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(57)【要約】
【課題】高濁度の原水や、加圧浮上で処理し難い大粒径
で比重の重い濁質成分を含む原水であっても、安定して
良質な処理水質を得ることができ、原水の濁度変動にも
十分に対応することができる凝集処理方法および装置を
提供する。
【解決手段】原水に凝集剤を添加して凝集処理し、凝集
処理水を加圧浮上処理する凝集処理方法において、該凝
集剤を添加した原水を上向流凝集槽２の下部に導入して
上向流で通水することにより凝集処理し、上向流凝集槽
２の下部から沈降汚泥を分離除去し、上向流凝集槽２の
上部から得られる凝集処理水を加圧浮上槽３で加圧浮上
処理する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原水に凝集剤を添加して凝集処理し、凝集処理水を加圧浮上処理する凝集処理方法にお
いて、
　該凝集剤を添加した原水を上向流凝集槽の下部に導入して上向流で通水することにより
凝集処理すると共に、該上向流凝集槽の下部から沈降汚泥を排出させ、該上向流凝集槽の
上部から得られる凝集処理水を加圧浮上処理することを特徴とする凝集処理方法。
【請求項２】
　請求項１において、前記上向流凝集槽に、前記凝集剤を添加した原水を表面積負荷２～
３０ｍ／ｈｒで通水することを特徴とする凝集処理方法。
【請求項３】
　請求項１又は２において、前記加圧浮上槽の通水ＬＶが１０ｍ／ｈｒ以上であることを
特徴とする凝集処理方法。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか１項において、前記原水を前記凝集剤と共に下向流凝集槽
に通水し、該下向流凝集槽の流出水を前記上向流凝集槽に通水することを特徴とする凝集
処理方法。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか１項において、濁度５０～３００度の原水を処理して濁度
１０度以下の処理水を得ることを特徴とする凝集処理方法。
【請求項６】
　原水に凝集剤を添加する凝集剤添加手段と、該凝集剤が添加された原水が上向流通水さ
れ、上部から凝集処理水を送出すると共に、下部から沈降汚泥を排出する上向流凝集槽と
、該上向流凝集槽からの凝集処理水が導入される加圧浮上槽とを有することを特徴とする
凝集処理装置。
【請求項７】
　請求項６において、前記上向流凝集槽の表面積負荷が２～３０ｍ／ｈｒであることを特
徴とする凝集処理装置。
【請求項８】
　請求項６又は７において、前記加圧浮上槽の通水ＬＶが１０ｍ／ｈｒ以上であることを
特徴とする凝集処理装置。
【請求項９】
　請求項６ないし８のいずれか１項において、前記原水が凝集剤と共に通水される下向流
凝集槽を有し、該下向流凝集槽の流出水が前記上向流凝集槽に通水されることを特徴とす
る凝集処理装置。
【請求項１０】
　請求項６ないし９のいずれか１項において、濁度５０～３００度の原水を処理して濁度
１０度以下の処理水を得ることを特徴とする凝集処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、凝集処理方法および装置に関するものであり、詳しくは、沈砂処理済みの河
川水あるいは工業用水を取水源とする加圧浮上処理システムにおいて、豪雨等の影響で沈
砂では処理仕切れなかった砂、シルトや粘土を効率よく分離できる凝集処理方法および装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　懸濁物質（ＳＳ）を含んだ水の処理装置として、原水に加圧水を混合して浮上槽に供給
し、槽内で原水中のＳＳをマイクロエアに吸着させて水面に浮上させ、これをスカムレー
