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(57)【要約】
　雨水及び流出液体の中の汚染物質を分離すると共に捕
らえるセパレータータンクが開示される。本発明の一実
施例によると、セパレータータンクは、底壁、側壁、及
び、内部チャンバーを画定する上壁を有するコンテナと
、前記内部チャンバーの内側に配置された挿入部であっ
て、堰と側壁との間の取り込み領域を画定する堰と、取
り込み領域内に配置された円形縁部のオリフィスとを有
する挿入部と、前記取り込み領域の中に流入する液体を
流入するインレット管とを備え、前記堰は、前記堰が流
入する液体を取り込み領域内で渦巻き運動で流れさせる
ように配置される。本発明の他の実施例によると、セパ
レータータンクのための挿入部が開示される。挿入部は
、流入する液体を受け入れるための取り込み領域を画定
する堰と、取り込み領域内に配置された円形縁部のオリ
フィスとを備える。
【選択図】　図４



(2) JP 2010-534288 A 2010.11.4

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
セパレータータンクであって、
　底壁、側壁、及び、内部チャンバーを画定する上壁を有するコンテナと、
　前記内部チャンバーの内側に配置された挿入部であって、堰と側壁との間の取り込み領
域を画定する堰と、取り込み領域内に配置された円形縁部のオリフィスとを有する挿入部
と、
　前記取り込み領域の中に流入する液体を流入するインレット管とを備え、
　前記堰は、前記堰が流入する液体を取り込み領域内で渦巻き運動で流れさせるように配
置される、セパレータータンク。
【請求項２】
請求項１記載のセパレータータンクにおいて、
　前記堰は、実質的に環状の取り込み領域を形成するために曲がっている、セパレーター
タンク。
【請求項３】
請求項１記載のセパレータータンクにおいて、
　前記堰は、前記インレット管の中心線からずれて配置される、セパレータータンク。
【請求項４】
請求項１記載のセパレータータンクにおいて、
　前記挿入部は、前記オリフィスと流体連通し下チャンバーの中に伸びるドロップチュー
ブを更に備える、セパレータータンク。
【請求項５】
請求項４記載のセパレータータンクにおいて、
　前記ドロップチューブは、流入する液体がドロップチューブを通って流れるときに、渦
巻き運動を消散させる少なくとも一つの垂直羽根を有する、セパレータータンク。
【請求項６】
請求項４記載のセパレータータンクにおいて、
　前記ドロップチューブは、流入する液体を下チャンバーの中に導くための二つの翼によ
って形成されたベースを有する、セパレータータンク。
【請求項７】
セパレータータンクのための挿入部であって、
　流入する液体を受け入れるための取り込み領域を画定する堰と、
　取り込み領域内に配置された円形縁部のオリフィスとを備える、セパレータータンクの
ための挿入部。
【請求項８】
請求項７記載のセパレータータンクのための挿入部において、
　前記堰は、実質的に環状の取り込み領域を形成するために曲がっている、セパレーター
タンクのための挿入部。
【請求項９】
請求項７記載のセパレータータンクのための挿入部において、
　前記挿入部は、前記オリフィスと流体連通し下チャンバーの中に伸びるドロップチュー
ブを更に備える、セパレータータンクのための挿入部。
【請求項１０】
請求項７記載のセパレータータンクのための挿入部において、
　前記ドロップチューブは、少なくとも一つの垂直羽根を有する、セパレータータンクの
ための挿入部。
【請求項１１】
請求項７記載のセパレータータンクのための挿入部において、
　前記ドロップチューブは、二つの翼によって形成されたベースを有する、セパレーター
タンクのための挿入部。
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【請求項１２】
セパレータータンクのための挿入部であって、
　流入する液体を受け入れるための取り込み領域を画定する堰と、
　取り込み領域内に配置された円形縁部のオリフィスと、
　オリフィスと流体連通し、二つの翼によって形成されたベースを有するドロップチュー
ブとを備える、セパレータータンクのための挿入部。
【請求項１３】
請求項１２記載のセパレータータンクのための挿入部において、
　前記堰は、実質的に環状の取り込み領域を形成するために曲がっている、セパレーター
タンクのための挿入部。
【請求項１４】
請求項１２記載のセパレータータンクのための挿入部において、
　前記ドロップチューブは、前記挿入部の下に伸びる、セパレータータンクのための挿入
部。
【請求項１５】
請求項１２記載のセパレータータンクのための挿入部において、
　前記ドロップチューブは、少なくとも一つの垂直羽根を有する、セパレータータンクの
ための挿入部。
【請求項１６】
請求項１２記載のセパレータータンクのための挿入部において、
　前記ドロップチューブは、後壁及び前壁を備える、セパレータータンクのための挿入部
。
【請求項１７】
請求項１２記載のセパレータータンクのための挿入部において、
　前記二つの翼は、下方へ傾斜される、セパレータータンクのための挿入部。
【請求項１８】
