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　世界中で顕在化する水問題を解決するためには、地域規模で生活排水を適切に処理し、
かつ処理水を有効活用（①水不足対策のために生活用水として活用、②河川流量維持水
や親水利用として活用）することが必要です。我々は、複数の膜技術を統合した水処理
システム〔膜分離活性汚泥法（MBR）＋逆浸透膜法（RO）〕を開発して地域内に分散配置し、
使用用途に応じ適切な水質の処理水を提供できる環境を作ることが重要であると考えてい
ます。さらに、成熟度の高い自然エネルギー活用技術や、分散配置する個々の膜処理施
設を有機的につなぐ情報管理技術を融合することで、強固なシステムとすることができ
ます。我々は、この独創的な地域水資源利用システムを「Integrated Intelligent Satellite 
System（IISS）」と呼び、IISS の構築を目指して研究開発を行ってきました。 
　IISS の中核は、膜を用いた水処理技術であり、安定的な運用のためにはファウリング
（膜汚れ）を抑制する技術の開発が必要です。我々は、ファウリング抑制膜の設計開発手
法の確立、さらには新しいファウリング抑制MBRの開発を行ってきました。また、ファ
ウリングによるろ過圧上昇の長期予測が可能なケモインフォマティックモデルの開発に
成功しました。さらにオゾンマイクロバブルを用いて、再生水の水質を制御する手法を
確立しました。これらの成果のもと、中国で IISS のサテライト施設を設置し実証試験
を行いました。実証試験で得られた再生水を用いてヒト正常細胞による長期継代培養試
験を行ったところ、有害性は検出されず、安全なシステムであることが示されました。 
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ファウリング抑制膜の
設計開発手法を確立

　ファウリング抑制能を有するポリマーを探索する計算化学的手法を確立
しました。また、本手法により探索されたポリマーを用いて市販膜の表面
改質を行い、優れたファウリング抑制膜を開発しました。開発のポイント
は膜面水和構造です。

　膜が汚れ性能が低下するファウリングは、

MBR やMBR ＋ RO/NF システム（NF：ナノ

ろ過膜）において極めて深刻な問題で、「汚

れない膜（＝ファウリング抑制膜）」の開発

が求められていました。ファウリング抑制膜

を開発するためにはファウリング抑制能を有

する膜材料の選定が重要となりますが、高分

子系の膜に限っても膜材料となり得るポリ

マーの種類は極めて多く、試行錯誤的に膜を

開発しファウリング抑制能を評価するのは現

実的ではありません。

　我々の研究グループでは、計算化学的手法

を用いてファウリング抑制能を有するポリ

マーを探索する手法を確立することに成功し

ました。開発した手法では、膜素材の候補と

なるポリマーとファウリング物質となり得る

有機物の相互作用を、自由エネルギーという

熱力学的な指標を用いて評価することで、有

機物がポリマー表面に吸着しやすいか否かを

判断することができます。吸着しやすい場合

はファウリングしやすいと考えることができ

ます。探索計算の結果、両性イオン性のカル

図2　計算化学的手法を用いたファウリング抑制能を有するポリマーの探索
左：自由エネルギーという熱力学的な指標を用いてファウリング現象をとらえるイメ
ージ。右上：シミュレーションで用いた計算モデルの概念図。右下：ポリマーの違い
による自由エネルギープロファイルの違い。CMBポリマーやMEAポリマーでは自由
エネルギープロファイルに極小点が見られず、ファウリング抑制能を有すると判断で
きる。

