
JP 6197021 B2 2017.9.13

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理水に無機凝集剤を添加して凝集フロックを生成するフロック生成工程と、
　前記凝集フロックを沈殿させ、前記被処理水から分離させて汚泥とする沈殿工程と、
　前記汚泥を濃縮する濃縮工程と、
　濃縮した前記汚泥を脱水する脱水工程と、
　を有することを特徴とする浄水の処理方法において、
　前記濃縮工程は、前記被処理水から分離した前記凝集フロックの汚泥に対し、０．１％
塩粘度が２～５ｍＰａ・ｓであり、かつ、コロイド当量値が－９．０以下のポリ（メタ）
アクリル酸塩を添加し、前記汚泥を濃縮することを特徴とする浄水の処理方法。
【請求項２】
　前記ポリ（メタ）アクリル酸塩が、ポリアクリル酸ナトリウムである請求項１に記載の
浄水の処理方法。
【請求項３】
　前記脱水工程は、フィルタプレスを用いた機械脱水である請求項１または請求項２に記
載の浄水の処理方法。
【請求項４】
　前記被処理水が、河川水、湖沼水、貯水地水、雨水、伏流水、地下水、井水からなる群
より選択される請求項１～３のいずれか１項に記載の浄水の処理方法。
【請求項５】
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　無機凝集剤を添加した被処理水を急速撹拌し、凝集フロックを生成する凝集混和手段と
、
　前記被処理水を緩速攪拌し、前記凝集フロックを増大させる凝集フロック形成手段と、
　前記凝集フロックを沈殿させ、前記被処理水から分離させて汚泥とする沈殿池と、
　前記被処理水から分離した前記汚泥に、０．１％塩粘度が２～５ｍＰａ・ｓであり、か
つ、コロイド当量値が－９．０以下のポリ（メタ）アクリル酸塩を混合して濃縮する濃縮
手段と、
　濃縮した前記汚泥を脱水し、脱水ケーキを得る脱水手段と、
　を有することを特徴とする浄水施設。
【請求項６】
　前記脱水手段は、フィルタプレス型脱水手段である請求項５に記載の浄水施設。
【請求項７】
　河川水、湖沼水、貯水地水、雨水、伏流水、地下水、井水からなる群より選択される前
記被処理水の浄水処理に用いられる請求項５または請求項６に記載の浄水施設。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浄水の処理方法に関するものであり、より詳しくは、浄水の処理で発生する
汚泥の濃縮性や脱水効率が向上した浄水汚泥の処理方法及びその処理装置に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、浄水処理においては、懸濁物質を含有する被処理水（以下「原水」ともいう
）に硫酸バンドやポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）等の無機凝集剤を注入し、懸濁物質を
取り込んだ凝集フロックを形成させ、この凝集フロックを沈殿槽で沈降分離させることに
よって、懸濁物質を除去している。沈降分離された懸濁物質は汚泥（浄水汚泥）となり、
沈殿槽から引き抜かれ通常は濃縮槽で濃縮した後、天日乾燥するか機械脱水して処分して
いる。
【０００３】
　原水として湖沼水やダム水を使用している場合には、高温時にアオコなどの藻類が発生
し凝集不良を引き起こすことがある。
【０００４】
　凝集不良時の凝集フロックは、沈降性も不良であり、沈殿槽で十分沈降しないので発生
する汚泥も濃度が低いものとなる。そのため、濃縮槽でも満足できる濃度まで濃縮できな
いので低濃度のまま機械脱水しなければならない。
【０００５】
　特に、脱水機がフィルタプレスの場合には、打ち込み時間が長くなり、かつ脱水ケーキ
も含水率が高く、フィルタからの脱水ケーキの剥離性が悪くなるという問題があり、更に
は、フィルタの洗浄に時間が掛かるといった問題も生じている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平７－３０８７００
