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造粒調質濃縮技術の実用化研究
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分離漉綿を行っている処理場においては，最初沈
殿池から発生する初沈汚泥は蛮力濃縮，余剰汚泥は
機械濃縮することにより，一般には混合漉綿に比較
して良好な処理が行われている。しかし，分離機綿
を行っている処理場でも特に処理一畳の多い大規模処
理場においては，より効率的，経済的な濃縮方法が
求められている。
東京都の荒川右膵流域下水処理場（酒瀬処理場）
では，大魚で連続的に発生し，漁鷹・性状の変化す
る汚泥を効率的に，しかも安定的に処埋する必要性
から，余剰汚泥の機械濃縮法の一方法として，平成
6年度に造粒調質漉締設備を建設した。
本技術は，すでに小規模汚泥処理システムとして
の実績を有している。今後，大規模処理場における
汚泥の濃縮・脱水プロセスの性能および安定性の向
上，さらには返流水負荷の低減が求められている。
本実用化研究は，余剰汚泥を対象とした造粒調質
濃縮技術の実装置での性能評価および運転管理・
維持管理手法などの評価を行うことを目的として平
成6年度〜平成7年度の2ケ年度にわたって行っ
た。
本報告書は，平成7年度の研究で得られた成果を
報告するものである。

2．1実用化研究の対象技術
…般に，汚泥処理プロセスは誹繍紅瀾慣（薬品
による凝集）…脱水の順序で構成されている。
本研究で対象とする造粒調質浪締法は，畑山股の汚
泥処理プロセスと遜って，液絡前の汚泥に塩化第二
鉄と両性高分子凝集剤を添加し，特殊な構造をした
造粒磯縮槽で汚泥に適切な循環流および旋回流を加
えペレット状にして，漉稀と綱質を効率よく剛射こ
行う。本法で処理された汚泥は，直接脱水機を投入
されるが，漉締されているため重力脱水の水量免荷
が軽減され，フロックの強度が強いので効率良く脱
水できる。また，本法の処理時間（調貿・漉締〜脱
水）は30分程度と短時間である。
本技術は，汚泥性状が変動，悪化しても安定した
濃縮・脱水が可能であり汚泥中のりんの固定化や臭
気発生の抑制等の副次的効果を有する。
本法の処理フローを図−1に示す。
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図−1造粒調貨濃縮法の処理フロー
2．2 研究項目
本実用化研究の主要な研究項目は，以下のとおり
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である。
（事 実装置による性能確認調査
（塾 汚泥性状変動に対する運転管理手法調査
③ 造粒調質濃縮システムの維持管理手法調査
④ 実装置稼働後のマスバランス調査
⑤ 経済性評価
2．3 本実用化研究の目標と前提条件
造粒調質濃縮技術を用いた汚泥処理システム（造
粒調質濃縮十ベルトプレス脱水，プラント規模：90
前／時）についての本実用化研究における本技術の
目標および前提条件について以下に示す。
（1）本実用化研究の目標
本システムの実用化研究にあたっては，開発目
標として以下に示す目標を定めた。
1）脱水ケーキ含水率について
本法を分離漉綿での余剰汚泥の漉綿に適用し
た場合，初沈汚泥と余剰汚泥の脱水ケーキが排
出される。これらのケーキは混合されて焼却炉
で焼却される。
脱水ケーキ含水率として，この混合ケ…キが
自燃焼却できることとして設定した。平成6年
度の酒瀬処理場での調査結果より自燃含水率75
〜76％，初沈汚泥脱水ケーキ含水率67％，初沈
汚泥と余剰汚泥の汚泥固形物発生比60：40であ
ったことから，自燃するための余剰汚泥脱水ケ
ーキ含水率を試算すると約82％であり，これを
目標値とした。なお，全国の下水処理場での汚
泥固形物発生比が60：40〜40：60と泉なる場
合が有り得ることから，余剰汚泥脱水ケーキ含
水率80％についても評価する。
2）ろ過速度について
ベルトプレス脱水機のろ過速度としては，東
京都砂町処理場における処理能力90Iポ／時を用
いたパイロットプラント試験結果および小規模
処理施設の実績から，100kg／m・時を目標とし
た。
3）両性高分子凝集添加率について
本システムのランニングコスト中で両性高分
子凝集剤に要する費用は大きい比重を占める。
平成6年度の予備調査での本システムと遠心
濃縮による分離濃縮を採用した場合と比較して
経済性評価を行った結果，運転費で本法の方が
有利となるためには，両性高分子凝集添加率を
1％対TS以下にする必要があったことから，
これを目標値とする。
4）その他の目標

