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フロック形成におよぼす凝集条件について
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！．はじめに

　現今の水処理方式中，最も多用されている凝集処理は，急速麗絆とフロック形成縄拝の2つの段階で

行なわれる。急速立面の段階では短時間に強い歯痛を与えて添加薬品を均一に分散：させて加水分解を

一様に速やかに生じさせ，その結果生成した正コロイドと天然に存在している負コロイド粒子との間

に界面電気的反応を進行させ，粒子表面の電位（ゼーター電位）を下げ，粒子栢互間の衝突合一を可

能にする。この急速二野の段階では界面電気的反応の終了と平行してフロック形成が一部進行してほ

ぼ一様な微小フロックが形成される。次のフロック形成段階では，比較的弱い撹紳を与えて前段階で

生成した微フロック粒子相互間の衝突合一を促進し，胃液分離の薄能な大町にまで成長をうながす。

　フロック形成段階におけるフロックの成長の基本式は次式で与えられる。

　　　　嘉一2研：亨♂ガー一『一……………・一………一・…・・……………・《・｝

ここで，％；単位体積当りのフロック個数〔1んの

　　　　ε。；一単位時間に単位体積中で失われる有効撹絆エネルギー〔6鞠齪∫θo）

　　　　μ；精性係数〔9／佛，s6ア〕

　　　　β；比例定数

　　　　4；フロックの直径〔σエπ〕

フロック形成の初期においては，急速撹幹によって形成された微小フロック（初期粒子）同士の衝突

によってまず2倍大粒子が形成され，次いで衝突合一の進行とともに3倍大粒子，4倍大粒子等々を

形成する種々の大きさの粒子間の衝突合一が行なわれる。単位時間に単位体積当り生ずるレ倍粒子

とハ，倍粒子聞の衝突は式一2で示される。
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砦止一一塑・β，厚（梶＋禍）3脳

一壷耳雄・餌・ド・一…一……・一一・’…●…’”…”（2）

ここで，4、；微小フロックの直径〔伽〕

　　　　4，4ゴ；それぞれ，ゴー倍粒子，ブ一倍粒子の直径〔佛〕

式一2から解るように，フロックの成長速度におよぼす微フロック径41の影響はその3乗に比例し，

極めて大きな影響を次のフ・。ク形成騨皆におよぼす．急速癬を終了した微フ・・クの大きさは’・

粉に麟継野間が与えられたなら｝ゴ，急速捌場における強い蜥破壊力に対してフ助クの結

合を維持す．るフ。。クの弓鍍によ・てきま・てくる．・の結合力幽幽破壊に文闘する抵抗力）は源

水の水質，凝集剤，フロック形成助剤の種類とその添加量，凝集系のρE等の凝集条件によって異な

ってくるものと考えられる。

そ。で，筆都。細謹・し・最も多用されて・る轍アル・助・を用・糊入量および系の坦

を変化させた実験を行ない，これ．らの凝集条件がフロック形成におよぼす影響を写真解析とピペット

法による沈降分析によって検討した。

2．実験装置，方法

i．実験装置

実験装置は写真1， 2に示すようなもので，1）反応照降糟部，2）フロック撮影装置からなっている。

｛’・禦鰯盛蕪鋤・．

潔「

　反応沈降槽部：写真1のような北大衛生工学型ジャーテスタに応用部品として角型反応沈降槽を取

り付けたものである。角型反応沈降槽は，横断面が10伽×10㎝，長さが60・皿のアクリル樹脂製の角型

槽である。槽中心に厚さ3㎜，幅1伽，長さ50佛の2枚の撹拝領を軸中心から3伽の位置に取り付け

た掩拝聴が挿入されている。反応沈降槽の前面には注水，注薬用の口，空気流通用コックがあり，上

端から10，25，40，55伽の位置に沈降分析のための採水用コックが4個付されている。採水用コック

には撹拝翼を損傷せずに槽の中心付近から採水ができるように，軟質ビニールチューブが内部に突出

して付されている。また，反応沈降槽は目的に応じて水平および垂直位置に固定できるようになって

いる。

　フロック撮影装置；フロ・ソク撮影装置はフロックの寸法および個数を知るための接写撮影を行なう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一38一
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目的のもので，写真2に示すように，カメラ固定装置と撮影具からなっている。カメラ固定装置は軽

