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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被処理物としての汚泥に、高分子凝集剤を水に２ｇ／Ｌで溶解し、Ｂ型粘度計を使用し
、２５℃、６０ｒｐｍの回転数で測定した１５０ｍＰａ・ｓ以上の粘度を有する第１高分
子凝集剤を加え、６００ｒｐｍ以上で高速撹拌して、高分子凝集剤を汚泥の細部まで均一
に分散させ、汚泥の表面電荷の中和と、高分子の吸着又は架橋作用による凝集とを同時に
行わせる第１撹拌工程と、
　さらに第２高分子凝集剤を加え、１０～５００ｒｐｍの範囲で緩速撹拌して凝集フロッ
クを形成する第２撹拌工程と、
　当該凝集フロックを含む汚泥を濃縮して、当該濃縮汚泥にスリットを形成させる汚泥濃
縮工程と、
　当該スリットが形成された濃縮汚泥に無機凝集剤を添加して、脱水する脱水工程と、を
有し、
　第１撹拌工程において又はその前に、汚泥に脱水補助剤を添加することを特徴とする汚
泥処理方法。
【請求項２】
　前記第１撹拌工程の前に、汚泥濃縮槽又は汚泥貯槽において、汚泥に脱水補助剤を添加
する、請求項１に記載の汚泥処理方法。
【請求項３】
　第１高分子凝集剤を調整する第１高分子凝集剤溶解槽に脱水補助剤を添加し、第１高分
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子凝集剤と共に、第１撹拌工程に脱水補助剤を添加する、請求項１又は２に記載の汚泥処
理方法。
【請求項４】
　第１撹拌工程を行う第１撹拌装置に直接脱水補助剤を添加する、請求項１又は２に記載
の汚泥処理方法。
【請求項５】
　前記第１高分子凝集剤と前記第２高分子凝集剤とは、同一の高分子凝集剤である、請求
項１～４のいずれかに記載の汚泥処理方法。
【請求項６】
　前記第１撹拌工程の前又は前記脱水工程のいずれかにおいて、さらに無機凝集剤を添加
することを含む、請求項１～５のいずれかに記載の汚泥処理方法。
【請求項７】
　前記第１撹拌工程において、さらにｐＨ調整剤を添加することを含む、請求項１～６の
いずれかに記載の汚泥処理方法。
【請求項８】
　汚泥と、高分子凝集剤を水に２ｇ／Ｌで溶解し、Ｂ型粘度計を使用し、２５℃、６０ｒ
ｐｍの回転数で測定した１５０ｍＰａ・ｓ以上の粘度を有する第１高分子凝集剤とを６０
０ｒｐｍ以上で高速撹拌して、高分子凝集剤を汚泥の細部まで均一に分散させ、汚泥の表
面電荷の中和と、高分子の吸着又は架橋作用による凝集とを同時に行わせる第１撹拌装置
と、
　当該第１撹拌装置にて混合された第１高分子凝集剤を含む汚泥に第２高分子凝集剤をさ
らに混合して、１０～５００ｒｐｍの範囲で緩速撹拌して凝集フロックを形成する第２撹
拌装置と、
　当該第２撹拌装置にて形成された凝集フロックを含む汚泥を濃縮して、濃縮された汚泥
にスリットを形成させるスリット形成機を備える汚泥濃縮装置と、
　当該スリットが形成された濃縮汚泥に無機凝集剤を添加する無機凝集剤添加手段と、
　当該無機凝集剤が添加された濃縮汚泥を脱水する脱水装置と、
　当該第１撹拌装置に供給される汚泥に脱水補助剤を添加する脱水補助剤添加手段と、
を具備する汚泥処理装置。
【請求項９】
　前記脱水補助剤添加手段は、前記第１撹拌装置に設けられている、請求項８に記載の汚
泥処理装置。
【請求項１０】
　前記脱水補助剤添加手段は、前記第１撹拌装置に添加する第１高分子凝集剤を調製する
第１高分子凝集剤溶解槽に設けられている、請求項８に記載の汚泥処理装置。
【請求項１１】
　前記第１撹拌装置の上流側に、脱水補助剤を添加する脱水補助剤添加手段を設けた汚泥
濃縮槽及び／又は汚泥貯槽を具備する、請求項８～１０のいずれかに記載の汚泥処理装置
。
【請求項１２】
　前記第１撹拌装置に、汚泥のｐＨを測定するｐＨ計と、汚泥のｐＨ値に基づいてｐＨ調
整剤を添加するｐＨ調整剤添加手段と、を具備する、請求項８～１１のいずれかに記載の
汚泥処理装置。
【請求項１３】
　前記第１撹拌装置の上流側、又は前記脱水装置に、さらに無機凝集剤を添加する無機凝
集剤添加手段を含む、請求項８～１２のいずれかに記載の汚泥処理装置。
【請求項１４】
　前記汚泥濃縮装置が、汚泥投入用ホッパーと、汚泥移動手段と、汚泥移動手段の上方に
設けられた加圧手段と、汚泥移動手段の下方に設けられた水捕集手段とを備える汚泥圧搾
装置であることを特徴とする請求項８～１３のいずれかに記載の汚泥処理装置。
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【請求項１５】
　前記汚泥圧搾装置が、さらに、前記汚泥移動手段の汚泥排出口にスリット形成機を備え
ることを特徴とする請求項１４に記載の汚泥処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、汚泥処理方法及び装置に関し、特に、汚泥を凝集させる凝集剤の添加量を削
減しつつ脱水ケーキの含水率を低下させる汚泥処理方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　廃棄物量を削減し、環境負荷を低減することが求められる中、廃水処理施設や浄水処理
施設などから排出される汚泥を減容化するための脱水処理技術は極めて重要であり、より
効率的な汚泥の脱水処理技術が望まれている。
【０００３】
　汚泥の脱水処理は、凝集剤を用いて汚泥を凝集させる凝集工程と、脱水機により凝集汚
泥を脱水する脱水工程とから構成されるのが一般的である。汚泥の脱水処理における成功
の可否は、凝集剤によって如何に効果的に凝集させることができるかに依るところが大き
い。
【０００４】
　凝集剤を利用して汚泥を凝集させる方法のうち、高分子凝集剤を利用すると共に、汚泥
を撹拌する際の回転速度が異なる２段階の撹拌工程により、汚泥を凝集させる方法が知ら
れている。
【０００５】
　例えば特開昭５７－１３０５９９号公報（特許文献１）には、汚泥に対し、汚泥の電荷
と反対の電荷を有する第１高分子凝集剤を添加して第１の撹拌を行い、次いで第１高分子
凝集剤と反対の電荷を有する第２高分子凝集剤を添加して第２の撹拌を行い、生成したフ
