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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
０．０１～１００μｍの平均孔径をもつ多孔性平膜を備え、一次側および二次側に流速調
整機構を設け、一次側の流体は膜表面でのひずみ速度で２／秒以上の流速で流し、該流速
調整機構で間接的に膜間差圧が０．０１ＭＰａ以下になるように調整し、該平膜の平均孔
径の１／２以下の粒子径の分離対象物質を分離することを特徴とする孔拡散型膜分離装置
を使用するにあたり、該平膜の表面あるいは／および内部に、処理対象液に含まれる分離
対象物質に対し親和力を有する物質あるいは官能基を担持させて使用し、処理対象液に含
まれる分離対象物質と他成分との親和力の違いにより分離することを特徴とする分離方法
。
【請求項２】
請求項１の分離方法において、分離対象物質が１価あるいは２価の陽イオンであり、親和
力を有する物質として鉄コロイド粒子、鉄シアン錯体、水酸基、カルボキシル基、アミノ
基、スルホ基のいずれかを使用することを特徴とする孔拡散型膜分離方法。
【請求項３】
請求項１あるいは請求項２の分離方法において、複数の前記膜分離装置を前段から後段に
多段に連結させる際に、前段の一次側出口を後段の一次側入口に連結し、かつ後段の二次
側の出口を前段の一次側入口に連結し、二次側ろ液を前段の一次側に還流させることを特
徴とする多段式孔拡散型膜分離方法。
【請求項４】
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請求項１あるいは請求項２の分離方法において、複数の前記膜分離装置を前段から後段に
多段に連結させる際に、前段の一次側出口を後段の一次側入口に連結し、かつ後段の二次
側の出口を前段の二次側入口に連結し、膜を介して一次側と二次側の流体の流れを対流さ
せることを特徴とする多段式孔拡散型膜分離方法。
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】

本発明は平膜を利用した膜間差圧が０．０２MPa以下の低圧力条件下で、分子および粒子
の拡散の速度差を主に利用し、さらに物質の孔拡散による分離法、および該分離法に膜間
差圧と流速分布によって生じる揚力とを併用した流導分別効果を併用した孔拡散型膜分離
法に関する。詳しくは平膜を用いた膜分離方法、あるいは平膜中の孔を介した物質の拡散
現象を利用した孔拡散型物質分離精製方法であり、特定の粒径を持つ分子あるいは粒子、
たとえば有用な高分子、生理活性物質、ガス成分の分離精製および、有害性微粒子、感染
性微生物、イオン等の高度な除去を実現する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】

平膜を利用した温和な低圧力条件下で、分子および粒子の拡散の速度差を主に利用した物
質の孔拡散による分離法として、特開２０１２－２２３７０４「平膜を利用した温和な低
圧力条件下で、分子および粒子の拡散の速度差を主に利用した物質の孔拡散による分離法
」が提案されている。この技術は、孔拡散型の膜カートリッジを用い、分離対象溶液を膜
表面におけるひずみ速度２/秒以上で２００/秒未満で流し、かつ前記膜カートリッジの出
口部における静圧表示での膜間差圧が０．０５ＭＰａ以下となるように、一次側流路に接
続したポンプの流量および吐出圧を調節して行う分離法である。この分離法によって、デ
ッドエンド式ろ過によって生じる目詰まりを抑制し、タンジェンシャルフロー式ろ過にお
ける流速、膜間差圧の安定性を改善し、精密な分離操作を可能にし、装置の大型化を防ぐ
ことができるとしている。
【０００３】

ここで孔拡散型膜分離法とは、平均孔径と膜間差圧との関係で実現される。平均孔径より
大きな流体中の成分の内、その存在量が最も大きい成分が明らかであれば、該成分のブラ
ウン運動の速度が膜間差圧で生じる流体の流れ速度（これを以降、ろ過速度と略称）より
も大きくなるように膜間差圧を定める。具体的な膜間差圧としては０．０５ＭＰａ以下で
ありかつ該平膜の平均孔径によって指定される圧力以下であるとしている。また一次側流
路の流れによる膜表面のひずみ速度において１０/秒以上でかつ１００/秒未満であり、２
０／秒以上で流す場合においてもっとも分離効果を発揮できるとしている。
【０００４】