【特許文献２】特開平９－２２５２０８
【特許文献３】特開昭５５－８４５０５
【特許文献４】特公昭３４－　　６１２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述した従来の浄水汚泥の処理方法では、浄水汚泥の濃縮性を改善するために、ポリア
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クリルアミド系のアニオン系高分子凝集剤を濃縮槽で併用することが検討されている。
【０００８】
　この方法によれば、確かに、汚泥の濃縮性は著しく改善され、高濃度の汚泥が得られる
。しかし、この濃縮汚泥を構成する凝集フロックは粘性の高いものとなり、この濃縮汚泥
をフィルタプレスにより脱水した場合、フィルタからの脱水ケーキの剥離性が悪くなる恐
れがある。
【０００９】
　特許文献１では、浄水工程から生じる濃縮された汚泥にポリアクリル酸ソーダを添加し
ているが、濃縮汚泥は一般に高濃度である為、凝集剤との均一な混合が困難であり、汚泥
と未反応の余剰凝集剤が残留する場合がある。凝集剤は粘着性を有するため、特にフィル
タプレスで脱水した場合、ろ布からの脱水ケーキの剥離性が悪くなるおそれがある。
【００１０】
　本発明は、上記課題を鑑み成されたものであり、その目的は、高濃度の濃縮汚泥を脱水
や乾燥した場合に、脱水ケーキの剥離性を向上させ、適度な含水率の乾燥汚泥を生成する
浄水汚泥の処理方法及びその処理装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明の浄水汚泥処理方法は以下の構成とすることができ
る。
【００１２】
　（１）被処理水に無機凝集剤を添加して凝集フロックを生成するフロック生成工程と、
前記被処理水から分離した前記凝集フロックの汚泥に対し高分子凝集剤を添加して汚泥を
濃縮する濃縮工程と、濃縮汚泥を脱水する脱水工程とを有する処理方法であって、高分子
凝集剤として、０．１％塩粘度が２～５ｍＰａ・ｓであり、かつ、コロイド当量値が－９
．０以下のポリ（メタ）アクリル酸塩を使用する。
【００１３】
　（２）汚泥濃縮用の高分子凝集剤は、ポリアクリル酸ナトリウムを含むものが好ましく
、より好ましくはポリアクリル酸ナトリウムを主成分とするものを使用する。
【００１４】
　（３）汚泥の脱水工程は機械脱水が好ましく、フィルタを用いて脱水するフィルタプレ
ス脱水が特に好ましい。
【００１５】
　また、本発明の浄水汚泥処理装置は以下の構成とすることができる。
【００１６】
　（４）処理装置は凝集混和手段と、凝集フロック生成手段と、濃縮手段と、脱水手段と
を有する装置であって、凝集混和手段は無機凝集剤を添加した被処理水を急速撹拌して凝
集フロックを生成し、その被処理水を凝集フロック形成手段が緩速攪拌して凝集フロック
を増大させて汚泥を形成する。濃縮手段は被処理水から分離した凝集フロックの汚泥と高
分子凝集剤を混合して汚泥を濃縮し、脱水手段は濃縮した汚泥を脱水する。ここで、濃縮
手段が使用する高分子凝集剤は、０．１％塩粘度が２～５ｍＰａ・ｓであり、かつ、コロ
イド当量値が－９．０以下のポリ（メタ）アクリル酸塩を使用する。
【００１７】
　（５）好ましい脱水手段は、フィルタを有し、加圧によりフィルタを介して汚泥から水
分を除去するフィルタプレス型脱水手段である。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、浄水汚泥の濃縮性が改善され、高濃度汚泥を得ることができる。特定
のポリ（メタ）アクリル酸塩を添加するだけで濃縮汚泥の剥離性が向上し、機械脱水の際
に装置やフィルタの汚染が防止される上、適度な含水率の脱水ケーキを得ることができる
。