ロックを脱水する方法において、第１の撹拌はフロックを生成しないか、または生成した
フロック径が２ｍｍ以下となるような強い撹拌であることを特徴とする汚泥脱水法が開示
されている。特許文献１に記載の方法では、汚泥の電荷の中和を行うことにより脱水性の
よいフロックを形成することを意図している。
【０００６】
　特開昭６２－２７７２００号公報（特許文献２）には、両性の高分子凝集剤を用いて有
機質汚泥を凝集するに当って、第１段処理において該汚泥と該両性の高分子凝集剤の一部
とを比較的強撹拌の下で接触させ、第２段処理において前記の第１段処理汚泥と該両性の
高分子凝集剤の残部とを比較的弱撹拌の下で接触させることを特徴とする、汚泥の凝集処
理方法が開示されている。特許文献２に記載の方法は、カチオン性の活性部分とアニオン
性の活性部分とがそれぞれ独立に作用することが必要であり、相互に遊離状態とするため
に酸性物質を共存させ、ｐＨを３．５以下としている。また、第１段階での凝集が不完全
とならないように、第１段階への凝集剤の添加量は全使用量の５０～９０％としている。
【０００７】
　特開平１１－５７８００号公報（特許文献３）には、有機性汚泥に無機凝集剤および第
１のポリマーとして両性ポリマーを添加して強撹拌し、さらに第２のポリマーとして両性
ポリマーを添加して緩速撹拌した後、加圧脱水することを特徴とする汚泥脱水方法が開示
されている。特許文献３では、強撹拌の条件は周速として３００～５００ｍ／分としてフ
ロック中の水分を放出して強固なフロックを形成し、緩速撹拌の条件は２０～１００ｍ／
分として微細化されたフロックを集合させて小形の粒状フロックを生成することで、濾過
脱水性に優れ、高い圧力をかけても目詰まりを生じないとされている。
【０００８】
　特開２００２－１９２１９９号公報（特許文献４）には、汚泥と第１の凝集剤及びｐＨ
調整剤を添加して１次凝集を行い、１次凝集フロックを１次脱水機に導入して１次脱水を
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行い、１次脱水ケーキに第２の凝集剤を添加して２次凝集を行い、２次凝集フロックを時
に脱水機に導入して２次脱水を行う、低含水率の充填脱水ケーキを得る汚泥脱水方法及び
装置が開示されている。特許文献４では、凝集と脱水との組み合わせを１単位として処理
が進められるため、脱水装置が複数必要になり、装置が大型となりメンテナンスも煩雑と
なる。
【０００９】
　汚泥の含水率を低下させる手段として、汚泥に繊維状物を混合した後に高分子凝集剤を
添加して脱水する方法が提案されている。例えば、有機性汚泥に、合成繊維と凝集剤を添
加した後、脱水処理する方法（特許文献５）などが提案されている。当該方法では、従来
の古紙裁断物を添加する方法と比較して、少ない添加量でも含水率が低い脱水ケーキが得
られる。
【００１０】
　汚泥に合成繊維を混合する方法では、ある程度のケーキ含水率の低減が可能である。し
かし、本出願人の検討によれば、合成繊維の汚泥に対する濡れ性が不十分な場合には、槽
内全体を十分に撹拌できる装置を具備していない汚泥貯留槽などへ合成繊維を投入する場
合に、汚泥中での開繊が困難であり、合成繊維を汚泥中に均一に混合することができない
ことが判明した。また、合成繊維を汚泥中に均一に混合できたとしても、脱水機内で圧搾
される時に汚泥から合成繊維が分離してしまい、脱水に寄与できないために安定した脱水
処理ができないことが判明した。また、繊維状物の中には、微生物で分解され難いものも
あり、コンポスト化には不向きな場合もある。
【００１１】
　また、本出願人が検討した結果、公知の合成繊維は、理由は明らかではないが、汚泥の
性状によってはケーキ含水率を低減させる効果がほとんど得られない場合があり、合成繊
維を添加するだけでは根本的な解決にはなっていないことが判明した。
　合成繊維を用いて、脱水ケーキの含水率を低下させる技術は、上記のとおり検討されて
いる。しかし、従来技術の殆どは、合成繊維の素材、太さ、及び長さを調節して含水率を
低下させようとしている。しかし、本発明者らが検討した結果、単に合成繊維の素材、太
さ及び長さを調節するだけでは、難脱水性汚泥を機械脱水しても脱水ケーキの含水率を十
分に低下させることはできないことが判明した。
【００１２】
　本出願人は、特殊な形状の脱水補助剤を用いることによって、難脱水性汚泥の脱水効果
を改善できることを報告している（特許文献６）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開昭５７－１３０５９９号公報
【特許文献２】特開昭６２－２７７２００号公報
【特許文献３】特開平１１－５７８００号公報
【特許文献４】特開２００２－１３２１９９号公報
【特許文献５】特開２００２－２１９５００号公報
【特許文献６】特開２０１２－７１２９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的は、高分子凝集剤を用いて回転速度が異なる２段階の撹拌工程により汚泥
を凝集させ、脱水ケーキの含水率を低減して廃棄物量をより一層削減することができ、し
かも、高分子凝集剤の使用量を削減することができる、汚泥処理方法及び装置を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
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　本発明によれば、被処理物としての汚泥に、第１高分子凝集剤を加え、高速撹拌して混
合する第１撹拌工程と、
　さらに第２高分子凝集剤を加え、緩速撹拌して凝集フロックを形成する第２撹拌工程と
、
　当該凝集フロックを含む汚泥を脱水する脱水工程と、を有し、
　第１撹拌工程において又はその前に、汚泥に脱水補助剤を添加することを特徴とする汚
泥処理方法が提供される。
【００１６】
　さらに、第１撹拌工程、第２撹拌工程及び脱水工程のいずれか又は２以上において、高
分子凝集剤と共にｐＨ調整剤を添加してもよい。ｐＨ調整剤は、汚泥に対する高分子凝集
剤の凝集作用を発現させる最適ｐＨ範囲として、汚泥の表面電荷の中和に消費される高分
子凝集剤を低減させるために添加する。高分子凝集剤の作用を発揮させるため、汚泥と高