主な要件となる膜間差圧を調整する方法としては、流速を制御するためのポンプの吐出圧
を用いるか、あるいは一次側流路に連結した流体用タンク内にかかる気体圧を負荷する加
圧装置を用いるか、あるいは液体の水頭圧を利用するために該タンクの高さを維持する装
置を用いるとしている。すなわち従来はろ過速度を調整するのに膜間差圧を制御している
。該膜間差圧は採用する膜の平均孔径によって決定しなくてはならなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００５】

【特許文献１】特開２０１２－２２３７０４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】

前記特開２０１２－２２３７０４では、主に膜間差圧を調整して孔拡散型膜分離を実現し
、その膜間差圧を調整する方法として、一次側に設置したポンプの吐出圧や、タンクの水
頭圧、あるいは気体圧を利用するとしているが、これらの方法では０．０１ＭＰａ以下の
低圧領域（これを以降、超低圧力帯と略称）での膜間差圧調整が難しく、その結果、安定
的な孔拡散型膜分離効果が得られなくなる場合があった。
【０００７】

ろ過速度を調整する場合、一次側の圧力に依存した操作に限定され、二次側流量の調整範
囲に限界が生じていた。特に孔径の大きな平膜での分離操作の場合、一次側流量を確保す
るために流速を速めると、膜間差圧が大となり、その結果、二次側流量が大きくなりすぎ
る場合があった。
【０００８】

粒子の分離特に除去性能を高くするためには、孔径の小さな多層構造を持つ多孔性平膜を
選択することになるが、その場合は二次側の流量が小さくなる。この場合でも膜間差圧を
直接制御する方式では実用的には煩雑となるという課題があった。超低圧力帯の必要とす
る場合は平膜の平均孔径が０．１μｍを越える場合に対応する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】

前記課題を解決するため、孔拡散型膜分離装置を用いて、流速と流量の調整法、膜カート
リッジの形状、圧力源の選定、その他操作方法などに関し、多種多様な手法を試みた。特
に、膜表面においてより温和で、均質的な環境を作り出すことが、孔拡散型膜分離にはき
わめて重要であることを明らかにした。その結果、前述の孔拡散型膜分離や従来のデッド
エンド式ろ過のように直接的な一次側流路内の圧力調整のみで膜間差圧を調節するのでは
なく、一次側の流量調整機能に加え、二次側にも流量調整機能を加え、流量を調節するこ
とによって間接的に膜間差圧を調節することこそが、前記のようなさらに温和な、かつ均
質的な孔拡散型膜分離により適した環境を作り出すことができることを発見した。直接的
にポンプの吐出圧や流量で膜間差圧を制御するのではなく、一次側と二次側の流量調整機
構によって流量を制御して間接的に制御する方式を採用し、流導分別機構による粒子の分
離能が完全に制御できることを発見して本発明に至った。
【００１０】

一次側と二次側の流量調整機能、たとえば開閉弁を調整することで、膜間差圧を０．０１
ＭＰａ以下の超低圧力帯でもより精密な調整が可能となった。その結果、大きな孔径の平
膜を使用した場合も、二次側流量が大きくなりすぎることなく使用できるようになり、前
記特開２０１２－２２３７０４よりもより安定的に孔拡散型膜分離を行うことができるよ
うになった。
【００１１】

二次側の流量調整機構の存在によって、一次側のひずみ速度を一定以上に保ちつつ、二次
側の流量の調整が可能となった。その結果、膜表面では、高いひずみ速度のまま温和な条
件の維持が達成でき、すなわち拡散現象が起きやすい環境下となる。一定以上の大きさを
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持つ粒子は平膜の孔径に関わらず、自身の拡散力と、ひずみ速度に対する追随性によって
一次側流路のとどまることになり、二次側への流出が起きにくくなった。
【００１２】

