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(50)　海面埋立地における焼却灰の沈降と凝集に関する研究

Settlement and flocculation characteristics of incineration residue in sea area landfill site
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ABSTRACT; This paper focuses on the characteristics of settlement and flocculation of incineration residue in sea area

landfill site. The column was filled with seawater and bottom ash which was put into the column. The seawater for

analyses was vertically and intermittently sampled, while sedimentation situation of particlesin the seawater was

observed. Bottom ash that threw in the seawater was separated into coarse-grained and fme-grained waste; and they

formed two layers. Bottom layer was coarse-grained layer, and upper layer was mud layer. Fine-particle waste

contains twice as many components of organic as coarse-grained waste. Furthermore, coefficientof permeability of

mud layer was order of 10-6cm/s. It is possible that mud layer prevented diffusion of the pollution component from

coarse-grained layer to the seawater. The pollution component in landfill will be decreased, if there are flocs in the

settlement. This means that by the promotion of flocculation and its active clearing, and thatthe stabilization of a sea area

landfill site is promoted.
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1　 はじめに

海面埋立地の規模は大きく,陸 上埋立地よりも埋立容量が膨大である.こ のため,海 面埋立処分場の施設

数は,最 終処分場全施設の2%程 度1)と 少ないが,我 が国から排出される一般廃棄物の約2割 を受け入れて

いる2).ま た,新 規の最終処分場を内陸部に確保することが困難になっている現在,海 面埋立処分場の必要

性は,今 後益々高くなることが予想される.し かし,海 面埋立処分された廃棄物は海水中に没するために,

汚濁成分の洗い出しが遅く,さ らに嫌気雰囲気であるため有機成分の分解も遅れる傾向にある.ま た,海 面

埋立地の残留海水の水質調査によると,埋 立てが進み残留海水の容量が減少することで,残 留海水の汚濁成

分濃度は増加することが知られている3),4).こ のようなことから,保 有水の集排水処理のために残される

内水ポンドの水質が廃止基準に適合するためには長期を要すると言われてお り,埋 立地の安定化を促進する

埋立前処理方法や埋立工法の開発が急務 となっている.

著者らは,海 面埋立地の安定化促進工法を開発するために,海 水中における焼却灰の沈降実験を行い,(1)

海水中に焼却灰を投入することによりフロックが生成されることや,(2)海面埋立地に投入された焼却灰は,

沈降における分級により,いち早く砂礫が沈降堆積し,そ の上に浮泥(微 細粒子やフロック)が堆積する(以

後,各 々を砂礫層,浮 泥層と称す.)と の結果を得ている5).ま た,焼 却灰は,金 属 ガラス,陶 磁器,溶

融物などの不燃物 と灰分等の微細な粒子(微 細粒子)か ら構成 されており6),焼 却灰粒子は不燃物の周 りに
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微細粒子が取 り巻いている構造となっていることが知られている7).こ のため,焼 却灰が沈降するに伴い,

焼却灰粒子の表面にある微細粒子は剥れ,粒 子の形状は変化していくと考えられる.生 成された浮泥は,粒

子が細かいために地盤支持力に乏しく,跡 地利用において不陸の原因になることや,難 透水層を形成 し,保

有水の浄化を妨げるなど,物 理化学的安定に影響を与えると考えられる.こ れらのことから,焼 却灰の沈降

に伴 う浮泥の生成量など焼却灰の沈降特性や凝集性を知ることは,海 面埋立地の安定化の調査に必要と言え

る.

本研究では,早 期安定化工法の開発に必要な知見の習得を目的としており,ま ず室内において,焼 却灰と

海水を用いた投入実験を行うことで,焼 却灰粒子の沈降状況やフロックの生成量,汚 濁成分の挙動を把握し

た.ま た,海 面埋立処分場を模擬 した大型ポンドを海面埋立地に造成 し,焼 却灰を投入した後の堆積成層状

況や焼却灰からの汚濁成分の溶出特性について検討した.さらに,ジャーテスターを用いた撹拌実験を行い,

焼却灰の凝集性にpHが 与える影響についても検討した.