キ（スキーマ）によって掻き寄せて排出する加圧浮上装置がある。
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【０００３】
　特許文献１には、排水中の沈砂除去と夾雑物除去を同時に行うことができる加圧浮上分
離装置として、加圧浮上装置の上部に夾雑物除去手段を設け、底部に沈砂を除去するため
の手段が設けられたものが提案されている。特許文献１の砂夾雑物加圧浮上分離装置は、
排水処理のような用途で、処理水の要求水質がそれほど高くない場合、あるいは、特許文
献１に記載されるように浮上処理可能なものが夾雑物で、沈殿処理可能なものが砂といっ
たように、対象物の大きさや比重差が大きく違う場合は適用可能であるが、用水の前処理
のように、砂、シルト、粘土を含むような濁水を対象に高い処理水質を得ることは困難で
ある。処理水の水質を高めるために、この加圧浮上分離装置の後段に濾過器を設置するこ
とも考えられるが、その場合には、加圧浮上処理で得られる処理水の水質が悪いと、濾過
器の負荷が大きくなり、濾過器の洗浄頻度が高くなって水回収率が低減する。
【０００４】
　特許文献２には、懸濁物質、その他の汚濁物を含む水の処理装置として、原水に無機凝
集剤を添加した後、急速撹拌、緩速撹拌、次いで加圧浮上分離を行う装置において、予め
加圧水を急速撹拌槽に注入し、浮上性の向上を図るものが提案されている。この装置によ
れば、通常の原水水質（濁度数十度程度）であれば、目的の効果を得ることができるが、
水質変動で濁度が大きく上昇した場合には対応できないおそれがある。
【０００５】
　特許文献１，２の方法を含め、一般的な加圧浮上処理では、通常の原水水質（濁度数十
度程度）であれば良好な処理水（濁度１０度以下）を安定に得ることができるが、原水に
、砂等の加圧浮上で処理し難い、粒径が大きく比重の重い物質が含まれている場合には、
十分な水質の処理水を安定に得ることはできないという問題がある。
【０００６】
　一方、ＳＳを含む水の処理装置として、凝集剤を添加した原水を、槽内に接触材やガイ
ド壁を設けた沈殿槽に上向流で流して原水中の懸濁物を凝集、沈殿させる上向流式凝集沈
殿装置は公知であるが（例えば特許文献３～５）、接触材やガイド壁を必要とするもので
あり、また、これを加圧浮上処理の前処理として適用することは知られていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】実開平０１－０９５２９５号公報
【特許文献２】特開２００８－２２９５９１号公報
【特許文献３】特許第３７４４６９９号公報
【特許文献４】特開平１１－１６９６０８号公報
【特許文献５】特許第３０８０８０７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、高濁度の原水や、原水に、砂等の加圧浮上で処理し難い、粒径が大きく比重
の重い物質が含まれている場合であっても、安定して良質な処理水質を得ることができ、
原水の濁度変動にも十分に対応することができる凝集処理方法および装置を提供すること
を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは上記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、加圧浮上処理に先立ち、加
圧浮上処理では分離し難い、粒径が大きく比重の重い懸濁成分を予め除去し、加圧浮上処
理で分離除去し易いものを含む水を加圧浮上槽で処理すること、加圧浮上処理では分離し
難い、粒径が大きく比重の重い懸濁成分の除去手段としては、上向流凝集槽が最適である
ことを見出した。
【００１０】



