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１．はじめに  

当局では、汚泥処理の集約化を進めているが、その汚泥集約処理施設のうちの一つである東

部汚泥処理プラントから発生する返流水は、有機物、固形物、りん等の負荷を多く含み、返流

水を受け入れている砂町水再生センターの放流水質に影響を及ぼしている。 

今後、更に汚泥の集約化が進められる一方、放流水に対する排出規制は、東京湾の富栄

養化が一向に改善されないことを背景に強化されていく傾向にある。特に、窒素及びりん

については、平成 20 年 4 月より「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」（以下

環境確保条例）の暫定基準が撤廃されることにより、規制が一層強化される。  

このような状況を踏まえ、砂町水再生センターにおいては、新水処理施設（東陽Ⅲ系：A2O

法）の建設が進んでいる。この施設の稼動により、窒素については規制の遵守が見込まれてい

るが、りんについては、なお規制の遵守が困難な状況が想定される。 

そこで、今回、東部汚泥処理プラントから発生する返流水中のりん負荷を低減することを目

的として、りん固定剤（凝集剤）添加設備を設置し対策を施したので、その内容について報告

する。 

なお、本設計において特に考慮した点は、①安定的に放流規制を遵守できる設備、②維

持管理性を考慮した設備、③コストを考慮した設備を構築することである。  

 

２．りん対策の必要性  

２．１ 条例規制値の強化  

りんに対する最も厳しい規制値は平成 20 年 表-1．りん濃度規制値(単位：(ｍｇ/ℓ)) 

 4 月から適用される環境確保条例の濃度規制

値である（なお、総量規制値は砂町水再生セン

ターの場合、りん負荷量の基準値が 1,704kg/日

（H20 年度値）に対し、現状値約 750kg/日

であり十分に余裕がある。）。そのため、濃

度規制値について検討を進める。 

表 -1 に砂町水再生センターにおける放

流水のりん濃度規制値 (既設施設の場合)を

示す。また、図-1 に示すように、現在はり

んの新規制値である 3.0mg/ℓを概ね満足し

ている。しかし、今後更に汚泥集約化が進

むと水処理施設では処理しきれなくなり、

規制の遵守が困難な状況となる。 

一方、条例の規制値は瞬時規制であり、

如何なる瞬間においても規制を超過するこ

とは許されない。そのため、将来において

も放流規制を遵守できるような手法を検討
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していく必要がある。  

２．２ 返流水のりん対策の必要性について  

 東部汚泥処理プラントからの返流水を処理して

いる砂町水再生センターにおける全体流入負荷に

占める、返流水負荷の割合実績を図 -2 に示す。  

 返流水負荷は、COD 及び SS についてはそれほど

高くないものの、全りんについては全体負荷の半

分以上を占めており、水処理にとって無視できな

い割合となっている。  

なお、全りんには、非溶解性りん（固形物に含ま

れているりん）と、溶解性りん（水に溶解してい

るりん）があるが、このうち溶解性りんは、水処

理施設において処理が困難であるため問題となっ

ている。  

全りんに占める溶解性りんの割合を図 -3 に示

す。溶解性りんの割合は 3 割程度となっており、

砂町水再生センターへの返流水負荷の影響は深刻

である。  

 

３．返流水中のりん削減方法について  

３．１ 削減対象とするりんについて  

 放流水中の非溶解性りんの濃度は比較的安定しており、0.4mg/ℓ程度と小さい。よって、

放流水の全りん濃度を 2.5 mg/ℓと仮定すると、放流水に含まれるりんの 8 割以上が溶解性

りんとなる。なお、溶解性りんのほとんどは「りん酸性りん (PO4-P)」である。そのため、

今回の設計においては、りん酸性りん (PO4-P)を削減対象とし設備の構築に取組んだ。  

３．２ 返流水中のりん削減方法  

返流水のりん削減方法として、りん負荷の変動にも柔軟に対応でき、確実な効果が期待

できる汚泥へのりん固定剤添加による方法を採用した。  

りん固定剤による汚泥処理工程におけるりん削減メカニズムについて説明する。りん固

定剤添加前、添加後の状況について図 -4 に示す。 

始めに、りん固定剤を添加しな

い場合である。濃縮脱水工程に投

入される汚泥中のりんのうち、非

溶解性りんは汚泥とともに焼却さ

れ焼却灰に、溶解性りんは濃縮・

脱水分離液に溶解し、返流水に概

ね移行する。  

次にりん固定剤を添加した場合

である。濃縮脱水工程前に添加さ

れたりん固定剤により、汚泥中の

溶解性りんは、りん固定剤中の金

属イオンと反応・沈殿し、非溶解
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性りんとなる（りんの固定化）。りん固定剤を添加した場合も、非溶解性りんは焼却灰に、