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【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の浄水汚泥処理装置の一例を示す模式図である。
【図２】本発明の浄水汚泥処理方法を説明するフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明を具体的に説明するが、本発明は特定の具体例に限定されるものではない
。
【００２１】
　本発明は、図２に示すように、被処理水（原水）に凝集剤を添加して凝集フロックを生
成する工程と、超固液分離して得た凝集フロックの汚泥に特定のポリ（メタ）アクリル酸
塩を添加して濃縮する工程と、濃縮後の汚泥を脱水する工程とを有する。
【００２２】
　先ず、フロックの生成工程に用いる凝集剤と、汚泥の濃縮工程に用いる高分子凝集剤に
ついて具体例を説明する。
【００２３】
　［フロック生成用の凝集剤］
　フロック生成用の凝集剤は特に限定されないが、一般に無機凝集剤を使用し、必要であ
れば他の凝集剤（高分子凝集剤等）と組み合わせて使用する。
【００２４】
　無機凝集剤は特に限定されず、浄水処理に通常使用される無機凝集剤を使用することが
できる。具体的には、鉄系凝集剤とアルミニウム系凝集剤のいずれか一方又は両方を使用
可能であり、より具体的には、硫酸バンド、ポリ塩化アルミニウム（ＰＡＣ）、塩化アル
ミニウム、ポリ硫酸第二鉄（ポリ鉄）、塩化第二鉄及びこれらの混合物からなる群より選
択されるいずれか１種以上を用いることができる。
【００２５】
　なお、フロック成長促進の目的で、凝集助剤、ｐＨ調整剤、緩衝剤、高分子凝集剤から
選択される１種以上の助剤を、無機凝集剤と一緒に或いは無機凝集剤とは別に添加しても
よい。フロック成長用の高分子凝集剤は、無機凝集剤を添加、急速撹拌した後の被処理水
に添加することが好ましい。
【００２６】
　この高分子凝集剤は特に限定されないが、ポリ（メタ）アクリル酸塩系、ポリアクリル
アミド系、ポリアクリルアミド共重合系、ポリアクリル酸エステル系、アクリル酸エステ
ル共重合系等多様なものを用いることができるが、好ましくは、汚泥濃縮用と同じポリ（
メタ）アクリル塩を使用する。
【００２７】
　［汚泥濃縮用の高分子凝集剤］
　汚泥濃縮の用途に用いる高分子凝集剤は、０．１％塩粘度が２～５ｍＰａ・ｓ、コロイ
ド当量値が－９．０以下のポリ（メタ）アクリル酸塩を含有するものであれば特に限定さ
れないが、そのポリ（メタ）アクリル酸塩の含有量が少なくとも５０質量％以上、好まし
くは８０質量％以上、特に好ましくは９９質量％以上であって、実質的に上記ポリ（メタ
）アクリル酸塩からなるものを用いる。
【００２８】
　ここで、ポリ（メタ）アクリル酸塩は特に限定されず、例えば、ポリアクリル酸、ポリ
アクリル酸ナトリウム、ポリアクリル酸カリウム、ポリアクリル酸アンモニウム、ポリメ
タクリル酸、ポリメタクリル酸ナトリウム、ポリメタクリル酸カリウム、ポリメタクリル
酸アンモニウムからなる群より選択されるいずれか１種以上を用いることが可能であり、
好ましくはポリアクリル酸ナトリウムである。
【００２９】
　ポリ（メタ）アクリル酸塩はホモポリマー、コポリマーのいずれであってもよく、好ま



(5) JP 6197021 B2 2017.9.13

10

20

30

40

50

しくは、（メタ）アクリル酸又はその塩、マレイン酸又はその塩、ビニルスルホン酸又は
その塩等を重合単位として含むコポリマー又はホモポリマーである。
【００３０】
　ポリ（メタ）アクリル酸塩は、単独又は混合物として用いることができる。ポリ（メタ
）アクリル酸塩の混合物を用いる場合は、混合物全体の０．１％塩粘度が２～５ｍＰａ・
ｓであり、かつ、混合物全体のコロイド当量値が－９．０以下であることが好ましい。
【００３１】
　なお、塩粘度は、１Ｎの塩化ナトリウム水溶液に、ポリ（メタ）アクリル酸塩をその濃
