
 

Instructions for use

Title 鉄-シリカ無機高分子凝集剤の特性に関する研究

Author(s) 加藤, 俊雄; 内山, 恵; 新井, 健太郎; 亀井, 翼; 眞柄, 泰基

Citation 衛生工学シンポジウム論文集, 8, 217-220

Issue Date 2000-11-01

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/7238

Type bulletin (article)

Note 第8回衛生工学シンポジウム（平成12年11月16日（木）-17日（金） 北海道大学学術交流会館） . 5 水処理2 .
5-5

File Information 8-5-5_p217-220.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


民一
w

R
M
 

第8閤衛生工学シンポジウム
2000.11北海道大学学術交流会館

鉄ーシリカ無機高分子凝集剤の特性に関する研究

0加藤俊雄、内山窓(北海道大学)、新生1:健太郎(荏原製作所)、亀井翼、民栴泰基(北海道大学)

1. はじめに

浄水姑理の基幹的プロセスである凝集処理には、主

にアルミニウム系瀧集部が使用されている。しかし、

水道水中のアルミニウムとアルツハイマー病との関係

についての疫学調査が諸外国で、行われ、その因果関係

を否定できないという報告もあることから、アルミニ

ウムに代わる、新しい凝集剤の陪発に関心が高まって

いる。

そこで、本実験では新しく潤発された鉄ーシリカ無

機高分子凝集剤(以下PSIと略す)を用い、 PSIの

基礎的な特性をより具体的に把握するため、

玉)11浄水場原水を用いたジャーテストによる凝

薬剤の性能比較

漉集処理過程における荷電の測定

フロック粒径とフロック沈降速度から、フロッ

ク密度の算出

そ行った。

2. :32川浄水場原水を用いたジャーテストによる各

経集部の性能比較

藤田は 1)、純水にカオ1)ンを添加した濁度水、お

よび泥炭地の色度水をろ過し新たにカオ 1)ンを添加し

た濁色度水を渇いて、 PSIに関するジャーテストを行

っている。その結果、溺度成分徐去に対しては使れた

除去能力安発揮するが、有機成分除去に関しては硫酸

パン土と間程度もしくはやや劣る、という結論を出し

ている。

そこで、本実験では環境水を舟いてジャーテストを

行い、他の凝集部と性能を比較することにより、より

詳細な特性を得ることを目的とした。

-実験方法

1998年 8月(夏期)および 1999年 2月(冬期)、

東京都玉川浄水場実験施設内において、多摩川原水を

用いて、硫酸パン土、 PAC、;塩化第ニ鉄、 PSI-3

( r・3Jは、鉄に対するシリカのモル比を示す。以下

問様)の 4種類の凝集剤の性能についてジャーテス

トにより比較した。奥なる金属を用いた凝集剤を比較

するため、注入量は金属モル濃度で表した。ジャーテ

ストの撹枠条件としては、急速撹事I~を 120r・pm で 5

分、緩速撹持を 40rpmでお分、静讃を 30分とした。

上澄水に関しては、濁度、 p豆、水温、総鉄濃度(鉄

系離集剤のみ)を測定し、孔径 0.45μmのメンブレ

ンフィルターでろ過したろ過水に関しては、色度、紫

外部扱光度 (E260)、DOC、KMn04消費量、溶解

性アルミニウム濃度(アルミニウム系糠集剤のみ)、

THMFP (最適条件のみ)を測定した。原水に関しで

は、アルカリ度も測定した。
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-原水について

原水は、玉)11冷水場実験プラントの若水井より採水

した。夏期、冬期ともに、実験期間中の原水水質の変

動は、ほとんど見られなかった。よってそれぞれの指

標に関して、実験期間中の平均伎のみを表 2.1に示す。

夏期と冬期の大きな違いとしては、有機物に関する

指標の濃度が高くなっていることが挙げられる。冬期

は潟水期のために削)11の流震が減少し、多摩川!上流部