さらに第二の発見として、より低圧力帯での孔拡散型膜分離が実現できるようになり、分
離操作を繰り返した結果、０．０１ＭＰａ以下の圧力帯における孔拡散型膜分離では、孔
径以下の粒子に対する除去性が得られることを見出した。平膜の孔径以下の粒子の挙動が
、より定常孔拡散型に近づき、その結果二次側流路への流出が少なくなり、平膜の孔径の
1/2～1/5以下の粒子の分離が可能であることを発見した。
【００１３】

このように、膜間差圧が０．０１ＭＰａ以下で、２／秒以上のひずみ速度を維持し、膜表
面を均質な環境下に保ちつつ、なおかつ大きな孔径の平膜を使用できることを発見したこ
とで、さらに膜へ親和力等の弱い力を付加することでも孔拡散型膜分離をより高度に機能
させることができるのではないかとの発想に至った。すなわち、高い膜間差圧下で膜の変
形を伴うデッドエンド式ろ過や、激しい乱流を伴うタンジェンシャルフロー式ろ過では、
膜表面の特性はほぼ無視される程の流れが生じ、その結果、平膜の物理的な孔径のみが分
離性能を決定する因子となってしまっていた。しかし上記のとおり、温和で高度な条件が
整った孔拡散型膜分離の場合は、膜と粒子との親和力が生かせる可能性があることを発見
した。
【００１４】

たとえばイオンなど極めて小さな粒子を分離する場合は、孔径１０ｎｍ～１００μｍの平
膜を用いた孔拡散型膜分離法に、親和力を用いた分離メカニズムを併用する必要がある。
たとえば陽イオン粒子を分離する場合に、該粒子に対して親和力を有する物質を平膜に担
持させることによって、該粒子の膜中での拡散係数は著しく減少する。ここで親和力とは
、電荷によるクーロン力、双極子モーメントによるファンデルワールス力、極性の３つの
力のことである。これらの３つの力によって発生する引きあう力あるいは反発しあう力を
、ここで親和力と呼ぶ。
【００１５】

具体的には、分離対象物質が陽イオンの場合は、プラスに帯電している鉄コロイド粒子を
担持させることで、大きな孔径の平膜をもちいても分離できることを発見し、またセシウ
ムイオンに対しては、高い親和力を持つ鉄シアン錯体を担持させることで、分離が可能で
あることを実験的に見出した。さらにセルロース平膜をもちいる際に、セルロース中の水
酸基をカルボキシル基に酸化することで、陽イオンに対する選択的イオン交換性を持たせ
、陽イオンへの分離性能が得られることを見出した。その他に、アミノ基、スルホ基につ
いてもセルロースに対する付加が容易であり、孔拡散型の温和な環境下で様々なイオンの
分離ができることを発見した。
【００１６】

細菌、ウイルス、プリオン等の分離対象粒子が小さくなる場合には除去率を高くしなくて
はならないので、この場合には多段構造が考えられる。そのため発明者らは多くの形式の
中から、孔拡散型膜分離操作に最も適切な多段方式を苦心検討し、設計と試作を繰り返し
、実験を行った。その結果、原水中の分離対象物質を濃縮する場合、あるいは希釈する場
合は、還流式の多段形式が最も適することが分かった。一方、原水中の分離対象物質を二
次側の拡散液中に回収する場合には、対流式の多段形式が最も適する結果を得た。ここで
還流式とは、複数の膜分離装置を前段から後段に多段に連結させる際に、前段の一次側出
口を後段の一次側入口に連結し、かつ後段の二次側の出口を前段の一次側入口に連結する
ことによって、二次側ろ液を前段の一次側に還流させることを特徴とする多段式孔拡散型
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膜分離装置の構造のことである。また対流式とは、複数の前記膜分離装置を前段から後段
に多段に連結させる際に、前段の一次側出口を後段の一次側入口に連結し、かつ後段の二
次側の出口を前段の二次側入口に連結することによって、膜を介して一次側と二次側の流
体の流れを対流させることを特徴とする多段式孔拡散型膜分離装置の構造のことである。
【００１７】