度が０．１質量％になるよう溶解した試料を、Ｂ型粘度計にて２５℃の条件で測定した値
であり、単位はｍＰａ・ｓである。
【００３２】
　０．１％塩粘度が２未満では凝集フロックが十分に大きく成長せず、沈降性の改善が望
めない。一方、０．１％塩粘度が５を超えると、脱水時に剥離不良を起こしたり、ケーキ
含水率の上昇を招くことになる。このポリ（メタ）アクリル酸塩のコロイド当量値は－９
．０以下、より好ましくは－１１．０～－９．０であり、コロイド当量値が－９．０より
大きい値（すなわち、コロイド当量値がゼロに近づく、あるいはプラスの値になる）とな
ると、強固なフロックを形成せず脱水時に剥離不良を起こしたり、ケーキ含水率の上昇を
招くことになる。
【００３３】
　コロイド当量値は以下の測定法で求めることができる値であって、単位はmeq/gである
。ポリ（メタ）アクリル酸塩０．１％水溶液を調整し、メチルグリコールキトサン溶液（
N/200）を5ｍｌ添加し、攪拌後、トイジンブルー指示薬を２～３滴添加し、ポリビニル硫
酸カリウム溶液（PVSK,N/400）で滴定し、変色して１０秒以上保持する時点を終点とする
。同上の操作で試料を添加せずにブランク試験を行い、下記式によりコロイド当量値Avを
算出する。
【００３４】
　コロイド当量値（Av）[meq／g]　＝　
　　　　　　　　(ブランク滴定量ml－サンプル滴定量ml)×1/2×PVSKの力価
【００３５】
　ポリ（メタ）アクリル酸塩の混合物を用いる場合、その混合物のコロイド当量値を直接
測定してもよいが、各ポリ（メタ）アクリル酸塩のコロイド当量値（Ａｖ）[ｍｅｑ／ｇ]
が既知の場合は、個別のポリ（メタ）アクリル酸塩のコロイド当量値（Ａｖ）に、そのポ
リ（メタ）アクリル酸塩が混合物全体に占める質量割合（個別質量／合計質量）を乗じた
値を合算し、混合物全体のコロイド当量値とする。
【００３６】
　一般に、コロイド当量(meq/g)が－７以下の高分子凝集剤は高アニオン性であり、コロ
イド当量が－２．８以下で－７．０を超える高分子凝集剤は中アニオン性であり、コロイ
ド当量が－０．７以下で－２．８を超える高分子凝集剤は低アニオン性である。本発明に
用いるポリ（メタ）アクリル酸塩は、コロイド当量値が－９．０以下、すなわち、高アニ
オン性凝集剤の中でもアニオン性がより高いことを特徴とする。
【００３７】
　次に、この高分子凝集剤を用いる本発明の浄水汚泥処理装置と、本発明の浄水汚泥処理
方法について説明する。
【００３８】
　［浄水汚泥処理装置］
　本発明の浄水汚泥処理装置は特に限定されず、実用化されている設備であればいかなる
設備も用いることができる。例えば、横流式沈殿設備を有する浄水施設、高速凝集沈殿設
備を有する浄水設備が挙げられる。高速凝集沈殿設備としてはスラリー循環型、スラッジ
・ブランケット型いずれも適用可能である。
【００３９】
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　横流式沈殿設備を有する浄水施設を例として以下に具体的に説明する。
【００４０】
　図１の１０は浄水汚泥処理装置の一例を示しており、この浄水汚泥処理装置１０は、フ
ロックを凝集する凝集混和手段３０と、フロックを増大（成長）させて汚泥を得る凝集フ
ロック形成手段４０と、分離したフロックの汚泥を濃縮する濃縮手段６０と、濃縮した汚
泥の脱水手段７１とを有している。次に、各手段３０、６０、７１の具体的構造を説明す
る。
【００４１】
　凝集混和手段３０は凝集混和槽３１を１台以上有している。凝集混和槽３１は、原水の
供給源１に直接又は着水井等の前処理部を介して間接的に接続され、凝集混和槽３１には
原水（被処理水）が送水される。
【００４２】
　凝集混和槽３１と、それよりも上流側の装置（供給源１、配管２１、着水井等）のうち
、いずれか１台以上には供給手段３５が接続されている。この供給手段３５又は手作業に
より、無機凝集剤は、被処理水とは別に凝集混和槽３１に直接注入されるか、被処理水と
