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逆浸透膜劣化診断アプリケーションポートフォリオ “eCUBE aqua”
“eCUBE aqua” Application Portfolio for Reverse Osmosis Membrane Diagnosis

逆浸透膜（Reverse Osmosis：以下RO膜と略す）は，塩分をはじめとして水中の多くの不純物を高い除去率で

取り除くことができるため，水のろ過装置の心臓部として使用されている。特に海水を水源とせざるを得ない

離島や砂漠地帯などでは，RO膜は上水施設になくてはならないモジュールである。RO膜は高分子複合膜であ

り，高い性能を維持するには最適なタイミングによる膜の洗浄が必須である。そのためには温度，流量，導電

率などからRO膜の性能指標を演算し，その性能劣化傾向を調べる診断機能が必要である。

本稿では，STARDOM自律型コントローラに搭載するRO膜診断機能，長期データ保管機能，遠隔監視機能

をもつワンボックスソリューション eCUBE aquaを紹介する。
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A reverse osmosis (RO) membrane is in use today as a main part of water filtering equipment, because

it has pretty high performance in removing various impurities such as salt from water. Especially in the

isolated islands and desert regions where there is no other choice but to utilize seawater as the only

water resource, the RO membrane is an indispensable module for water purification systems. To maintain

high-performance filtration, however, the RO membrane comprising a polymer composite membrane

needs to be cleaned at optimum intervals. For this, a diagnostic function that calculates the performance

indicators of the RO membrane by using the data of key parameters including temperature, flow rate,

and conductivity, and assesses the tendency of performance degradation, is needed.

This paper describes eCUBE aqua, a one-box solution for RO membrane system with functions of

RO membrane diagnosis, long-term data storage and remote monitoring, which is designed to be

incorporated into STARDOM autonomous controllers.

1. は じ め に

近年，水資源の有効活用や質の高い水の要求から，海

水淡水化装置や上下水道水のろ過装置の需要が増加して

いる。ろ過装置の心臓部にはろ過膜が使用され，水から

不純物を取り除いている。ろ過膜にはいくつかの種類が

あるが，その中でもRO膜は分子レベルの除去が可能で

あるため，純度の高い水や安全な飲み水の生成，塩分除

去などを目的とした装置では，なくてはならない膜と

なっている。RO膜は海水の淡水化，半導体産業向けの超

純水製造，水質を守るための排水処理，より高い水質を

求める上水処理，飲料水加工工場の液体濃縮など，多く

のアプリケーションで使用されている。最近は，より安

全な飲み水に対する需要から，一般家庭用の浄水装置に

までその用途は広がりつつある。図1に，海水淡水化プ
ラントの構成例を示す。

このように高いろ過性能を持つRO膜であるが，その

能力を維持するには正しい膜の洗浄によるメンテナンス

が不可欠である。洗浄時期を誤ると，高分子複合膜であ

るRO膜は洗浄しても性能が十分回復せず，貴重な寿命

を無駄にしてしまうことがある。通常，RO膜の洗浄時期

は，オペレータの経験や設備のスケジュールから決める

か，定期的な洗浄が行われている。この作業を自動化す

ると共に最適な洗浄時期と洗浄方法を選択するためには，

RO膜の知識と診断用のソフトウエアが必要である。従

来RO膜の劣化診断は，PC上のオフラインアプリケー

ションとして実現されていた。今回，当社のSTARDOM

自律型コントローラFCN/FCJに搭載し，現場に設置さ

れオンラインで動作する RO 膜劣化診断パッケージ

eCUBE aqua を開発した。eCUBE aquaは，RO膜の性

能指標の予測演算から次期推奨洗浄日という判り易い

データをユーザに提供するエンジニアリングコストのか

からないメンテナンス用の遠隔監視アプリケーション

パッケージである。
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2. 逆浸透膜装置の概要

RO膜は，海水を淡水に変える目的で開発された膜であ

る。水を蒸発させないで塩分を分離できるため，他の分

離法に比べ，エネルギー消費が少ないという特長がある。

一般に水処理装置は，水の品質目標に応じて，精密ろ過，

限外ろ過，RO膜，イオン交換膜，紫外線殺菌装置などを

組み合わせて形成される。その中でRO膜は高価であり，

不純物が堆積して時間と伴にろ過機能が低下する消耗品

であるため，適切なメンテナンスをしないとランニング

コストのかかる部品である。

2.1 RO膜
RO装置は，水のみを通す半透膜を利用したフィルタで

ある。半透膜の両側に液体がある場合，濃度の低い方か

ら高い方へ水分子のみが移動し，両側の圧力（濃度）を等

しくしようとする性質がある（図2-（1））。これを「浸透」
と呼び，浸透が平衡に達した時の圧力差を「浸透圧」と

呼ぶ（図2-（2））。一方，濃度の高い方に浸透圧より高い圧
力をかけると，逆に濃度の高い方から低い方へ水が移動

する（図2-（3））。この現象を逆浸透（Reverse Osmosis）と
呼ぶ。

2.2 ROシステムの基本的な構成
基本的な構成を，図3に示す。砂フィルタや限外ろ過
膜を使った前処理で，原水から高分子を除去する。前処

理後，ROへの供給水（Feed Water）を高圧ポンプで加圧

してROモジュールに入れる。加圧された供給水の水分

子のみがRO膜を通り，透過水（Permeate Water）として

取り出される。RO膜を通らなかった不純物と水は， 濃縮

水（Concentrate Water）として取り出される。純水を目的

とする場合は透過水が生成物となり，砂糖や濃縮ジュー

スの工場では，濃縮水が生成物となる。

2.3 メンテナンス
RO膜を継続して使用すると，供給水側の膜の表面に不

純物が堆積して目詰まりを起こし，膜の能力を低下させ

る。堆積物を除去するためには，洗浄が必要である。高

圧ポンプを止め，供給水の水質や堆積物に応じて選ばれ

た洗浄用化学薬品を使って，膜の表面を数時間洗浄する。

図1　海水淡水化プラントの例

図2　逆浸透法の原理
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洗浄によってRO膜の性能は回復するが，完全に元の