セパレータータンクのための挿入部であって、
　流入する液体を受け入れるための取り込み領域を画定する堰と、
　取り込み領域内に配置された円形縁部のオリフィスと、
　オリフィスと流体連通し、少なくとも一つの垂直羽根を有するドロップチューブとを備
える、セパレータータンクのための挿入部。
【請求項１９】
請求項１８記載のセパレータータンクのための挿入部において、
　前記堰は、実質的に環状の取り込み領域を形成するために曲がっている、セパレーター
タンクのための挿入部。
【請求項２０】
請求項１８記載のセパレータータンクのための挿入部において、
　前記ドロップチューブは、前記挿入部の下に伸びる、セパレータータンクのための挿入
部。
【請求項２１】
請求項１８記載のセパレータータンクのための挿入部において、
　前記ドロップチューブは、二つの翼によって形成されたベースを有する、セパレーター
タンクのための挿入部。
【請求項２２】
請求項２１記載のセパレータータンクのための挿入部において、
　前記ドロップチューブは、後壁及び前壁を備える、セパレータータンクのための挿入部
。
【請求項２３】
セパレータータンクのための挿入部であって、
　流入する液体を受け入れるための取り込み領域を画定する堰と、
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　取り込み領域内に配置された円形縁部のオリフィスと、
　オリフィスと流体連通するドロップチューブであって、二つの翼によって形成されたベ
ースと、後壁と、前壁とを有するドロップチューブとを備える、セパレータータンクのた
めの挿入部。
【請求項２４】
請求項２３記載のセパレータータンクのための挿入部において、
　後壁の弧の長さは、前壁の弧の長さよりも長い、セパレータータンクのための挿入部。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概ね、雨水ドレイン叉は雨水管渠から雨水を受け入れるようになったセパレ
ータータンクに関するものであり、特に、分離及び除去の効率の高いレベルを実現すると
共に、その下チャンバーを通じた高い流れ率を有するセパレータータンクに関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、セパレータータンクは、雨水ドレイン叉は雨水管渠から雨水を受け入れるよう
になった構造である。タンクは、懸濁物質として送出される栄養分、重金属、炭化水素、
石油製品のような吸着された汚染物質と共に、遊離して浮くオイル、油脂、炭化水素、石
油製品、及び、全懸濁物質（ＴＳＳ）を分離すると共に捕らえる。ひとたびさまざまな汚
染物質が分離され叉は捕らえられると、半浄化水は、下水溝叉は水路を容認する地方自治
体に排出される。セパレータータンクの例が、米国特許第４９８７１４８、米国特許第５
４９８３３１、米国特許第５７２５７６０、米国特許第５７５３１１５、及び、米国特許
第６０６８７６５に開示され、それらの開示が完全に参照によって組み入れられる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　雨水及び流出液体の中の汚染物質を分離すると共に捕らえるセパレータータンクが開示
される。本発明の一実施例によると、セパレータータンクは、底壁、側壁、及び、内部チ
ャンバーを画定する上壁を有するコンテナと、前記内部チャンバーの内側に配置された挿
入部であって、堰と側壁との間の取り込み領域を画定する堰と、取り込み領域内に配置さ
れた円形縁部のオリフィスとを有する挿入部と、前記取り込み領域の中に流入する液体を
流入するインレット管とを備え、前記堰は、前記堰が流入する液体を取り込み領域内で渦
巻き運動で流れさせるように配置される。
本発明の他の実施例によると、セパレータータンクのための挿入部が開示される。挿入部
は、流入する液体を受け入れるための取り込み領域を画定する堰と、取り込み領域内に配
置された円形縁部のオリフィスとを備える。
本発明のさらに他の実施例によると、挿入部は、流入する液体を受け入れるための取り込
み領域を画定する堰と、取り込み領域内に配置された円形縁部のオリフィスと、オリフィ
スと流体連通し、二つの翼によって形成されたベースを有するドロップチューブとを備え
る。
【０００４】
　本発明のさらに他の実施例によると、挿入部は、流入する液体を受け入れるための取り
込み領域を画定する堰と、取り込み領域内に配置された円形縁部のオリフィスと、オリフ
ィスと流体連通し、少なくとも一つの垂直羽根を有するドロップチューブとを備える。
【０００５】
　本発明のさらに他の実施例によると、挿入部は、流入する液体を受け入れるための取り
込み領域を画定する堰と、取り込み領域内に配置された円形縁部のオリフィスと、オリフ
ィスと流体連通するドロップチューブであって、二つの翼によって形成されたベースと、
後壁と、前壁とを有するドロップチューブとを備える。
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【０００６】
　本発明、本発明の目的及び利点のより完全な理解のために、添付の図面と関連してとら
れた以下の詳細な説明が参照される。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、従来のセパレータータンクを示す斜視図である。