一緒に上流側の装置から凝集混和槽３１に間接的に注入される。
【００４３】
　凝集混和槽３１には、攪拌羽、攪拌ポンプなどの攪拌手段が設置されている。この攪拌
手段は、所定の撹拌エネルギーを付与する撹拌速度（回転数）が設定され、無機凝集剤が
注入された被処理水を急速撹拌する。
【００４４】
　ここで、撹拌エネルギーの指標の一例はＧ値であって、Ｇ値は、単位時間単位体積あた
りの仕事量Ｐから被処理水の粘性係数μを除した値の平方根である（日本水道協会水道施
設設計指針２０００、Ｐ１８８より）。
【００４５】
　凝集混和槽３１での急速撹拌の結果、被処理水中の濁質が凝集して微細フロック（マイ
クロフロック）として成長する。
【００４６】
　凝集フロック形成手段４０は、無機凝集剤の供給手段３５の下流側に設置される。凝集
フロック形成手段４０には必要に応じて他の凝集剤の供給手段を設置し、フロック成長用
の高分子凝集剤を微細フロックが成長した被処理水に添加してもよく、この被処理水を下
流側の凝集混和槽３１又はフロック形成槽４１で緩速攪拌する。例えば、緩速攪拌は、急
速撹拌よりも低Ｇ値になるよう回転速度等が設定され、微細フロックは崩壊することなく
凝集して巨大フロックへ成長する。
【００４７】
　成長したフロックを固液分離するため、横流式沈殿設備では、凝集混和槽３１又はフロ
ック形成槽４１の下流側に沈澱池５１を設置することが好ましい。沈澱池５１の構造は特
に限定されないが、一般的にその内部に傾斜板又は傾斜管が設けられ、沈殿池５１に被処
理水を送水すると、巨大フロックを主に含む沈殿物（汚泥）と、巨大フロックが分離され
た液相とに分離される。
【００４８】
　この液相は、ろ過塔とろ過膜（フィルタ）の少なくとも一方を含むろ過手段５５に送ら
れる。液相には、残留フロックや過剰な添加剤（高分子凝集剤）が残留する場合があるが
、これら残留汚染物質は、例えば、ろ過砂（珪砂）やアンスラサイトが充填されたろ過塔
を通過する間に除去され、浄水６となる。
【００４９】
　他方、液相から沈降分離したフロックは、クラリファイヤ等の集積手段で集められ、浄
水汚泥（スラッジ）として濃縮手段６０へ送られる。
【００５０】
　濃縮手段６０は１台以上の濃縮槽６５を有しており、必要に応じて濃縮槽６５と沈澱池
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５１の間に排泥池６１等の他の設備が設置される。沈殿池５１には汚泥引抜弁等の引抜装
置が設けられており、浄水汚泥は定期的又は不定期に引き抜かれ、排泥池６１に送られる
。排泥池６１は撹拌手段を有しており、浄水汚泥を撹拌しながら貯蔵する。
【００５１】
　排泥池６１又はその下流側には、浄水汚泥を濃縮槽６５へ送る排泥装置（排泥ポンプ６
２）が接続されており、所定量の汚泥が所定間隔を空けて或いは連続して排泥池６１から
濃縮槽６５に送られる。
【００５２】
　濃縮槽６５は、浄水汚泥を更に濃縮するための装置であれば特に限定されないが、重力
濃縮又は機械濃縮、好ましくは重力濃縮を行い、濃縮槽６５下部に沈降濃縮した汚泥を掻
寄板等で掻き寄せ、脱水手段７１へ送る。
【００５３】
　この脱水手段は、機械脱水と乾燥（天日や熱乾燥）のいずれか一方の工程により脱水を
行う装置であり、効率面から少なくとも機械脱水を行う。
【００５４】
　この機械脱水は、多様な方法を採用可能であり、例えば、ベルトプレス型、遠心脱水型
、スクリュープレス型、真空脱水型などを単独で或いは２種以上を組み合わせて使用する
ことができるが、処理能力が高く、ランニングコストも低いという点でフィルタプレス型
の脱水手段７１が最も好ましい。
【００５５】
　フィルタプレス型の脱水手段７１は、ろ布走行式、ろ布固定式、ダイヤフラム型等特に
限定されないが、いずれも、加圧により、ろ布（フィルタ）を介して汚泥固形分から水分
を分離する装置である。
【００５６】