量なアルミニウム材でっくられており，4欄の締付け金具によって反応沈降槽に固定される。カメラ

はガイドによって反応沈降槽から任意の位置に固定できる。撮影具としてはアサヒペンタックスS3

にべローズを介して55π刎，F18のレンズを付したものを用い，反応沈降槽背面の内側2・・πのところに

あるフロックを撮影するように調整した。焦点合せを正確にし，かつフロック’寸法を知るために，内

側2伽の位置に長さ10伽の目盛尺を固定して予備実験を行ない，フロック撮影の条件を予め設定した。

運動中のフロックを明確に写すために反応沈降槽を暗幕で覆って外光を遮断し，ストロボライトの光

を巾1伽皿のスリットを通して送り，高コントラストのミニコピーフイルムを用いて明瞭な写像をうるよ

う工夫した。フロックの寸法と単位体積当りの個数を求めるために現像したフイルムを投影機にかけ

て一定倍率に拡大投影した。平均的なフロック忌数が得られるような位置に一定面積の紙片2枚置き，

その紙片上に写しだされた明瞭なフロックについて一方向のフロックの寸法を測り，寸法の個数分布

を求めた。測定したフロック個数は焦点深度を考慮して次式％によって単位体積当りの欄数に換算し

た。　　　　万　　1
　　　　　η＝＝一×一
　　　　　　　、4　　F

ここで，η；単位体：積当りのフロック個数〔ン徳〕

　　　　万；2枚の紙片上に写しだされたフロック個数〔無次元〕

　　　　A；紙片2枚の合計面積〔醗〕

　　　　F；同一撮影条件において求められた焦点深度〔・帽

ii．実験方法

　フロック形成三拝中にフロックの上下方向の分級が行なわれないように，反応沈降槽を水平位置に

してフロック形成撹幹を行なった。沈降分析は幾搾終了後垂直位置に静置して行なわれた。予備実験

の結果反応沈降槽を水平にした状態でフロックが沈澱しない最低の撹拝速度が35吻であったので，

本実験ではフロック形成撹1絆速度をすべて35脚とした。

　硫酸アルミニウム注入率，10，20，30，50，80吻の各々について，通常の凝集処理のρH範囲で

あるρH7．0～8．0の間で躍を種々変化させて実験を行なった。高い硫酸アルミニウム注入率の場合

には，カH7．0以下でもフロック形成が行なわれたが，フロックが下部に沈積し，躍7．0以下では実

験が不可能であった。

　個々の実験の手順は概略次のようである。①反応沈降槽を水平位置にした状態で蒸留水を5／程度

注入し，濁度が50伽となるように白陶土を加える。②アルが1度を高めるため：重炭酸ナトリウム

（NaHCO3）を50ρρ〃z加えた後，0．2規定の苛性ソーダ溶液を凝集剤添加後のρ丑が予期した値となる

ように加える。③注水，注薬用の口をしめて200伽の急速撹拝を行なって完全に混和する。④その

後，所定量の硫酸アルミニウムを注入し，再び蒸留水を加えて全量を6／とする。⑤手早く注水，注

薬用の口および空気流通用コックを閉じ，写真撮影のための暗幕をかけ，200吻の急速概拝を10分

間行なう。⑥急速掩気後，直ちに変速して35吻3のフロック形成言論を60分間行なう。⑦フロック形

成掩拝開始後30分までは5分間隔で，それ以後は！0分間隔で写真撮影を行なう。⑧写真撮影が終了す

ると直ちに暗幕を外し，撮拝を続けつつ反応沈降槽を垂直位置に戻し，概拝翼をとめて空気流通用コ

ックを開き，沈降開始時の濁度測定用サンプルを15ccずつ各採民用コックよりとる。⑨以後，6，12，

20，30，45，60，90，120分静置時のサンプルを各採水口から採取する。採水を行なうたびに懸濁液表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一39一
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面が低下し，各個水用コックの水深が変化するので，水深補正のために水表面低下を反応沈降槽の側

