「ユーザーのための実用固液分離技術」
（日本液体清澄化技術工業会編）
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（１）充填層ろ過におけるろ材の洗浄
（２）洗浄媒体の活用
（３）乱流促進
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第５章 固液分離装置の選定およびプロセス事例
５．１ 装置選定の考え方と手順
５．１．１ 装置選定の考え方
５．１．２ 固液分離装置の選定
５．１．３ 装置選定のための試験法
（１）濃縮分離法
（２）捕捉分離法
５．２ 設備の導入手順
（１）設備導入手順
（２）事例
１）酵母の濃縮方法の検討
２）膜分離における膜モジュールの選定フロー
５．３ 各種固液分離装置とプロセス事例
（１）醤油製造工程における固液分離
（２）酵素製造工程における固液分離
（３）製薬工程における固液分離
（４）半導体製造用の超純水製造工程における固液分離
（５）ポリマー製造工程における固液分離
（６）紙パ廃水処理工程における固液分離
（７）浄水処理工程における固液分離
（８）下水処理工程における固液分離
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（１）珪藻土ろ過と膜ろ過設備の省エネルギー対応事例
（２）膜ろ過設備における最適膜モジュールの選定法
（３）膜ろ過設備におけるトータルコストの削減法
（４）汚泥脱水機の経済的な機種選定法
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演習問題解答(第１章〜第５章)
付録
索引
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