溶解性りんは返流水に移行するが、りん固定効果に伴う溶解性りんの減少により、添加前

と比べて返流水へ移行するりんの量は減少する。 

このようにして、りん固定剤の添加により、返流水中のりん負荷を低減することができ

る。 

３．３ りん固定剤の選定  

代表的な金属系凝集剤であるアルミ系（ポリ塩化アルミニウム、液体塩化アルミニウム）、

鉄系（ポリ硫酸第二鉄）、石灰系（消石灰）について、りん固定剤としての適性を検討し

た。その結果、鉄系（ポリ硫酸第二鉄）、石灰系（消石灰）凝集剤は、時間の経過、PH 条

件等により、一度固定したりんを再溶出するという特徴があるため、今回の用途では使用

できないことがわかった 1)4)。 

そこで、残ったアルミ系凝集剤であるポリ塩化アルミニウム（ PAC）及び液体塩化アル

ミニウム（LAC）について比較を試みたのが表-2 である。比較表からは汚泥中のりんを固

定化するためには、液体塩化アルミニウム（LAC）の方が優れていることがわかる 3)。 

そのため、りん固定剤として、液体塩化アルミニウム（ LAC）を選定した。  

液体塩化アルミニウム（以下 LAC）の特徴を表-3 に示す。LAC は、PH が 1 以下(原液の

場合 )と非常に低いため、設備の材質等については考慮が必要である。一方、実質的な法

令規制、取扱い資格等はなく、その点では維持管理性を考慮した薬品といえる 2)。 

なお、LAC は、当局においては、今回の設備において初めて採用する薬品である。 

表-2 LAC と PAC との比較  

表-3 LAC の主な性状  

組 成 式 AlCl3 

比 重 約 1.25 

p H 1 以下 (原液の場合 ) 

金属腐食性  大 

色 調 な ど 透明ないし微黄色  

J I S 規 格 なし 

法 的 規 制 実質的な規制なし  

 LAC PAC 備考 

りん固定効果 

○    △ 

りん固定効果は LAC が PAC の

1.5 倍程度。 (実証試験データに

よる） 

汚泥凝集効果 △    ○  

薬 品 費 
○     △ 

価格は、LAC が PAC の 1/2 程

度。 

評 価 りん固定効果が高く、薬品費

が安い。凝集効果はＰＡＣほ

ど期待できないため、水処理

への添加には適 さず、汚泥

への添加に適している。 

凝集効果が高いため、りんを

含んだ汚泥を沈降分離させる

必要がある水処理への添加に

適している。 

 

