
本講座では、複雑怪奇なスラリーの挙動を正し
く理解し適切に対応するためには、スラリーのど
のような特性を評価すべきか、我々が開発した評
価装置の紹介も含めて解説してきた。

今回は最終回であるので少し話題を変えて、新た
な評価法から生まれた新たな沪過技術を紹介したい。

8．ケークレス高濃縮沪過技術
ある学会で、デッドエンド沪過の研究発表を聞

いているときに、ふと図－12.1のグラフが頭に浮
かび、凝集剤の代わりに分散剤を添加する沪過装
置を思いついた。

図－12.1 ２０vol％アルミナスラリーの沈降挙動
（粒子径０．４８µm、初期高さ９０mm）

なぜ図－12.1 が沪過に結びつくのか。図－12.1（a）
は本講座の８、９回目（Vol．５，No．５、６）で紹介し
た沈降静水圧で、図－12.1（b）は沈降曲線である。

pH４．２に調製したスラリーの６０h 後の沈降静水
圧の低下は１０％以下なので、９０％以上の粒子がま
だ浮遊状態にあることがわかる。それなのに沈降
界面は３５mm も低下している。

初期の濃度は２０vol％で高さは９０mm なので、
６０h 後にスラリーは３３vol％（６６mass%）まで浮
遊状態を保ったまま濃縮されたことになる。

とすると、沪過面を鉛
直にしてやれば、沪材表
面で濃縮されたスラリー
は自重で沪過器底部から
流出するはずである。

そこで、写真－12.1に示
す沪過器を作って、図－12.1
と同じ０．４８µm のアルミ
ナ粒子を使って実験して
みた。沪過開始数時間後
に沪過器底部のコックを
開けたところ、狙い通り
に４０vol％（７３mass%）
以上に濃縮されたスラ

リーが流下してきた１）。
そこで、沪過速度を上げるため加圧沪過とし、

濃縮スラリーの排除速度を上げるため沪材を回転
円盤として満足できる結果を得たが、沪材の小型・
軽量化ができず、この方法２）は断念した。

その後、あれこれ思考実験を重ねた結果、
図－12.2に示すような構造にたどり着いた。

思考実験のポイントは
次の３つであった。まず
最も重視したのは、沪材
表面で濃縮されたスラ
リーを速やかに掃き出す
構造であること、次は、
掃き出された濃縮スラ
リーがバルク流れに取り
込まれること、そして構
造はできるだけ簡単で可
動部がないことであった。

図－12.2 で、挿入する
心棒により流路断面積は
小さくなるために、流速
が増し濃縮スラリーの掃
き出し効果が期待され、
心棒に巻き付けた螺旋により流れは旋回流となり
混合効果が期待される。

早速、外径１２mm、内径９mm のセラミックフィ
ルターを買い求め、６mm のアクリル棒に１．５mm
のリード線を巻き付けて、１vol％のセリサイトス
ラリーを沪過してみた。
図－12.3３）にその沪過流束を、案内棒を挿入しな

いフィルターの結果と併せて示したが、螺旋案内
棒の効果はてきめんで、案内棒の挿入で沪過流束
は約３０倍も向上している。

案内棒のないフィルターを実験後観察してみる
と、フィルター内面に濃縮層の存在が認められた。
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図－12.2 螺旋案内棒付
きフィルター
チューブ

図－12.3 螺旋案内棒の効果
（１vol％セリサイトスラリー、粒子径４µm）写真－12.1 初代デカフ
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この濃縮層の形成により、沪過流束は時間ととも
に低下している。

それに対して、螺旋案内棒付きフィルターでは
沪過流束は低下せずむしろ、若干ではあるが増大
している、この増大はスラリーの温度上昇による
ものと思われる。

沪過流束の著しい増大が見られたので、次はど
こまで濃縮できるかを確認してみた。ちなみにこ
のセリサイトは、精製工程においてフィルタープ
レスにより含水率４５％のケークとして取り出され
ている。

セリサイトスラリーに許容範囲の分散剤（水ガ
ラス）を添加して沪過濃縮試験をしたところ、含
水率４３％まで流動性を失うことなく濃縮すること
ができた。

予想をはるかに超える心棒の効果が得られたの
で、この沪過技術にケークレス高濃縮沪過技術と
名付け、英語名を覚えやすく DECAFF（Dense
Cake Flow-able Filtration）デカフとした。

セリサイトは鱗片上の粒子で、難沪過性粒子と
して知られているが、そのセリサイトがスイスイ
と沪過できたので、アオコ、活性汚泥、パルプ廃
液、塗装廃液、研削液などこれまで沪過が難しい
といわれてきたスラリーに挑戦し、実験室規模で
は全て満足いく結果を得ている。
図－12.4４）にアオコの沪過流束を示したが、沪過

開始直後に沪過流束は急速に低下するものの、そ
の後は一定の沪過流束で沪過を続けられる。１．１％
までの濃縮で実験が終わっているが、それはアオ
コの原液が少なく実験を続けられなかったためで
ある。

図－12.4 アオコの沪過濃縮

図－12.4 からわかるように、デカフは目詰まり
を起こしにくい沪過技術であることがわかる。ま
だ論文として発表していないが、原液を５０倍希釈
したモデルインク廃液を原液濃度まで濃縮する実
験を、フィルターを全く洗浄することなく１０回繰
り返しても、沪過流束の低下は見られなかった５）。

我々が経験した中では、繰り返し沪過によって
沪過流束が低下するスラリーの方が多いが、デカ
フは目詰まりしにくい沪過技術であることは確か
なようである。

フィルター孔径よりも小さい粒子も充分に捕集
できていることを考え併せると、まだ解明しきっ
てはいないが、デカフはルーバー集じん機と同じ
ように慣性力によって、粒子を流体から分離して
いるようである。

デカフのもう一つの特長は、スケールアップが

容易なことである。少ない本数のフィルターで
図－12.4 に示すような、沪過流束とスラリー濃度
の関係を実測してやれば、濃縮後の濃度、処理量
と処理時間に応じて、必要な沪過面積（フィル
ター本数）を簡単に算出できる４）。

現在デカフは実験室段階の開発を終わり、企業
による実機開発の段階に入っている。デカフを現
場で広く使っていただくためには、解決すべき課
題も少なくはないが、さまざまな業界の方々から
期待を寄せられているので、皆さまの協力を得て
早く世に出したいと思っている。

我々は、東電によって放射能汚染された福島の
土を除染すべく、デカフを組み込んだ装置を開発
している。本誌が皆さまのお手元に届く頃には本
格稼働しているはずである。詳しくは、本誌の
p.１５-１９をご参照されたい。

おわりに
早いもので１２回の連載もこれで終わりである。

当初はもう少し教科書のように系統的な構成にす
るつもりであったが、非力の為せる技で、文字通
り「徒然なるままに PC に向いて、…」になって
しまった。

長期連載をお許しいただいた編集委員会の皆さ
まと、読者の皆さまに心よりお礼申し上げます。

こな椿ラボの HP をお訪ねいただければ、この
「スラリー徒然草」を含め私の全業績をダウンロー
ドできるので、お役に立てていただければ幸いで
ある。
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