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　人口増加や経済発展、気候変動などの理由から、水資源を巡る問題は年々厳しさを
増しています。こうした中で、これまで利用されてこなかった汚濁の進んだ水を再
生・再利用することの重要性が一層高まっています。膜分離技術、中でも逆浸透（RO）
膜やナノろ過（NF）膜による高度処理プロセスは、多様な水源を用いた健全かつ持
続可能な水利用を実現する上で必要不可欠な技術です。しかし、RO/NF 膜を用いた
水処理システムでは、原水に含まれる微生物や有機物、懸濁粒子などによるファウリ
ング（目詰まり）の発生とその対策が大きな課題となっています。
　そこで我々は、高濃度の塩素や高温水で膜を強力に洗浄することで、ファウリング
を抑制する「ロバストRO/NF膜」を提案しました。膜の直接洗浄を可能にすること
で、これまでファウリング対策として行われてきた原水の煩雑な前処理を、大幅に簡
素化することが可能となり、膜利用水処理システムの安定運転や造水コストの削減に
つながることが期待できます。しかし、既存のRO/NF膜は高濃度の塩素や高温水に
対する耐性が低く、直接洗浄によるファウリング制御を実証した例はほとんどありま
せん。本研究課題では、有機無機ハイブリッドシリカや耐塩素性を向上させたポリア
ミドを膜材料とするロバスト膜の開発を行うとともに、多様な水を対象にファウリン
グ制御に有効な洗浄条件の検討を行いました。また、ロバスト膜を組み込んだパイロッ
トプラントを構築し、下水二次処理水をはじめとした多様な水源で実証試験を実施し
ました。
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有機無機ハイブリッドシリカ
ロバストRO膜の創製

　シリカ系分離膜は、Si-O-Si 結合を主骨格

とする堅固なネットワーク構造を持ち、分子

ふるい効果に基づく高い透過選択性を示しま

す。本研究では、シリカ系分離膜の前駆体と

して有機架橋構造を有するシリコンモノマー

に注目し、ネットワーク構造をサブナノレベ

ルで制御することで、RO性能を示す有機無

機ハイブリッドシリカ膜を開発することを目

指しました（図2）。
　有機無機ハイブリッドシリカ膜の製膜には、

ゾルゲル法を用いました。ゾルゲル法とは、

金属アルコキシド※1などをモノマーとする

液相反応※2によりゾルを合成し、それらを

乾燥・焼成することでガラスやセラミックを

作製する方法です。本研究では、シリコンモ

用することで、塩素や高温水を用いた直接洗

浄によるファウリング制御を実現することが

可能になります。例えば、界面活性剤による

ファウリングで透過流束が半分以下に低下し

た場合でも、80℃の温水で洗浄を行うこと

により透過流束を完全に回復させることがで

きました（図5）。この結果は、洗浄用の薬
品の追加的な投入が必要ないケミカルフリー

洗浄の可能性を示すものです。

　本研究で開発した有機無機ハイブリッドシ

リカによるロバスト RO膜は、特に高温での

RO性能に優れるため、高温ろ過への展開が

今後最も期待されます。例えば、石油採掘時

に発生する随伴水の処理とその際に発生する

オイルによるファウリングの温水洗浄や、オ
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研究成果

表紙：左写真：広島大学環境安全センターに設置した実証試験装置。右写真：耐塩素性ポリアミド膜の表面SEM像。

図1　研究の全体像

イルサンドからのオイル回収技術であるス

チーム補助重力排油法に用いる温水の再生

（100 ～ 120℃）など、従来の膜が適用でき

なかった水処理システムに展開できると考え

ています。
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　有機架橋構造を有するシリカ系ハイブリッド材料によるRO膜を世界に
先駆けて開発しました。有機無機ハイブリッドシリカ膜は、極めて高い耐
塩素性と耐熱性を示すことを明らかにしました。