ボキシベタインポリマー（CMB）や、非イオ

ン性のポリ（アクリル酸 2- メトキシエチル）

（MEA）を、優れたファウリング抑制能を有す

るポリマー素材として選定することができま

した（図2）。続いてこれらのポリマーの水和
構造の計算結果を詳細に検討したところ、中

間水と呼ばれる、ポリマーに緩く束縛された

水分子が存在することが明らかになりまし

た。この中間水の存在はMEA ポリマーにつ

いては既に知られていましたが、CMB ポリ

マーについても示差走査熱量測定※1という

実験的手法で確認することに成功しました。

　我々はさらに、これらのポリマーを用いて

市販膜の表面改質を行い、ファウリング抑制

膜の開発に挑みました。例えば CMBに n- ブ

チルメタクリレート（BMA）を共重合したポ

リマーを用いて、ダイナミック膜法と呼ばれ

る手法で、市販のポリスルホン限外ろ過膜の

表面改質を行うことで、タンパク質に対して

全くファウリングせず高いフラックス※2を

維持する膜の開発が可能であることを示しま

した。また、MEAポリマーを用いて、プラズ

マグラフト重合法と呼ばれる手法で、ポリエ

チレン精密ろ過膜の表面改質を行うことで、

タンパク質に対して全くファウリングせず高

いフラックスを維持する膜の開発が可能であ

ることを示しました（図3）。これらの開発膜
は、汚泥に対してもファウリング抑制能を発

現することが明らかになっています。

　以上の研究成果は極めてインパクトが大き

く、本研究を中心的に推進した 2名の若手

研究者が日本膜学会膜学研究奨励賞を受賞す

るなど、学術的に高く評価されています。今

後の課題として、ファウリング抑制膜の大面

積化およびモジュール化手法の開発や、ファ

ウリング抑制能の長期安定性の実証などが挙

げられます。我々が開発を進めてきたファウ

リング抑制膜が、国内外のMBR や MBR ＋

RO/NF システムに採用されるように、さら

なる研究開発を進めています。
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表紙：中国・四川大学に設置したマイクロバブル装置（左写真）とナノろ過膜装置（右写真）。

図3　ファウリング抑制能を有するMEAポリマーにより表面改質を行っ
た膜の性能
プラズマグラフト重合法（上）によりMEAポリマーを膜細孔に固定することで、
BSA（ウシ血清アルブミン）に対して極めて優れたファウリング抑制能を示す膜の開
発に成功した（下）。
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図1　研究の全体像

※1 示差走査熱量測定…測定試料の相転移など、吸熱・発熱
を伴う現象を観察することができる。本研究では試料ポリ
マーの水和水の相転移挙動を追跡することで、中間水の存
在を明らかにすることができた。

※2 フラックス…単位時間単位膜面積あたり透過する水の量
を表す。
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担体の投入によるファウリング抑制に
よりMBRを省エネルギー化
　MBR普及の阻害原因となっているファウリング抑制のための膜面洗浄曝

ばっ

気
き
送風量の大きさと、これに伴う消費エネルギー量増大の問題を解決する

ことを目指しました。少ない送風量で十分な膜洗浄効果を得るために浸漬
型MBRに各種粒状担体を投入し、その膜面洗浄効果により従来型MBR
と比較して大幅な送風量の削減が可能であることを実証しました。

