる。
【００３０】
さらに、濾過槽１３内の水位が低下すると、図１４に示すように、膜ユニット１２と濾過
水貯留槽１５との高低差で生じる水頭差によって前記逆洗水貯留部１５ａ内の濾過水が濾
過水流出管１７を逆流し、図１５に示すように、膜ユニット１２の細孔３６から濾過水３
９が噴出して逆洗工程が行われ、膜面に堆積した固形物３７，３８を膜面から剥離して浮
き上がらせた状態とする。なお、ここまでの工程中も、沈殿槽２４での沈殿分離処理は継
続されており、オーバーフロー水は、経路４１を通って原水貯留槽１４に流入している。
【００３１】
最後に、図１６に示すように、原水流入弁１６ａを開いて原水貯留槽１４から濾過槽１３
への原水の流入を再開し、膜ユニット１２の洗浄工程を行う。原水流入管１６から濾過槽
１３内に流入する原水は、前述のような原水ガイド部から各膜モジュール３２の膜面３１
に向けてガイドされる状態となり、膜面に堆積している固形物を原水の流れで剥離して洗
い流す状態となる。洗い流された固形物は、洗浄後の水と共に排泥管１８から排出される
。この洗浄工程は、原水貯留槽１４内の原水がなくなるまで、あるいは、あらかじめ設定
した低水位になるまで行われる。洗浄工程終了後、排泥弁１８ａを閉じることによって前
記濾過工程の状態となり、濾過槽１３内に原水が充満して原水貯留槽１４内の水位が濾過
水位になると、原水の濾過処理が行われる。なお、前記逆洗工程と洗浄工程とを同時に行
うことも可能であり、洗浄工程中に排泥弁１８ａを閉じるようにしてもよい。
【００３２】
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また、原水の水質性状によっては、膜面に微生物が繁殖して細孔３６を閉塞させることが
あるが、このような場合には、前記逆洗工程において、経路４２、４４から逆洗水となる
濾過水に次亜塩素酸ナトリウム溶液やオゾン水等の薬液（滅菌剤）を添加することにより
、微生物を死滅させて除去することができ、微生物による膜ユニット１２の閉塞を抑制す
ることができる。
【００３３】
さらに、原水の水質性状によっては、前記排水工程及び洗浄工程における水流の作用で膜
ユニット１２の洗浄操作を十分に行うことが可能となるので、前記逆洗工程を省略するこ
とも可能である。この場合、逆洗水貯留部１５ａは不要であり、濾過水貯留槽１５を膜ユ
ニット１２より下方に位置させることができる。
【００３４】
このような濾過工程、排水工程、逆洗工程、洗浄工程を連続的に繰り返し、濾過処理（固
液分離処理）を行う原水で膜ユニット１２の膜面を洗浄するように形成したことにより、
濾過水の一部を洗浄水として使用するときに比べて水回収率を向上させることができる。
さらに、エアースクラビングを行う場合に比べて膜面同士の間隔を狭く設定することによ
り、単位体積当たりの膜面積を大きくして濾過槽１３の小型化を図れる。
【００３５】
加えて、膜ユニット１２、原水貯留槽１４及び濾過水貯留槽１５の設置高さを、水頭差に
よって原水の濾過工程が行えるように設定することにより、濾過用ポンプを省略できると
ともに、同じく水頭差によって濾過水による逆洗工程を行えるように設定することにより
、逆洗ポンプも省略することができる。また、原水貯留槽１４の水位を検出して膜ユニッ
ト１２の目詰まり状態を判定することにより、簡単な水位計等を用いて自動運転が可能と
なり、圧力計等の複雑な機器を設ける必要が無くなる。さらに、ポンプやブロワー等の機
器が不要となり、原水流入弁１６ａと排泥弁１８ａとを開閉するだけであるから、装置構
成を極めて簡略化することができる。
【００３６】
そして、図１に示したように、固液分離装置１１の前段に沈殿槽２４を設置し、この沈殿
槽２４で沈降性の高い固形物をあらかじめ除去することにより、膜ユニット１２にかかる
負荷を軽減することができ、膜洗浄サイクルを延ばすことができる。また、沈殿槽２４に
よる沈降分離処理と、膜ユニット１２による膜濾過処理とを組み合わせることにより、雨
天時の越流水対策、下水の高度処理対策にも適応の可能性を広げることができ、汎用的な
固液分離システムの構築が期待できる。
【００３７】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、膜ユニットの洗浄を原水の散布によって行うので
、水回収率を向上させることができる。また、膜面同士の間隔を狭くできるので、濾過処
理能力を向上させることができ、装置の小型化を図れる。さらに、濾過層の前後に原水貯
留槽と濾過水貯留槽とを所定の高さで設置することにより、弁の開閉だけで自動的に洗浄
操作を行うことができる。加えて、前段に沈殿槽を設置することにより、膜ユニットの負
荷を軽減でき、効果的な固液分離処理を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の 固液分離装置を活性汚泥法による水処理設備に適
用した一形態例を示す系統図である。
【図２】　膜ユニットにおける膜モジュール及び原水ガイド部の配置状態を示す側面図で
ある。
【図３】　原水ガイド部の第１形態例を示す概略断面図である。
【図４】　原水ガイド部の第２形態例を示す概略断面図である。
【図５】　原水ガイド部の第３形態例を示す概略断面図である。
【図６】　同じく概略平面図である。
【図７】　原水ガイド部の第４形態例を示す概略断面図である。
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【図８】　同じく概略平面図である。
【図９】　原水ガイド部の第５形態例を示す概略断面図である。
【図１０】　同じく概略平面図である。
【図１１】　濾過工程初期における固形物の分離状態を示す説明図である。
【図１２】　濾過工程進行時における固形物の分離状態を示す説明図である。
【図１３】　濾過工程終了時の状態を示す説明図である。
【図１４】　排水工程時の状態を示す説明図である。
【図１５】　逆洗工程時の状態を示す説明図である。
【図１６】　洗浄工程時の状態を示す説明図である。
【符号の説明】
１１…固液分離装置、１２…膜ユニット、１３…濾過槽、１４…原水貯留槽、１５…濾過
水貯留槽、１６…原水流入管、１６ａ…原水流入弁、１７…濾過水流出管、１８…排泥管
、１８ａ…排泥弁、１９…空気管、２１…散気装置、２２…曝気槽、２３…内筒、２４…
沈殿槽、２５…原水流入経路、２６…ポンプ、３１…膜面、３２…膜モジュール、３３…
分岐管、３４…主管、５１…原水分散板、５２…通孔又はスリット、５３…シャワーノズ
ル、５４…分岐管、５５…ガイド板、５６…散布管、５７…散布孔、５８…樋、５９…溢
流ノッチ
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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