にある下水処理場の放流水の都合が増加する影響があ

るのではないかと考えられる。

表2.1 多摩川原水の水紫

指標 単位 夏期王手均{度 冬期平均億

濁度 鹿 7.2 7.7 
色度 度 6.6 10.5 

アルカリ度 度 51.2 54.4 
pH 7.4 7.2 
水温 。C 24.0 13.6 
総AI mg/し 0.252 0.210 
総鉄 mg/し 0.270 0.242 
溶解AI mg/L 0.018 0.008 
溶解鉄 mg/L 0.013 0.020 
E260 0.178 0.262 
DOC mg/L 3.04 3.42 

KMn04消費墨 mg/し 5.22 9.79 

THMFP μg/L 60 84 

-実験結果と考察

結果に関しては、夏期と冬期の傾向には大ぎな差が

見られなかったことから、有機物指標に関してより傾

向がはっきりと現れた冬期の結果を以下に記載する。

濁度について

凝集p狂そ 6.5一定に保ち、凝集剤注入量を変化さ

せて得られた残留濁度の結果を悶 2.1に示す。 PSI-3

は、同じ擬集剤控入量では他の瀧集剤よりも優れた除

去率を示した。また、全般的に濁質除去に関しては、

一定以上の注入量では高分子系凝集剤 (PAC、PSI)

の方が、除去率が優れていた。
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残留金属濃度について

アルミニウム系、凝集剤使用時における残留溶解性

アルミニウム濃度の結果を図 2.5に示す。凝集部注入

量の大小に関わらず、 pHに大きく依存した結果とな

り、凝集 pH6.0"'7.0では、溶解性アルミはほとんど

残留していなかった。鉄系凝集剤使用時における残留

総鉄濃度は顕 2.6のようになった。結果を見ると、凝

集部注入量が等しければ、塩化第 2鉄よりも PSI-3

の方が、残留鉄濃度が抵くなっていた。 PSIは架橋作

用が強いことから、残寵した微フロックが少なかった

のではないかと考えられる o

有機物指標について

凝集pHを6.5および 5.5一定に保ち、凝集剤投

入量を変化させて得られた残留 DOC~農産についての

結果を、それぞれ鴎 2.2および国 2.3に示す。 pH6.5

付近ではどの緩集剤でも除去療は、ほぽ同じだ、った。

pH5.5付近では凝集部往入量 O.lmmol-Fe/L以上で、

鉄系凝集剤の方がアルミニウム系凝集剤よりも残留

DOCが低かった。ただし、硫酸パンことと PACとの

閥、境化第 2・鉄と PS1-3の間では、除去率にあまり

はなかった。
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3. PS1の電気的挙動に関する実験

PSIは、主に重合ケイ酸に塩化第 2鉄を導入した

ものであるが、有機物除去に対しては、この霊合ケイ

酸が負荷電を有しているため荷電中和能力が減少し、

除去率が低下する可能性が指摘されている。

そこで本実験では、コロイド蹄定により、 PS1の荷

電に関する基礎的な挙識を誠べた。

-実験方法

まず、異なる p妊において PS1の持つ梼電量を調

べた。アルカリ度が 30度になるように NaHC03を

添加した純水を O.lMのNaOHまたは HClを用いて

pH調整し、凝集剤を一定量注入した後、コロイド滴

ヱさにより荷電を測定した。また、重合ケイ酸の影響を

調べるために、重合ケイ離ィ塩化第 2鉄についてもi司

様に試験した。

次に、泥炭地の水をろ過し、新たにカホリンを添加

した試料水(濁度 5度、色度 45度(以下「色度水J

と略す))を用いて、 PS1でジャーテストを行い、急

図2.6
pH5.5、注入量変化における残留DOC

次に最適凝集p狂を検討した結果について、残留

DOCの結果を図 2.4に示す。 PSI-3は、 pHが6.5付

近よりも高くなると、急激に残留 DOC濃度が高くな

り、凝集能力が低下していた。

庖2.3
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速撹持中の試料水についてコロイド滴定を行うことに