　優れた処理水質や省スペース性などの利点

から、次世代の下水処理技術として注目され

ているのが膜分離活性汚泥法（MBR）です。

しかし、現段階では処理にかかるエネルギー

が現行主流下水処理法である活性汚泥法の 2

倍程度かかるとされており、導入が進んでい

ません。本研究ではMBR 処理におけるエネ

ルギー消費の大半を占める膜面洗浄曝気送風

量の大幅な削減を実現し、次世代の真に有望

な処理技術としてMBR を改めて提示するこ

とを目指しました。

　平膜方式の浸漬型MBR へ担体を投入する

ことで膜ファウリングを効率的に制御でき、

膜面洗浄曝気量を低減させられると考えまし

た。適当な流動性 ･固さをもつ担体をMBR

槽内に投入すれば、担体が膜面と頻繁に接触

し、微生物フロック（凝集体）の膜面への蓄

積を抑制することが予想されます。担体を用

いた際に、MBR の主な膜ファウリング成分

と考えられる細胞外有機ポリマーの発生がど

のように変化するか、担体の使用に伴って膜

が破損しないかなどの点が懸念されました。

また、異なる担体を用いた場合には細胞外ポ

リマーの発生や膜破損の度合いが変化するこ

とも予想されました。これらの点を検討する

ために、密度や開孔度の異なる担体（図4）

図4　浸漬型MBRに投入する担体
密度や開孔度の異なる様々な担体が市販されており、浸漬型MBRと組み合わせて使用することが可能である。

を準備し、ベンチスケールのMBR を用いて

人工下水を原水とした長期連続処理実験を実

施しました。また、パイロットスケールリア

クター内の担体流動状況を動画撮影し、膜破

損が起こる条件と起こらない条件における担

体流動状況を把握するとともに、曝気送風

量・散気装置との関連性についても考察しま

した。

　担体流動状況の解析結果に基づいて新規

に作成した散気装置（図5）と担体を併用す
ることにより、これまでのMBR と比較して

1/5 ～ 1/3 の膜面洗浄送風量で十分な膜洗

浄効果が得られる見込みが立ちました。ま

た、使用する担体によって、膜ファウリング

の主原因物質である細胞外有機ポリマーの発

生量と特性が大きく異なることが示されまし

た。このことは、適当な担体を選定すること

で担体投入型MBR における膜ファウリング

の発生をさらに抑制できる可能性を示して

います。本研究成果に基づき、担体投入型

MBR の省エネルギー性についてのパイロッ

トスケール実証実験が進行中であり、良好な

結果が得られているところです。MBR にお

ける消費エネルギーに関する既存の分析を参

照すると、我々が提案するMBR の省エネル

ギー化によって、MBR の消費エネルギーは

うまくゆけば半減させられそうです。MBR

の消費エネルギーが半分になれば、活性汚泥

法と同等程度のエネルギー消費になります。

MBR と活性汚泥法のエネルギー消費量が同

程度になるのであれば、MBR の普及が爆発

的に進行する可能性があります。MBR は小

規模分散処理に非常に適した処理方法であ

り、MBR の普及は都市内における水の利用

方法・輸送方法を一変させるでしょう。また、

MBR 処理水の水質の高さは、様々な用途で

の水再利用も促進することになるでしょう。

北海道大学 
大学院工学研究科 
准教授

木村 克輝
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図5　新規に作成した散気装置
微細気泡が膜エレメント全面に一様に当たるように設
計されている。

「オゾンマイクロバブル」により
下水再生処理を高度化

　分散型下水再生処理システムにおいて発生の避けられない下水汚泥や膜
ろ過濃縮水をオンサイトで適正に処理する方式として、本研究ではマイク
ロバブル技術の応用により、新しいオゾン酸化プロセスを開発しています。

　下水道インフラを新たに整備していく地

域では、大規模な広域下水道という形態だ

けでなく、分散配置した中小規模下水処

理設備の導入も選択肢となり、例えば、膜

分離活性汚泥法（MBR）とナノろ過（NF; 

Nano Filtration）膜や逆浸透（RO; Reverse 

Osmosis）膜を組み合わせたシステムが検討

されています。MBR＋NF/ROシステムでは、

工業用水等での利用が可能な高品質な再生水

が得られ、水供給が逼
ひっ

迫
ぱく

する地域への導入が

有効です。他方、処理における環境負荷低減

のためには、MBR 余剰汚泥の減容や NF/RO

膜濃縮水の適正処理が必要となります。

　日立製作所の研究チームでは、余剰汚泥と

濃縮水を同時に処理するプロセスとしてオゾ

ン酸化に着目し、新たにマイクロバブル技術

を適用することで効率化を図っています。

　図6には、本研究課題において構築した分
散型下水再生処理システム（MBR ＋ NF/RO

＋ O3）の主要フローを示しています。図の

上段は、下水処理と処理水再生のメインスト

リーム系であり、また下段のバックエンド系

においては、RO膜濃縮水とMBR余剰汚泥

をオゾン処理し、濃縮水中の有機物の一部を

図6　開発した分散型下水再生処理システムの構成
オゾンマイクロバブルにより、メインストリーム系（下水処理＋下水再生処理）から排出される下水汚泥と膜ろ過濃縮水を
オンサイトで同時に処理。