その結果、還流式あるいは対流式の多段構造を持つ膜分離装置を構築することで、分離係
数が小さく、かつ二次側流量が小さい場合でも、最終的に得られる処理水量を一定以上に
確保することが可能となり、工業的な活用ができるようになった。
【発明の効果】
【００１８】

本発明を採用することにより、有用な高分子、生理活性物質、有害性微粒子、感染性微生
物、イオン等を分離、除去あるいは精製することが可能となる。熱的、力学的、化学的に
不安定な物質の分離精製には膜分離が最適であると考えられていたが、工業的には膜分離
には前述のような多くの障害がある。本発明では拡散の持つ最大の欠点であった分離速度
の小さい点と処理容量を大きくする点を改善し、孔拡散を利用することにより、広い分子
量範囲（粒子径範囲）での分離回収が可能となる。かつ、複雑になりがちであった膜分離
装置も、孔拡散法に適した、かつ単純で操作が簡便な装置を発明することで、膜の目詰ま
りの進行が遅く、かつ再生が容易であり、繰り返し使用できるようになる。さらに装置が
簡素化されることで低コスト化、低価格化の効果もある。様々な成分が混ざり合った液体
、生活排水や工業排水、塩水に対して本発明方法を適用することにより有用な水質に変換
させることが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】

【図１】膜セット概略図
【図２】膜カートリッジ概略図
【図３】膜分離装置の例
【図４】膜分離装置の例
【図５】膜分離装置の例
【図６】膜セット概略図２
【図７】膜カートリッジ概略図２
【図８】多段式膜分離装置の例
【図９】多段式膜分離装置の例２
【発明を実施するための形態】
【００２０】

本発明で使用する多孔性平膜１は、孔拡散型膜分離が可能な孔特性を持つ分離膜であり、
平均孔径５ｎｍ以上５００μm以下、望ましくは平均孔径１０ｎｍ～１００μmで、多孔性
平膜が不織布の場合の平均孔径としては、例えば１μｍ以上１００μｍ以下であり、望ま
しくは５μｍ以上５０μｍ以下で、空孔率３０％以上９０％以下、膜厚１μm以上３ｍｍ
未満の平膜であり、材質は特に選ばないが、望ましい材質としては親水性高分子であるセ
ルロース製平膜で、膜の再生の容易さと、目詰まりの起こりにくさ、加工しやすさが特徴
である。具体的なセルロース製平膜としてはミクロ相分離法で作製された多層構造平膜の
他、ろ紙状物や不織布を用いる場合もある。平均孔径が５ｎｍ未満であれば溶解・拡散機
構による寄与が大きく、拡散係数が小さくなりすぎる。空孔率の上限は９０％以下であり
、これを超えると膜の力学的性質の低下が著しく、ピンホールなど欠陥の発生確率も高く
なる。膜厚は望ましくは３０μm以上で、膜厚を厚くすることで膜の強度、取り扱いやす
さが増し、ピンホールの発生が減少する点から微生物除去にも効果的である。
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【００２１】

平均孔径は「粘度・膜厚・濾過速度／膜間差圧・空孔率」の平方根で与えられる。ここで
濾過速度は一平方メートル当りの純水の濾過速度でｍｌ／ｍｉｎの単位で測定され、膜厚
はミクロン単位、粘度はセンチポイズ、膜間差圧はｍｍＨｇ単位で、空孔率は無次元単位
である。この際の平均孔径はｎｍ単位となる。空孔率は「１－膜の密度／素材高分子の密
度」で与えられる。膜の密度は「膜の重量／膜の面積＊膜の厚さ」で算出される。素材高
分子の密度は空孔率０％の時の膜の密度で、これはすでに文献で与えられている。多層構
造膜とは膜の断面方向から電子顕微鏡で観察すると１０～１０００ｎｍの厚さの層が認め
られ、膜の表面からの観察では網目状または粒子間の隙間が孔として、また粒子相互は融
着した様子が観察される膜である
【００２２】