(4) JP 2017-159213 A 2017.9.14

10

20

30

40

50

　本発明はこのような知見に基づいて達成されたものであり、以下を要旨とする。
【００１１】
［１］　原水に凝集剤を添加して凝集処理し、凝集処理水を加圧浮上処理する凝集処理方
法において、該凝集剤を添加した原水を上向流凝集槽の下部に導入して上向流で通水する
ことにより凝集処理すると共に、該上向流凝集槽の下部から沈降汚泥を排出させ、該上向
流凝集槽の上部から得られる凝集処理水を加圧浮上処理することを特徴とする凝集処理方
法。
【００１２】
［２］　［１］において、前記上向流凝集槽に、前記凝集剤を添加した原水を表面積負荷
２～３０ｍ／ｈｒで通水することを特徴とする凝集処理方法。
【００１３】
［３］　［１］又は［２］において、前記加圧浮上槽の通水ＬＶが１０ｍ／ｈｒ以上であ
ることを特徴とする凝集処理方法。
【００１４】
［４］　［１］ないし［３］のいずれかにおいて、前記原水を前記凝集剤と共に下向流凝
集槽に通水し、該下向流凝集槽の流出水を前記上向流凝集槽に通水することを特徴とする
凝集処理方法。
【００１５】
［５］　［１］ないし［４］のいずれかにおいて、濁度５０～３００度の原水を処理して
濁度１０度以下の処理水を得ることを特徴とする凝集処理方法。
【００１６】
［６］　原水に凝集剤を添加する凝集剤添加手段と、該凝集剤が添加された原水が上向流
通水され、上部から凝集処理水を送出すると共に、下部から沈降汚泥を排出する上向流凝
集槽と、該上向流凝集槽からの凝集処理水が導入される加圧浮上槽とを有することを特徴
とする凝集処理装置。
【００１７】
［７］　［６］において、前記上向流凝集槽の表面積負荷が２～３０ｍ／ｈｒであること
を特徴とする凝集処理装置。
【００１８】
［８］　［６］又は［７］において、前記加圧浮上槽の通水ＬＶが１０ｍ／ｈｒ以上であ
ることを特徴とする凝集処理装置。
【００１９】
［９］　［６］ないし［８］のいずれかにおいて、前記原水が凝集剤と共に通水される下
向流凝集槽を有し、該下向流凝集槽の流出水が前記上向流凝集槽に通水されることを特徴
とする凝集処理装置。
【００２０】
［１０］　［６］ないし［９］のいずれかにおいて、濁度５０～３００度の原水を処理し
て濁度１０度以下の処理水を得ることを特徴とする凝集処理装置。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、高濁度の原水や、原水に、砂等の加圧浮上処理では分離し難い、粒径
が大きく比重の重い物質が含まれている場合であっても、また、原水の濁度変動にも十分
に対応して、濁度１０度以下というような良好な水質の処理水を安定して得ることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の凝集処理装置の実施の形態を示す系統図である。
【図２】本発明の凝集処理装置の他の実施の形態を示す系統図である。
【図３】実施例１で処理した試験水の懸濁成分の粒度分布を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
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【００２３】
　以下に図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。
　図１，２は、本発明の凝集処理装置の実施の形態を示す系統図であり、図１，２におい
て、１はラインミキサー、２は上向流凝集槽、３は加圧浮上槽、４は下向流凝集槽である
。
【００２４】
　本発明の凝集処理方法及び凝集処理装置は、加圧浮上処理に先立つ凝集処理を、上向流
凝集槽で行い、上向流凝集槽の下部から沈降汚泥を排出させることを特徴とするものであ
る。
【００２５】
　図１の凝集処理装置では、配管１１からの原水に配管１２より凝集剤を添加してライン
ミキサー１で撹拌混合した後、配管１３を経て上向流凝集槽２の下部に導入して上向流で
通水する。上向流凝集槽２の上部からの凝集処理水は、配管１４において配管１６からの
加圧水（水中に空気を過飽和溶解させたもの）を混合し、加圧浮上槽３のフィードウェル
３Ａ下部に導入され、フィードウェル３Ａ内を上昇して内槽３Ｂを下降し、内槽３Ｂの下
部を回り込んで加圧浮上槽３の槽壁に沿って上昇し、トラフ３Ｃから配管１７を経て処理
水が排出される。この間に、浮遊する凝集体は加圧水の大気開放により発生した微細気泡