ノマーとして Si 原子間にエタン型

架橋構造を有するビス（トリエトキ

シシリル）エタン（BTESE）を用い、

得られたゾルを多孔質アルミナ管基

材にコーティングして焼成すること

により有機無機ハイブリッドシリカ

膜を製膜しました。ゾルの合成条

件や焼成条件を最適化することで、

NaCl 阻止率が 99％を超える高い

RO性能を示す有機無機ハイブリッ

ドシリカ膜の製膜に成功していま

す。耐塩素性および耐熱性の評価を

行った結果、1,000 ppmを超える塩

素濃度、35,000 ppm・h※3を超え

る塩素曝露量（図3）、および 90℃
の高温水（図4）でもRO性能が損な
われることはなく、有機無機ハイブ

リッドシリカ膜が優れたロバスト性

を有することが明らかになりました。

また、水の透過流束は操作温度とと

もに増加し、高温では現在市販され

ている海水淡水化用RO膜と同レベ

ルの透水性を達成することができま

した。

　このような、高いロバスト性を活

図5　界面活性剤でファウリングしたBTESE膜の
温水洗浄試験結果
界面活性剤を含む溶液でろ過を行いファウリングを発生させた
後、純水で洗浄を行い水の透過フラックスを測定することで、
膜の洗浄性を評価した。

図4　BTESE膜の耐熱性試験
供給液組成 NaCl 2,000ppm、圧力 1MPaで試験を行った。
透過温度を80℃まで段階的に上昇させた後、25℃に降温して
耐熱試験前後で性能変化がないことを確認した。

図3　BTESE膜の耐塩素性試験
供給液組成 NaCl 2,000ppm、圧力 1MPa、温度 25℃で試験を行っ
た。100ppmの次亜塩素酸ナトリウム溶液に膜を浸漬して塩素に曝露
させ、所定時間経過後に透水性およびNaCl阻止率を測定し、耐塩素
性を評価した。SW30HRは一般的な海水淡水化用ポリアミドRO膜。

図2　有機無機ハイブリッドシリカ膜のネットワーク
構造の概念図
BTESEが縮重合してできるネットワーク構造は非常に緻密で、
サイズの小さな水分子のみが選択的に透過でき、サイズの大き
なNa+ やCl- は透過できない。

※1 金属アルコキシド…M（OR）n 構造を持つ化合物の総称。
※2 液相反応…アルコキシドの加水分解とそれに続く縮重合

による高分子化反応によりゾルを合成する。
※3 ppm・h…曝露量を表す単位で、曝露濃度と曝露時間の

積で表される。
＊MBR : 膜分離活性汚泥法
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研究成果

　枯渇しつつある水資源を有効活用するた

め、膜を用いた水処理法が普及しており、そ

の有効性は証明されていますが、膜を用いた

水処理については同時に様々なトラブルが報

告されています。その中で特に問題となって

いるのがバイオファウリングトラブルです。バ

イオファウリングとは水中の微生物が、水処

理膜表面に付着、堆積することで、その微生

物堆積層が水の透過への抵抗層となり、結果

として膜の透過水量の低下を引き起こすとい

うものです。このバイオファウリングによっ

て、安定運転が行えず膜の洗浄、交換が必要

となり、膜を用いた水処理を実施する際の障

害となっています。このバイオファウリング

には塩素による殺菌洗浄が有効ですが、現在

流通しているポリアミド系汎用RO膜は塩素

耐性が乏しいため、塩素を使用することがで

きませんでした。これまで塩素以外の薬品を

用いたバイオファウリングへの対策が試みら

れてきましたが、経済性、実用性の観点から

根本的な解決には至っていません。そのため、

市場からの耐塩素性を有する膜へのニーズは

製を達成することができました（図10）。
　作製した耐塩素性ロバスト膜モジュールの

各種溶質阻止率を表1に示します。また、こ
の作製したモジュールについて塩素耐性の確

認試験を実施しました。確認試験のフローと

しては広島大学の実験排水を用い、同大学既

存設備である凝集沈殿、砂ろ過、活性炭を通

した後の水を供給水として、片方の系列には

耐塩素性ロバスト膜を、もう一方の系列に

は汎用ポリアミド RO膜を設置し、両系列に

10ppmの塩素を注入しながら並行運転を実

施しました。その結果を図11、 図12に示し
ます。汎用ポリアミド RO膜は塩素によって

膜劣化が生じ、短期間で阻止率の低下および

透過流量の増加が見られました。一方、耐塩

素性ロバスト膜は10 ppmで5カ月間運転を

行いましたが、汎用ポリアミドRO膜のよう

な塩素劣化は生じませんでした。そこで、塩

素濃度を10倍の100 ppmとし、さらに 1カ

月間の塩素注入運転を実施しました。最終的

に約120,000 ppm・hの塩素負荷を耐塩素性

ロバスト膜に与えましたが、塩素による膜劣
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ロバスト膜のための
新規アルコキシシランの設計と合成