面にとりつけた目盛尺でその都度読みとっておく。⑩120分沈降を終えた後，槽内のρHを測定する。

　濁度測定用試料を激しく掩拝振とうしてフロックを完全に破壊した後，積分球式濁度計を用いて濁

度の測定を行なった。なお，本実験期間中の水温の変化は！0～13℃で，沈降開始時と終了時の水温の

変化は±0．5℃以内であった。

3．実験結果

　園一1，2，3，4および5は各々硫酸アルミニウム注入率が10，20，30，50，80伽の場合の種

種のρHにおけるフロックの成長の様子を横軸にフロック形成撹拝時間を，縦軸にフロック群の平均．

径をとって描いたものである。

　この実験下ではいずれの注入量，ρ丑においても愚管継続時間が30～40分程度までフロックの成長は

進むが，それ以上ではフロックの成長はほとんどみられず，平衡状態に達している。しかしながら長

時間の掩神を与えてもフロックは一様な大きさにまで成長しているのではなく，ある粒度分布をもっ

ていることが測定された．こ紺まフ・・ク形成の際の有効麟エネルギー？鞭量ε。♂㌦偲〕の

局所的な分布が存在するためであると考えられる。有効撹拝エネルギー消費量ε。〔θ御拝．s召のは撮

拝翼付近でいちじるしく大きく，撹拝翼から離れた位置では小さい。このために大規模な循環水流に

のって撹卓立近傍に持ち来たらされたフロックは強い勇断力を受けて破壊され，再び周辺に到って再

成長するといった，破壊と合一が繰り返されている動的平衡状態にあるものと思われる。

　表一1は各々の実験の掩拝継続時間40分におけるフロック粒度組成を示したものである。硫酸アル

ミニウム注入率10，20，30力卿の場合には最大頻度径（粒径度数分布が最大である粒径）は0．1π研で

同じであろうが，注入率が増すにつれて小さな粒子の数が減じて大きな粒子の占める割合が高くなっ

ている。更に硫酸アルミニウム注入率が50ρ卿に増大すると最大頻度径は0．15～0．2伽と大きくなり，

注入率80吻では最：大頻度径は0．！㎜と再び小さくなってくる。系の躍を変化させた場合にも注入率

と粒径の関係は同様の変化を示している。ρ遅が7．0から7．7へと増大するにつれて大きな径の粒子の存

在する割合は増してくる。

　図一6は硫酸アルミニウム注入率と坦の関係を見るために硫酸アルミニウム注入率をパラメータ

ーとして，横軸に系のρHを，縦軸に撮拝時間40分におけるフロックの平均径を示したものである。

系のρHによってフロックの平均径は若干異なり，最適力1カ．7ではρH7．0の場合のほぼ1．1倍程度大

きくなっている。硫酸アルミニウム注入率が10，20ρ卿でフロックの平均径は0．！山前時，注入率30

吻で0．！1～0．13㎜，50吻では0．！5～0．17π侃と大きくなり，過剰注入率80伽では再び小さくなり，

0．13～0．14㎜前後となっている。最適の硫酸アルミニウム注入率50吻における粒径は白陶土濁度50

勿解に対してフロック間の結合を維持するための所要最：低量の水酸化アルミニウム重合物を与える注

入率と考えられる10ρ伽の場合の1．5倍となっており，硫酸アルミニウム注入率によるフロック径の

変化はρHによるフロック径の変化よりも大きく表われてくる。図一7は北海道大学自家用水道水

（地下水）に白陶土50働を懸濁させたものを供試水としてフロック形成蝿拝を大型槽で5．5脚で

行なった実験結果である。蒸留水を用いた場合と同様に地下水を用いた場合も硫酸アルミニウム注入

率50ヵ勿zのときのフロックの径は10ρ勿zのときのフロック径のL5倍となっている。したがって，こ

の2つの実験において結合剤として使用する水酸化アルミニウムの重合物はフロックの成長に同程度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一40一
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の関与をしているものと思われる。一方ρHの効果は若干異なり，地下水を用いた場合には最適のフ