分子凝集剤とが接触する段階で、汚泥のｐＨが最適範囲に調整されていることが好ましく
、汚泥の表面電荷の中和に高分子凝集剤が消費される第１撹拌工程にて、又は第１撹拌工
程の前に、ｐＨ調整剤を添加することがより好ましい。
【００１７】
　さらに、第１撹拌工程の前又は脱水工程のいずれかにおいて、無機凝集剤を添加しても
よい。
【００１８】
　また、前記脱水工程の前に、凝集フロックを含む汚泥を濃縮する汚泥濃縮工程をさらに
含んでいてもよい。
【００１９】
　本発明によれば、汚泥と第１高分子凝集剤とを高速撹拌して混合する第１撹拌装置と、
当該第１撹拌装置にて混合された第１高分子凝集剤を含む汚泥に第２高分子凝集剤をさら
に混合して、緩速撹拌して凝集フロックを形成する第２撹拌装置と、当該第２撹拌装置に
て形成された凝集フロックを含む汚泥を脱水する脱水装置と、当該第１撹拌装置に供給さ
れる汚泥に脱水補助剤を添加する脱水補助剤添加手段と、を具備する汚泥処理装置が提供
される。
【００２０】
　脱水補助剤添加手段は、前記第１撹拌装置内の汚泥が脱水補助剤を含む態様が実現でき
ればどこに設けられていてもよい。たとえば、前記第１撹拌装置に直接設けられているか
、前記第１撹拌装置に添加する第１高分子凝集剤を調製する第１高分子凝集剤溶解槽に設
けられているか、前記第１撹拌装置の上流側の汚泥濃縮槽及び／又は汚泥貯留槽に設けら
れていてもよい。
【００２１】
　さらに、本発明の汚泥処理装置は、前記第１撹拌装置、前記第２撹拌装置及び前記脱水
装置の少なくとも１の装置に、汚泥のｐＨを測定するｐＨ計と、汚泥のｐＨ値に基づいて
ｐＨ調整剤を添加するｐＨ調整剤添加手段と、を具備することが好ましい。
【００２２】
　また、本発明の汚泥処理装置は、前記第１撹拌装置の上流側、又は前記脱水装置に、さ
らに無機凝集剤を添加する無機凝集剤添加手段を具備することが好ましい。
【００２３】
　また、本発明の汚泥処理装置は、前記第２撹拌装置と前記脱水装置の間に、凝集フロッ
クを含む汚泥を濃縮する汚泥濃縮装置をさらに具備することが好ましい。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、汚泥の表面電荷の中和に消費される高分子凝集剤の使用量を削減しつ
つ、脱水ケーキの含水率を低減することができ、汚泥脱水処理の減容化を達成することが
できる。
【図面の簡単な説明】
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【００２５】
【図１】本発明の汚泥処理方法の一例を示す概略フローである。
【図２】本発明の汚泥処理装置の一例を示す概略フローである。
【図３】本発明の汚泥処理装置の別の例を示す概略フローである。
【図４】本発明の汚泥処理装置の別の例を示す概略フローである。
【図５】本発明の汚泥処理装置の別の例を示す概略フローである。
【図６】本発明の汚泥処理装置の別の例を示す概略フローである。
【図７】汚泥濃縮機の一例を示す概略図である。
【図８】汚泥濃縮機の別の一例を示す概略図である。
【図９】スリット形成装置の一例を示す概略図である。
【図１０】第１高分子凝集剤と第２高分子凝集剤との添加比率とＳＳ回収率との関係を示
すグラフである。
【好ましい実施形態】
【００２６】
　以下、添付図面を参照しながら本発明を詳細に説明するが、本発明はこれらに限定され
るものではない。
【００２７】
　図１は、本発明の汚泥処理方法の概略フロー図である。
　本発明の汚泥処理方法は、被処理物としての汚泥に第１高分子凝集剤を加え、高速撹拌
して混合する第１撹拌工程Ａと、さらに第２高分子凝集剤を加え、緩速撹拌して凝集フロ
ックを形成する第２撹拌工程Ｂと、当該凝集フロックを含む汚泥を脱水する脱水工程Ｃと
、を有し、第１撹拌工程において高速撹拌される汚泥は脱水補助剤を含んでいることを特
徴とする。
【００２８】
　汚泥への脱水補助剤の添加は、第１撹拌工程Ａにおいてなされてもよく、第１撹拌工程
Ａの前になされてもよい。
【００２９】
　第１撹拌工程Ａにおいて脱水補助剤を添加する場合は、第１撹拌装置内の汚泥に直接、
脱水補助剤を添加するか、又は第１撹拌工程に添加する第１高分子凝集剤を調整する際に
第１高分子凝集剤に脱水補助剤を添加して、脱水補助剤を含有する第１高分子凝集剤を汚
泥に添加することができる。第１高分子凝集剤と共に添加する態様としては、具体的には
、第１高分子凝集剤の溶解作業中あるいは溶解後に、第１高分子凝集剤溶解槽に脱水補助
剤を所定量投入して混合すればよい。第１高分子凝集剤溶解槽中に第１高分子凝集剤と共
に均一に分散された脱水補助剤は、第１撹拌工程で汚泥中に拡散され、第２撹拌工程で汚
泥が凝集フロックを形成する際に、凝集フロック内に取り込まれる。
【００３０】
　第１撹拌工程Ａの前に、脱水補助剤を添加する場合は、第１撹拌工程Ａの前の汚泥貯槽
１、汚泥濃縮槽１Ａ又は汚泥濃縮槽１Ａから汚泥貯槽１に汚泥を供給する配管、汚泥貯槽
１から第１撹拌装置２に汚泥を供給する配管のいずれかにおいて脱水補助剤を添加するこ
とができる（図２）。脱水補助剤を汚泥濃縮槽や汚泥貯槽の汚泥に添加する場合には、後
述する添加量の範囲となるように一括投入することができる。また、配管中の汚泥に添加
する場合には、常時又は間欠的に汚泥の流入、引抜きがあるために、汚泥の流入量、引抜
き量に応じて脱水補助剤を適宜追加してもよい。
【００３１】
　脱水補助剤としては、おがくず、籾殻、古紙、綿花、亜麻、羊毛、再生セルロース繊維
、脱水しさなど、繊維状物を好ましく挙げることができる。再生セルロース繊維としては
、セルロースをベースポリマーとするビスコースレーヨン繊維、キュプラレーヨン繊維等
の再生人造繊維、セルロースジアセテート繊維、セルローストリアセテート繊維などの半
合成再生繊維などを挙げることができる。繊維に凸部や、頂点が筋状に延在する凹部を形
成し、或いは含水率を調整し易い点から、ビスコースレーヨン繊維が特に好ましい。再生
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セルロース繊維は、生分解性を有しており、土壌中で分解して消失するので、脱水ケーキ
を肥料などに再利用する場合に好適である。また、繊維長手方向に延在する筋すなわち水