多層構造を持つ多孔性平膜とは、フィールドエミッション型走査型電子顕微鏡によって膜
中に孔の存在が認められる膜で平均孔径５ｎｍ以上、空孔率が３０％以上で、厚さ約０．
２μｍの層が１０層以上に積層された膜を意味する。
【００２３】

例えば銅安法再生セルロース平膜は親水性素材として最適であるが膜厚を１００μm以上
にまた平均孔径を１００ｎｍ以上にするのが難しい。該膜の製法は特公昭６２－０４４０
１９号及び特公昭６２－０４４０１７号と特公昭６２－０４４０１８号に与えられている
。広い範囲の平均孔径を持つ再生セルロース製の平膜の製法として多孔性アセテート膜を
作成し、湿潤状態の膜を０．１規定の苛性ソーダでケン化処理することによって作製でき
る。アセテート膜の製法は上出健二，真鍋征一，松井敏彦，坂本富男，梶田修司，高分子
論文集，３４巻３号２０５頁～２１６頁（１９７７年）に与えられている。この方法によ
り０．０１～数ミクロンの平均孔径を持つ多孔性膜が得られ、膜厚は２０μｍ～数ｍｍま
で可能である。
【００２４】

原液とは分離対象物質（分子あるいは粒子）を含む溶液であり、拡散液とは、該分離対象
物質を拡散させる溶液のことであり、流導分別ろ過の場合には二次流路に満たされる液体
が拡散液の役割を果たす場合もある。
【００２５】

得られた多孔性平膜１を図１に示すような支持体２に固定する。平膜を固定する際に、厚
さ0.1mm～1mm程度の薄いプラスチック板の支持板を用いてあらかじめ固定しておいてもよ
い。ピンホール発生を防止するためには該平膜を複数枚重ね合わせた方が望ましい。二枚
の多孔性平膜を両側に固定した支持体を膜セット５と呼ぶ。
【００２６】

膜セット５をベース４上にて並べ連ねることで膜カートリッジ６が作製できる。この膜カ
ートリッジ６の側面全体がそれぞれ一次側流路３となり、原水（原液と同義）が一次側流
体流れ８のように流れる。膜カートリッジ６の側面のうち、ベース４に連結される面が二
次側流路７につながり、ろ液（拡散液と同義）１０は二次側流体流れ９のように流れる。
二次側流路７には開閉弁１１が設置され、ろ液１０の排出速度が調整される。この膜カー
トリッジ６が膜分離装置１２のポンプ１手前、原水流れ８の途中にセットされる。
【００２７】

支持体２は、ポリエチレンやポリプロピレン等のポリオレフィン類、ポリカーボネートや
ポリエチレンテレフタラートやナイロン等の高分子縮合重合体、さらにフッ素系樹脂やポ
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リ塩化ビニルなどの側鎖として極性基を持つ樹脂製か、あるいは金属製の織物、編物ある
いは不織布などが使用される。
【００２８】

膜セット５は望ましくは接着せずに積層し、面に対して垂直方向に面圧をかけて膜カート
リッジ５とする。あるいは少量の接着剤、たとえばシリコンやポリウレタン樹脂や溶剤な
どを用いて積層し、膜カートリッジ６とする。
【００２９】