分解するとともに、余剰汚泥を減容する処理

方式を開発しています。この処理の目的は、

放流先の環境負荷低減であり、濃縮水と余剰

汚泥の一部が混合した排水を放流水の水質基

準を満たすように処理するとともに、可溶化

処理を施してMBR 装置に還流し、システム

全体で余剰汚泥を減容することです。

　マイクロバブルは直径約50μmの微細気泡

であり、比表面積が大きいとともに、上昇速

度が小さく、気泡が水面から離脱するまでの

気液接触時間を長く取ることができます。こ

のため、従来方式であるディフューザによる

ミリ径の気泡と比較して溶解性、反応性が高

く、オゾン利用効率が向上します。これによっ

て、従来のオゾン処理設備と比較して、同じ

水処理性能を得るためのオゾン量が少なくて

済み、接触槽の水面から離脱する排オゾン量

も減少し、オゾン生成と排オゾン処理に関わ

る運転コスト、および設備コストを低減でき

ます。

　加圧溶解方式等によるマイクロバブル生成

には、従来、高圧ポンプ設備が必要でしたが、

本研究では RO膜濃縮水の残留圧力（0.4～

1.0MPa）を利用した新たな生成方式の開発

に成功しています。これにより、無動力でマイ

クロバブルを生成することが可能となり、オ

ゾンやマイクロバブル適用上の課題であった

コストを軽減することができています。　　

　本研究のオゾンマイクロバブル実証装置

は、中国・四川省成
せい

都
と

市に設置したMBR ＋

NF/RO システムに組み込まれました（図7）。
四川大学・陳 文清教授の研究チームと共同

で実施した実証試験の結果により、1）オゾ

ン注入率35mg-O3/L 程度の処理条件で、処

理水が中国放流水一級基準をクリアできる、

2）余剰汚泥を最大 75％程度まで処理でき

る見通しを得ることができました。今後は、

国際貢献に資するため、中国ほかアジア諸国

で本開発技術の適用を進めていきます。

株式会社日立製作所 
インフラシステム社 
主管技師

中村 裕紀
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図7　中国・四川省成都市に設置した実
証設備
処理容量10m3/ 日で四川大学教員宿舎からの
排水を処理。
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IISS システムの実証および構築

　IISS（Integrated Intelligent Satellite System）実証試験設備を、
水資源の確保が急務である中国・四川省成都市に構築して、実社会への適
用性を強く意識したモデル実証研究を行い、高い実用性と柔軟性を有する
ことを検証しました。

　世界中で顕在化する水問題を解決するた

めには、地域規模で生活排水を適切に処理

し、かつ処理水を有効活用（①水不足対策の

ために生活用水として活用、②河川流量維持

水や親水利用として活用）することが、大き

な効力を発揮すると我々の研究グループは考

えています。この構想の実現に向けて、共同

研究先の中国・四川大学構内に設置した膜

分離活性汚泥法（MBR）とナノろ過（NF； 

Nano Filtration）膜や逆浸透（RO；Reverse 

Osmosis）膜を組み合わせたMBR ＋ NF/RO

システム実証試験設備を用いた実証試験によ

る IISS システムの構築検討を行いました。

　図10に四川大学における中国実証期間中
のMBR 運転記録を示します。日本国内パ

イロットMBR での運転限界を超えるMLSS

（活性汚泥浮遊物質）濃度 15,000 から

20,000mg/L の範囲においても運転が可能で

した。この時、放流基準を十分に満足する処

理水質および余剰汚泥削減率 30％を得るこ

とができました。

図10　中国実証期間中のMBR運転記録（2012年度～2014年度まで約2年半に
わたり実証運転を実施）　 
中国実証設備は、高MLSS濃度の条件でも膜面洗浄に必要な気液二相流速が得られたと推測。