分移送路を有している脱水補助剤は、特に好適である。脱水補助剤として繊維状物を用い
る場合、繊維状物は１～５０ｍｍ、好ましくは３～２０ｍｍの長さ、１μｍ～１００μｍ
、好ましくは５μｍ～５０μｍ程度の径を有することが好適である。脱水補助剤は、繊維
状（すなわち固形物）のまま汚泥に添加しても良いし、水を添加してスラリー状にした後
に汚泥に添加しても良い。いずれの場合も、形状にあった供給装置を用いて定量添加が可
能である。
【００３２】
　本発明の方法において、汚泥に対する脱水補助剤の添加量は、各汚泥の濃度に依存して
変動する。一般的には、汚泥中の蒸発残留物（「ＴＳ」という。なお、ＴＳは、汚泥を１
０５～１１０℃で蒸発乾固したときに残留する物質の濃度である。）を１００として、０
．１～２０重量％、好ましくは１～１０重量％を添加することが好ましい。２０重量％を
超えると、汚泥中に脱水補助を均一に混合させることが難しくなり、また経済的にも不利
である。
【００３３】
　本方法において被処理物とし得る汚泥は、有機性汚泥、無機性汚泥のいずれでもよい。
有機性汚泥とは、汚泥の主たる成分が有機成分を含むものであるが、無機成分を含むこと
を排除するものではない。同様に、無機性汚泥とは、汚泥の主たる成分が無機成分を含む
ものであるが、有機成分を含むことを排除するものではない。
【００３４】
　有機性汚泥としては、例えば下水処理、し尿処理、各種産業廃水処理において発生する
有機性汚泥などを挙げることができる。より具体的には、最初沈殿池汚泥、余剰汚泥、嫌
気性消化汚泥、好気性消化汚泥、屎尿、浄化槽汚泥、消化脱離液などを挙げることができ
る。
【００３５】
　無機性汚泥としては、例えば浄水処理、建設工事廃水処理、各種産業廃水処理において
発生する無機性汚泥などを挙げることができる。ここで、浄水処理で発生する汚泥とは、
浄水処理施設における沈殿池、排泥池、濃縮槽などから排出される汚泥などである。
【００３６】
　本発明の汚泥処理方法では、有機性汚泥及び無機性汚泥のいずれも被処理物とすること
ができるが、脱水効率を向上させるという本発明の効果をよりよく発現できるという観点
から、有機性汚泥が好適であり、中でも難脱水性の嫌気性消化汚泥の処理への適用が好適
である。
【００３７】
　本発明の汚泥処理方法では、撹拌速度が異なる２段階の撹拌工程を備える。まず、第１
撹拌工程で、汚泥と脱水補助剤と高分子凝集剤とを高速撹拌して、脱水補助剤及び高分子
凝集剤を汚泥中に均一に分散させ、汚泥の細部にまで行き渡らせ、第２撹拌工程における
凝集フロックの核となる緻密な凝集フロックを形成することが望ましい。高分子凝集剤は
、一般的に粘性が高いために汚泥の細部まで均一に凝集剤を行き渡らせることが難しい。
本発明では、第１撹拌工程において高速撹拌することによって、高分子凝集剤を汚泥の細
部まで均一に分散させることができ、汚泥の表面電荷の中和と、高分子の吸着又は架橋作
用による凝集とを同時に行わせることができる。次いで、第２撹拌工程で、さらに高分子
凝集剤を添加して緩速撹拌し、脱水処理に適する凝集フロックを形成する。この際、脱水
補助剤は凝集フロック中に取り込まれる。
【００３８】
　第１撹拌工程においては、６００ｒｐｍ以上、好ましくは１０００ｒｐｍ以上、より好
ましくは２０００ｒｐｍ以上、さらに好ましくは３０００ｒｐｍ以上の回転速度で１分以
内、好ましくは２０秒以下、さらに好ましくは１～２０秒、より好ましくは１～１５秒、
さらに好ましくは１～１０秒の範囲で撹拌する。第２撹拌工程においては、１０～５００
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ｒｐｍの範囲、好ましくは２０～４００ｒｐｍの範囲、より好ましくは３０～３００ｒｐ
ｍの範囲の回転速度で１～２０分、好ましくは２～１５分、より好ましくは３～１０分の
範囲で撹拌する。
【００３９】
　第１撹拌工程において適用する撹拌速度が非常に高速であるため、長時間にわたり撹拌
すると、高分子凝集剤の分子鎖が切断されてしまい、凝集力が低下してしまう。撹拌速度
が高速になるほど、撹拌時間を短くすることで、凝集力の低下を抑制することができるこ
とを知見している。逆に、第２撹拌工程においては、緩やかな条件でゆっくりと大きな凝
集フロックを形成することが望ましい。第２撹拌工程でろ過性のよい凝集汚泥を形成して
、次に凝集汚泥を脱水処理するため、脱水ケーキの含水率を効果的に低減することができ
、さらには高分子凝集剤の使用量を低減することもできる。
【００４０】
　第１撹拌工程及び第２撹拌工程において添加する第１及び第２高分子凝集剤は、同一種
でも異種でもよいが、ｐＨ調整剤の選択及び運転管理の点から、同一種の高分子凝集剤を
用いることが好ましい。
【００４１】
　高分子凝集剤としては、アニオン性高分子凝集剤、ノニオン性高分子凝集剤、カチオン
性高分子凝集剤および両性高分子凝集剤のいずれも用いることができる。有機性汚泥を処
理する場合には、カチオン性高分子凝集剤又は両性高分子凝集剤を用いるのが特に好まし
い。
【００４２】
　アニオン性高分子凝集剤としては、例えばポリアクリル酸ナトリウム、アクリル酸ナト
リウムとアクリルアミドとの共重合物、ポリメタクリル酸ナトリウム、メタクリル酸ナト
リウムとアクリルアミドの共重合物などを挙げることができる。
【００４３】
　ノニオン性高分子凝集剤としては、例えばポリアクリルアミド、ポリエチレンオキサイ
ドなどを挙げることができる。
【００４４】
　カチオン性高分子凝集剤としては、例えばアクリレート系高分子凝集剤（「ＤＡＡ系高
分子凝集剤」とも称する）、メタクリレート系高分子凝集剤（「ＤＡＭ系高分子凝集剤」
とも称する）、アミド基、ニトリル基、アミン塩酸塩、ホルムアミド基などを含むポリビ
ニルアミジン（「アミジン系高分子凝集剤」とも称する）、ポリアクリルアミドのマンニ
ッヒ変性物などが挙げられる。
　ＤＡＡ系高分子凝集剤には、ジメチルアミノエチルアクリレートの四級化物の重合物、
ジメチルアミノエチルアクリレートの四級化物とアクリルアミドとの共重合物などがある
。
　ＤＡＭ系高分子凝集剤には、ジメチルアミノエチルメタクリレートの四級化物の重合物