　フィルタは特に限定されないが、例えば、単繊維径が０．１～０．３ｍｍ程度の繊維を
、不織布又は織布（朱子織、平織、綾織、杉綾織、フェルト、二重織等）としてシート状
に成形したものであって、その材質も特に限定されず、例えば、ナイロン、ポリエステル
、ポリプロピレン、レーヨン、アセテート、プロミックス、キュプラ、ビニロン、ビニリ
デン、ポリ塩化ビニル、アクリル、ポリエチレン、ポリウレタン、炭素繊維、フッ素繊維
、ポリアミド等から選択されるいずれか１種以上の繊維を用いることができる。
【００５７】
　いずれのフィルタを使用した場合も、浄水汚泥の水分は加圧によりフィルタを通過する
が、固形分はフィルタを通過せず、脱水ケーキ７５として残る。
【００５８】
　濃縮汚泥は、その固形分濃度が高い程脱水効率が高いため、従来の装置では、ポリアク
リルアミド系の高分子凝集剤を添加して、汚泥を濃縮することもあった。しかし、この方
法では、濃縮汚泥の粘性が高く、脱水ケーキ７５のフィルタ剥離性が悪化し、フィルタ目
詰りや水切れ不良、ひいては脱水手段７１への汚泥打ち込み量の低下や、脱水ケーキ７５
の含水率高止まりの原因となる。
【００５９】
　この問題を解決するため、本発明の浄水汚泥処理装置１０では、濃縮手段６０に高分子
凝集剤の供給手段４５を設置し、この供給手段４５又は手作業により、汚泥濃縮用の高分
子凝集剤（ポリ（メタ）アクリル酸塩）を浄水汚泥に添加する。
【００６０】
　供給手段４５には溶解槽を設置することが好ましく、この溶解槽に高分子凝集剤を溶解
（分散）した水溶液を収容する。流量制御手段等で高分子凝集剤水溶液の流量を調整すれ
ば、所望量の高分子凝集剤を注入することができる。
【００６１】
　供給手段４５の設置場所は特に限定されないが、脱水手段７１より上流側の装置、好ま
しくは濃縮槽６５又は濃縮槽６５より上流側の装置のうち１か所以上に接続されている。
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より好ましくは、供給手段４５は、濃縮槽６５と排泥池６１との間の装置（配管２３）、
特に好ましくは、排泥ポンプ６２の接続箇所と濃縮槽６５の間の位置で配管２３に接続さ
れており、排泥池６１で均一撹拌された汚泥は高分子凝集剤と、配管２３、不図示の混合
槽、又は濃縮槽６５内で混合される。
【００６２】
　次に、この浄水汚泥処理設備１０を用いた浄水汚泥処理方法について説明する。
[浄水汚泥処理方法]
　本発明で処理する被処理水は特に限定されないが、特に適しているのは河川水、湖沼水
、貯水地水、雨水、伏流水、地下水、井水である。
【００６３】
　必要であれば、被処理水の水質をジャーテストなどで予め調べ、水質に合わせて無機凝
集剤の注入量を予め設定しておき、供給手段３５或いは作業者の手作業により、被処理水
１リットルあたり５～２００ｍｇ、好ましくは１０～１００ｍｇの範囲内で上記の無機凝
集剤を注入し、凝集混和槽３１で急速撹拌する。
【００６４】
　次いで、微細フロックが成長した被処理水を緩速攪拌し、フロックを更に成長させる。
緩速攪拌の開始前または緩速攪拌の間、必要であれば、フロック成長用の高分子凝集剤を
適量（被処理水１リットル当たり０．０５～２０ｍｇ程度）添加してもよい。更に、無機
凝集剤若しくは高分子凝集剤と一緒に又はこれら凝集剤とは別に、ｐＨ調整剤、緩衝剤、
凝集助剤、殺菌剤などの１種以上の添加剤を添加してもよい。
【００６５】
　フロックが成長した被処理水は、沈澱池５１で固液分離し、分離したフロック（浄水汚
泥）を排泥池６１に送泥する。沈澱池５１では汚泥を撹拌し、固形分が均一分散された汚
泥を排泥池６１から濃縮槽６５へ送る。
【００６６】
　水道水、蒸留水、浄水６、被処理水から選択される１種以上の水に、汚泥濃縮用の高分
子凝集剤を溶解（分散）させ、必要であれば他の添加剤（ｐＨ調整剤、緩衝剤、分散剤、
殺菌剤、他の高分子凝集剤等）を１種以上添加して高分子凝集剤水溶液を作製し、供給手