　このように高MLSS 濃度でも中国MBR 運

転が可能であったのは、活性汚泥が低粘度

であったためMBR 膜エレメント間流路内の

大きな流速により、膜面洗浄に必要な大き

な気液二相流速が得られたためと推測して

います。四川大学実証設備における活性汚

泥の粘度は、MLSS 濃度が 15,000mg/L の場

合に約 8mPa・s、20,000mg/L の場合に約

14mPa・s でした。一方、日本国内パイロッ

トMBR における活性汚泥の粘度は、MLSS

濃度が 15,000mg/L の場合に約 100mPa・s

でした。VOF（Volume Fraction）法による

CFD（Computational Fluid Dynamics）流体

シミュレーションの解析結果によると、粘

度が 8mPa・s の場合の液相流速は、粘度が

100mPa・s の場合の約 2倍となる結果を得

ています。

　図11にサテライト施設を有機的に運用す
る IISS システム設計例を示します。いずれ

のサテライトにおいても拠点管理室を設ける

ことなく、すべての情報をサーバーに送信す

ることにより、例えば日本国内拠点等におい

て監視を行い、必要に応じて現地作業者へ作

業指示するというサテライト巡回点検方式を

構想しています。

　IISS システムの具体的運用方法としては、

特長の一つである「ろ過圧力予測」を用いた

管理ならびに維持管理負担費用の軽減を考え

ています。ろ過圧力の傾向を事前に予測す

ることで、膜洗浄等の準備を突発的に行う

必要負担がなくなります。また、膜面洗浄

散気風量の調整による問題回避も図ること

が可能と考えています。ろ過圧力予測モデ

ルを適用したシステムの運用方法における

運転データの監視は、既に日立製作所が中東

に納入した一部のMBR 設備においてデモ運

用しているサーバー監視システムの利用を想

定しています。

　今後も引き続き IISS の適用形態や適用先

を拡張した、より高い実用性を有する水処理

システムの構築を進めていきます。

四川大学 
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教授

陳 文清

7

研究成果

図11　IISS システム設計例：拠点管理室とサーバーによ
るシステム管理方式
拠点管理室とサーバーを用いてIISSサテライト施設を有機的に運用。

長期的かつ安定的なMBR運転の
ためのプロセス管理手法の確立

　MBRにおいて問題となっているファウリングがどのように進行するかを
長期的に予測するモデルを開発し、そのモデルを活用することで、ファウリ
ングを抑制するMBRの運転条件を探索できる手法の確立に成功しました。

　MBRは、活性汚泥・難溶性成分・高分子の

溶質・コロイドなどのファウラントが膜細孔に

詰まったり膜に堆積したりするファウリング

という問題を抱えています。MBRを適切に管

理するためには、ファウリングが長期的にどの

ように進行するかを事前に予測しなければなり

ません。これは定量ろ過運転するMBRにおい

てファウリングによる膜差圧（TMP）の上昇を

予測することに対応します。そこで、TMPを長

期的に精度良く予測するモデルを開発するこ

とを目的としました（図8）。さらにそのモデ
ルを用いることでファウリングの進行を抑制す

る運転方法を探索することを目指しました。

図8　TMPの長期的予測のイメージ
5日目では、それまでのデータを用いて予測モデルが更新されるため、0日目の予測結果と異なる。また、TMP 
jumpが起きる時刻も予測される。

　まず、これまでMBR において測定され

たデータを用いて、運転条件・水質などの

MBR パラメータと将来の膜抵抗との間で統

計モデルを構築しました。新しい時刻におけ

るMBR パラメータの値をモデルに入力する

ことで将来の膜抵抗を予測でき、膜透過の式

を用いて TMPに変換できます。実際のMBR

データを用いた解析を通して、提案したモデ

ルを用いることで長期的に精度良く将来の

TMPの値を予測できることを確認しました。

　この TMPの予測を困難にしている要因の

一つが TMP jump です。TMP jump とは通

常のMBR 運転をしているにもかかわらず、

ある時刻に急激に TMPが上昇してしまう現

象です。薬品洗浄のスケジューリングを行う

ためには TMPの予測のみならず TMP jump

の時期も予測しなければなりません。そこで

TMP jump する時刻を予測するモデルの開発

を行いました。MBRで測定されたデータを用

いて、運転条件・水質などのMBRパラメー

タと、TMP jump 前・後との関係をモデル化

することで、対象の時刻においてTMP jump

が起こるか起こらないかを予測できます。実

際のMBRデータを用いて検証を行ったところ、

実際に TMP jump が発生する時刻を高い精

度で予測できることを確認しました。

　ファウリングが進行した後に薬品洗浄を行

うことでファウラントを除去できますが、そも

そもファウリングの進行を抑制しながらMBR

を運転できることが望ましいといえます。そ

のため、上で述べたモデルを逆解析すること

で、ファウリングの起こりにくい運転方法を

探索する方法を開発しました。実際のMBR

データにより構築されたモデルを用いてシ

ミュレーションをした結果、同一の曝気量で

TMP jumpの発生時刻を大幅に遅らせる運転

条件を提案することに成功しました（図9）。
　開発したTMPの予測モデルおよび TMP 

jump の予測モデルを使用することで、MBR

における膜の薬品洗浄の時期を事前に把握

することができ、分散設置されたMBRにお

ける薬品洗浄のスケジューリングをすること

も可能となります。さらに、例えば複数の

MBRにおいて薬品洗浄時期が重なる場合に、

どちらかのMBR で処理水量・曝気量などの

運転条件を変化させてファウリングの進行を

抑制することで、薬品洗浄時期をずらすこと

もできます。これにより複数の分散型MBR

を同時に管理することが可能になります。

我々の方法論を用いることで効率的なMBR

の運転管理が達成され、MBRの普及が促進

することを期待しています。
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図9　ファウリングの発生を遅らせる曝気パターンの探索
元の曝気パターンでの運転と比較して提案する曝気パターンの運転の方が薬品洗浄までの時間が20時間長い。
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