、ジメチルアミノエチルメタクリレートの四級化物とアクリルアミドとの共重合物などが
ある。
【００４５】
　両性高分子凝集剤としては、例えばジメチルアミノメチルアクリレートの四級化物とア
クリルアミドとアクリル酸との共重合物、ジメチルアミノメチルメタクリレートの四級化
物とアクリルアミドとアクリル酸との共重合物などを挙げることができる。
　但し、以上は例示であり、これらに限定するものではない。
【００４６】
　高分子凝集剤の分子量は４５０万以上であるのが好ましい。より好ましい分子量は５０
０万以上である。ここでの分子量は、粘度法により求めた平均分子量である。
　高分子凝集剤の粘度は、１５０ｍＰａ・ｓ以上であるのが好ましく、特に１７５ｍＰａ
・ｓ以上、その中でも２００ｍＰａ・ｓ以上であるのが好ましい。
　この際の粘度は、高分子凝集剤を純水に２ｇ／Ｌで溶解し、Ｂ型粘度計を使用し、２５
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℃、６０ｒｐｍの回転速度で測定した値である。
　本発明においては、第１撹拌工程において高速撹拌を行うため、高速撹拌によって分子
鎖が切断されても凝集力が低下しないことが必要である。上述の分子量及び粘度範囲であ
れば、分子鎖が部分的に切断されても凝集力を維持することができる。
【００４７】
　第１高分子凝集剤の分子量が４５０万以上である場合、第１高分子凝集剤の注入量は、
第１高分子凝集剤と第２高分子凝集剤の合計注入量の４５～９５質量％となるように調整
して加えるのが好ましく、中でも５０～９５質量％、その中でも特に５５～９０質量％を
占めるように調整して加えるのが好ましい。
【００４８】
　第１撹拌工程における高分子凝集剤の注入量の割合が高すぎると、第２撹拌工程におい
て加える高分子凝集剤の注入量が少なすぎて、凝集フロックが成長しない可能性がある。
この結果、濃縮処理や脱水処理において、ろ過性が悪化する。一方、第１撹拌工程におけ
る高分子凝集剤の注入量の割合が低すぎると、第１撹拌工程において、高速撹拌により汚
泥に均一に分散する高分子凝集剤の割合が少なくなるため、高速撹拌の効果が低下する可
能性がある。第１撹拌工程における高分子凝集剤の注入量を合計注入量の４５～９５％に
制御することにより、高分子凝集剤を汚泥に均一に分散させるとともに凝集フロックを成
長させることができる。
【００４９】
　高分子凝集剤は、液体状態又は固体状態で添加することができるが、汚泥へ均一に分散
させる観点から、液体状態であることが好ましい。高分子凝集剤を液体状態とするために
用いられる溶媒は、凝集力を低下させないために他のイオン成分を含まないことが好まし
く、純水が好適である。ただし、経済性の観点からは純水は高価である。本発明において
は、ｐＨ調整剤を添加して好適ｐＨ範囲に調節することから、純水に限定されず、水道水
、工業用水、地下水、各種排水処理の処理水を用いることができる。
【００５０】
　水溶液状態とした場合の高分子凝集剤の濃度は、１～３ｇ／Ｌであってもよいが、３ｇ
／Ｌ以上であるのが好ましく、より好ましくは５ｇ／Ｌ以上、さらにより好ましくは１０
ｇ／Ｌ以上である。
【００５１】
　高分子凝集剤による汚泥の凝集において、高分子凝集剤の溶液は１～３ｇ／Ｌに調製す
るのが一般的であり、通常は３ｇ／Ｌ以上の高分子凝集剤の溶液を使用することはない。
高分子凝集剤濃度が３ｇ／Ｌ以上になると、高分子凝集剤の溶液は高粘度になるため、従
来の凝集槽で使用される撹拌機の回転速度（１０～５００ｒｐｍ程度）では、高分子凝集
剤を汚泥に均一に分散させることが難しい。しかし、本発明においては、３ｇ／Ｌ以上の
高濃度溶液を使用しても、第１撹拌工程における高速撹拌で高分子凝集剤を汚泥に均一に
分散させることができる。この結果、高分子凝集剤の溶解水量を削減でき、脱水処理後の
脱水ケーキの含水率を低減できる。また、高分子凝集剤を加えた汚泥中の高分子凝集剤の
濃度を高めることができるため、高分子凝集剤の注入量も削減できる。例えば、１Ｌの汚
泥に２ｇ／Ｌの高分子凝集剤溶液を２００ｍＬ注入（高分子凝集剤として０．４ｇ注入）
した場合、汚泥中の高分子凝集剤の濃度は３３３ｍｇ／Ｌである。一方、１Ｌの汚泥に１
０ｇ／Ｌの高分子凝集剤を４０ｍＬ注入（高分子凝集剤として０．４ｇ注入）した場合、
汚泥中の高分子凝集剤の濃度は３８５ｍｇ／Ｌである。このように、同じ０．４ｇの高分
子凝集剤を加える場合であっても、２ｇ／Ｌの高分子凝集剤溶液を使用するよりも、１０
ｇ／Ｌの高分子凝集剤を使用する方が汚泥中の高分子凝集剤の濃度を高められ、高分子凝
集剤の注入量を削減でき、脱水処理後の脱水ケーキの含水率を低減することができる。
【００５２】
　さらに、本発明においては、第１撹拌工程の前もしくは第１撹拌工程においてｐＨ調整
剤を添加することで、高分子凝集剤の凝集力を最大限発揮させ、維持することができる。
ｐＨ調整剤の添加は、第１撹拌工程において行うよりも効果が低下するが、第２撹拌工程
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又は脱水工程にて行ってもよい。
【００５３】
　ｐＨ調整剤としては、硫酸、塩酸などの酸又は水酸化ナトリウムなどのアルカリを用い
ることができる。汚泥のｐＨを測定して、高分子凝集剤の凝集作用が発揮されるｐＨ範囲
となるように、酸又はアルカリを選択してよい。
【００５４】
　ｐＨ調整剤は、汚泥及び高分子凝集剤の種類によって適宜選択することができる。たと
えば、アニオン性高分子凝集剤を用いる場合にはｐＨを３～１２、好ましくは３～８に調
整し、ノニオン性高分子凝集剤を用いる場合にはｐＨを３～１２、好ましくは３～８に調
整し、カチオン性高分子凝集剤を用いる場合にはｐＨを３～１１、好ましくは３～８に調
整し、両性高分子凝集剤を用いる場合にはｐＨを４～８に調整するために、汚泥のｐＨを
測定して、適切なｐＨ調整剤を添加する。ｐＨ調整剤としては、硫酸、塩酸又は水酸化ナ
トリウムを用いることができる。ｐＨ調整剤の添加は、汚泥のｐＨを測定しながら行う。
たとえばｐＨを４～８に調整するとき、汚泥のｐＨが８以上の場合は、硫酸又は塩酸を汚
泥に添加し、ｐＨが７まで下がった時点でｐＨ調整剤の添加を止める。汚泥のｐＨが４以