【図２】図２は、従来のセパレータータンクの上チャンバーを示す斜視図である。
【図３】図３は、従来のセパレータータンクの挿入部を示す斜視図である。
【図４】図４は、本発明の一実施例によるセパレータータンクを示す断面図である。
【図５】図５は、本発明の一実施例によるセパレータータンクのための挿入部を示す斜視
図である。
【図６】図６は、本発明の一実施例によるセパレータータンクのための挿入部を示す平面
図である。
【図７Ａ】図７Ａは、本発明の一実施例による挿入部に配置されたオリフィスの平面図で
ある。
【図７Ｂ】図７Ｂは、本発明の一実施例による挿入部に配置されたオリフィスの断面図で
ある。
【図８】図８は、本発明の一実施例によるドロップチューブを示す斜視図である。
【図９】図９は、本発明の一実施例によるドロップチューブを示す平面図である。
【図１０】図１０は、本発明の一実施例によるドロップチューブを示す縦断面図である。
【図１１】図１１は、本発明の一実施例によるドロップチューブを示す前面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　同じ符号は同じ要素を参照する図１乃至図１１を参照することによって、本発明の開示
した実施例及びそれらの利点が理解されるであろう。
【０００９】
　図１を参照すると、米国特許第５４９８３３１号に開示された周知のセパレータータン
クが示される。セパレータータンク１００は、概ね、底壁１０４、側壁１０６及び上壁１
０８を有するコンテナ１０２の形状である。底壁１０４及び上壁１０８は、概ね、円形で
あり平らである。側壁１０６は、実質的に円柱状である。底壁１０４、側壁１０６及び上
壁１０８は、内部チャンバー１１０を画定する。一実施例では、挿入部１１２が、挿入部
１１２の上の上チャンバー１１４と挿入部１１２の下の下チャンバー１１６にチャンバー
１１０を分割する。
【００１０】
　図２を参照すると、挿入部１１２は上面２０８を有する。上面２０８は、上面２０８上
に伸びる堰２１０を除いて概ね単一の水平面に横たわって示される。一実施例では、側壁
１０６は、上面２０８上に隣接して配置されたインレット開口２００を有する。また、側
壁１０６は、上面２０８上に隣接して配置されると共にインレット開口２００から周方向
に離間されたアウトレット開口２０６を有する。管１１８は、そこを通って液体がセパレ
ータータンクの中に導入されるインレット開口２００に連結される。さらに、管１２０は
、アウトレット開口２０６に連結される。管１２０は、液体がセパレータータンクの外部
に流れるのを許容する。
【００１１】
　挿入部１１２は、第１開口２０２を含む。開口２０２は、インレット開口２００と堰２
１０との間に配置される。第２開口２０４は、堰２１０の外側にある。開口２０２及び２
０４は、液体が堰２１０からあふれ出ないでインレット開口２０２からアウトレット開口
２０４に流れるようにある。それをするために、液体は、最初にインレット開口２０２を
通って下チャンバー１１６に流れ、下チャンバー１１６を流通し、その後第２開口２０４
を上方に通って上チャンバー１１４に流れる。
【００１２】
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　図３を参照すると、挿入部１１２は、ドロップパイプ３００と立ちパイプ３０４とを含
む。ドロップパイプ３００は、第１開口２０２に連結されると共に開口２０２から下方に
伸びる。ドロップパイプ３００は、Ｔ状連結部３０２を有する。Ｔ状連結部３０２は、下
チャンバー１１６内部で向かい合った方向に流入する液体を分配することを考慮する。立
ちパイプ３０４は、第２開口２０４に連結されると共に第２開口２０４から下方に伸びる
。立ちパイプ３０４は、水が下チャンバー１１６から上チャンバー１１４に上方に流れる
のを許容する。
【００１３】
　図４及び図５を参照すると、本発明の一実施例によるセパレータータンク４００が示さ
れる。上記特徴に加えて、一実施例では、セパレータータンク４００は、さまざまな変形
及び向上を含む。これらの変形及び向上は、例えば、インレット１１８に対して挿入部１
１２をずらすこと（offsetting）、堰４１２の高さを増大すること、第１開口２０２を落
下チューブ４０２に変更すること、落下チューブ４０２に少なくとも一つの垂直羽根４１
０を提供すること、落下チューブ４０２のベースを変更すること、及び、落下チューブ４
０２の後壁を変更することを含む。これらの変形の各々は、セパレータータンク４００を
通じた扱う流れ率を増加するのに寄与すると共に、分離及び／叉は除去の効率を高いレベ
ルに維持するのに寄与する。各変形は、以下に記載される。
【００１４】
　図５を参照すると、本発明の一実施例による挿入部１１２が示される。この実施例では
、挿入部１１２は、セパレータータンク４００の筒状の側壁内に嵌合するように寸法付け
られた実質的に環状の外周を有する。挿入部１１２は、堰４１２、第１開口２０２、オリ
フィス５０２、ドロップパイプ４０２、立ちパイプ４０４、第２開口４０８、及び、孔４
０６を含む。他の実施例では、これらの要素の一つ以上が別個に提供される。
【００１５】