2　 実験試料と方法

室内実験では,都 市ごみ清掃工場より排出された飛灰を含ま

ない焼却灰(焼 却灰A)の うち,30mmふ るいを通過 したものを

試料とした.実 験用水には,蒸 留水のほかに,福 岡県津屋崎海

岸の沖合い約400m,水 深約4mの 地点から採水,砂 ろ過 した天

然海水を,さ らに1μmの メンブレンフィルタ(MF)で ろ過 し

たものを用いた.ま た,2回 行った海面埋立地での現地実験で

は,N市 清掃工場より排出された焼却灰(焼 却灰B)を 試料とし

た.実 験に用いた海水には,安 定型区画内の内水を利用した.

海水の水質,焼 却灰の溶出試験(環 境庁告示第13号 法試験:

JLT13)結 果を表1に 示す.焼 却灰(A,B)の 粒度分布を図1に

示す.

2.1　 室内における沈降実験

焼却灰粒子単体の沈降特性を調べるために,蒸 留水を満たし

た透明塩化ビニール管(内 径4cm,2mm)に9.5mmふ るいを通過

し,0.25mmに 残留する焼却灰を沈降させ,沈降速度を測定した.

顕微鏡投影により得られた焼却灰粒子像の二軸平均径を平均粒

径とした.ま た,沈 降に伴う焼却灰粒子単体からの微細粒子の

剥離重量を調べるために,海 水を満たした高さの異なる透明塩

化ビニール管(内 径4cm,高 さ1m,2m,4m)に 焼却灰粒子(200

個程度)を 一粒ずつ沈降させ,沈 降状況を観察 した.こ こでは,

4.75mmふ るいを通過し,2mmふ るいに残留する焼却灰を用いた.

投入終了後,海 水および堆積試料をひらき目2mmお よび75μm

のふるいと孔径1μmのMFを 用いて4区 分に分級し,これ らの

乾燥重量を測定した.

次に,焼 却灰粒子群の沈降特性を明らかにするために,ア ク

リル製カラム(内 径30cm,高 さ1m,2m,3m)を 用いた沈降実験

を行った.天 然海水を満たしたカラムに湿潤焼却灰(焼 却灰A)

を14.1kg投 入し,焼却灰粒子群の沈降状況,フ ロックの生成・

表1　 天然海水と焼却灰の化学特性

図1　 使用焼却灰の粒度分布

図2　 焼却灰の堆積状況
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成長状況を観察した.投 入から24時 間経過後に堆積 した浮泥および砂礫(図2)を 採取すると同時に,海 水

および堆積層間隙水を採水した.採 水後直ちにろ過 し,ろ 液のpH,EC(電 気伝導度),全 有機炭素:TOC,

全窒素:T-Nを 測定した.

さらに,焼 却灰粒子群を連続的に投入することによる,フ ロックの生成状況や汚濁成分の挙動も調べた.

この実験では,天然海水を満たしたカラム(内径30cm,高 さ2m)内 に1日 置きに湿潤焼却灰(焼 却灰A)14.1kg

を投入する手順を5回 繰返した.毎 回の投入毎に粒子の沈降過程,フ ロックの生成 ・成長状況を観察し,堆

積層厚を測定した.ま た,カ ラム側壁に設けた採水口より,鉛 直方向に上部海水をシリンジで経時的に採水

した.採 水後直ちに水温,pH,ECを 測定し,孔径1μmのMFで ろ過してSS濃 度を測定した.さ らに,ろ 液

中 のTOC成 分,T-N成 分 の濃度 を測 定 した.

2.2　 大型ポン ドを用いた現地投入実験

現地実験として,海 面埋立処分場を模擬した大型ポンドを用いて,海

水中への投入実験も行った.こ の実験では,海 面埋立処分場内の陸化部

に造成した大型ポンド(図3参 照)を 用い,水 深2mの 海水(100m3)へ

投入 した焼却灰(焼 却灰B)の 堆積状況や汚濁成分の挙動を調査した.