下の場合には、水酸化ナトリウムを添加して、ｐＨが５まで上がった時点でｐＨ調整剤の
添加を止める。
【００５５】
　ｐＨ調整剤の添加量は、汚泥の種類、アルカリ度及び高分子凝集剤の種類によって異な
る。例えば、し尿処理施設から発生する余剰汚泥に対しては、ｐＨ調整剤として水酸化ナ
トリウムを使用することが好ましい。また、し尿や浄化槽汚泥に対しては、ｐＨ調整剤と
して硫酸を使用することが好ましい。ｐＨ調整剤は、汚泥の蒸発残留物（ＴＳ）に対して
、５．０質量％（純分換算）以下の割合で添加するのが望ましい。
【００５６】
　第２撹拌工程にて形成された凝集フロックを含む汚泥は、次いで脱水工程にて脱水処理
され、脱水ケーキと脱水ろ液とに分離される。脱水工程は、通常の脱水装置を用いて行う
ことができる。
【００５７】
　第１撹拌工程の前又は脱水工程のいずれかにおいて、汚泥に無機凝集剤を添加してもよ
い。無機凝集剤としては、例えば塩化第二鉄、硫酸アルミニウム、塩化アルミニウム、ポ
リ塩化アルミニウム、ポリ硫酸第二鉄などを挙げることができる。無機凝集剤は、粘度を
低下させて汚泥中に分散させやすくすると共に、希釈することによりボリュームを増やし
て均一分散させやすくする観点から、希釈水で希釈して添加することが好ましい。無機凝
集剤の希釈倍率は２～５倍、好ましくは３～４倍である。希釈液には、純水、水道水、工
業用水、地下水、各種廃水処理の処理水、海水などが使用できるが、経済性の観点からは
、工業用水、地下水、各種廃水処理の処理水が好ましい。
【００５８】
　無機凝集剤は、汚泥の蒸発残留物（ＴＳ）に対して１．０質量％（Ｆｅ換算）以上添加
すれば、脱水効果を高めることができる一方、１０質量％（Ｆｅ換算）を超えて添加して
も無機凝集剤の無駄である。よって、かかる観点から、無機凝集剤の添加量は、汚泥に対
して１．０～１０質量％（Ｆｅ換算）で添加するのが好ましく、中でも１．５質量％（Ｆ
ｅ換算）以上或いは８．０質量％（Ｆｅ換算）以下、その中でも２質量％（Ｆｅ換算）以
上或いは６．０質量％（Ｆｅ換算）以下の割合で添加するのがより一層好ましい。
【００５９】
　凝集フロックを含む汚泥は、脱水処理の前に濃縮されてもよい。脱水処理の前に無機凝
集剤を添加する場合には、濃縮の後に添加することが好ましい。濃縮は、凝集フロックを
含む汚泥中のＴＳが５０ｇ／Ｌ～１５０ｇ／Ｌ、好ましくは８０ｇ／Ｌ～１４０ｇ／Ｌの
範囲となるまで行うことが好ましい。汚泥のＴＳが５０ｇ／Ｌ未満の場合、無機凝集剤が
濃縮ろ液に流出してしまい、汚泥のＴＳが１５０ｇ／Ｌより高い場合、汚泥は固体に近く
なり、汚泥内部に無機凝集剤を分散させることができず、無機凝集剤の効果が十分発揮で
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きなくなる。
　凝集フロックを含む汚泥の濃縮は、上記ＴＳを達成するために、加圧しながら行うこと
が好ましい。付与する圧力は、０．５～５０ｋＰａ、好ましくは１～４０ｋＰａ、より好
ましくは３～３０ｋＰａである。
【００６０】
　濃縮後脱水処理前に、無機凝集剤を添加する場合、汚泥が濃縮されていて流動性が低く
、無機凝集剤を均一に浸透及び分散させることが難しい。一方、濃縮された汚泥を撹拌し
たり混練したりすると、高分子凝集剤による凝集フロックが壊れてしまい、脱水ケーキの
含水率を低減することができなくなる。そこで、濃縮された汚泥にスリットを形成して、
無機凝集剤を浸透及び分散させることが好ましい。スリットを形成して無機凝集剤を浸透
させることによって、無機凝集剤の効果を高めると共に使用量を削減することができる。
【００６１】
　次に、図２～図９を参照しながら、本発明の汚泥処理装置を説明する。
　図２に示す汚泥処理装置は、処理すべき汚泥を貯留する汚泥貯槽１と、高速撹拌を行う
第１撹拌装置２と、緩速撹拌を行う第２撹拌装置３と、脱水処理を行う脱水装置４と、第
１撹拌装置２に第１高分子凝集剤を添加する第１高分子凝集剤添加手段５と、第２撹拌装
置３に第２高分子凝集剤を添加する第２高分子凝集剤添加手段６と、第１撹拌装置に供給
される汚泥に脱水補助剤ａを添加する脱水補助剤添加手段と、汚泥のｐＨを測定するｐＨ
計と、第１撹拌装置にｐＨ調整剤を添加するｐＨ調整剤添加手段７と、を含む。脱水補助
剤添加手段としては、第１撹拌装置２、汚泥濃縮槽１Ａ、汚泥貯槽１又は第１高分子凝集
剤溶解槽５Ａのいずれかに脱水補助剤を添加することができる構成であればよく、たとえ
ば脱水補助剤供給源から添加先まで空気輸送管又はベルトコンベア、スクリューコンベア
、フライトコンベア等一般的な搬送手段を用いて供給することができる。汚泥貯槽１から
の汚泥には、第１高分子凝集剤とｐＨ調整剤が添加されて、第１撹拌装置２にて高速撹拌
される。次いで、第２撹拌装置３にて、第２高分子凝集剤が添加されて、緩速撹拌され、
凝集フロックが形成される。凝集フロックを含む汚泥は、脱水装置４にて、脱水され、脱
水ろ液と脱水ケーキとに分離される。
【００６２】
　図２に示す汚泥処理装置において、第１撹拌装置２に供給される汚泥に脱水補助剤ａを
添加する脱水補助剤添加手段が設けられている。脱水補助剤ａは、汚泥貯槽１、第１撹拌
装置２、第１高分子凝集剤添加手段５の第１の高分子業剤貯槽５Ａ、汚泥貯槽１の上流側
の汚泥、汚泥貯槽１から第１撹拌装置２に汚泥を供給する配管の何れの地点で添加しても
よい。
【００６３】
　図２に示す汚泥処理装置において、ｐＨ調整剤添加手段７は、点線で示すように、第２
撹拌装置３及び／又は脱水装置４にｐＨ調整剤を添加するように構成されていてもよい。
この場合、ｐＨ計は、ｐＨ調整剤添加手段７がｐＨ調整剤を添加する装置内の汚泥を計測
する位置に設けることができる。また、ｐＨ調整剤添加手段７は必ずしも必要ではない。
【００６４】
　図３に示す汚泥処理装置は、第１撹拌装置２及び第２撹拌装置３に添加する高分子凝集
剤が同一の貯槽（溶解槽）５Ａから供給され、第１撹拌装置２及び第２撹拌装置３にそれ
ぞれ供給ラインが設けられている態様である。また、第２撹拌装置３にて形成された凝集
フロックを含む汚泥を濃縮する濃縮装置８を含む。脱水補助剤添加手段は、汚泥濃縮槽１
Ａ、汚泥貯槽１、第１撹拌装置２又は高分子凝集剤溶解槽５Ａの少なくとも１に連結され