　図６を参照すると、挿入部１１２は、堰４１２がセパレータータンク４００の一方側に
あるインレット１１８と他方側にあるアウトレット１２０との間に配置されるように位置
づけられる。一実施例では、堰４１２は、流入する液体を受け入れるための実質的に円状
の取り込み領域を画定する。他の実施例では、堰４１２は、部分的に円状または半円状の
取り込み領域を画定する。さらに他の実施例では、堰４１２は、矩形の取り込み領域を画
定する。さらに他の実施例では、堰４１２は、多角形の取り込み領域を画定する。一実施
例では、挿入部１１２叉は堰４１２は、堰４１２が流入する液体を取り込み領域内で渦巻
き運動で流れさせるように配置される。例えば、堰４１２は、渦巻きを誘導するためにイ
ンレット１１８の中心線からずれて配置される（オフセットされる）。一実施例では、堰
４１２は、図６に最もよく示されるように、５度でインレット１１８の中心線からずれて
配置される（オフセットされる）。この実施例では、流入する液体が取り込み領域に流入
すると、流入する液体はオリフィス５０２を中心とした角運動量をもち、流入する液体を
渦巻き状に動かし制御された渦巻きを形成する。さらに、この実施例では、流入する液体
は、各流れの事象の間同じ方向に一致して制御された渦巻きを形成し、それは、順次セパ
レータータンク４００が増加した流れ率を扱うのを許容する。さらに、制御された渦巻き
は、オイルなどの全ての浮揚物（floatables）がドロップパイプ４０２の下方に強制され
る。堰４１２に対するオフセットの他の角度叉は他の位置が、必要に応じて及び／叉は所
望に応じて使用される。
【００１６】
　他の実施例では、挿入部１１８は、セパレータータンク４００に対して接線上にあり、
それによって、挿入部１１２をオフセットにする必要性を不要にする。この実施例では、
堰４１２の形状は、接線上にあるインレットに対応するために、必要に応じて及び／叉は
所望に応じて変えることができる。
【００１７】
　一実施例では、堰４１２の高さは、大きな流れ率を処理するために取り込み領域を考慮
する。この実施例は、特にセパレータータンク４００を通じて液体を流す高い流れ率の間
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、増加した圧力のグラジエントにつながる。さらに、堰４１２の増加した高さは、順次よ
り強くてより制御された渦巻きの形成を考慮する大きな流れを考慮する。
【００１８】
　図７Ａ及び図７Ｂを参照すると、本発明の一実施例によるオリフィス５０２が示される
。オリフィス５０２は、インレット１１８と堰４１２との間の取り込み領域に配置される
。オリフィス５０２は、取り込み領域のあらゆる場所に配置されることができる。一実施
例では、オリフィス５０２は、そこを通って流入する液体がドロップパイプ４０２に流入
する第１開口２０２を形成する。一実施例では、図７Ｂに示すように、オリフィス５０２
は、円形エントランスを有するように変更できる。オリフィス５０２は、二つの直径であ
る外側直径７０４及び内側直径７０２を有するように概ね示される。外側直径７０４及び
内側直径７０２は、セパレータータンク４００が使用される環境に対して適当に寸法付け
られる。外側直径７０４は、オリフィス５０２の円形縁部が挿入部１１２の上面２０８と
整合する点に等しい。内側直径７０２は、オリフィス５０２の円形縁部がドロップパイプ
４０２の内側直径と整合する点に等しい。他の実施例では、ドロップパイプ４０２の内側
直径は、内側直径７０２よりも大きい。オリフィス５０２の直径は、必要に応じて及び／
叉は所望に応じて変えることができる。
【００１９】
　オリフィス５０２のエントランスを丸くすることは、下チャンバー１１６に対する扱う
流れ率を増加できる。この流れ率の増加は、オリフィス５０２のエントランスを丸くする
ことが上の挿入部１１２からドロップパイプ４０２の中に流れるときに液体の圧力降下を
減少するために達成されることができる。さらに、オリフィス５０２の縁部を丸くするこ
とは、流れの分離及び流れ抵抗を防止する。丸くなった縁部の半径の長さは、必要に応じ
て及び／叉は所望に応じて変えることができる。
【００２０】
　図８乃至図１１を参照すると、本発明の一実施例によるドロップチューブ４０２が示さ
れる。この実施例では、ドロップチューブ４０２は、変更したベースを有し、少なくとも
一つの垂直羽根４１０を有する。ドロップチューブ４０２は、挿入部１１２と一体に形成
されることができ、セパレータータンク４００の下チャンバー１１６の中に伸びる。
【００２１】
　図９に示すように、ドロップチューブ４０２は、ドロップチューブ４０２の内側壁から
突出する複数の垂直羽根４１０を有する。垂直羽根４１０は、取り込み領域に形成される
渦巻きを消散させるのに役立つ。流入する液体がドロップチューブ４０２を通って下方に
流れると、垂直羽根４１０は、各羽根４１０の端部で、上記渦巻きとは反対方向に渦を巻
く小さな渦巻きを形成する。このように、垂直羽根４１０は、渦巻きを消散させ、ドロッ
プチューブ４０２内での流れの等しい分配を形成する。また、垂直羽根４１０は、主流に
逆らう流れの形成を小さくし、それは、ドロップチューブ４０２を通じてより均等な速度
プロフィールにつなげる。従って、高速噴流を減少することは、すでに下チャンバー１１