ロック形成の生ずる躍は8．0と高く，ρH8．0におけるフロック径はρ丑7．0におけるフロック径の

1．3倍程度で，蒸留水を用いた場合よりもρHの影響が大きい。

　このように硫酸アルミニウム注入率，躍によってフロックの最終成長径が異なることは次のよう

に説明することができよう。粘土粒子のゼーター電位が凝集のための臨界値±！5窺γ前後になれば，

ファン・デァ・ヴァールスの吸引力による粒子相互間の結合が可能となるが，衝突合一によってフロ

ックが成長してある径を越えると，乱流による勢断破壊力がファン・デァ・ヴァールスの吸引力より

も大きくなり，破壊を生じてフロックは一定の大きさ以上には成長しえない。もし正荷電を有した水

酸化アルミニウムの重合物が相当量存在する場合にはこれら重合物が粘土粒子表面の一部に吸着され

るのみで十分に荷電中和の効果を示し，残余の背弼の正荷電は同時に他の粘土粒子に吸着して，粘土

粒子は中間に水酸化アルミニウム重合物を架橋物質としてはさんだ形で集塊成長していく。このような

集塊現像にあっては，ファン・デァ・ヴァールスの吸引力の外にクーロンカが働き，粒子相互間の結

合力が著しく強化されるために，勇断破壊に対する抵抗力が高まり，最大成長時のフロックの寸法は

大きくなる。

　しかしながら，硫酸アルミニウム注入率が80ρ卿の場合のように結合剤として働く水酸化アルミニ

ウム重合物の量が三二と考えられるほどになると，正野電の重合物が負荷電の粘土粒子表面の大部分

を覆ってしまうために，粘土岩下上に露出した負荷電部分は少なくなってしまう結果，正に荷電した

粒子間のファン・デァ・ヴァールスカによる集塊現象となり，結合アルミニウム効果を示すクーロン

カによる補強が弱められる。そこで水酸化重合物が粘土粒子表門を完全に覆ってしまう場合には2個

もしくはそれ以上の粘土粒子に対する水酸化アルミニウム重合物の同時吸着という形での補強は全く

期待できなくなり，粒子桐互の結合を維持する力はファン・デァ・ヴァールスの吸引力のみとなる。

このために硫酸アルミニウムが過剰に注入されると，臨界ゼーター電位以下における正荷電粒子相互

の正凝集となり，フロックはかえって大きくなりえないものと考えられる。過剰注入量の場合には，

フロックが締り具合の悪い綿状を呈し，あたかも水酸化アルミニウム重合物の中に粘土粒子がとりか

こまれたような形をなしていることが観察される。この状況を模式的に描くと図一8のようである。

　一方，ρHがフロックの成長に関与してくることについては次のように考えられる。A18（OH瑠，

AI8（OH）畜∫，　A18（OH）24などの水酸化アルミニウムの重合物の種類およびそれらの存在比は添加した

硫酸アルミニウム濃度，系のρH，酸化還元電位等によって異なり，フロックの成長はこれ．ら水酸化

重合物の種類による結合力の相違および重合物の存在比によって異ってくるものと思われる。また，

原水申に：存在する溶存イオン類はアルミニウムと反応して種々の形の水酸化アルミニウム重合物を形

成するため，蒸留水を用いた場合と地下水を用いた場合のフロック形成におよぼすρHの影響に相違

が生じたものと考えられる。

　図一9，！0，11，12，13は各々の硫酸アルミニウム注入率について撹拝継続時聞に伴う粒子総数の

減少を示したものである。通常のフロック形成にあっては衝突合一が進むにつれて様々の大きさの粒

子が出現し，これら粒子間の衝突の組み合わせによってフロックの粒度組成が変化するので，これら

粒径別に粒子群の消長を正確に求めなければ，正しいフロック形成速度を得ることはできない。しか

し，本実験における写真撮影装置ではこれら粒子の消長を正確に知るだけの精度を得ることができな

なかった。そこで，式一ユ，2で示されるようにフロック澗数の減少が欄数についての2次反応であ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一41一
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ることに着目して，フロック総数の減少を次のような簡単な2次式で置きかえて，フロック形成速度