（D 処理の安定性について
本システムが，四季の汚泥性状変化にも対
応でき，年間を通じて安定した濃縮・脱水性
能が得られることを確認する。
② 経済性について
分離濃縮法として採用例の多い，遠心濃縮
法を採用した汚泥処理システムと比較して，
経済性が同程度であることを確認する。
（診 返流水負荷の低減について
本システムの導入により，SSおよびりん
の負荷が混合汚泥の重力濃縮法と比較して大
幅に低減されていることをマスバランス調査
により確認する。
④ 後続プロセスへの影響について
後続ブスセスである流動焼却炉の運転，焼
却灰の性状に対する影響を調査し，問題がな
いことを確認する。
⑤ 運転管理・維持管理性等について
分離濃縮法として採用例の多い，遠心濃縮
法と比較して，本システムの運転管理・維持
管理性が同程度であることを確認する。
（2）前提条件
本来用化研究の前提条件を以下にまとめて示
・「

① 対象汚泥は，標準活性汚泥法を採用した大
規模処理場（10万滴／目以上）での，分離漉
綿における余剰汚泥とする。
② 供給汚泥浪度は，0．3〜0．5％とする。
③ 評価する放置の規模は，処理亀90rd／時・
基とする。
④ 洒漱処理場では第一期工事として建設さ
れた造粒調質潰縮設備で，発生する余剰汚泥
量の約60％を処理している。現時点では完
全な分離濃縮のフローになっていないが，こ
の状態で評価する。
2．4 本年度の研究内容
以下に，本年度の主要な研究項目である実装置を
用いた性能評価に関する事項について述べる。
（1）実装置による性能確認調査
年間4回，実装置の運転・操作条件と造粒調質
性能および脱水性能について調査確認する。
（2）汚泥性状変動に対する運転管理手法調査
自動制御装置を用いて汚泥性状変化にどの程度
対応可能か，またその対応（応答）に妥当性につ
いて調査する。
（3）造粒調質濃縮システムの維持管理手法調査
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は1％対TS程度で造粒濃縮槽での良好なSS
回収率が得られ，0．9％対TSでは回収率が若干
低下することがわかった。
︵ま︶掛黄巾キー心′蹄単底SS鴬鮭缶

自動制御装置が組み込まれている造粒調賃濃
縮装置を用いて，pH計，濃度計等の計測装置の測
定精度，メンテナンス頻度を確認する。
（4）実装置稼働後のマスバランス調査
造粒調質濃縮システム導入後の水処理および汚
泥処理工程のマスバランス調査を行い，平成6年
度のシステム導入前の調査結果を比較して，改善
効果を確認する。
（5）経済性評価
経済性評価にあたり，すでに大規模処理場で実
用化されている他の機械濃縮法として遠心濃縮
法を挙げ，比較評価を行う。

図−3 両性高分子凝集剤添加率と分離水S S
回収率，脱水ケーキ含水率の関係（全体）

3．1束装置による性能確認調査結果と考察
粟装置による性能確認調査結果は，以下のとおり
である。
（1）薬剤添加率と脱水性能
塩化第二鉄添加率および両性商分子凝集剤添
加率と造粒綱質漉縮槽での分離水SS回収率，脱
水ケいキ含水率の関係を図−2（全体），図−3
（全体）にそれぞれ示す。
（》 塩化第二鉄添加率
図榊2より，脱水ケ…キ含水率は81〜83．5％
程度の範囲となり，FeC137．5％以上では添加率
を増加しても低下する傾向は認められなかっ
た。
また，金属塩助剤であるFeC13添加率の低下
に伴い，造粒液絡槽でのS S回収率が低下し，
脱水ケーキ含水率は上昇する傾向であり，造粒
漉縮槽での良好なSS回収率を得るための助剤
の必要添加率としては7．5％対TSasFeCl3以上
必要であることがわかった。