実験は2回(Case1,Case2と する。)行 った.Case1で は,大 型ポン ド

の中央にて水面上1mの 位置から,Case2で は同地点で水面上3mの 位置

から焼却灰を投入した.各 実験では,1日1回 の頻度で3日 連続して焼

却灰を投入した.大 型ポンドへの焼却灰の投入は,セ メン ト用投入ホッ

パーを用いて行った.1回 の投入量は2tと し,全 投入量は6tで ある。

焼却灰を投入して24時 間後と第3回 投入から3日 後,および1週 間おき

に4週 目まで水質の現場測定と採水を行った。水質測定や採水位置は,

水表面(水 深0m),水 深1mと した.採 水した海水は,孔 径1μmのMF 図3　 大型ポンド
に よ りろ過 し,SS濃 度,TOC濃 度,T-N濃 度

を測 定 した.実 験終 了後 には,堆 積 焼却灰 を

採 取 し,溶 出試 験 を行 うとともに,間 隙水 の

水質 分析 も行 っ た.

2.3　 凝集実験

粘土粒子や腐植物質などのコロイ ド粒子の

凝集現象は,pHの 影響を受けることが知られ

ている8).そ こで,海 水のpHが 焼却灰の凝

集性に与える影響を調べるために,海 水と焼

図4　 沈降に伴う焼却灰粒子の形状変化

却 灰(焼 却灰A)の 撹拌 実験 をpH調 整 しなが ら行 った.溶 媒 には,

天 然海 水1Lと 焼却灰500gを 混 合 し,1時 間振 と うさせ た後 に孔

径1μmのMFで ろ過 したろ液(以 後,調 整 海水 と称 す.)を 用 い

た.調 整海 水 のpHは11.8で あっ た.調 整海 水500mLを 入 れ た1L

ビー カー に焼却 灰 を100g投 入 し,ジ ャー テス タ を用 いて撹 拝 した。

急速 撹拝(150r.p.m)を20分 間行 った後,緩 速 撹拌(20r.p.m)を

開始 した.撹拌 中は,2mol/Lの 塩 酸 を添加 しpHを 一 定 とした.緩

速 撹拌 開始,0,10,30,60分 後 に ビー カー底 面か ら4.5cmの 高 さ

よ り内径2.0mmの ゴムチ ュー ブ を用いて 懸濁液 を25mL採 水 した.EC 図5　 焼却灰粒子の沈降速度
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を測 定 した後,孔 径1μmのMFに よ りろ過 し,SS濃 度 を測 定 した.

加 えて,pH8,10で は ろ液のTOC濃 度 を測定 した.pH8,10そ れ ぞれ の

添加 量 は13.6mL,12.0mLで あ った.

3　 結果と考察

3.1　 焼却灰粒子単体の沈降特性

焼却灰粒子単体の沈降状況を観察すると,沈 降に伴 う微細粒子の剥

離は,ほ とんどが投入直後に起きていた.ま た,焼 却灰粒子は球形で

なく,表 面も起伏に富んでいるため,回 転したり,左 右に揺れながら

沈降していた.図4に,SEMに より撮影した海水投入前後の焼却灰粒

子を示す.投 入前写真内の破線は,投 入によりみかけが変化 した位置

である.海 水中に投入することにより,粒 子の表面から,微 細な粒子

が部分的に剥離するものの,全 体的な形状は変化 しないこと

が伺える.

図5に 焼却灰粒子単体の沈降速度(○)を 示す.ま た,図

中には,実験式であるAllen式 とNewton式 をもとに算出した

球形粒子の沈降速度(実 線)も 併記する.な お,球 形粒子の

密度は焼却灰 と同様に2.55g/cm3と した.焼 却灰の平均沈降

速度は,Allen式 やNewton式 で求めた沈降速度と異なり1/2

以下と小さかった.こ の要因としては,焼 却灰粒子の形状は
一様ではなく,左 右に揺れたり,螺 旋状に回転 しながら沈降

するためと考えられる.

図6に,投 入完了後の粒子の乾燥重量比について水深1m

の結果を示す.投 入 した焼却灰の96%は2mm以 上であり,微

細粒子(75μm通 過分)の発生量は1.5%程度であった.なお,

水深2m,4mに おける粒子の乾燥重量比は,水 深1mと ほぼ同

じ割合であった.つ まり,焼 却灰粒子単体からの微細粒子の

剥離量は沈降距離に影響を受けないと言える.さ らに,粒 子

単体からの微細粒子の剥離は,投入直後の水深1m以 内に起き

ていたものと推察される.