が凝集条件によってどのように異な含ているかについて概略の検討を加えた。

　　　　蕃一κガ・……・……・………・………・・一………………一…………・…・……一（・）

ここで，η；単位体積中のフロック総数〔シ徳〕

　　　　κ；フロック形成速度係数江伽ウ』60〕

式一3を初期条件’＝’。で，η＝η。を用い，積分して式一4をうる。

　　　　■＿⊥＿κ’…．．…………・一……………・…………………一…一一・………（4）
　　　　　η　　　720

　　　　　％Q；初期条件における単位体積中の粒子個数〔塩〕

　上式によって図一9～13を1加と’の関係に描き直したものが図一14～18である。撹1婬時間30～40

分程度まではかなり良好な直線関係を示し、通常型のフロック形式が簡単な2次式で近似できる。図

より各硫酸アルミニウム注入率におけるフロック形成速度係数を求めると、注入率10砂彿でκ＝／×10ユ

50妙呪でばん＝2×10　7（燃θo）とな｝）、注入率：／0砂窺の場合に比べて50ρ勿zの場合のフロック形成

速度係数は約2倍となっている。

　このことは次のように考えられる。もし急速掩搾終了時における微小フロック群の体積濃度篤爾が

一定であればフロック形成速度係数は変化しない。しかしながらフロックは衝突合一して成長する際

に閤隙水として周囲の水をとりこみ、密度を減ずるとともにフロック群の体積濃度は増大する。した

がって…定の原水濁度条件下においてもフロック群の体積濃度はフロックの大きさによって異なって

くる。本実験において硫酸アルミニウム注入率によってフロック形成速度係数が変化したのは急速撹

拝の段階における微小フロックの大きさが水酸化アルミユウム璽合物の：量によって支配され、その結

果微小フロック群の体：積濃度が異なったためと考えられる。1例として顕微鏡測定によって求めた、

系のpH　7．7，硫酸アルミニウム注入率30および50妙規の場合の急速掩絆直後の微小フロックの組成を

示すと五一2のようである。注入率30ρ卿の場合には10μ前後の微・1・フロ・ソクが最も多く、50ヵ卿の

場合には20μ前後の微小フロックも相当数存在し、平均粒径はそれぞれ13．0、！5．5μで、注入率50ρ仰

の微小フロック径は30ρ勿zの場合のL2倍程度大きくなっており、硫酸アルミニウム注入率によって

微小フロック群の体積濃度が変化していることを示している。

　図一19は沈降分折によって求めた時間累積百分率曲線から、全濁質量の50％および90％が水深55・η・

を沈澱するに要した時間緬％，ム脇を縦軸に、系のpHを横軸にとり、硫酸アルミニウム注入率をパラ

メーターとして示したものである。硫酸アルミニウム注入率を増大していくと、’脇、’脇は小さくな

り、50砂ηzでこれらの値は最小となり、過剰注入率80ρ卿zでは再び大きくなっている。同様にpH　7．0

からpH　7．7に近づくにつれて粒子群の沈降性は良くなり、さらにpHが高くなると沈降姓は悪くなる。

これらは写真解析の場合と全く溝様の結果を示すものである。

4　要　　約

以上の実験結果を要約すると次のようである。

結合剤として働く水酸化アルミニウム重合物は勢断破壊に対するフロックの抵抗力を増大させ，一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一42一
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定の撹拝条件下において成長しうるフロック径を大きくする。しかしながら，フロック形成のための

水酸化アルミニウム重合物の量が過剰に存在する場合にはその結果は悪くなる。水酸化アルミニウム

重合物はフロック形成撹拝の段階のみならず，急速掩拝の段階においても界面電気的反応を終了し，

粒子問の衝突合一が可能になったならば、結合剤として働く。したがって急速提拝の段階において形

成される微フロックは強い撹拝強度下の勇断破壊力と平衡した状態の最大粒径にまで成長しているも

のと考えられ，次段階のフロック形成はこの微フロックの大きさによって支配される。したがって，

凝集剤の量，原水水質，系の舞1といった凝集の化学的因子は最終的にはフロックの強度といった形

に集約されてフロック形成の速度：，成長度を支配することとなる。　　　　．

粒　　　　　径　　　　　農：　　　　数　　　　　分　　　　　布　　　（％）注入率
iPP7η）

pH

0，05　π峨 0，100溺鳴 0，150仰醒 0．200餌’鷹 0．250加鷹

10 7．4 37．7 46．5 ユ4．0 0．8 O．8

7．7 28．9 43．0 17．5 8．8 L8
7．2 3ユ．9 婆2．5 ！7．7 7．1 0．9

20
7．7 27．7 39．6 22．8 6．9 2．9

7．0 23．5 40．2 22．5 7．8 5．9

7．3 2L2 49・5118．2 6．6 4．430
7．6 19．！ 4　2　．　6　　　　　　　　1　7　．0 14．9 6．4

8．1 27．5 35．31　23．5 ！i．7 2．0

7．0 7．2 23．5 33．7 25．5 10．0

7．4 0 2ユ．ユ 4婆．7 25．Q
9．2｝一

50
7．7 0 15．2 35．9 37．O 12．0

8．2 2．1 21．1 35．8 27．4 13．7

7．1 22．6 33．0 21．7 10．1 7．6

80 7．5 16．3 36．0 27．9 亙L6 8．1il　　8．1

ユ5．5 34．0 3ユ．i 20．7 8．7

表一1　最大成長時のフ隠ックの粒度分布

粒　　　　度　　　　分　　　　布　　く％） 平均粒径

@（μ）

注　入　量

iPPη乙）

10μ　　　　　20μ 30μ 40μ

30 73．5　　　　22．7 2．4 ユ．4 13．Q

50 　　　1
T4．6　　　　38．3 4．7 2．4 ユ5．5

表一2　微フ矯ックの粒度分布

一43一
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