（2）濃縮汚泥濃度と脱水性能
造粒綱質漉繍槽での漉繍汚泥濃度と分離水S
S巨馴又率，脱水ケーキ含水率の関係を図嶋4（全
体）に示す。この図より，造粒渕質漉縮した汚泥
漉度を1．0％〜1．9％の範囲で変化させた結果，漉
綿汚泥漉度の上昇に伴い分離水SS回収率が若
干低下する傾向であった。なお，漉縮汚泥浪度の
下限値としては，過去の検討結果より1％程度が
限界であり，これ以下に設定するとベルトプレス
脱水機の蛮力ろ過部での水盛負荷が商くなり，ろ
布速度を上げる等の操作が必要となって脱水性
能の低下につながることがわかっている。
一方，脱水ケーキ含水率については，漉締汚泥
漉度に関係なく，ほぼ一定の含水率が得られてお
り，漉縮汚泥漉度を高くした場合には，采設備ベ
ルトプレス脱水機の均等給泥装置において，3m
幅のろ布への均等給泥に不具合が生じやすい傾
向であったことを考慮すると，浪締汚泥濃度とし
ては1．0％〜1．5％程度が適していると判断でき
る。
︵ま︶轍黄巾ヰ1本′織挙国SS東涯虫

図−2 塩化第二鉄添加率と分離水SS回収乳
脱水ケーキ含水率の関係（全体）

② 両性高分子凝集剤添加率
図−3より，両性高分子凝集剤添加率として
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図−4 濃縮汚泥濃度と分離水S S回収率，
脱水ケーキ含水率の関係（全体）
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（3）SS回収率
塩化第二鉄と両性高分子凝集剤を適切な添加
率で注入することにより，良好なSS回収率が得
られた。
（4）全りん，全窒素回収率
調査期間中の余剰汚泥原泥，分離水および脱水
ろ液中の全りん濃度推移，全窒素濃度推移につい
て図−5，図−6にそれぞれ示す。
全りん濃度は，余剰汚泥中：100mg／8程度，造
粒濃縮槽からの分離水中：1〜1．5mg／8程度，
脱水ろ液中：0．5〜1．0mg／8程度で，溶解性りん
はほぼ完全に汚泥固形物側に固定化されており，
汚泥処理工程における全りん回収率としては約
99％と良好な結果であった。
一方，全窒素については余剰汚泥中に350mg／
8程度含まれていたが分離水中，脱水ろ液中の漉
度はいずれも20〜30mg／8程度となっており，全
窒素回収率として約90％以上の結果であった。
これは，分離水，脱水ろ液中に含まれる全愛素は
ほとんどアンモニア性愛素であり，余剰汚泥中の
アンモニア性愛素と比較してほとんど大差がなか
ったことから，主としてSS由来の窒素成分を除
去できていたことによる。

（5）ろ過速度と脱水ケーキ含水率の関係
ろ過速度と脱水ケーキ含水率の関係を図−7
に示す。これより，ろ過速度100kg／m・時での
脱水ケーキ含水率は目標値である82％程度であ
った。
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図−7

ろ過速度と脱水ケーキ含水率の関係

ハ①＼蜘旦こ恩讐よ彿

（6）ろ布速度，ろ布張力の影響
ベルトプレス脱水機の脱水性能としては，各機
種毎にロト融ル配置，ロール径等が風なるため，ろ
布速度，ろ布張力だけでは一般化できない。そこ
で，州一般的にベルトプレス脱水機の脱水性能を決
定できるとされている∑PT値による解析を行っ
た。
∑PT櫨と脱水ケーキ含水率の関係を図−8に
示す。これより，脱水ケ…キ含水率を目標値であ
る82％とするためには，∑PT値として2．6以上
とする必東があることがわかる。以上の結果よ
り，粟設備のベルトプレス脱水機の乗用運転範囲
である，ろ布速度0．8m／分，ろ布張力6．Okgf／cm
とすることで，脱水ケーキ含水率は目標値をほぼ
達成できることがわかった。