3.2　 焼却灰粒子群の沈降特性と汚濁成分の溶出

海水へ投入された焼却灰は,島 岡ら9)が示すように,シ ル

ト・粘土と同様に単粒子沈降,凝 集沈降,界 面沈降,自 重圧

密を示 した.焼 却灰投入後の界面位置の経時変化を図7に 示

す.焼 却灰を投入して約20分 を経過すると,水 深約50cmの

位置に界面が現れ,約1時 間で120cm沈 降した.そ の後,沈

図6　 沈降に伴う焼却灰粒子

の分離特性(水 深1m)

図7　 界面沈降状況

表2　 浮泥の生成量

表3　 TOC成 分の溶出特性

降速度は減速し,90分 後から24時 間経過までに4cm沈 降した.前者が界面沈降で,後 者が自重圧密である.

また,発 生した焼却灰微細粒子の凝集体であるフロックの沈降状況をデジタルビデオで撮影すると同時に,

同水深のフロックを採取し,光 学顕微鏡によりフロック径を測定した.フ ロックの2軸 平均径は100～400μ

mで あり,沈 降の平均速度は約0.11cm/sで あった.有 冨ら10)は,海 底土,ダ ム底質土と東京湾海水を用い

た凝集実験を行い,こ れら細粒土により生成されるフロックの径は30μm程 度であるとしている.こ のこと
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から,焼 却灰粒子は,底 質土等より凝集性が高いと言える.XRD

による機器分析の結果,焼 却灰粒子には,無 機凝集剤として用い

られる石灰(CaO)等 が含有していることを確認 しており,これら

の影響で凝集性が高いと考えられる.な お,焼 却灰粒子の密度が

2.55g/cm3,天 然海水の密度が1.025g/cm3で あることから,フ ロ

ックの算出密度は,式1に 示すス トークスの沈降式より1.03g/cm3

となった.

V=1.82[(ρ'-ρ)/ρ ・gd]1/2… 式1

V:終末沈降速度(cm/s),ρ':粒 子比重(-),ρ:溶 媒比重(-)

g:重力加速度(cm/s2),d:粒 子直径(cm)

沈降に伴い生成した浮泥量を表2に 示す.浮 泥の質量は,水 深

が1～3mへ と深 くなるに従い,投 入焼却灰質量に対して6～8.4%

と増加 した.粒 子単体の沈降実験では,浮 泥の生成量は沈降距離

の影響を受けなかったものの,粒 子群で沈降させた場合には,そ

の生成量は沈降距離に影響を受けていた.海 水へ投入された焼却

灰粒子群は,干 渉沈降してお り,焼 却灰粒子がお互いに衝突する

ことで,粒 子表面が削られ,浮 泥の生成量が増えたものと考えら

れる.

表3に 焼却灰投入から24時間経過後のTOC濃 度を水深別に示す.

水深が深くなることで,残 留海水へのTOC成 分の溶出量は多くな

った.し かし,砂 礫層内間隙水へのTOC成 分溶出量は,水 深が深

くなるに伴い少なくなった.沈 降に伴 う,焼 却灰粒子から残留海

水へのTOC成 分の洗い出しは,沈降距離の増加に伴い促進される.

逆に,残 留海水への洗い出しが促進されることで,砂 礫層内間隙

水への溶出量は少なくなると考えられる.

3.3　 焼却灰粒子群の繰返し投入による浮泥の発生と水質変化

焼却灰粒子群を繰 り返して投入することにより,投 入の度に一

度堆積していた浮泥の一部が巻き上げられ,新 たに堆積する砂礫

層の上に浮泥層を形成する様子が観察された.投 入毎に堆積層の

最上段に形成される浮泥層の厚 さを図8に 示す.図 中には,投 入

による浮泥の巻上げが起きないように操作(焼 却灰投入後,微 細

粒子がほぼ沈降す る22時 間経過後に上部に堆積する浮泥のみを

除去)し た場合に,堆 積層の最上段に形成される浮泥層の厚さも

示す.前 者をCaseA,後 者をCaseBと する.CaseAで は,投 入

図8　 各投入後の浮泥層厚さ

図9　 焼却灰投入に伴う
残留海水の水質変化

3回 目まで浮 泥厚 さが大 き くな り,そ の後 は減少 す る傾 向 にあ った.一 方,投 入 毎に浮 泥 を除去 したCaseB

では,投 入3回 目ま で浮泥厚 さが10cm程 度 で あ り,そ の後 は小 さくなる傾 向 を示 した.CaseAに お いて浮

泥 の厚 さが増大 したのは,焼 却灰 の投 入 に ともない,投 入前 に堆積 してい た浮泥分 が巻 上 げ られ たた めで あ

る.焼 却灰 投入 に よる浮泥 層 の巻 き上 げ率(CaseAとCaseBの 浮泥 層厚 さの差 をCaseAの 投入 前浮 泥層厚

さで除 した値)は,30～50%で あっ た.