６に蓄積されたあらゆる汚染物質を再侵入の機会を減少する。垂直羽根４１０の形状、大
きさ、数及び／叉は配置は、必要に応じて及び／叉は所望に応じて変えることができる。
【００２２】
　図１０を参照すると、ドロップチューブ４０２は、二つの翼８０６で構成されたベース
で終端するように変更できる。翼８０６は、ドロップチューブ４０２から外方に伸び、ド
ロップチューブ４０２のためのベースを構成する。一実施例では、翼８０６は、互いに向
かった方向に伸びる。ドロップチューブ４０２は、それを通って液体がドロップチューブ
４０２を出て下チャンバー１１６に流入する二つの開口８０４を有する。一実施例では、
翼８０６は、下方にわずかに傾斜され、固体物がベース上に蓄積するのを防止する。また
、翼８０６は、すでに下チャンバー１１６内の汚染物質の再浮遊を防止する。一実施例で
は、翼８０６は、下チャンバー１１６の通常の流れの方向に対して垂直な方向に流入する
液体の流れを下チャンバー１１６の中に導く。このように流入する液体の流れを下チャン
バー１１６の中に導くことは、流入する液体の下チャンバー１１６での滞在時間を長くし
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、従って、流入する液体は、増加した沈殿及び分離時間を有する。
【００２３】
　図１０及び図１１を参照すると、ドロップチューブ４０２は、後壁８１０及び前壁８０
８を有する。一実施例では、後壁８１０の弧の長さは、前壁８０８の弧の長さよりも長い
。後壁８１０の変更は、流入する液体が、ドロップチューブ４０２を出るときに、ドロッ
プチューブ４０２のすぐ後ろにある最も近いセパレータータンクの壁に影響を与えるのを
防止する。この実施例では、後壁８１０は、再流入及び過度の乱流を減少する。
【００２４】
　以下の例は、特許請求の範囲に記載された内容の好適実施例を証明することが含まれる
。以下に述べる例に開示された技術は、特許請求の範囲に記載された内容を実施でよく作
用し従ってその実施のための好適モードを構成すると考えられる、発明者によって発見さ
れた技術を示すことを当業者に理解されるべきである。しかしながら、当業者は、本開示
を考慮して、多くの変更が、開示され、特許請求の範囲に記載された内容から逸脱しない
で同じ叉は同様の結果を得る特定の実施例でなされることを理解すべきである。
【００２５】
　例　上述の変形及び向上を有するセパレータータンクは、流れにつき１００ｍｇ／Ｌ、
２００ｍｇ／Ｌ、３００ｍｇ／Ｌの濃度において５つの流れに対する、沈殿物の捕獲効率
を例示するためにテストされた。テストされたセパレータータンクは、高さが約１８２．
８８ｃｍ（約６フィート）で直径の長さが１８２．８８ｃｍ（６フィート）の上収容チャ
ンバーと、高さが約１８２．８８ｃｍ（約６フィート）で直径の長さが２４３．８４ｃｍ
（８フィート）の下沈殿チャンバーとで構成された。挿入部がセパレータータンク内に取
り付けられた。挿入部は、半円形の堰、２７．９４ｃｍ（１１インチ）のオリフィスプレ
ート、４５．７２ｃｍ（１８インチ）のインレットドロップＴ字状管、６０．９６ｃｍ（
２４インチ）の垂直アウトレット立ちパイプ、及び、１５．２４ｃｍ（６インチ）のオイ
ルポートを含んだ。ユニットは、挿入部の床に接するインレットインバートを有し、イン
レットとアウトレットの差が２．５４ｃｍ（１インチ）である、直径が６０．９６ｃｍ（
２４インチ）のインレットパイプ及びアウトレットパイプを有した。インレットパイプは
、１度の傾斜で配向され、インレットパイプ及びアウトレットパイプの双方はユニット内
で中心に配置された。上記変形及び向上は、５度でインレットをオフセットすること、堰
の高さを増大すること、落下チューブに四つ垂直羽根を提供すること、落下チューブのベ
ースに二つの翼を提供すること、及び、落下チューブの後壁の弧の長さを増大することを
含んだ。水圧能力及び沈殿物除去効率は、セパレータータンクのために評価された。
【００２６】
　水圧能力を決定するために、ユニット内の予備的流量（ｇｐｍ）及び水位（インチ）は
、０乃至５０９８．３９５ｌ／ｍｉｎ（０．０８４９５０４ｍ３／ｓ）（０乃至１３４７
ｇｐｍ（３．０ｃｆｓ））の範囲にある３つの流れに対して測定された。バイパス堰を破
る前に到達される最大の流れは、４２４６．７７ｌ／ｍｉｎ（０．０７０７５ｍ３／ｓ）
（１１２２ｇｐｍ（２．５ｃｆｓ））であった。沈殿物除去効率テストは、１００ｍｇ／
Ｌ、２００ｍｇ／Ｌ、３００ｍｇ／Ｌの流入する沈殿物濃度をもつ１０６３．５８５乃至
５３１０．３５５ｌ／ｍｉｎ（０．０１７８３９５８４乃至０．０８８６３１５８４ｍ３

／ｓ）（２８１乃至１４０３ｇｐｍ（０．６３乃至３．１３ｃｆｓ））の範囲にある５つ
の流れで行われた。その結果は以下に詳述される。
【００２７】
　テストの間、流入液中の沈殿物濃度が二つの方法で測定された。第１に、沈殿物濃度は
、等速動性サンプラーを水流の中に入れることにより直接測定され、サンプルが集められ
た。第２に、沈殿物濃度は、測定された流れの中で計量された沈殿物の重量をはかること
によって間接的に測定され、濃度が算出された。流出する沈殿物濃度は、流れの中で等速
動性サンプラーを使用して測定された。除去効率は、流入水及び流出水の直接的測定を使