以上の手順で組み立てた膜分離装置１２には、流体を循環させるためのポンプ１３と循環
流路１４、流体用タンク１５があり、場合によってポンプ１６、あるいは気体圧源１７を
有する。ここでポンプ１３、ポンプ１６、気体圧源１７が一次側流速調整機構となる。ま
た、開閉弁１１が二次側流速調整機構となる。流体用タンク１５に導入された流体は、ポ
ンプ１６、あるいはポンプ１３によって一定のひずみ速度以上で膜カートリッジ５と膜分
離装置内を一次側流体流れ８、循環流路１４の方向に循環する。ひずみ速度τは次式で与
えられる。「τ=Ｖ／Ｔ (秒-1)」ここでＶは流速（mm/秒）、Ｔは流路幅（mm）である。
ひずみ速度の条件は除去対象粒子によるが、たとえば除去対象粒子が０．数μmである場
合、ひずみ速度を２０／秒以上、および膜間差圧（原液と拡散液との静圧の差）を０．０
２ＭＰａに設定することによって目詰まりをほぼ起こさずにろ過を行うことができる。ま
た、一次側の流体は膜表面でのひずみ速度で２／秒以上の流速で流し、膜間差圧が０．０
１ＭＰａ以下になるように調整することで、目詰まりをほぼ起こさずに平膜の平均孔径の
１／２以下の粒子径の粒子を分離できる。
【００３０】

孔拡散型膜分離では膜間差圧を平膜の平均孔径によって指定される圧力△Ｐ以下となるよ
うに流体（液体）を供給する。△Ｐは次式で与えられる。「 △Ｐ≦ｋｄＤη／ｒｆ

2　」
ここでｄは膜厚、Ｄは微粒子の拡散係数、ηは分離対象とする液体の粘度ｒｆは平均孔径
、ｋは膜の孔構造を反映した定数で非多層構造膜では４０００、多層構造膜では２×１０
５である。この式を満足する△Ｐでの孔拡散分離法では目詰まりがほぼ完全に防止できる
。膜セット間の流路幅と、膜分離装置内の流路とポンプは、一定のひずみ速度で流体が流
すことができるように、流体の粘度、流路の圧力損失から決定される。
【００３１】

ポンプ１３およびポンプ１６を同時に用いる場合は、二つのポンプの吐出力と流速、およ
び開閉弁１１を調整することで、膜カートリッジ５の一次側流路における流速と同時に結
果として膜間差圧を制御する。その結果、十分なひずみ速度で流れる流体によって分離対
象粒子は膜表面に堆積せずに一定のろ過速度を得ることができる。
【００３２】

ポンプ１３あるいはポンプ１６のいずれかのみを用いる場合は、一次側流路に接続された
流体用タンク１５に気体圧源１９から気体圧をかけ、開閉弁１１を調整することによって
、膜間差圧を制御する。あるいは、流体用タンク１５に貯められた流体の水頭圧２０を調
節することによって膜間差圧を制御する。
【００３３】

分離対象物質に親和力を有する物質を利用した親和力型孔拡散膜分離を行う場合には、多
孔性平膜１に親和力を有する物質を担持させて使用する。具体的には、分離対象物質が粒
径２ｎｍ以下の粒子、たとえば１価あるいは２価の陽イオンの場合、親和力を有する物質
として鉄コロイド粒子、鉄シアン錯体、水酸基、カルボキシル基、アミノ基、スルホ基の
いずれかの使用が考えられる。たとえばＮａイオンやＣａイオン、Ｃｓイオンなどの陽イ
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オン粒子を分離する場合には、該粒子に対して親和力を有する物質として、プラスに帯電
した鉄コロイド粒子や、Ｃｓイオンに親和力を有する鉄シアン錯体を平膜に担持させる。
Ｃａイオンに対してはカルボキシル基が有効であり、一方、塩化物イオンなどの陰イオン
の場合にはスルホ基が有効である。
【００３４】

平膜への担持の方法としては、鉄コロイド粒子は水中に分散させた後、ろ過操作を行うこ
とで平膜表面にケーク層として担持させる方法がある。鉄シアノ錯体の場合は、ケーク層
として担持させる他、前駆体としてのフェロシアン化カリウム水溶液を平膜に浸漬させた
後、３価の鉄イオンを反応させ、平膜中に鉄シアノ錯体を析出させる方法がある。官能基
を平膜に負荷して親和力物質として担持させる場合は、たとえばカルボキシル基の場合は
、過酸化水素や過マンガン酸カリウムなどの酸化剤を使用し、セルロース製平膜中の水酸
基を酸化してカルボキシル基とする方法がある。アミノ基、スルホ基の付加は、それぞれ
プラズマ処理によるアミノ基の付加、および共役ジエンのスルホン化物との反応などがあ
る。
【００３５】