総 合 判 定 ○   △  



４．りん固定剤の添加方法  

４．１ りん固定剤添加量 

LAC 添加設備は砂町水再生センターの放流水中のりん濃度を水質規制値以下とするよう

に設置するものである。したがって、東部汚泥処理プラントからの返流水に含まれる溶解

性りん（りん酸性りん )を全て除去する必要はない。そのため、溶解性りんの削減量は現

在の放流規制超過量に、今後受泥する予定の落合・中野及びみやぎの各水再生センターか

らの汚泥に含有するりん量を加えたものから、東陽Ⅲ系（ A2O 法）施設稼動に伴うりん削減

量を引いた値とした。  

また、今回設計時の最大りん削減必要量は落合・中野・みやぎ汚泥の全量受泥時におい

て約 860（kg/日）と想定し各設備容量を決定した(なお、LAC 中の Al とりん酸性りんとの

反応モル比は調査結果より 1:0.7 とし、LAC 中の Al 含有率を 5.0％とした 3)4)。)。 

４．２ りん固定剤添加対象汚泥の選定 

前項で述べたように、返流水中のりんを全て

除去する必要はない。そのため、最も効果的に

りんを削減できる添加対象汚泥を選定し固定剤

を添加することとした。  

東部汚泥処理プラントにて処理している各汚

泥から、返流水へ流出するりんの割合を図 -5 に

示す 1)4)。現状においては、約半分のりんが、

濃縮段階の三河島水再生センターからの送泥汚

泥から流出している。汚泥集約化による他セン

ターからの追加送泥は三河島経由で行われる計

画となっているため、その比率は今後さらに高

まることが予想される。 

そこで、LAC 添加対象汚泥として、りん含有量が多く、効果的にりんを固定できる三河

島汚泥を選定した。  

４．３ りん固定剤添加点の検討  

４．３．１ 汚泥処理フロー  

東部汚泥処理プラント及び砂町水再生センターの汚泥処理フローを図 -6 に示す。  

なお、図-6 は簡略化のため、りん含有量の多い三河島からの送泥汚泥及び砂町余剰汚泥

のみを抜粋している。  

三河島より送泥されてきた汚泥は、東部汚泥処理プラントの調整槽及び砂町水再生セン

ターの洗浄槽にて受泥される。そのうち調整槽にて受泥された汚泥は、そこで若干濃度調

整され、さらに、遠心濃縮にかけられた後、濃縮汚泥貯留槽に送られる。一方、洗浄槽に

て受泥された汚泥は、そこで重力濃縮され、遠心濃縮された砂町余剰汚泥と共に、こちら

も濃縮汚泥貯留槽に送られる。濃縮汚泥貯留槽の汚泥は、さらに、遠心脱水にかけられ、

最終的に焼却処理される。  
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   図-6 東部汚泥処理プラント及び砂町水再生センターの汚泥処理フロー  

４．３．２ 当初計画  

図 -7 に砂町水再生センター及

び東部汚泥処理プラントの平面図

を示す。当初計画では、すべての

三河島汚泥を対象に LAC を添加す

るという考えの下、三河島汚泥の

受泥槽である調整槽及び洗浄槽を

LAC の添加場所として検討してい

た。 

しかし、両槽は離れているため、

これら両槽を当初計画どおり LAC

の添加場所とすることは、維持管

理性、建設コスト等の点で不利で

ある。 

そこで、本設計においては、こ

のような問題点を解消するため、

東部汚泥処理プラント側のみに

LAC を添加するという考えの下、まず、調整槽を LAC の添加場所に選定して検討を進めた。  

その結果、LAC の添加場所を調整槽のみとした場合、次の影響により、削減できるりん

の量が制限され、放流規制を満足するために必要な量のりんが削減できない場合があるこ

とが判明した。 

(1)調整槽に添加しているポリ硫酸第二鉄の影響  

現在、消臭を目的として、調整槽にポリ硫酸第二鉄を添加しているが、その副次的

な作用として、りんの固定作用がある。しかし、そのりん固定の効果は一時的なもの

であり、時間の経過により、りんを放出するという特徴がある 1)4)。放出されたりん

は、返流水に流出することから、結果としてポリ硫酸第二鉄の大量の添加は、LAC に

よるりんの削減を阻害することとなる（図-8）。 
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(2)東部汚泥処理プラントでの天候による処理フローの変更の影響  

東部汚泥処理プラントでは、汚泥の安定処理を行う目的で、雤天時には、砂町水再

生センターにある洗浄槽での三河島受泥量を増やし、調整槽での受泥量を減らしてい

る。そのため、雤天時において調整槽に存在するりんの量は、晴天時の約 65%と極端

に少なくなる。これにより、調整槽への LAC 添加のみでは、りんの削減量が不足する

場合がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 調整槽に添加されるポリ硫酸第二鉄のりん固定に関する挙動 

４．３．３ 追加検討  

調整槽をりん固定剤の添加場

所とするほか、前項の問題を解

決するため、ポリ硫酸第二鉄に

よるりんの放出が概ね終了して

いる工程であり、また、雤天時

でのりんの含有量が多い砂町汚

泥を受泥している濃縮汚泥貯留

槽にも LAC を添加することを検

討した。これにより、 LAC 添加

後の放流水全りん濃度の予測値

は、すべての汚泥集約段階にお

いて目標値未満となり、安定的

な放流規制の遵守が可能である

という結果になった（図 -9）（水

質目標値は、規制値から若干の

余裕を見て、2.5mg/L とした。）。 
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５.主要設備概要 