用して計算された。調節された除去効率は、流入水濃度の間接的測定及び流出水濃度の直
接的測定を使用して計算された。
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【００２８】
　１２５％の計画流れ（Design Flow）における沈殿物除去効率（５３１０．３５５ｌ／
ｍｉｎ、０．０８８６３１５８４ｍ３／ｓ（１４０３ｇｐｍ、３．１３ｃｆｓ））
　１．３００ｍｇ／Ｌ
　全てのテストに対して記録された平均的流れは、２．９１の標準偏差（ＳＤ）で、５３
０１．６４９５ｌ／ｍｉｎ（０．０８８３４８４１６ｍ３／ｓ）（１４００．７ｇｐｍ（
３．１２ｃｆｓ））であった。テストに対して記録された温度は、２４．１℃（７５．４
度Ｆ）であった。測定された流入水サンプル濃度は、２８４．９ｍｇ／Ｌの平均濃度及び
３９．８のＳＤで、２５３．８乃至３４９．１ｍｇ／Ｌの範囲であった。流出水濃度は、
１７４．１ｍｇ／Ｌの平均濃度及び８．４のＳＤで、１６２．９乃至１８２．６ｍｇ／Ｌ
の範囲であった。平均バックグラウンド濃度は、０．８ｍｇ／Ｌであった。間接的な方法
に対する結果として生じる沈殿物除去効率は、３８．９％であった。調節された流入水濃
度は、３０４．２ｍｇ／Ｌの平均濃度及び４．５のＳＤで、３００．１乃至３１１．５ｍ
ｇ／Ｌの範囲であった。対応する調節された除去効率は、４２．８％であった。
【００２９】
　２．２００ｍｇ／Ｌ
　全てのテストに対して記録された平均的流れは、６．４の標準偏差（ＳＤ）で、５３０
４．２９９ｌ／ｍｉｎ（０．０８８３４８４１６ｍ３／ｓ）（１４０１．４ｇｐｍ（３．
１２ｃｆｓ））であった。テストに対して記録された温度は、２４．１℃（７５．４度Ｆ
）であった。測定された流入水サンプル濃度は、１９６．３ｍｇ／Ｌの平均濃度及び１８
．６のＳＤで、１７７．８乃至２２０．０ｍｇ／Ｌの範囲であった。流出水濃度は、１３
２．３ｍｇ／Ｌの平均濃度及び７．１のＳＤで、１２２．１乃至１３９．２ｍｇ／Ｌの範
囲であった。平均バックグラウンド濃度は、５．５４ｍｇ／Ｌであった。間接的な方法に
対する結果として生じる沈殿物除去効率は、３２．６％であった。調節された流入水濃度
は、２０１．８ｍｇ／Ｌの平均濃度及び２．２のＳＤで、１９９．１乃至２０４．０ｍｇ
／Ｌの範囲であった。対応する調節された除去効率は、３４．４％であった。
【００３０】
　３．１００ｍｇ／Ｌ
　全てのテストに対して記録された平均的流れは、３．３の標準偏差（ＳＤ）で、５３０
３．１６３５ｌ／ｍｉｎ（０．０８８３４８４１６ｍ３／ｓ）（１４０１．１ｇｐｍ（３
．１２ｃｆｓ））であった。テストに対して記録された温度は、２４℃（７５．２度Ｆ）
であった。測定された流入水サンプル濃度は、９７．１ｍｇ／Ｌの平均濃度及び１６．５
のＳＤで、７８．３乃至１１５．１ｍｇ／Ｌの範囲であった。流出水濃度は、８４．０ｍ
ｇ／Ｌの平均濃度及び３．３のＳＤで、７９．８乃至８８．９ｍｇ／Ｌの範囲であった。
平均バックグラウンド濃度は、１．９６ｍｇ／Ｌであった。間接的な方法に対する結果と
して生じる沈殿物除去効率は、１３．５％であった。調節された流入水濃度は、９８．４
ｍｇ／Ｌの平均濃度及び０．３のＳＤで、９８．１乃至９８．７ｍｇ／Ｌの範囲であった
。対応する調節された除去効率は、１４．６％であった。
【００３１】
　１００％の計画流れ（Design Flow）における沈殿物除去効率（４２４６．７７ｌ／ｍ
ｉｎ、０．０７０７９２ｍ３／ｓ（１１２２ｇｐｍ、２．５０ｃｆｓ））
　１．３００ｍｇ／Ｌ
　全てのテストに対して記録された平均的流れは、２．３９の標準偏差（ＳＤ）で、４２
４６．７７ｌ／ｍｉｎ（０．０７０７９２ｍ３／ｓ）（１１２２．０ｇｐｍ（２．５０ｃ
ｆｓ））であった。テストに対して記録された温度は、２４．９℃（７６．９度Ｆ）であ
った。測定された流入水サンプル濃度は、２９７．５ｍｇ／Ｌの平均濃度及び５１．９の
ＳＤで、２４１．５乃至３６８．０ｍｇ／Ｌの範囲であった。流出水濃度は、１２０．４
ｍｇ／Ｌの平均濃度及び１１．３のＳＤで、１０５．５乃至１３２．６ｍｇ／Ｌの範囲で
あった。平均バックグラウンド濃度は、ごくわずかであった。間接的な方法に対する結果
として生じる沈殿物除去効率は、５９．５％であった。調節された流入水濃度は、３０４
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．２ｍｇ／Ｌの平均濃度及び３．７のＳＤで、９８．５乃至３０６．８ｍｇ／Ｌの範囲で
あった。対応する調節された除去効率は、６０．４％であった。
【００３２】
　２．２００ｍｇ／Ｌ
　全てのテストに対して記録された平均的流れは、３．５１の標準偏差（ＳＤ）で、４２
４５．２５６ｌ／ｍｉｎ（０．０７０７９２ｍ３／ｓ）（１１２１．６ｇｐｍ（２．５０
ｃｆｓ））であった。テストに対して記録された温度は、２４．８℃（７６．７度Ｆ）で
あった。測定された流入水サンプル濃度は、１９０．１ｍｇ／Ｌの平均濃度及び３８．２
のＳＤで、１５７．９乃至２５３．２ｍｇ／Ｌの範囲であった。流出水濃度は、８０．４
ｍｇ／Ｌの平均濃度及び６．１のＳＤで、７２．３乃至８６．９ｍｇ／Ｌの範囲であった
。平均バックグラウンド濃度は、３．５ｍｇ／Ｌであった。間接的な方法に対する結果と