図9に 投 入1時 間経過後 に水 深75cmか ら採 取 した海 水 の水質(pH,SS,TOC)を 示す.TOCの グ ラフに は,
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投入 毎 の濃度 変化 を最小 自乗 法 に よ り線 形近似 した結果

(図中の破 線)も 併 記す る.投 入 前 にpH8.1の 弱 アル カ

リを示 してい た海水 は,焼 却灰 の投 入 に伴 いpHが 高 くな

り,3回 目投入 後(L/S=3)に はpH12と なった.3回

目投 入以 降 におい て,pHの 変化 はほ とん どな く12.5で

あ った.SS濃 度 は,1回 目か ら3回 目にか けて低 くな り,

そ の後 は増加す る傾 向 に あった.特 に,3回 目投入 後 の

SS濃 度 が最 も低 い こ とか ら,pH9～12の 間 に最適 な凝 集

条件 が 存在す る と考 え られ,過 去 の知見9)と 一 致 した.

天然 海水 中のTOC濃 度 は3.9mg/Lで あった もの の,焼 却

灰投 入 に ともな い増 加 し,5回 目投入 後 に は55.8mg/L

となっ た.TOC濃 度 の増 加傾 向 は,ほ ぼ一様 で あ り,焼

却灰 の投 入 に ともな うTOC濃 度増 加 量 は10.5mg/L/回 で

あ った.っ ま り,焼 却 灰 か らのTOC成 分 の溶 出 量 は

0.11mg/kg/回 となる.JLT13に よるTOC成 分 の溶 出量 は

0.20mg/kgで あ った こ とか ら,そ の約 半分 が2mの 沈降 過

程 で溶 け出 した と考 え られ る.

3.4　 現地 投 入実 験 に よ る堆積 状 況 把握 と水 質 変 化

焼 却灰 の投 入 に伴 う海 水水 質(pH,SS,TOC)の 経 日変

化 を図10に 示す.第1回 投 入 日を0日 と した.ま た,

廃棄 物投 入前 の海 水 の水質(初 期値)を 点線 によっ て示

した.

海 水 のpHは,Case1,Case2と も焼却灰 の投 入 に伴

い 増加 す る傾 向 を示 した が,第3回 投入 後(3日 目)に

は時 間の経過 とともに減少 した.pHの 低 下は,焼 却灰 か

ら海水 へ溶 出 したアル カ リ成 分(水 酸 化物 イオ ン)のSS

成 分 へ の 吸着 や 水 酸 化 物 の生 成 に よる と推 測 され る.