分離対象物質に対する分離性能（濃縮度あるいは希釈度）が低い場合に、膜カートリッジ
６をセットした膜分離装置１２を図８のように還流式多段構造に組むこともできる。複数
の膜分離装置１２を前段から後段に多段に連結させる際に、前段の一次側出口を後段の一
次側入口に連結し、かつ後段の二次側の出口を前段の一次側入口に連結し、二次側ろ液を
前段の一次側に還流させることで徐々に濃縮度あるいは希釈度を上げていくことができる
。ここで前段、後段とは一次側流体の流れに対する呼称であって、一次側流体の流れの上
流側が前段、下流側が後段である。この際、二次側の流体の流れは考慮に入れない。
【００３６】

また膜セット５には図６に示すような二次側流体入口２１を設置することもできる。その
結果、図７に示すように膜カートリッジ６にも二次側流体入口２１と二次側流体出口７が
設置され、図９に示すような対流式多段構造が可能となる。複数の膜分離装置１２を前段
から後段に多段に連結させる際に、前段の一次側出口を後段の一次側入口に連結し、かつ
後段の二次側の出口を前段の二次側入口に連結し、膜を介して一次側と二次側の流体の流
れを対流させることで、徐々に濃縮度あるいは希釈度を上げていくことができる。
【実施例１】
【００３７】

セルロース誘導体の銅安法で作製された再生セルロース長繊維不織布（旭化成繊維製ベン
リーゼNE107、目付が１００ｇ／平米、厚さ３９０μｍ、平均孔径約２０μｍ）をプレス
加工し、厚さ１０１μｍ、空孔率３９％、透水速度２１４２８６Ｌ／（平米・ｈｒ）、平
均孔径７．０μｍの加工済み不織布を得た。当該不織布を多孔性平膜１とした。
【００３８】

この多孔性平膜１を、２００ｍｍ角に切り取り、塩化ビニル製支持体２にセットし、１６
層に積層して膜カートリッジを作製した。
【００３９】

処理用原水として下水系排水を凝集剤で処理をしたものを使用した。排水に含まれる粒子
の粒径をダイナミック光散乱粒径アナライザー（大塚電子）にて測定したところ、約０．
０５μｍから２００μｍに粒径分布を持ち、約１７μｍにピークを有し、平均粒径は３１
μｍであった。
【００４０】
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５０Ｌ/分の送液ポンプをポンプ１３として使用し、ポンプ１３の回転数をインバーター
で制御し、一次側流量調整機構とした。また二次側流路に開閉弁１１を設け、二次側流量
調整機構とした。一次側流路における流速は９．８ｃｍ／秒、ひずみ速度は２４．５／秒
である。一次側を原水が定常的に流れていることを確認後、開閉弁１１をゆっくり開き、
二次側浸出液流速を時間当たり約５０Ｌ/平米に調整することにより、一次側流路におけ
る膜間差圧を約０．００２ＭＰａに設定した。
【００４１】

流体の循環開始後、二次側流路７からろ液１０が排出され、１２時間にわたり一定の流速
であった。ろ液の目視外観は透明であり、含まれる粒子の粒径をダイナミック光散乱粒径
アナライザー（大塚電子）にて測定したところ、平均粒径は約１μｍであった。
【実施例２】
【００４２】

再生セルロース長繊維不織布（旭化成繊維製ベンリーゼNE107、目付が１００ｇ／平米、
厚さ３９０μｍ、平均孔径約２０μｍ）を、フェロシアン化カリウム（黄血塩）の水溶液
に浸漬し、十分に浸透させた。その後３価の鉄イオン水溶液を平膜に滴下し、平膜の層内
に鉄シアン錯体を析出させ、担持させた。
【００４３】