　有機無機ハイブリッドシリカ膜の原料とな

るシリコンモノマーには、これまで主にエタ

ン型架橋構造を持つ BTESE が用いられてき

ましたが、架橋部位に剛直な有機構造や親水

基を導入したシリコンモノマーを用いれば、

得られる膜の細孔構造や親水性を制御するこ

とが可能で、透水性を向上させることができ

ると考えられます。本研究では、図6に示
すような、分子内に Si を 1 個あるいは 2個

以上有する、様々な構造のシリコンモノマー

ル修飾かご型シルセスキオキサン（TESE-

POSS）、ビス（トリエトキシシリルプロピル）

オキサリルウレア（BTESPOU）を用いて作

製した膜では、アルキル基の影響で膜が疎水

的となり BTESE を用いた場合と比べて透水

性が減少していますが、一方で、比較的アル

キル基が少なく親水基を導入した有機架橋構

造を持つヒドロキシメチルトリエトキシシラ

ン（HMTES）や、ビス（トリエトキシシリ

ルメチル）オキサリルウレア（BTESMOU）、
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ビス（トリエトキシシリルプロピル）アミン

（BTESPA）で作製した膜では、膜の親水性が

増した影響で、BTESE を上回る透水性を示

しました。また、これらの膜は、塩素曝露や

高温でも安定であり、ロバスト膜として利用

できることが分かりました。

図9　A4サイズLayered hybrid膜で作製したスパイラル型
モジュール

Layered hybrid 膜の開発と
大面積化

　有機無機ハイブリッドシリカ膜の製膜には、一般的に高温での焼成が必要で

す。このため、製膜基材にはアルミナなどのセラミック多孔膜が用いられてきま

した。しかし、セラミック多孔膜は高分子多孔膜と比べて値段が高く、有機無機

ハイブリッドシリカによるロバスト膜を大面積化する際の課題となっていまし

た。そこで本研究では、有機無機ハイブリッドシリカ膜の大面積製膜を見据え、

ポリスルホンなどの高分子多孔膜を製膜基材に用い、その上に分離層となる有

機無機ハイブリッドシリカ薄膜を形成した多孔構造を有するLayered hybrid

という全く新しい製膜概念を提案しました（図8）。BTESEをシリコンモノマー
として合成した有機無機ハイブリッドシリカゾルを高分子多孔膜に流し広げ、

溶媒を蒸発させることにより均一なゲル層を形成し、それらを高分子多孔膜が

損傷しない程度の温度で熱処理することで、緩やかに架橋して膜を得る方法で

す。この方法で作製した有機無機ハイブリッドシリカ膜は、セラミック基材に

製膜したものと遜色ないRO性能を示すとともに、基材が高分子であることから

フレキシブルで、折り曲げてもNaCl阻止率が変化しないことが確認されました。

直径1インチからA4サイズまで製膜面積のスケールアップを完了し、これらの

Layered hybrid膜を用いて、ポリアミドRO膜のようなスパイラル型ベンチスケー

ルモジュールの作製を実現しました（図9）。
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耐塩素性ロバスト膜の開発、
およびその性能、耐塩素性の確認
　水処理膜の主要トラブルであるバイオファウリングへの対策として、塩素を
用いた殺菌方法が挙げられますが、現在の汎用ポリアミド膜では塩素耐性が乏
しいため、塩素を用いることができません。本研究ではバイオファウリング対
策に塩素を用いることのできる耐塩素性ロバスト膜の開発を行いました。