、第１撹拌装置２にて高速撹拌されるまでに汚泥に脱水補助剤を添加できればよい。第１
撹拌装置２にて、脱水補助剤を含む汚泥は、第１高分子凝集剤と必要に応じてｐＨ調整剤
が添加されて、高速撹拌される。次いで、第２撹拌装置３にて、第２高分子凝集剤及び必
要に応じてｐＨ調整剤が添加されて、緩速撹拌され、凝集フロックが形成される。凝集フ
ロックを含む汚泥は、濃縮装置８にて濃縮された後、脱水装置４にて、脱水され、脱水ろ
液と脱水ケーキとに分離される。
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【００６５】
　図４に示す汚泥処理装置は、高分子凝集剤が同一の貯槽（溶解槽）５Ａから供給され、
第１撹拌装置２に供給するラインと第２撹拌装置３に供給するラインとをバルブ制御によ
り選択する態様である点を除いて図３に示す態様と同じである。
【００６６】
　図５に示す脱水処理装置は、第１撹拌装置２がインラインミキサーである点を除いて、
図２に示す態様と同じである。
　図６に示す脱水処理装置は、第１撹拌装置２がインラインミキサーであり、濃縮装置８
にて濃縮された汚泥に無機凝集剤を添加する無機凝集剤添加手段９が設けられている点を
除いて、図３に示す態様と同じである。なお、図６において、点線で示すように、無機凝
集剤は、第１撹拌装置２に供給される汚泥に添加する構成でもよい。
【００６７】
　図２～図６に示す装置の各構成部品の組み合わせは図示した態様に限定されるものでは
なく、適宜置換してよい。
【００６８】
　第１撹拌装置は、高速撹拌が可能となる撹拌装置であればよく、撹拌翼、シャフト、モ
ーターから構成される撹拌装置、ローター、ステーター、モーターから構成される撹拌装
置、供給配管に設けられるインラインミキサーなどを用いることができる。インラインミ
キサーはラインミキサーとも称される。インラインミキサーのメリットはミキサーが密封
されているため、上流にある汚泥用ポンプ、高分子凝集剤用ポンプの２台があれば、下流
に液を送ることができる。一方、容器に撹拌機が設置された場合、容器上部が開放されて
いるので、上流にある汚泥用ポンプ、高分子凝集剤用ポンプの他に、もう１台ポンプ或い
はポンプ相当のものがないと下流に液を送れない。そのため通常は、ポンプを設置せず、
高低差で下流に液を送るのが一般的である。
　第２撹拌装置は、緩速撹拌が可能となる撹拌装置であればよく、第１撹拌装置と同様に
種々の撹拌装置を用いることができる。
【００６９】
　脱水装置は、通常の脱水処理に用いられる脱水装置でよく、例えばスクリュープレス脱
水機、ベルトプレス脱水機、遠心脱水機、真空脱水機、フィルタプレス脱水機、多重円板
脱水機などを用いることができる。脱水装置が濃縮機構を具備していてもよい。
【００７０】
　濃縮装置は、通常の脱水処理に用いられる遠心濃縮機、スクリュー濃縮機、楕円板型濃
縮機、ふるい、加圧型濃縮装置、ベルト型ろ過濃縮機などを用いることができる。濃縮装
置の例を図７及び図８に示す。
【００７１】
　図７に示す濃縮装置は、汚泥投入用ホッパー２１と、汚泥移動手段２２と、汚泥移動手
段２２の下方に設けられた水捕捉手段２３とを備え、汚泥移動手段２２は、ベルト２４と
ベルト駆動装置２５とで構成されている。ベルト２４の上面全体（搬送面）がベルト駆動
装置２５により水平移動し、汚泥を水平方向汚泥排出口側に移動させることができると共
に、凝集フロックを含む汚泥はベルト２４上を移動する間にろ過され、ろ液は下方の水捕
捉手段２３に落下するように構成されている。水捕捉手段２３は、汚泥移動手段２２に沿
ってその下方に設けられており、汚泥移動手段２２から落下してくる水を捕捉して、廃水
口から排水できるように構成されている。
【００７２】
　図８に示す濃縮装置は、汚泥投入用ホッパー２１と、汚泥移動手段２２と、汚泥移動手
段２２の上方に設けられた加圧手段２８と、汚泥移動手段２２の下方に設けられた水捕捉
手段２３とを備え、加圧手段２８は、汚泥移動手段２２の汚泥排出口２６の手前に、ベル
ト２４との間に隙間を設けるように、加圧板２８Ａを斜めに設置し、汚泥が汚泥移動手段
２２によって水平方向汚泥排出口側に移動されてくると、加圧板２８Ａとベルト２４との
間の隙間を通過する際に上から加圧されるように構成されている。この際、加圧板２８Ａ
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は、一つ或いは二つ以上設けてもよいし、また、加圧板２８Ａは、設置角度が固定される
ように設けることもできるし、設置角度を随時変更できるように設けることもできる、さ
らには、上下揺動可能に軸支することもできる。加圧板２８Ａの角度並びにベルト２４と
の隙間の大きさを変更することにより、凝集フロックを含む汚泥に掛かる圧力を調整する
ことができ、濃縮倍率を調整することができる。また、加圧板２８Ａの代わりに、例えば
ローラーを設置することもできる。
【００７３】
　濃縮した汚泥にスリットを形成するスリット形成装置の一例を図９に示す。汚泥濃縮機
２０の汚泥排出口２６に、櫛状の裁断刃３１を水平方向に適宜間隔を置いて、刃が鉛直方
向となるように設置するようにしてスリット形成機３０を構成することができる。このよ
うな櫛状の裁断刃により、汚泥濃縮機２０から押し出されてくる濃縮汚泥に鉛直方向のス
リットを形成することができる。ただし、スリット形成機３０は上記構成のものに限定さ
れるものではない。例えば、上面視格子状に組まれた裁断刃、或いは、上面視した場合に
濃縮汚泥の長さ方向又は幅方向に適宜間隔をおいて組まれた裁断刃を、濃縮汚泥に対して
上方から昇降できる装置を使用することも可能である。
【実施例】
【００７４】
　［実施例１］
　図３に示すフローに従って、屎尿処理場から採取した汚泥の脱水処理を行った。試料と
した汚泥の性状を表１に示す。ＴＳの測定は下水試験方法（ＪＩＳ　Ｋ　０１０１）に準
拠した。
【００７５】
【表１】

【００７６】
　硫酸、硫酸ソーダ、硫酸亜鉛を含有する紡糸浴に、８．１ｗｔ％のセルロースを含むビ
スコース溶液（紡糸原液）を、円形断面を有する紡糸口金を通して連続して押し出して、
セルロース繊維に紡糸した。次に、セルロース繊維を、硫酸を含む延伸－再生浴に導入し