性能には戻らないため，次第に膜の性能は低下し，最後

は寿命を迎える（図4）。洗浄のタイミングが遅く，RO膜
が汚れ過ぎていると回復率が低くなり，寿命が短くなっ

てしまう（図5）。通常，透過水流量が10%低下した段階
で洗浄するのが望ましく，20%まで低下すると回復率が

低くなると言われている。RO膜を本来の寿命まで使用

するためには，RO膜の状態を常時監視して適切な時期

に洗浄を行うことが必要である。

3. 遠隔設備監視システム

図6に，eCUBE aquaによる遠隔監視システムの構成
例を示す。eCUBE aquaは，STARDOM遠隔設備監視

パッケージ eCUBE をベースに設計されているため，

eCUBEの持つ遠隔監視機能を100%使用できる。 STAR-

DOM の自律型コントローラFCN/FCJが持つWebサー

バ機能，Java機能によって，PC+PLCに比べ信頼性の高

い遠隔設備監視機能が実現されている。Webブラウザに

よるプロセスデータ，性能指標の遠隔監視や基準デー

タ・アラームリミット値の変更，FCN/FCJからのE-mail

によるアラーム通知，FTPによるログデータのダウン

ロードなどが可能である。また自律型コントローラ上の

コンパクトフラッシュメモリに10年分の日報データを圧
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図 3　RO装置基本構成

図4　適切な時期に洗浄を行った場合 図5　洗浄が遅く劣化が早まった場合

縮保存できるので，ネット

ワークを接続しないRO装

置に対しても，RO膜の寿

命をフルにカバーするデー

タ記録装置としての機能も

持ち合わせている。

4.　eCUBE aquaの診断
機能と構成

eCUBE aquaはRO膜の

性能指標を作成し，その時

系列変化を見ることで劣化

予測を行い，次回の最適な

洗浄時期を予測する。

4.1 RO膜性能指標の作成
eCUBE aquaは，RO膜ベンダーが提供する膜性能基準

データと，RO装置から得る測定データを基に，表1の性
能指標を演算する。

透過水流量はRO膜の性能を評価する指標の1つであ

るが，水の温度など変化する周りの条件に大きく左右さ

れるので，温度や圧力の外部条件が同じになるように正

規化演算して性能指標を得ている。そのトレンドから劣

化傾向が見えてくる。

eCUBE aquaの正規化演算式は，ASTM（アメリカ材料

試験協会 www.ASTM.com ）Standard D4516で定義され

ているRO膜の正規化透過水流量，塩分透過率の評価式

に準拠している。

4.2　予測演算
表1で示した5つの性能指標のうち，膜差圧，正規化
透過水流量，塩分透過率の3つについて，それぞれのデー

タの変化傾向から次のように将来の値を予測する。

・予測の精度を上げるため，標準偏差により非定常デー

タを削除する。

・時間軸と性能指標の関係から，最小二乗法により擬似

直線を得る。

擬似直線により，各指標毎に予め設定された値に到達

時　間 

性
　
能 

時　間 

性
　
能 
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するまでの日数を演算し，これらの日数のうち現在に一

番近いものをRO膜の洗浄時期として出力する。RO膜の

性能劣化度合いは長い目で見れば直線的でなく，季節や

供給水の水質変化などに大きく影響される。環境が大き

く変わった時は長い時系列データをベースに計算された

予測値よりも，最新の短い期間の時系列データをベース

に計算された予測値の方が正しい結果を得ることがある。

図6　eCUBE aqua 遠隔監視システム構成

図7　膜差圧の変化傾向による予測トレンドグラフ

表1　RO膜性能指標

データ名 説　明 

測定データを使用 

温度，圧力，導電率，基準データによって正規化したデータ 

導電率から演算した透過水の塩分濃度 

供給水から除去できた塩分濃度 

供給水から回収できた透過水の割合 

膜差圧 

正規化透過水流量 

塩分透過率 

除去率 

回収率 

過去30日 未来15日 

過去の性能指標 

設定された限界値 

演算された予測直線 

現在 

eCUBE aquaでは，30日間のサンプルデータを用いた場

合と7日間のサンプルデータを用いた場合の2つの予測

値を計算している。この2つの結果を比較し，日数の短

い方のデータを予測値とする。予測結果は，予測トレン

ドグラフとして表示できる。図7に，30日間の膜差圧サ
ンプルデータによる予測トレンドの例を示す。

5. お わ り に

近年，ネットワークの高分散化とコントローラの高機

能化が進み，制御コントローラ，上位コンピュータとい

う物理的区分けと関係なく機能を配置できるようになっ

てきた。eCUBE aquaはSTARDOM自律型コントロー

ラFCN/FCJを素材に，制御機能，ロガー機能，HMI機

能，診断機能を一つにまとめたワンボックスソリュー

ションである。eCUBE aquaのRO膜劣化診断により，メ

ンテナンスコスト，ランニングコスト，更にはトータル

コストの低減に寄与できれば幸いである。
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