により捕捉されスカムとして浮上し、スカムレーキ３Ｄにより掻き寄せられてスカムボッ
クス３Ｅに落とし込まれ排出される。上向流凝集槽２の底部からは配管１５より沈降汚泥
を抜き出す。
【００２６】
　図２の凝集処理装置は、ラインミキサー１の代りに下向流凝集槽４を設け、原水をこの
下向流凝集槽４に導入すると共に、凝集剤を下向流凝集槽４に注入し、下向流凝集槽４の
底部からの凝集処理水を上向流凝集槽２に導入するようにした点が図１に示す凝集処理装
置と異なり、その他は同様の構成とされている。
【００２７】
　凝集剤は、上向流凝集槽２に直接添加することも可能であり、例えば、ラインミキサー
１や下向流凝集槽４を設けず、上向流凝集槽２の原水流入口部分で上向流凝集槽２に直接
凝集剤を注入して原水と共に上向流通水することもできるが、上向流凝集槽２で効果的な
凝集処理を行うためには、上向流凝集槽２に流入するまでに、原水に凝集剤を添加して十
分に混合しておくことが好ましい。
【００２８】
＜原水＞
　本発明で処理する原水は、砂、シルト、土、粘土などの濁質成分を含む水であって、例
えば、沈砂処理河川水、湖沼水、工業用水、工場からの排水等が挙げられるが、本発明は
特に、豪雨等の影響で、濁度が高く、また、加圧浮上処理では分離し難い、粒径が大きく
比重の重い、砂や土などの濁質成分を多く含む原水の処理に有効である。例えば、原水の
水質としては濁度５０～３００度程度、ＳＳ５０～４５０ｍｇ／Ｌ、濁質成分の粒子径と
しては１～３００μｍを主体とし、比重２．５～２．８ｇ／ｃｍ３であるものを多く含む
ものが挙げられる。このとき概ね１０μｍ程度を境に１０μｍ超の濁質成分は通常条件で
は浮上分離しにくい。
【００２９】
＜凝集剤＞
　原水に添加する凝集剤としては、原水に含まれる濁質成分や濁度に合わせて適宜選択さ
れるが、例えば、ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）、硫酸アルミニウム等のアルミニウム
系凝集剤や、塩化第二鉄等の鉄系凝集剤を用いることができる。
【００３０】
　凝集剤の添加量は、凝集剤の種類及び原水の水質に応じて適宜決定される。例えば、Ｐ
ＡＣの場合、２０～２００ｍｇ／Ｌの範囲で、濁度計で原水の濁度を連続的に測定し、予
め濁度とＰＡＣ添加量との関係式を設定しておき、濁度に応じた必要添加量を制御するこ
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とが好ましい。
　凝集処理時のｐＨは、用いる凝集剤に応じて調整され、例えばＰＡＣであれば、ｐＨは
６～７、好ましくは６．３～６．６に調整することが好ましい。
【００３１】
　なお、上記の無機凝集剤のみの凝集処理では不十分な場合は、高分子凝集剤を併用添加
してもよい。
【００３２】
＜上向流凝集槽＞
　上向流凝集槽２としては、槽下部から凝集剤を添加した原水を導入し、槽上部から凝集
処理水を取り出すと共に、底部から沈降汚泥を排出する構造のものを用いる。
　原水導入部は汚泥界面より上部でも構わないが、汚泥界面より下部とすると、汚泥ブラ
ンケットによる微細フロックの捕捉で効率が上がるため好ましい。
【００３３】
　例えば、上向流凝集槽２は、円筒形の胴部とその下部に逆円錐形の縮径部とを有するも
のが用いられ、上向流で良好な凝集効果と汚泥の沈降効果を得るために、胴部は直径に対
して高さが１．５～８倍程度で、縮径部の壁面の水平方向に対する傾きが３０～４５°程
度のものが好適に用いられる。
　なお、上向流凝集槽２の胴部は円筒形に限らず、角筒形であってもよい。その場合であ
っても、胴部の水平断面積と高さとの比が、上記の円筒形の胴部の直径と高さとの関係か
ら算出される範囲内となるように設計される。
【００３４】
　前掲の特許文献３～５の上向流式凝集沈殿装置では、ここで濁質成分を十分に除去する
ために、槽内に接触材やガイド壁を設けてＳＳの浮上、流出を防止する必要があるが、本
発明では、浮上し易い濁質成分は、上向流凝集槽２から凝集処理水中に含有させて排出し
、後段の加圧浮上槽３で除去するため、上向流凝集槽２内にこのような部材を設ける必要
はなく、上向流凝集槽２を空筒構造とすることができ、設備費やメンテナンス等の面でも
有利である。
【００３５】
　本発明においては、上記のような上向流凝集槽２に、凝集剤を添加した原水を表面積負
荷（水面積負荷）２～３０ｍ／ｈｒ、特に５～１５ｍ／ｈｒで上向流通水することが好ま