この多孔性平膜１を、２００ｍｍ角に切り取り、塩化ビニル製支持体２にセットし、１６
層に積層して膜カートリッジを作製した。膜カートリッジの各膜セット５間の一次側流路
の幅は４ｍｍである。
【００４４】

膜カートリッジを実施例１と同様の膜分離装置にセットし、水道水を循環させながら、鉄
シアン錯体フロックを一次側流路に導入し、緩やかにろ過しながら、平膜表面に鉄シアン
錯体フロックをケーク状に積層させた。
【００４５】

処理用原水（原液）として塩化セシウム水溶液（セシウム濃度約５００ｐｐｍ）を作成し
た。その原液をタンク１５に入れ、５０Ｌ/分の送液ポンプをポンプ１３として使用し、
ポンプ１３の回転数をインバーターで制御し、一次側流量調整機構とした。また二次側流
路に開閉弁１１を設け、二次側流量調整機構とした。一次側流路における流速は９．８ｃ
ｍ／秒、ひずみ速度は２４．５／秒である。一次側を原水が定常的に流れていることを確
認後、開閉弁１１をゆっくり開き、二次側浸出液流速を時間当たり約５Ｌ/平米に調整す
ることにより、一次側流路における膜間差圧を約０．００２ＭＰａに設定した。原水に含
まれる粒子の粒径をダイナミック光散乱粒径アナライザー（大塚電子）にて測定したとこ
ろ、約０．９５μｍと約２７μｍに二つのピークを有し、平均粒径は約２７μｍであった
。
【００４６】

２時間処理を継続し、原液と浸出液のイオン濃度およびセシウム濃度をそれぞれ電気伝導
率計 （堀場製作所、B-173）および原子吸光光度計（日立製Z-2300）を用いて測定した。
その結果、１時間後において一次側電気伝導度４２０μＳ／ｃｍ、セシウム濃度３３４．
１ｐｐｍ、二次側電気伝導度３９０μＳ／ｃｍ、セシウム濃度３１２．０ｐｐｍ、除去率
６．６％（セシウム濃度）であり、２時間後において一次側電気伝導度４１０μＳ／ｃｍ
、セシウム濃度３３０．０ｐｐｍ、二次側電気伝導度４００μＳ／ｃｍ、セシウム濃度３
１２．７ｐｐｍ、除去率５．２％（セシウム濃度）であった。ろ液の目視外観は透明であ
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たところ、粒子は不検出であった。
【産業上の利用可能性】
【００４７】

温和な条件下で分離、精製が求められる産業（例、製薬産業、食品産業）、特にタンパク
質などの生理活性を持つ物質の分離、精製に本発明は利用できる。また、下水処理、排水
処理などの水処理に利用することができる。特に高い粒子除去性と、目詰まりが起こりに
くい特徴を持つ安価な分離用不織布膜として、従来の高価な膜分離技術の適用が不可能と
考えられていた水処理用として利用される。また、コロイド系を取り扱う工業においてコ
ロイド粒子を含めて特定の微粒子を精製、分離する方法として工業的プロセスに組み込む
ことが出来る。また、医療用、環境用、特に水処理用として、ウイルスや細菌、重金属類
、ＣＯＤ原因物質、染料などの汚染物質、有害性微粒子の除去に用いられる。
【符号の説明】
【００４８】

１，多孔性平膜あるいは不織布
２，二次側支持体
３，一次側流路
４，ベース
５，膜セット
６，膜カートリッジ
７，二次側ろ液出口
８，一次側流体
９，二次側流体
１０，ろ液
１１，開閉弁
１２，膜分離装置
１３，ポンプ１
１４，循環流路
１５，タンク
１６，ポンプ２
１７，気体圧源
１８，水頭圧
１９，洗浄水タンク
２０，一次側流体入口
２１，二次側流体入口
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