︵ま︶掛者伽キー心音謹

図−5 度泥，分離水，脱水ろ液の全りん濃度推移

︵Q＼叫∈︶咄嗟搬制朝

図−8 ∑PT値と脱水ケーキ含水率の関係

図一6 度泥，分離水，脱水ろ液の全窒素濃度推移

（7）混合初沈汚泥．）を脱水助剤として用いた場合
の脱水性能
混合初沈汚泥を一部混合した場合の混合DS
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＊）造粒調貿濃縮設備導入後の平成7年度調査では発生余剰汚泥の中
60％が造粒調質濃縮槽に投入され，40％が初沈汚泥と混合され重力濃縮
されていることからこの名称を用いる。

︵讃︶掛黄巾丸−小者塞

比と脱水ケーキ含水率の関係および一部混合し
た汚泥中の粗繊維分割合と脱水ケーキ含水率の
関係を図−9，図−10にそれぞれ示す。これらの
図より，混合DS比の増加に伴い，脱水ケーキ含
水率は低下し，混合DS比として約20％程度を脱
水助剤として用いることにより，脱水ケーキ含水
率は80％以下となった。
また，汚泥中の粗繊維分割合として15％対TS
程度となるように，混合初沈汚泥を脱水助剤とし
て一部混合することにより，脱水ケーキ含水率は
80％以下となった。

図−11混合初沈汚泥連続投入実験
︵ま︶組豊華都心TJや巣感 ′掛蝉減SS瀦線虫

︵課︶勝東和叶−小満褒
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図−9 混合DS比と脱水ケーキ含水率の関係

図叫12 両性高分子凝集剤瀦加率と脱水憮能

図−10 粗繊維分割合と脱水ケーキ含水率の関係

さらに，混合初沈汚泥連続投入による断水性能
改善調査結果および混合DS比30％時における
両性高分子凝集剤添加率と分離水SS回収率，脱
水ケーキ含水率の関係を図−11，図−12にそれぞ
れ示す。これらの図より，混合初沈汚泥の混合D
S比が概ね20％以上で，脱水ケーキ含水率は随時
80％以下が得られる。
また，混合初沈汚泥の混合により造粒濃縮に必
要な両性高分子凝集剤の適正添加率の低減が可能
となり，混合DS比30％の場合では両性高分子
凝集剤の適正添加率は0．8％対TS程度と判断で
きる。

（8）焼却性能調査
① 焼却排ガス分析
造粒調質磯縮法により脱水された余剰汚泥脱
水ケ…キと既設脱水機から発生する脱水ケーキ
（混合初沈汚泥）とを混合して流動焼却炉で焼
却した際の焼却排ガスについて年間5回調査を
行い，設備導入前の排ガス分析結果と比較し
た。
調査結果からNOx，SOx，HClいずれも導
入前と大差なく，排ガス性状に与える影響はほ
とんど無いと判断できる。
② 脱水ケーキの成分分析および発熱量測定と
焼却灰成分分析
造粒調質濃縮法により得られた余剰汚泥脱水
ケーキ含水率と既設脱水ケーキ成分および焼却
灰成分を測定した。
分析結果から，塩化第二鉄の添加により強熱
減量および発熱量が若干低下し逆に灰分および
焼却灰成分中のFeが増加しているが，VSS／
SS（有機分）当たりの発熱量はほとんど差が
ないことがわかった。
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③ 焼却灰の溶出試験結果
焼却灰の重金属溶出試験を行った。試験結果
より，造粒調質濃縮法による余剰汚泥脱水ケー
キ，既設脱水ケーキ（混合初沈汚泥）および実
設備流動焼却炉から採取した混合脱水ケーキの
焼却灰のいずれにおいても，陸上埋立を対象と
した溶出試験では対象物質の検出濃度は全て規
制値以下であり，造粒調質濃縮法で用いている
塩化第二鉄の影響も認められなかった。
3．2 運転管理手法調査
（1）調査期間中の余剰汚泥の性状変動
調査期間中における余剰汚泥のTS濃度とMア
ルカリ度の推移およびSSコロイド当量とろ液コ
ロイド当量の推移を図−13，図一14にそれぞれ示
す。
これらの図より，TS磯度は，春季・秋季に比べ
夏季では低下，冬期では上昇しており，Mアルカ
リ度もTS漉度の変動にほぼ対応していた。
また，SSニ＝コイド当量，ろ液ニ＝コイト当最につ