して生じる沈殿物除去効率は、５７．７％であった。調節された流入水濃度は、２０１．
１ｍｇ／Ｌの平均濃度及び２．３のＳＤで、１９７．４乃至２０３．１ｍｇ／Ｌの範囲で
あった。対応する調節された除去効率は、６０．０％であった。
【００３３】
　３．１００ｍｇ／Ｌ
　全てのテストに対して記録された平均的流れは、２．６の標準偏差（ＳＤ）で、４２３
２．７６５５ｌ／ｍｉｎ（０．０７０５０８８３２ｍ３／ｓ）（１１１８．３ｇｐｍ（２
．４９ｃｆｓ））であった。テストに対して記録された温度は、２４．３℃（７５．７度
Ｆ）であった。測定された流入水サンプル濃度は、１１０．３ｍｇ／Ｌの平均濃度及び８
．０のＳＤで、１００．８乃至１２１．８ｍｇ／Ｌの範囲であった。流出水濃度は、５５
．９ｍｇ／Ｌの平均濃度及び７．８のＳＤで、４６．８乃至６２．０ｍｇ／Ｌの範囲であ
った。平均バックグラウンド濃度は、ごくわずかであった。間接的な方法に対する結果と
して生じる沈殿物除去効率は、４９．３％であった。調節された流入水濃度は、９９．０
ｍｇ／Ｌの平均濃度及び０．３のＳＤで、９８．５乃至９９．４ｍｇ／Ｌの範囲であった
。対応する調節された除去効率は、４３．５％であった。
【００３４】
　７５％の計画流れ（Design Flow）における沈殿物除去効率（３１８６．９７ｌ／ｍｉ
ｎ、０．０５３２３５５８４ｍ３／ｓ（８４２ｇｐｍ、１．８８ｃｆｓ））
　１．３００ｍｇ／Ｌ
　全てのテストに対して記録された平均的流れは、２．２の標準偏差（ＳＤ）で、３１８
２．０４９５ｌ／ｍｉｎ（０．０５２９５２４１６ｍ３／ｓ）（８４０．７ｇｐｍ（１．
８７ｃｆｓ））であった。テストに対して記録された温度は、２５．５℃（７７．９度Ｆ
）であった。測定された流入水サンプル濃度は、４３６．８ｍｇ／Ｌの平均濃度及び１８
．９のＳＤで、４０６．４乃至４５２．３ｍｇ／Ｌの範囲であった。流出水濃度は、９２
．０ｍｇ／Ｌの平均濃度及び３．４のＳＤで、８６．５乃至９５．７ｍｇ／Ｌの範囲であ
った。平均バックグラウンド濃度は、ごくわずかであった。間接的な方法に対する結果と
して生じる沈殿物除去効率は、７８．９％であった。調節された流入水濃度は、３１４．
９ｍｇ／Ｌの平均濃度及び４．９のＳＤで、３０５．７乃至３１９．２ｍｇ／Ｌの範囲で
あった。対応する調節された除去効率は、７０．８％であった。
【００３５】
　２．２００ｍｇ／Ｌ
　全てのテストに対して記録された平均的流れは、２．２の標準偏差（ＳＤ）で、３１８
８．４８４ｌ／ｍｉｎ（０．０５３２３５５８４ｍ３／ｓ）（８４２．４ｇｐｍ（１．８
８ｃｆｓ））であった。テストに対して記録された温度は、２５．９℃（７８．７度Ｆ）
であった。測定された流入水サンプル濃度は、２７６．４ｍｇ／Ｌの平均濃度及び１３．
４のＳＤで、２５６．２乃至２９０．４ｍｇ／Ｌの範囲であった。流出水濃度は、７３．
４ｍｇ／Ｌの平均濃度及び９．５のＳＤで、５６．７乃至７９．９ｍｇ／Ｌの範囲であっ
た。平均バックグラウンド濃度は、１．５ｍｇ／Ｌであった。間接的な方法に対する結果
として生じる沈殿物除去効率は、７３．４％であった。調節された流入水濃度は、２０２
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．８ｍｇ／Ｌの平均濃度及び２．６のＳＤで、１９８．７乃至２０５．５ｍｇ／Ｌの範囲
であった。対応する調節された除去効率は、６３．８％であった。
【００３６】
　３．１００ｍｇ／Ｌ
　全てのテストに対して記録された平均的流れは、２．０３の標準偏差（ＳＤ）で、３１
８５．４５６ｌ／ｍｉｎ（０．０５３２３５５８４ｍ３／ｓ）（８４１．６ｇｐｍ（１．
８８ｃｆｓ））であった。テストに対して記録された温度は、２４．７℃（７６．５度Ｆ
）であった。測定された流入水サンプル濃度は、１０４．４ｍｇ／Ｌの平均濃度及び１８
．７のＳＤで、８５．４乃至１３０．２ｍｇ／Ｌの範囲であった。流出水濃度は、３７．
９ｍｇ／Ｌの平均濃度及び６．４のＳＤで、３１．５乃至４６．６ｍｇ／Ｌの範囲であっ
た。平均バックグラウンド濃度は、ごくわずかであった。間接的な方法に対する結果とし
て生じる沈殿物除去効率は、６３．７％であった。調節された流入水濃度は、１０１．６
ｍｇ／Ｌの平均濃度及び１．５のＳＤで、９８．６乃至１０２．６ｍｇ／Ｌの範囲であっ
た。対応する調節された除去効率は、６２．７％であった。
５０％の計画流れ（Design Flow）における沈殿物除去効率（２１２３．３８５ｌ／ｍｉ
ｎ、０．０３５３７５ｍ３／ｓ（５６１ｇｐｍ、１．２５ｃｆｓ））
　１．３００ｍｇ／Ｌ
　全てのテストに対して記録された平均的流れは、１．０の標準偏差（ＳＤ）で、２１２
０．３５７ｌ／ｍｉｎ（０．０３５３７５ｍ３／ｓ）（５６０．２ｇｐｍ（１．２５ｃｆ
ｓ））であった。テストに対して記録された温度は、２４．６℃（７６．３度Ｆ）であっ
た。測定された流入水サンプル濃度は、３３９．６ｍｇ／Ｌの平均濃度及び３４．６のＳ
Ｄで、２８７．１乃至３７５．５ｍｇ／Ｌの範囲であった。流出水濃度は、９１．５ｍｇ
／Ｌの平均濃度及び６．０のＳＤで、８２．８乃至９７．９ｍｇ／Ｌの範囲であった。平
均バックグラウンド濃度は、ごくわずかであった。間接的な方法に対する結果として生じ