５．１ 主要設備概要 

５．１．１ 返流水処理施設設置場所  

主要機器の設置場所は LAC 添加場所である調整槽及び濃縮汚泥貯留槽に近接している東

部汚泥処理プラント敷地内の調整槽付近とした(図-10)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

図-10 東部汚泥処理プラント平面図  

５．１．２ 主要機器概要  

今回設置する機器の概要を表-4 に示す。 

主要機器は LAC 注入ポンプ及び LAC 貯留タンクの他、希釈水槽及び希釈水ポンプである。 

貯留槽用と調整槽用で LAC 必要注入量は異なるが、今回選定した LAC 注入ポンプは吐出

量制御が可能であり、両槽への注入量が同一仕様ポンプの制御範囲内で対応可能であるた

め共通の仕様とし、1 台を予備機として双方に対応できるようにした。  

また、LAC と汚泥との混合性、りんとの反応性の向上を目的とし希釈水設備を設けた。

希釈倍率は調査を行い 20 倍を採用し、希釈水ポンプ能力を決定した。なお、希釈水倍率

を 20 倍に固定した場合、LAC 注入ポンプの吐出量制御により、希釈倍率も変動するが、今

回選定したポンプの変動範囲であればりんの除去効果は変わらないため、希釈水ポンプは

定量形とした。希釈水ポンプは LAC 必要注入量の違いを考慮し貯留槽用と調整槽用で仕様

を分け、夫々予備機を設けた。  

表-4 主要機器概要 

機器名称  形   式 数量 選定理由  

LAC 注入

ポンプ 

ダイヤフラムポンプ  

φ50×0.5～12.0L/min 

3 台 1.吐出量制御可能  

2.腐食に強い  

LAC 貯留

タンク 

FRP 製、20 ㎥  2 基 1.耐薬品性がある。  

2.実績がある。  

希釈水 

ポンプ 

横軸渦巻  

ポンプ 

φ50×0.17 ㎥/min×20m(貯留槽用) 2 台 1.信頼性が高く実績

がある。  φ50×0.24 ㎥/min×20m(調整槽用) 2 台 

希釈水槽  

 

角型ﾎﾞﾙﾄ組立式水槽  

（二槽式）6.0 ㎥ 

1 基 

 

1.信頼性が高く実績

がある。  

濃縮汚泥貯留槽  
調整槽  

返流水処理設備設置場所  



また、今回設置する主要機器の概略フローを図-11 に示す。  

 

５．１．３ LAC 接液部材質について  

 本設備は強酸性の LAC を取扱うため、LAC が接する部分に使用する材質については耐薬

品性に優れたものを選定した。以下に LAC 接液部分の主な材質について記す。  

(1)LAC 注入ポンプ (ダイヤフラム、パッキン等 )：テフロン、PVC 製 

(2)配管：塩化ビニルライニング鋼管  

(3)可とう管(可とう部分)：テフロン製  

(4)弁類：テフロン製 

５．１．４ 主要機器の制御方法について  

(1)LAC 注入ポンプは以下の自動制御方式が可能である。  

   注入量一定制御：LAC の注入量が一定になるように制御する。  

   注入量比例制御：汚泥量に比例した LAC 注入量になるように制御する。  

実際に運用していく中でより効果的な制御方法を選択することが可能である。  

(2)希釈水ポンプは先に述べたように、定量形ポンプとした。LAC 注入ポンプと連動して

運転を行う制御としている。 

 

６．おわりに  

本設計において特に考慮した点は、冒頭に述べたように  

①  安定的に放流規制を遵守できる設備  

②  維持管理性を考慮した設備  

③  コストを考慮した設備を構築する  

である。  

以上のことをふまえて設計を行ない、①については現場の運用状況を把握し、 LAC 添加

場所の選定に活かすことにより実現することができ、②及び③については、りん固定剤の

選定及びりん固定剤添加場所を東部汚泥処理プラントへ集約することにより向上を図る

ことができたと考えている。  

また、LAC(液体塩化アルミニウム)は当局において初めて使用する薬品である。  

本設備の実際の運用については、模索しながら対応していかなければならない部分も

LAC貯留タンク  

 

調整槽  

(混合槽）  

濃縮汚泥  

貯留槽  

LAC注入ポンプ×3台  

 

希釈水ポンプ×各 2台  

希釈水槽  

図-11 主要機器概略フロー図  



多々あるため、予期し得ない問題も今後生じると思われるが、効果的な返流水対策が行え

るよう引続き関係部署との連携を十分に図っていきたい。  
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