（2）自動制御因子の安定性
全調査期間における原泥TS濃度と薬剤添加率
の推移，分離水SS，脱水ろ液SSおよびSS回
収率の推移および脱水ケーキ含水率とろ過速度の
推移を図−15〜図−17にそれぞれ示す。
これらの図より，両性高分子凝集剤添加率は，
目標値である1．0％対TSではぼ一定に注入制御さ
れ，塩化第二鉄添加率としてはpH値4．0に設定し
た結果，約7〜10％対TSasFeCl。で注入制御され
ていた。また，上記薬注制御において濃縮汚泥濃
度1．2％で自動運転した結果，分離水SS，脱水ろ液
SS，SS回収率はそれぞれ50mg／8程度，約97．5％
以上を維持できていた。
さらに，全調査期間を通じて上記自動制御運転
により，脱水ケーキ含水率は82％程度を中心に
81％〜83％の範囲の変動幅に収まっており，ろ過
速度としても100kg／m・時前後で良好な安定処
理が采現できていた。

ハu＼望月∴讐こぶに転

ハ∽卜取ま︶練意地意轍

いては，それぞれ平均−0．240meq／g柵SS，平均−
0．160meq／g−SS程度と低い値でほぼ安定して
いた。

図−15 原泥TS溝鼠薬剤添加率の推移
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図−13 原泥TS濃度，Mアルカリ度の推移
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S Sコロイド当量とろ液コロイド当量の推移

図−16
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図−17 脱水ケーキ含水率，ろ過速度の推移

3．3 維持管理手法調査
（1）汚泥濃度計の測定精度
調査期間中の余剰汚泥TS漉度の漉度計指示値
と分析値との関係を図−18に示す。
本設備では，近赤外式濃度計を採用しているが，
汚泥中の来雑物やセンサー部のガラス面の汚れの
影響を受けやすいため，1分間の平均値を計算さ
せ5分間の5個の平均値をTS濃度とし1分間毎
に移動平均を演算させる方式と尿常傭を生じた場
合自動洗浄する方式を採用している。この方式に
より図に示すとおり農期間にわたって良好な測定
精度を維持できたと考えられる。
汚泥浪度計糾ま，1号機と2号機の二つの渦度
計を期間別に用いた。分析値と漉度計指示値との
差は，それぞれ土0．02％，0．06％程度であった。
この原因としては，設備の立ち上げ時に漉度計
の校正に若干差があったためと考えられる。

（2）汚泥pH計の測定精度
汚泥調質濃縮槽に設置した汚泥pH計（助剤の
pHコントロール注入用）の測定精度としては，
1回校正しておけば最低1ケ月間は校正なしで使
用可能であった。
ただし，ガラス電極の部分にFeによると考えら
れる赤褐色の皮膜が発生し，3日〜1週間程度で
pH計の感度が鈍くなり塩化第二鉄注入ポンプに
ハンチングが生じることが判明した。
この原因としては，第一に汚泥調質槽での操拝
不足が考えられたが，（彰汚泥調質槽での滞留時間，
②pH計設置位置，③授搾強度の影響について
種々検討した結果，いずれにしてもpH計の汚れ
を完全に防止することは不可能であり，3日に1
回の頻度で定期的に酸洗浄が必要であることが判
明した。したがって，維持管理性を考慮すると自
動校正および自動洗浄機構付きの型式を採用する
ことが望ましいと考えられる。
3．4 マスバランス調香
SS，全りん収支について，平成6年度（造粒調
質浪縮設備導入前）と平成7年度（造粒調質漉綿
設備導入後）の調査結果を比較して図−19および
図−20にまとめて示す。これらの図より，SSにつ
いては，設備導入前後において汚泥処理系から水処
理系に返流する畳に大差は認められなかった。こ
れは今回綱査対象とした漕瀬処理場では蛮力磯締
槽のSS回収率が全図下水処理場平均値の70％〜
80％に比べて，設備導入前でも95％程度と非常に高
かったこと，また，脱水機の運転管理が良好に行わ
れていたことによると考・えられる。
一方，りんについては言設備導入により，酒瀬処理
場において発生する余剰汚泥の6割が単独処理さ
れ，さらにこの余剰汚泥単独処理において汚泥中の
りんが大部分固形物側に固定化されて脱水ケーキ
として焼却されたため，汚泥処理系から水処理系に
返流す1る量が導入前に比べて約1／2程度に減少
していた。その結果として最初沈殿池出口の全り
ん濃度が入口に比べて約1mg／8程度低下し，放流
水の水質は，全りん濃度で約1mg／Oと設備導入前
の平均値2mg／Qに対してかなり低減できている
ことを確認した。