Case1のSS濃 度 は,第1回 投入 後 か ら20mg/L程 度 と投

入 前 の海 水のSS濃 度112mg/Lよ り低 い値 を示 した.そ の

後 は,焼 却灰 の投入 毎 に低 くな り,第3回 投入4週 間後

(31日 目)に は8mg/Lと なった.Case2で は,焼 却 灰 の

投入 に よ りSS濃 度 が高 くな った が,第3回 投入 後3日(6

日目)を 経過す る と濃度 が初期 値 まで低 下 し,投 入4週

間後 には8mg/Lと 初 期値 よ りも低 い濃度 とな った.焼 却

灰投 入 か ら3日 ほ ど経過 す る と,海 水 は澄 み,投 入前 よ

りも透 明度 が高 くな る様 子が観 察 され た.Case1,Case2

におい てSS濃 度 が 大 きな減 少傾 向 を示す 時期 は,第3

Case1 Case2

図10　 海水水質の経日変化

図11　 試料の採取位

Case1 Case2

図12　 堆積試料のTOC成 分溶出特性

回投入 後(3日 目)ま で で あった.こ の時期 はpHが9～10を 示 し,こ のpH領 域 において 凝集性 が 高 くな る

こ と考 え られ る.海 水 のTOC濃 度 は,Case1が2～3mg/Lで あ るの に対 し,焼 却灰 の投 入 高 さがCase1よ

り高 いCase2で は概 ね3～4mg/Lと なっ た.投 入 高 さを1mか ら3mへ と高 くす る こ とに よ り焼却灰 が海 面へ の

着水す る際の速 度が 大 き くな り,焼 却 灰 と海 水 との混 合 が激 しくな るた め,TOC成 分 の溶 出が促 進 された も
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のと考えられる.

大型ポンド内の海水を排水すると,そ の中央部には砂礫が山形

に堆積していた.そ の山形の表面および裾の部分には浮泥が堆積

していた.そ こで,Case1とCase2に ついて図11に 示す位置

から堆積 した焼却灰を採取し,強 熱減量や透水試験などの物理試

験を行 うと同時に,溶 出試験や間隙水の水質分析を行った.

土の強熱減量試験(JIS A 1226)に 従い,砂 礫と浮泥の強熱減

量を調べた結果,砂 礫は10%程 度であったのに対 し,浮泥は20%

と約2倍 となった.浮 泥は,砂 礫よりも多くの有機分を含有して

いると言える.ま た,透 水試験の結果,砂 礫は1×10-3cm/sの オ

ーダーであったのに対し,浮 泥は1×10-5cm/s(拘 束圧2kN/m2)

のオーダーと100倍 もの差があった.こ れより,浮 泥層は汚濁成

分の溶出に影響を与えることが示唆された.

溶出試験および間隙水の水質分析結果を図12に 示す.浮 泥か

らのTOC成 分の溶出濃度は砂礫に比べて,同 程度がそれ以上であ

った.こ のことから,時 間の経過とともに浮泥からの溶出が多く

なると考えられた.砂 礫の間隙水のTOC濃 度は,底 部が大きな値

となっており,汚 濁成分の拡散等による移動が小さいためと考え

られる.ま た,試 料1の 間隙水のTOC濃 度は,試 料3の それに比

べ低い濃度であった.こ の現象は,砂 礫の溶出濃度が低い上に,

砂礫により形成される廃棄物層は透水性が大きく,間 隙水へ溶出

図13　 pHとSS濃 度の関係

図14　 撹拌に伴うTOC成 分の経時変化

したTOC成 分が海水側に移動しやすかったためと考えられる.さ らに,TOC成 分の溶出濃度および間隙水濃

度は,全 体的にCase2に 比べCase1が 高い傾 向であった.焼 却灰の投入高さが高く,着 水する際の速度が

大きな条件では,焼却灰を海水へ投入することにより,TOC成 分の海水への溶出が促進されると考えられる.

3.5　 焼 却 灰微 細 粒子 の凝 集 特 性

撹拌 時 間毎 の海水 のpHとSS濃 度 との関係 を図13に 示 す.焼 却灰 の微 細粒 子 は凝 集す る ことに よ り早 く

沈 降す る.つ ま り,海 水 のSS濃 度 は,凝 集性 が高 くフ ロ ックを生成 しや すい ほ ど早 く低 下す る.緩 速撹拌 開

始0分 のSS濃 度 は約1000mg/Lで あ った.す べて のpHに おい て緩速撹拌 開始1分 経 過後 に はフ ロ ックの生成

が確 認 され た.各 時間 にお け るSS濃 度 は,pH8の ときが最 も高 くpHが 大 き くなるにつ れ低 下 し,pH10.6か

ら再び 高 くな る傾 向 であ った.pH8に おい て,SS濃 度は緩 速撹拌 開始10分 後 には200mg/Lと な り,60分 後

には113mg/Lま で低 下 した.一 方,pH10.2～10.6で は10分 後 にお いて24.0mg/Lま で低 下 してお り,60分 後

には9.0mg/Lと な った.一 般的 に粒 子表 面 には電気 二重層 が存在 し,2粒 子 間 での斥 力 と粒 子 間引力 が 同時

に働 いて い る.2粒 子間 で電気 的 に中性 かそれ に近 い状態 に な り斥力 に対 して,粒 子 間 引力が相 対的 に大 き

くな るこ とに よ り凝 集 が起 こる11).焼 却灰 で は,pH10.2～10.6の 間で2粒 子 間 が電気 的 に中性 とな った と

考 え られ る.な お溶 媒 のECは,pHの 値 に関係 な く約48mS/cmで あ り,溶 媒 中の電解 質 の量 に変化 は なか っ

た.