しく、このような通水条件であれば、加圧浮上では処理し難い、例えば、凝集フロックを
形成しないような砂や、フロックを形成しても沈降性の高い粒径３０μｍ程度以上のシル
ト等を沈降させて槽下部から排出させることができる。一方、上向流凝集槽２で処理でき
ないような３０μｍ未満の粘土やシルトは凝集剤で荷電中和し、凝集フロックを形成し、
後段の加圧浮上槽３でマイクロエアを付着させて加圧浮上処理することにより分離除去す
ることができる。
【００３６】
＜加圧浮上槽＞
　加圧浮上槽３の構造には特に限定はなく、通常の加圧浮上槽を用いることができる。
【００３７】
　本発明では、加圧浮上槽３の前段で上向流凝集槽２で加圧浮上処理での分離が困難な粒
径の大きい濁質成分や高比重の濁質成分を予め除去することで、加圧浮上槽３での処理条
件を上げることができ、通水ＬＶ１０ｍ／ｈｒ以上、例えば１０～１５ｍ／ｈｒの高い通
水ＬＶであっても、濁度１０度以下の良好な水質の浮上処理水を得ることができる。
【００３８】
　加圧浮上処理のその他の条件については特に制限はないが、例えば、加圧水の圧力とし
ては０．４～０．６ＭＰａ程度、流入水（本発明では上向流凝集槽２からの凝集処理水）
に対する加圧水の添加流量比（容量比、以下「加圧水比」と称す。）は０．１～０．３程
度とすることが好ましい。
【００３９】
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＜下向流凝集槽＞
　本発明においては、上向流凝集槽２の前段に、ラインミキサー１の代りに凝集槽を設け
てもよい。この場合、この凝集槽としては、槽内に砂等が沈積しないように、図２に示す
ような下向流凝集槽４を設けることが好ましい。
　この場合であっても、凝集剤の添加条件は、前述のラインミキサーの場合と同様である
。凝集剤は、下向流凝集槽に添加してもよく、予め原水に凝集剤を混合し混合水を下向流
凝集槽に導入してもよい。
【００４０】
＜後段処理＞
　本発明では、加圧浮上槽３の後段に砂濾過装置や膜濾過装置等を設けて浮上処理水を更
に浄化してもよい。この場合、加圧浮上槽３で得られる浮上処理水の水質が良好で安定し
ているため、濾過装置の洗浄頻度を低く抑えることができ、高い水回収率で高度に浄化さ
れた処理水を得ることができる。
【実施例】
【００４１】
　以下に実施例及び比較例を挙げて本発明をより具体的に説明する。
【００４２】
［実施例１］
　下記水質の試験水を用い、図１に示す凝集処理装置で本発明により処理を行った。
【００４３】
＜試験水水質＞
　ｐＨ［－］：７．１
　Ｅ２６０［－］：４．３
　濁度［度］：２５９
　ＳＳ［ｍｇ／Ｌ］：３６０
　ＴＯＣ［ｍｇ／Ｌ］：１．７３
　この試験水は台風後の河川水を採取したものであり、その濁質成分は土砂等の無機物（
高比重）を多く含んでいる。さらに濁質成分の粒度分布は図３に示す通りであり、１０μ
ｍを超える濁質成分を多く含んでいる。すなわち浮上分離のみでは容易には固液分離しに
くいものである。
【００４４】
　凝集剤添加量及び各槽の仕様及び条件は以下の通りとした。
【００４５】
＜凝集剤添加量＞
　試験水にＰＡＣをライン注入で６０ｍｇ／Ｌ（ｐＨ６．５）添加した。
【００４６】
＜上向流凝集槽＞
　胴部：直径３００ｍｍ×高さ１２５０ｍｍの円筒形状
　縮径部の壁面の水平方向に対する傾き：４５°
　表面積負荷：１５ｍ／ｈｒ
【００４７】
＜加圧浮上槽＞
　加圧水圧力：０．３５ＭＰａ
　加圧水比：０．２
　ＬＶ：１５ｍ／ｈｒ
【００４８】
　その結果、加圧浮上処理水の濁度は６度であり、清澄な処理水を得ることができた。
【００４９】
［比較例１］
　実施例１における上向流式凝集槽の代りに、急速撹拌槽と緩速撹拌槽を設け、ＰＡＣ６
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０ｍｇ／Ｌ（ｐＨ６．５）を添加した後、急速撹拌槽にて１５０ｒｐｍで５分間撹拌した
後、緩速撹拌槽にて５０ｒｐｍで５分間撹拌して凝集処理し、この凝集処理水を実施例１
と同様に加圧浮上処理した。
　その結果、加圧浮上処理水の濁度は２０度であり、濁度１０度以下の清澄な処理水を得
ることはできなかった。
【符号の説明】
【００５０】
　１　ラインミキサー
　２　上向流凝集槽
　３　加圧浮上槽
　４　下向流凝集槽

【図１】

【図２】

【図３】
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