図−18 TS濃度計の測定精度
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図−19 SS収支（造粒的賃濃縮設備導入前後）

図−20 りん収支（造粒調賃濃縮設備導入前後）

3．5 経済性評価
清瀬処理場での調査結果を基に経済性の試算を
行った。設備の処理規模は，清瀬処理場の全体計
画：101．5トds／日とした。比較対象は，すでに大
規模処理場で実用化されている遠心濃縮法とし，運
転費，総合維持管理費を試算して評価した。
評価の範囲は，濃縮，脱水に直接関わる機械設備

および運転費とし，土木，建築工事費，焼却機械設備
工事費等は，各方式でほぼ共通するとして，評価の
範囲からはずした。
なお，余剰汚泥は本来脱水性が悪く，分離濃縮で
も，含水率が高くなる。そこで余剰汚泥に初沈汚泥
の一部を脱水助剤として添加する方法の評価をあ
わせて行った。
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（1）清瀬処理場での試験結果に基づく評価
清瀬処理場（初沈汚泥：余剰汚泥 発生比＝
60：40，余剰汚泥濃度＝0．35％）に基づいたコ
スト試算結果を，図−21，図−22に示す。

図−24 総合維持管理費比較

図−21運転費比較

図榊22 総合維持管理費比較

これらの図から，蛮力・遠心漉縮法を100とし
たときの重力・造粒調質漉縮法の運転費は，余剰
汚泥単独の場合97，余剰汚泥に一部初沈汚泥を混
合（混合DS比：20％）する場合95となった。
また，蛮力・遠心浪縮法を100とした時の総合
維持管理費は，余剰汚泥を単独で造粒渕質磯縮す
る場合82，余剰汚泥に仙・都初沈汚泥を混合する場
合78となった。
（2）汚泥発生比率，余剰汚泥渦度を変えた場合
初沈汚泥：余剰汚泥の発生比（閲形物比）を
40：60，50：50，60：40，余剰汚泥濃度を0．3％，
0，4％，0．5％とした時の9ケースについて，運転
費，総合維持管理費を試算した。なお，処理規模
は清瀬処理場と同じ101．5t／日とした。
① 余剰汚泥単独で造粒調質濃縮する場合
余剰汚泥を単独で造粒調質濃縮する場合の運
転費および総合維持管理費の比較を図−23，
図−24に示す。

余剰汚泥発生割合が少ないほど，造粒調質濃
縮法の方が有利になる傾向がある。この理由
は，造粒調質濃縮法では余剰汚泥に対する薬品
費が高いことによる。また，余剰汚泥濃度が低
いほど，造粒調質濃縮法の方が有利になる傾向
がある。この理由は，遠心濃縮法では余剰汚泥
濃度が低くなると遠心濃縮機の台数が増える
ためである。
比較した範囲全体についてみれば，運転費は
遠心漉綿の方が多少低くなり，総合維持管理費
ではほとんどのケ…スで造粒調鷺漉縮法の法
が低くなる。
（訪 余剰汚泥に一都初沈汚泥を混合する場合
一部初沈汚泥を混合する場合の運転費およ
び総合維持管理資の比較を図−25，図−26に示
す。

l

：二二二二二：二二

図−25 運転費比較

図−26 総合維持管理費比較

余剰汚泥単独の場合に比べて，一部初沈汚泥
を混合することによって，造粒調質濃縮法のコ
ストが下がり，遠心濃縮法との相対的な比較で
も有利になる傾向がある。比較した範囲全体に
ついてみれば，運転費は，ほぼ同等で，総合維持
管理費はすべてのケースで造粒調質濃縮法のほ
うが低くなった。
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余剰汚泥を対象とした造粒調質潰縮技術の実用
化研究における目標値と結果については，次表に示
す通り，おおむね目標値を達成した。
般 定 項 目