海 水 のpH8,10に お け るTOC濃 度 の経 時変化 を図14に 示す.撹拌 前 の海水 のTOC濃 度 は98mg/Lで あった.

急 速撹拌 す るこ とによ りpH8,10と もにTOC濃 度 は164mg/L,170mg/Lと な った.急 速撹拌 で のTOCの 溶 出は

pH8に おい て33mg,pH10が36mgで あ り,pH10で は焼 却灰 か らの溶 出量が 大 きかっ た.pH8,10に お け る緩

速撹拌5分 で のTOC濃 度 は150mg/L,152mg/Lで あ り,緩 速 撹拌5分 間でpH8,10そ れぞれ7mg,9mg減 少 し

てい た.緩 速 撹拌0,5分 のSS濃 度 よ り沈 降 したSS成 分1mg当 た りのTOC吸 着 量 を計 算す る と,pH8,10そ
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れぞれ0.012mg,0.026mgと なった.緩 速撹拌5分 以後に関しては,TOC濃 度は微増 していた.フ ロックは生

成時において汚濁成分を取り込み,フ ロックの生成の大部分は緩速撹拌開始後5分 以内に完了したと考えら

れる.

4　 まとめ

我々は,海 面埋立地の安定化促進工法を目的としている.本 研究では,こ れら工法開発に有用な知見を

得るため,焼却灰の投入実験を行い,海面埋立処分された焼却灰の沈降特性および凝集性について検討 した.

得 られた結果を以下に示す.

(1)焼却灰粒子の沈降速度は,AllenやNewton式 で求めた沈降速度の1/2以 下であった.

(2)沈 降に伴 う焼却灰粒子単体からの微細粒子の剥離は,ほ とんどが投入直後に起き,沈 降距離の影響を受

けなかった.し かし,粒 子群で海水中に投入 した場合は,粒 子が互いに衝突するため,沈 降距離が長くな

るに伴い微細粒子(浮 泥)の 生成量は増加 した.

(3)焼 却灰粒子により生成されたフロックの径は100～300μm程 度であり,海 底土やダム底質土により生成

されたフロック(50μm程 度)よ りも大きく,凝 集性が高いことが分かった.

(4)本実験条件では,海 水中に焼却灰を投入することにより,生成 される浮泥層は,新 たに焼却灰を投入する

ことにより30～50%が 巻き上がった.

(5)海 水中において焼却灰の沈降による汚濁成分の洗出し効果は,沈 降距離に影響を受ける可能性があり,

これが堆積層内間隙水の汚濁成分濃度に影響を及ぼすと考えられる.

(6)焼却灰の投入高さを高くすることにより,着水の速度が大きくなるため,TOC成 分の海水への溶出が促進

される可能性が示唆された.

(7)浮泥の強熱減量は20%と 砂礫(10%程 度)に 比べ高く,有 機物を多く含んでいた.さ らに,浮 泥の透水

係数は1×10-5cm/sの オーダーと砂礫の1/100倍 であった.

(8)焼 却灰の凝集性はpHの 影響を受け,pH10.2～10.6程 度で粒径の大きいフロックが生成され,凝 集性が

最も高くなることが分かった.

(9)フ ロックは生成時に汚濁成分を取り込んだ.フ ロックの著しい生成,成 長は緩速撹拌開始後5分 以内に

終了していた.

以上のことより,焼 却灰を海面埋立処分することで発生する浮泥は有機分を多く含み,浮 泥層の透水性は

砂礫層よりも低いことが分かった.つ まり,浮 泥層は砂礫層から溶出する汚濁成分の溶出に影響を与え,ひ

いては処分場の安定化にも影響を与えると考えられる.こ れらのことから,海 面埋立地の安定化を促進する

ためには,廃 棄物埋立地盤より浮泥層を除去するか,埋 立前に浮泥を取り除くことが有効であると考えられ

る.
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