図11　塩素注入試験における耐塩素性ポリアミド膜の阻止率の経時変化 図12　塩素注入試験における耐塩素性ポリアミド膜の透過速度の経時変化

研究成果

化は見られませんでした。汎用ポリアミド

RO膜と比較して、非常に高い耐塩素性を有

することが確認されました。

　以上より、本研究で開発した耐塩素性ロバ

スト膜は実用上十分な耐塩素性を有すること

が証明できました。この耐塩素性ロバスト膜

を用いれば、膜分離法の悲願であったバイオ

ファウリングトラブルが解決し、膜による水

処理が安定的に行えるようになることで、膜

による水処理法の新たな可能性が広がると期

待されます。このほか、バイオファウリング

対策以外にも耐塩素性ロバスト膜は、例えば、

食品の殺菌用途等に用いられる塩素含有水の

膜処理にも適用可能です。これまで処理でき

なかった水にもロバスト膜を適用することに

よって、限りある水資源の有効利用への展開

も期待されます。

図8　Layered hybrid膜の断面SEM像

広島大学 大学院工学研究院 教授
（顔写真は p.2 参照）
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を設計するとともに新規に合

成しました（図6）。さらに、
それらを原料として有機無機

ハイブリッドシリカ膜の製膜

を行い、有機架橋構造が RO

性能やロバスト性に及ぼす影

響を検討しました。図7に示
すように、剛直な構造を導入

したビス（トリエトキシシリ

ル）ノルボルナン（BTESNor）

やトリエトキシシリルエチ 図6　新規アルコキシシランの化学構造
図7　新規アルコキシシランを用いて作製した
膜のRO特性
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非常に高いものがあります。

　本研究では耐塩素性を有する膜材料

を選定し、その材料を用いてラボスケー

ルから工業用汎用サイズスケールまで

のスケールアップおよび性能の最適化

を実施しました。最終的に実用サイズ

の耐塩素性ロバスト膜モジュールの作 図10　耐塩素性ポリアミド膜スパイラル型モジュール 表1　耐塩素性ポリアミド膜のモジュール性能
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ロバストRO膜を用いた
フィールド実証

　多様な水源に対して開発した耐塩素性ロバストRO膜を適用したバイオ
ファウリング制御技術のフィールド実証試験を行いました。

　本研究においてラボ実験により提案したバ

イオフィルム形成を制御できる洗浄条件を基

準とし、多様な水源に対して、次亜塩素酸ナ

トリウムの間欠添加による連続運転で、塩

素洗浄の効果を実証しました。フィールド実

証試験を行う水源は、バイオファウリング性

の観点から、広島大学実験排水処理水（溶存

有機炭素（DOC）約 1mg/L、電気伝導度 約

200μS/cm）、貯水池水（DOC 約 2mg/L、

電気伝導度 約 130 μS/cm）、および下水二

次処理水（DOC 約 5mg/L、電気伝導度 約

1800μS/cm）の 3つとしました。

　図17は実証実験プラント（横 3m ×縦
2m×高さ 2m× 2基）の写真です。実証試

験は、耐塩素性ロバスト膜を充填した実規模

モジュールに近い4inch×1mモジュール（膜

面積 7.0m2）を用い、懸濁物質濃度を下げ

る簡易な前処理のみ行い、数mg/L の懸濁物

質が流入するという RO膜にとっては厳しい

条件で実施しました。通常のRO膜処理では、

前処理でほぼ完全な粒子除去が行われていま

す。図18は貯水池水を対象とした際の実験
終了時の膜モジュール入口部の様子です。塩

素洗浄の有無で、ファウリングの発生状況が

異なることが目視でも確認できました。図
19は3つの水源を対象として定流量条件で
実証試験を行った結果です。大学実験排水処

理水と貯水池水では、塩素洗浄によって、ほ

ぼ完全に透過速度の減少（ファウリングやス

ケーリングの指標）やモジュール入口出口差圧

上昇（バイオファウリングによる流路閉塞の指

標）を抑制できました。生物以外のファウラ
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多様な水源に対応した
ファウリング制御技術の提案

　ロバストRO膜による次世代ROシステムにおいて想定されるバイオ・有機・
粒子のような多様なファウリングに対して、主として次亜塩素酸ナトリウム
を利用した洗浄技術を開発するとともに、最適な洗浄方法を提案しました。