目

腹 水 ケ ーキ 含 水 率

標

結． こ
黒

32 ，

摘

8 1．0 ・
− 8 3 ．5 ，

要

平 均 で 82， 強 で あ り、 混 合
初 沈 汚 泥 一 部 混 合 に よ り80
％ 以 下 が 速 成 可 能 で あ っ た

ろ

過

速

度

1M

k g／n ・疇

川潮 時 ／ u ・ 畔
以 上

ろ 布 速 度 の 下 級 儀 0 ．8 m

／

分 で 1 2 0 k g ／ q ・時 ま で 処 理
可 能 で あ っ た。

再 性 高 分 子 凝 集
荊 添 加 率

1． 0 ， 対 T

S

1．0 ，
6 対 T

S

浪 合 初 沈 汚 泥 一 部 混合 時 で
は 0 ，8 ％ 対 T

S ま で低 減 可

能 で あ っ た。

その他の目標については，以下のとおりであっ
た。
①l 処理の安定性について
自動制御運転により，四季の汚泥性状に対応で
き，年間を通じて安定した浪締・脱水性能が得ら
れた。
（訂 経済性について
分離濃縮法として採用例の多い遠心液絡法と比
較して経済性は捻ぼ同税度であった。
（沙 返流水免荷の低減について
マスバランス調査結果から，造粒綱鷺漉縮設備
導入により，汚泥処理工税からの返流水負荷の低
減が可能となり，SSおよびりんの免荷が大幅に
低減できることを確認した。
唱）後続プロセスへの影響
後続プロセスである流動焼却炉の排ガス性状
調査，焼却灰性状調査等により，造粒渕質浪締設
備導入による影響はないものと判断された。
（諺 運転管理，維持管理性について
遠心濃縮法と比較して，騒音，臭気が低く，振動
が小さいことから維持管理環境が良好と考えられ
る。また，自動制御運転により，効率的，安定的に
余剰汚泥単独処理が可能であることが全調査期間
を通じて実証された。

注）語句説明
（D 塩化第二鉄と両性高分子凝集剤
造粒濃縮法では，まず汚泥に助剤を添加して汚
泥粒子の負荷電を中和して汚泥粒子の強度を上
げるとともに溶解性りんおよび臭気成分を固形
化封鎖する。なお，本法では，助剤として塩化第
二鉄を用いる。
また，助剤と反応させた後は，一つの分子中に
カチオンとアニオンの両方の官能基を持つ高分
子凝集剤で，粒径が大きく強固なフロックを形成
する。
（診 TS濃度
汚泥中の強熱残留物と強熱減最の和あるいは
浮遊物と溶解性物質の和を示す。
③ Mアルカリ度
試料水中に含まれる登炭酸塩，炭酸胤または
水酸化物などの全アルカリ分を炭酸カルシウムで
換算したもの。
礎）粗繊維分割禽
汚泥閻形物中の繊維状物質の割合，繊維分は凝
集フロックの強度を増し脱水ケーキの剥離性を向
上させる。繊維分が多いほど脱水性が良く，ケー
キ含水率が低下する。
（粉 ∑PT條
ベルトプレスによる脱水の解析において，含水
率の低下に関係する因子として使用され各脱水
ロト…ルでの加圧耐圧と加圧時間の機の合計値を
いう。一般に，ケーキ含水率は∑PT値が大きい
ほど低下する。
（粉 SSニ＝ロイド当量
汚泥粒子の魚の荷電をコロイド滴定法によっ
て測定した値，この値が高い汚泥はど脱水性が憩
いと考えられる。
⑦ ろ液コロイド当量
汚泥を遠心分離した上澄液の負の荷電量。

●この調査に関する問い合わせは

研究第一部長
研究第一部主任研究員
研究第一部研究員
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