より、色度水の荷電中和状況と残留濁度、残留色度の

爵係を調べた。

-実験結果と考察

p狂変化に対する糠集剤および重合ケイ酸の荷電量

の変化は、館 3.1のようになった。

間より、 PSI-3の荷電は pH6.5付近で符号が逆転し

た。
j骨 PSI-30012m日。I-Fe/し

A塩化策2鉄 0引 2mmol-Fe/L4 

2¥J 1時、 2 

当lJ

国 O
:::t 

) 

4 5 
E由~ -2 
」国t= 3 

-4 

受ピー?
~立与x

pH 

図3.1 pH変化に伴う PSI-3の荷電変化
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鴎 3.2 PSI-3 i主入による荷電、濁度、飽度

また、 PSI-3の荷電量がほぼ塩化第 2鉄と重合ケイ酸

の和になっていることから、 PSI-3が重合ケイ酸の影

響により荷電中和能力が減少することが確認できた。

次に、色震水をジャーテストしたときの荷電変化、

残留濁度、色度の留を殴 3.2に示す。臨 3.1より、

PSI-3はpH7では荷電がやや負であり、 pH5で明ら

かに正である結果は、国 3.2において p狂7では荷電

中和している様子が見られず、 pH5で梼電中和して

いる結果に一致する。ただし、見かけ上荷電E河口が起

こり得ない p百7でも濁度や色度が減少しているのは、

スイープ型のフロック形成に起因すると考えられる。

4.フロック密度に関する研究

目視より得られた所見として、 PSIが形成するフロ

ックは、他の瀧集剤よりも非常に大きく、沈降性が高

いということが挙げられた。架橋作用が強いためにフ

ロック形成時間が非常に短く、 i疑集条件によっては、

緩速撹t-I~中に、成長したフロックが下に沈降するよう

な現象も見られた。

第 2章において行ったジャーテストの撹持条件は、

アルミ系凝集剤を用いて処理する場合に適当な操作条

件である。よって、各凝集部の能力を正確に把握する

ためには、異なる操作条件が必要である。そこで本実

験では、各凝集剤の適切な撹持強度および撹持時聞を

把握するための基礎実験として、主に鉄系凝集部のフ

ロック粒桂と沈降速度を測定し、それらの値からフロ

ック有効密度を算出した。

-実験方法および実験装置について

試料水は、純水にカオ1)ンを添加した人工濁度水を

使用した。アルカリ度が 30度になるよう NaHC03

を添加し、 pH調整には 0.1MのHClまたは NaOH

を用いた。撹持は、ジャーテスターを用いて行い、急

速撹持を 120rpmで5分間、緩速撹枠を 40rpmで

20分間行った。その後、生成したフロックを採取す

るため撹持を統け、ガラス管にてフロックを採取し、

図4.1のような沈降管に、静かに注入した。なお、フ

ロックは、緩速撹持後 10分間採取した。

図4.1 フロック撮影用沈降管

沈降管内に注入したフロックは、テレゼカメラによ

り撮影し、 「フロック題像センサ(目立製作所)J によ

り、間 4.2のように画像変換 (2傾化)することによ

り、各フロックの粒径および沈持速度を測定した。

左図のように一定時関
連写した図像を 1つの
像として認識し、その
長さより沈降速度を算
出する。また、速写し
たうちの一枚よりフロ
ック粒筏を算出する。

図4.2 変換された画像(模式図)

測定したほぼすべてのフロックは、レイノルズ数:

Re話 1穆度であったので、ストークスの沈降速度式

より有効密度ρc(口ρs一ρ) を算出した。
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-実験結果と考察