て、延伸・再生して、再生セルロース糸条を得た。再生セルロース糸条をローラーで挟ん
で水切りし、含水率５８％に調整した後、長さ５ｍｍに切断して、脱水補助剤を製造した
。
【００７７】
　表１に示す汚泥Ａ各２５０ｍｌに対して、上記脱水補助剤と無機凝集剤（ポリ硫酸第二
鉄）とｐＨ調整剤（水酸化ナトリウム）を加え、２ｇ／Ｌに調整した第１高分子凝集剤（
「エバグロースＬＥＢ－２５０」商品名（水ｉｎｇ株式会社製）水溶液、両性高分子凝集
剤、分子量３００万）を添加して、高速撹拌装置にて撹拌速度１１０００ｒｐｍにて撹拌
した（第１撹拌工程）。次いで、緩速撹拌装置にて、２ｇ／Ｌに調整した第２高分子凝集
剤（「エバグロースＬＥＢ－２５０」商品名（水ｉｎｇ株式会社製）、両性高分子凝集剤
、分子量３００万）水溶液を添加して、撹拌速度１５０ｒｐｍで撹拌した（第２撹拌工程
）。第２撹拌工程にて得られた凝集フロックを含む汚泥をスクリュープレス脱水機にて脱
水して得た脱水ケーキの含水率を測定した。無機凝集剤、ｐＨ調整剤、第１及び第２高分
子凝集剤の添加量及び脱水ケーキの含水率を表２に示す。
【００７８】
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【表２】

【００７９】
　表２から、高速撹拌に加えて脱水補助剤を添加することによって、脱水ケーキの含水率
が低減できることがわかる。
【００８０】
　［実施例２］
　図２に示すフローに従って、屎尿処理場から採取した汚泥の脱水処理を行った。試料と
した汚泥の性状を表３に示す。
【００８１】
【表３】

【００８２】
　表３に示す汚泥Ｂ～Ｄ各２５０ｍｌに対して、脱水補助剤とｐＨ調整剤（硫酸）を加え
、２ｇ／Ｌに調整した第１高分子凝集剤（「エバグロースＬＥＣ－５１２」商品名（水ｉ
ｎｇ株式会社製）水溶液、カチオン性高分子凝集剤、分子量９００万）を添加して、高速
撹拌装置にて撹拌速度１１０００ｒｐｍにて撹拌した（第１撹拌工程）。次いで、緩速撹
拌装置にて、２ｇ／Ｌに調整した第２高分子凝集剤（「エバグロースＬＥＣ－５１２」商
品名（水ｉｎｇ株式会社製）、カチオン性高分子凝集剤、分子量９００万）水溶液を添加
して、撹拌速度１５０ｒｐｍにて撹拌した（第２撹拌工程）。第２撹拌工程にて得られた
凝集フロックを含む汚泥をベルトプレス脱水機にて脱水して得た脱水ケーキの含水率を測
定した。ｐＨ調整剤、第１及び第２高分子凝集剤の添加量及び脱水ケーキの含水率を表４
に示す。
【００８３】



(15) JP 6362305 B2 2018.7.25

10

20

30

40

50

【表４】

【００８４】
　表４より、高速撹拌と脱水補助剤の添加とにより、高分子凝集剤の添加量及び脱水ケー
キの含水率を低減できることがわかる。
【００８５】
　［参考実施例１］
　第１高分子凝集剤の溶液を汚泥に加えて第１撹拌を実施した後、第２高分子凝集剤の溶
液を加えて第２撹拌を実施し、得られた凝集汚泥をベルトプレス脱水機により脱水して脱
水ケーキを得た。
【００８６】
　実験には汚泥Ｔを使用した。汚泥Ｔは嫌気性消化汚泥である。汚泥ＴのＴＳは２０．９
ｇ／Ｌである。
　高分子凝集剤としては、分子量の異なる高分子凝集剤（ｑ、ｒ、ｓ、ｔ）を使用した。
　高分子凝集剤ｑ、ｒ、ｔはカチオン性高分子凝集剤であり、高分子凝集剤ｓは両性高分
子凝集剤である。
　高分子凝集剤ｑ、ｒ、ｓ、ｔの分子量（粘度ｍＰａ・ｓ）は、それぞれ５００万（１４
７ｍＰａ・ｓ）、６００万（２２５ｍＰａ・ｓ）、７００万（２３８ｍＰａ・ｓ）、８０
０万（２８０ｍＰａ・ｓ）である。
　ここで記載した分子量は粘度法より求めた平均分子量である。また、粘度は、高分子凝
集剤を水に２ｇ／Ｌで溶解し、Ｂ型粘度計を使用し、２５℃、６０ｒｐｍの回転数で測定
した値である。
　実験では、第１及び第２高分子凝集剤ともに同じ種類のものを使用し、第１及び第２高
分子凝集剤の溶液は同じ濃度に調製した。
【００８７】
　実験手順は以下の通りである。
　２５０ｍＬの汚泥に第１高分子凝集剤の溶液（濃度２ｇ／Ｌ）を所定量加え、撹拌速度
５０００ｒｐｍの高速撹拌機により汚泥と高分子凝集剤の溶液を１０秒混合撹拌し、混合
汚泥を調製した。次に、混合汚泥に第２高分子凝集剤の溶液（濃度２ｇ／Ｌ）を所定量加
え、撹拌速度２００ｒｐｍの撹拌機により混合汚泥と高分子凝集剤を５分間混合撹拌し、
混合汚泥を凝集させ、凝集フロックを形成させた。最後に、ベルトプレス脱水機により、
凝集フロックを脱水し、脱水ケーキを得、ＳＳ回収率を測定した。
【００８８】
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　実験では、第１及び第２高分子凝集剤の溶液の合計注入量を４０ｍＬとし、第１高分子
凝集剤の溶液を２．５～３７．５ｍＬの範囲で変更して加えた。
　実験結果を図１０に示す。
【００８９】
　図１０は、高速撹拌時に加える高分子凝集剤の注入量と、高分子凝集剤ｑ、ｒ、ｓ、ｔ
を使用した時の平均ＳＳ回収率の比との関係を示したグラフである。この図において、平
均ＳＳ回収率の比は、第１高分子凝集剤の注入量が５９％時の平均ＳＳ回収率を１００と
した時の比率を示すものである。
　この結果から、高速撹拌時に加える高分子凝集剤の注入量を合計注入量の好ましくは４
５～９５％、より好ましくは５０～９５％、さらにより好ましくは５５～９０％に調整す
ることにより、ＳＳ回収率を増加させることができることが分かった。
【符号の説明】
【００９０】
ａ：脱水補助剤
１Ａ：汚泥濃縮槽
１：汚泥貯槽
２：第１撹拌装置
３：第２撹拌装置
４：脱水装置
５：第１高分子凝集剤添加手段
６：第２高分子凝集剤添加手段
７：ｐＨ調整剤添加手段
８：濃縮装置
９：無機凝集剤添加手段
２０：汚泥濃縮機
２１：汚泥投入用ホッパー
２２：汚泥移動手段
２３：水捕捉手段
２４：ベルト
２５：ベルト駆動装置
２６：汚泥排出口
２７：ベルト洗浄管
２８：加圧装置
２８Ａ：加圧板
３０：スリット形成機
３１：裁断刃
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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