る沈殿物除去効率は、７３．０％であった。調節された流入水濃度は、３１１．７ｍｇ／
Ｌの平均濃度及び７．０のＳＤで、２９８．７乃至３１７．０ｍｇ／Ｌの範囲であった。
対応する調節された除去効率は、７０．６％であった。
【００３７】
　２．２００ｍｇ／Ｌ
　全てのテストに対して記録された平均的流れは、１．２の標準偏差（ＳＤ）で、２１２
１．１１４ｌ／ｍｉｎ（０．０３５３７５ｍ３／ｓ）（５６０．４ｇｐｍ（１．２５ｃｆ
ｓ））であった。テストに対して記録された温度は、２４．８℃（７６．６度Ｆ）であっ
た。測定された流入水サンプル濃度は、２２４．７ｍｇ／Ｌの平均濃度及び１６．８のＳ
Ｄで、２００．７乃至２４６．２ｍｇ／Ｌの範囲であった。流出水濃度は、５５．６ｍｇ
／Ｌの平均濃度及び７．０のＳＤで、４８．６乃至６４．３ｍｇ／Ｌの範囲であった。平
均バックグラウンド濃度は、ごくわずかであった。間接的な方法に対する結果として生じ
る沈殿物除去効率は、７５．２％であった。調節された流入水濃度は、２０２．７ｍｇ／
Ｌの平均濃度及び３．１のＳＤで、１９６．９乃至２０５．３ｍｇ／Ｌの範囲であった。
対応する調節された除去効率は、７２．６％であった。
【００３８】
　３．１００ｍｇ／Ｌ
　全てのテストに対して記録された平均的流れは、９．０の標準偏差（ＳＤ）で、２１１
３．１６５５ｌ／ｍｉｎ（０．０３５１１２８３２ｍ３／ｓ）（５５８．３ｇｐｍ（１．
２４ｃｆｓ））であった。テストに対して記録された温度は、２５．１℃（７７．２度Ｆ
）であった。測定された流入水サンプル濃度は、１１４．８ｍｇ／Ｌの平均濃度及び８．
５のＳＤで、１００．８乃至１２２．４ｍｇ／Ｌの範囲であった。流出水濃度は、２８．
１ｍｇ／Ｌの平均濃度及び１．４のＳＤで、２５．９乃至２９．４ｍｇ／Ｌの範囲であっ
た。平均バックグラウンド濃度は、ごくわずかであった。間接的な方法に対する結果とし
て生じる沈殿物除去効率は、７５．６％であった。調節された流入水濃度は、１０１．５
ｍｇ／Ｌの平均濃度及び０．７のＳＤで、１００．８乃至１０２．５ｍｇ／Ｌの範囲であ
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２５％の計画流れ（Design Flow）における沈殿物除去効率（１０６３．５８５ｌ／ｍｉ
ｎ、０．０１７８３９５８４ｍ３／ｓ（２８１ｇｐｍ、０．６３ｃｆｓ））
　１．３００ｍｇ／Ｌ
　全てのテストに対して記録された平均的流れは、０．４の標準偏差（ＳＤ）で、１０６
２．４４９５ｌ／ｍｉｎ（０．０１７８３９５８４ｍ３／ｓ）（２８０．７ｇｐｍ（０．
６３ｃｆｓ））であった。テストに対して記録された温度は、２４．２℃（７５．６度Ｆ
）であった。測定された流入水サンプル濃度は、３３１．２ｍｇ／Ｌの平均濃度及び１８
．３のＳＤで、３１８．８乃至３６３．０ｍｇ／Ｌの範囲であった。流出水濃度は、３１
．８ｍｇ／Ｌの平均濃度及び７．４のＳＤで、２５．６乃至４１．７ｍｇ／Ｌの範囲であ
った。平均バックグラウンド濃度は、ごくわずかであった。間接的な方法に対する結果と
して生じる沈殿物除去効率は、９０．４％であった。調節された流入水濃度は、２９３．
３ｍｇ／Ｌの平均濃度及び９．２のＳＤで、２８６．５乃至３０７．３ｍｇ／Ｌの範囲で
あった。対応する調節された除去効率は、８９．２％であった。
【００３９】
　２．２００ｍｇ／Ｌ
　全てのテストに対して記録された平均的流れは、０．４の標準偏差（ＳＤ）で、１０６
３．２０６５ｌ／ｍｉｎ（０．０１７８３９５８４ｍ３／ｓ）（２８０．９ｇｐｍ（０．
６３ｃｆｓ））であった。テストに対して記録された温度は、２４．２℃（７５．５度Ｆ
）であった。測定された流入水サンプル濃度は、２１６．８ｍｇ／Ｌの平均濃度及び１５
．５のＳＤで、２００．９乃至２３４．４ｍｇ／Ｌの範囲であった。流出水濃度は、１６
．０ｍｇ／Ｌの平均濃度及び３．４のＳＤで、１３．２乃至２１．８ｍｇ／Ｌの範囲であ
った。平均バックグラウンド濃度は、ごくわずかであった。間接的な方法に対する結果と
して生じる沈殿物除去効率は、９２．６％であった。調節された流入水濃度は、１９３．
３ｍｇ／Ｌの平均濃度及び１．９のＳＤで、１８９．１乃至１９３．７ｍｇ／Ｌの範囲で
あった。対応する調節された除去効率は、９１．７％であった。
【００４０】
　３．１００ｍｇ／Ｌ
　全てのテストに対して記録された平均的流れは、０．４の標準偏差（ＳＤ）で、１０６
３．９６３５ｌ／ｍｉｎ（０．０１７８３９５８４ｍ３／ｓ）（２８１．１ｇｐｍ（０．
６３ｃｆｓ））であった。テストに対して記録された温度は、２４．１℃（７５．４度Ｆ
）であった。測定された流入水サンプル濃度は、１０１．６ｍｇ／Ｌの平均濃度及び２４
．４のＳＤで、７７．５乃至１４０．５ｍｇ／Ｌの範囲であった。流出水濃度は、６．８
ｍｇ／Ｌの平均濃度及び２．２のＳＤで、４．７乃至９．６ｍｇ／Ｌの範囲であった。平
均バックグラウンド濃度は、ごくわずかであった。間接的な方法に対する結果として生じ
る沈殿物除去効率は、９３．３％であった。調節された流入水濃度は、９９．４ｍｇ／Ｌ
の平均濃度及び３．２のＳＤで、９５．９乃至１０２．８ｍｇ／Ｌの範囲であった。対応
する調節された除去効率は、９３．１％であった。
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