PSI-3を用いて試験したところ図 4.3のような結果

そ得た。丹保らは、 2) 3)、アルミニウム系の凝集斉u
に関しては、フロック有効程度 (ρJ とフロック粒

径 (d) の聞に、次式で示されるようなフロック密度

関数が成り立つことを示している。

a 
ρG田正7

ここで、七:フロックと等体積の球の穣径 (cm)

a，n 凝集フロック条件により決まる定数

g 
、、
bJl 

制

0.1 

塑0.01
~(><: 

持

0.001 

0.01 

図4.3

0.1 
フロック粒掻(cm)

PSI-3のフロック粒径と有効密度

PSI-3に関しでも、図 4.3に示すようにフロック密度

関数が成立することが確認できる。

丹保ら 2)3)は、アルミニウム系凝集剤を使用した

場合、フロック密度関数における定数 aおよび nは、

主に ALT比によって決まり、凝集pHなどの影響は

受けないとしている。しかし、閣 4.3の結果は、 pH

を変化させただけでなく、 FeT比(鉄添加量と濁度

の比)を 1: 10、1:20、1:50、1: 100として行っ

たすべての結果であり、 FeT比によっても差違はほ

とんどみられなかった。この結果は PSI醐 1、PSI-5に

隣しでも同様であり、 PSIの主成分である塩化第ニ鉄

に関しでも同様であった。

次に、異なるシリカ比の PSIの窃度関数の変化お

よびPACの密度関数との違いについて調べた。得ら

れた結果を陸 4.4に示す。

丹傑らによる笑職探
PAC(AしT1:t1 :20) 

円 ε
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図4.4“耀集部による密度関数の違い

ALT比 1:20のPACの密度関数と比較すると、陪じ

粒径では鉄系凝集剤の方が明らかに有効密度が高かっ

た。また、壊{ヒ第こ鉄、 PSI-1、PSI-3、PSI-5の全

てが、ほぽ問じ密度関数になった。

自視により、粒径の大きいフロックが重合ケイ酸に

よる強い架橋作用の影響を受け、比較的窃なフロック

奇形成していたことから、鉄系離集剤でのフロック密

度額数が FeT比によらず、また鉄:シリカ比にも依

存しない理由は、重合ケイ酸の密度と際線水を含んだ

水酸化鉄の密度が、陪程度であるからと考えられるが、

今後の検討課題としたい。

5.結論

以上の結果より、以下の結論を得た。

・濁度成分除去に関しては、 PSI-3は{告の凝集部

よりも高い効果を示した。

-有機成分除去に関して、鉄系i疑集淘jは、J:t性付

近では他の凝集剤と関等もしくはやや劣り、弱

酸性域においてはアルミニウム系離集剤よりも

やや高い効巣を示した。しかし櫨化第二鉄と

PSI-3の効果に違いはほとんど見られなかった0

• PSI-3に関しての上記の有機物に対する結論は、

コロイド稿定により、 PSI-3の荷電中和カが原

因として考えられることを明らかにした。

-鉄系凝集部に関しでもフロック密境関数が成立

し、塩化第 2鉄、 PSIに関しては、鉄:シリカ

のモル比、 FeT比、 p廷に関わらずほぼ等しい

関数となり、フロック舘度関数の定数は

aロ0.0024、n=0.993 程度になった。

-鉄系凝集剤によるフロックは、アルミニウム系

耀集剤よりも、密度は大きくなり、形成された

フロックの沈降性が優れていた。

6.今後の課題

• FeTによらず有効密度が等しくなる理由を解明

するために、 PSIのフロック密度、フロック形

成速度を測定し PSIのフロック形成理論を明ら

かにする。

• PSIは架橋作用が強いため、緩速撹持中に成長

したフロックが沈降してしまい、フロックが浮

上せず、撹耕三されないような現象が見られた。

従来のジャーテスト条件はアルミニウム系離集

剤に適したジャーテスト条件で、鉄系凝集剤に

適しているとはいえない。よって鉄系凝集剤に

適したジャーテスト条件を考える必要がある。
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