段４５の溶解槽に収容しておく。
【００６７】
　そして、所望量（例えば脱水前の汚泥１Ｌ当たり５～１００ｍｇ）の高分子凝集剤を汚
泥に添加、混合する。汚泥と高分子凝集剤を混合する手段は特に限定されないが、濃縮槽
６５の前段（上流側）に混合槽を設置した場合はその混合槽で、混合槽を設置しない場合
は配管２３の水流で混合することが好ましい。
【００６８】
　高分子凝集剤を混合後の汚泥を重力濃縮又は機械濃縮する。重力濃縮の場合、濃縮槽６
５又はそれよりも下流の槽で汚泥を静置するか、沈降（例：圧接沈降）が生じる程度の緩
速度で汚泥を撹拌若しくは送液し、所定時間濃縮を行う。
【００６９】
　沈降濃縮された汚泥は、上述したポリ（メタ）アクリル酸塩の添加で十分に濃縮された
上、従来の凝集剤と比較して濃縮汚泥の粘性が低いので、続く脱水手段７１で脱水が効率
良く行われ、そのフィルタ汚れも防止される。
【００７０】
　なお、本発明は、汚泥の濃縮工程で上記ポリ（メタ）アクリル酸塩を添加する方法及び
装置であれば特に限定されず、フロック生成工程と汚泥濃縮工程の間、或いは、汚泥濃縮
工程と脱水工程の間に他の工程を挿入してもよいし、これらの工程の１以上を複数回繰り
返してもよく、更に、使用する装置、薬剤（添加剤）並びにその添加のタイミングも特に
限定されない。
【００７１】
　以下、実施例により本発明をより具体的に説明する。
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【実施例】
【００７２】
　＜実施例１＞
　図１の凝集混和手段３０及び凝集フロック形成手段４０に相当する浄水場から発生した
引き抜き汚泥（ＤＳ：９．５ｇ/Ｌ）に、高分子凝集剤としてポリアクリル酸ナトリウム
（０．１％塩粘度が３．５ｍＰａ・ｓ、コロイド当量値が－９．４ｍｅｑ/ｇ）を、引抜
汚泥（含水）１Ｌ当たり２０ｍｇ添加し、新東化学（株）社製の攪拌機「スリーワンモー
タ」で撹拌した後、２４時間静置し、濃縮汚泥を作製した。なお、「ＤＳ」は、汚泥中の
固形物乾燥質量を意味する（乾燥質量ｇ／汚泥Ｌ）。
【００７３】
　得られた濃縮汚泥（ＤＳ：３２ｇ/Ｌ）をフィルタプレス試験機で１４ｋｇｆ／ｃｍ２

で１０分間圧搾し、脱水した。脱水終了後の脱水ケーキ含水率は７３．２％でフィルタ表
面の汚れは問題ないレベルで少なかった。
【００７４】
　＜比較例１＞
　ポリアクリル酸ナトリウムを使用しない以外は、実施例１と同様の条件で濃縮汚泥を作
製したところ、得られた濃縮汚泥濃度ＤＳは１２ｇ／Ｌであった。この濃縮汚泥を、実施
例１と同様の条件でフィルタプレス処理したところ、脱水ケーキ含水率は８０．８％であ
った。汚泥濃度が低かったため汚泥が十分打ち込めず、ケーキ含水率が高くなったものと
考えられる。
【００７５】
　＜比較例２＞
　高分子凝集剤として、中アニオン性のアクリルアミド・アクリル酸ナトリウム共重合体
（０．１％塩粘度が６．０ｍＰａ・ｓ、コロイド当量値が－２．５ｍｅｑ/ｇ）を使用し
た以外は、実施例１と同様の条件で濃縮汚泥を作製したところ、得られた濃縮汚泥濃度Ｄ
Ｓは３４ｇ／Ｌであった。この濃縮汚泥を、実施例１と同様の条件でフィルタプレス処理
したところ、脱水ケーキ含水率は７２．８％であり、比較例１と比較して含水率の改善は
見られたが、フィルタ表面に脱水ケーキの一部が付着していた。この汚れは水道水をかけ
て水洗したが完全には除去できなかった。
【符号の説明】
【００７６】
１　供給源
１０　浄水汚泥処理装置
２１、２３　配管
３０　凝集混和手段
３１　凝集混和槽
３５　無機凝集剤の供給手段
４０　凝集フロック形成手段
４１　フロック形成槽
４５　高分子凝集剤の供給手段
５１　沈澱池
５５　ろ過手段
６０　濃縮手段
６１　排泥池
６２　排泥ポンプ
６５　濃縮槽
７１　脱水手段（フィルタプレス型）
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