　RO膜におけるファウリングは、主としてバ

イオファウリングによって引き起こされるとさ

れています。本研究では、開発した耐塩素性ロ

バスト膜の特性を活かして、一定間隔で膜を塩

素洗浄することによりバイオファウリングを抑

制する手法について検討してきました。まず、

RO膜を細菌が利用可能な状態の有機物と細

菌を添加した下水二次処理水に浸漬して膜

面上にバイオフィルムを形成させ、これに間欠

的な塩素洗浄を想定した種々の条件で洗浄を

行い、48時間後に膜面上に残留しているバイ

オフィルムの量を蛍光強度により定量すること

で、最適な塩素洗浄条件の検討を行いました。

その結果、図13に示すように、塩素洗浄を行
うことにより膜面上へのバイオフィルムの形成

を抑制できることが確認できました。図14に、
12時間ごとに塩素洗浄を行った時の、48時間

後（4回洗浄後）のバイオフィルムの残留量を

表す蛍光強度と、洗浄1回あたりのCT値（塩

素洗浄時の遊離塩素濃度と洗浄時間の積）の

関係を示します。図14の結果は、洗浄頻度を

12時間ごととする場合、バイオフィルムの形成

を抑えるには、洗浄1回あたりのCT値を概ね

1.5ppm・h以上にする必要があることを示して

います。この結果から、例えば、12時間ごとに

遊離塩素濃度10ppmで10分間膜洗浄を行う

ことにより、バイオファウリングを抑制できる

ことが分かりました。また、この条件で膜性能

を評価したところ、耐塩素性ロバスト膜では膜

劣化は見られませんでした。

　塩素洗浄によってRO膜ファウリングの主要

因であるバイオファウリングを抑制できること

を明らかにしましたが、実際の運転ではバイオ

ファウリング以外の要因（有機物や粒子）によっ

て、あるいはそれらの複合によってファウリン

グが引き起こされます。そこで、バイオ・有機・

粒子の3種類のファウリングを対象として、よ

り高い塩素負荷量での洗浄あるいは他の洗浄

方法の組み合わせによる、新たな洗浄技術の

開発を行いました。例えば、フルボ酸による有

機ファウリングは、バイオファウリングで有効

であった遊離塩素濃度10ppmではファウリン
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図14　塩素洗浄によるバイオファウリング
抑制効果

グを制御できませんでしたが、遊離塩素濃度を

100ppmまで高めることによって、ファウリ

ングを抑えた運転が可能であることが分かりま

した（図15）。有機ファウリングは、微生物増
殖に起因するバイオファウリングと比べてファ

ウリング形成速度は小さいことから、通常の洗

浄は遊離塩素濃度10ppmで行い、一定頻度で

100ppmでの洗浄を行うことによって、バイ

オファウリングと有機ファウリングを同時に制

御することができると考えられます。

　また、膜面上に堆積した無機懸濁粒子は、生

物膜に取り込まれて付着しているバイオファウ

リング制御のための塩素洗浄で生物膜と一緒に

除去することが可能でした（図16）。有機・粒
子ファウリング制御については、バイオファウ

リング同様、長期的かつ実証的な試験によって

評価していく必要がありますが、塩素洗浄を行

えるRO膜が開発されたことでファウリング制

御のために適用可能な様々な洗浄オプションが

加わり、多様な水源へのRO膜の適用可能性を

大きく広げることができました。

図18　塩素洗浄の有無による実験終了時の膜モジュール入口部の違い

ントが多いため完全な抑制はできませんでした

が、下水二次処理でも透過速度の減少や差圧

の上昇を顕著に抑制することができました。

　このように、確立されたバイオファウリン

グ抑制手法が応用されることで、従来 RO膜

処理の対象にはならなかった水質の悪い水源

に対しても RO 膜の適用が可能となり、RO

膜処理の適用範囲の拡大が期待されます。さ

らに、従来の原水に対して一旦塩素殺菌を行

い、膜処理の直前で脱塩素するといった前処

理を行う必要がなくなるため、原水水質を高

める前処理をなくす、あるいは簡略化でき、

システム全体のスリム化とコスト低減が期待

できます。
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図17　実証プラント
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図15　バイオ - 有機複合ファウリングにおける
塩素洗浄濃度の影響

図16　バイオ - 粒子複合ファウリングにおける
洗浄効果の検証

図13　塩素洗浄前後における膜の外観
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図19　多様な水源を対象とした定流量条件での実証試験結果
上：透過速度の経時変化、下：モジュール間差圧。
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