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汚泥水槽の撹拌方法に対する

数値計算による検討
Numerical Analysis for Method of Mixing Sludge Tank

����においては��の�$%&HIがmnされ�そのためのf6としてoLMでのJKがp

Iな PABIO MIX がQRされている#_Wでは��した��を PABIO MIX をもちいて� するq

rと�01パドル2をもちいて� する'(とで�それぞれ���$%&HIと� LMを[\]

^によってnめた#� LMのDEにより�PABIO MIX がパドル2とDEしてoLMでもJKが

pIであることをTUした#

In treatment of sludge, performance to prevent of subsidence is required. PABIO MIX that driving in
low power is possible is used as a means for that. In the method to agitate by using the inclination
paddle wing in case of the case to stir the generated sludge by using PABIO MIX in this report, the
sludge subsidence prevention performance and each stir power was requested by the numerical
analysis. It was confirmed to be able to drive PABIO MIX by comparing the stir power even in low
power compared with the paddle wing.
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�した�それぞれを��した��は��のとおりで
ある�
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�１ PABIO MIX の234

�３ PABIO MIX を:;した56モデルの��

�５ %&パドル'を:;した56モデルの��

�２ %&パドル'の234

�４ O0での�を(�した56モデルの��

�６ SS,KのWXKY
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�35=しか>たず�:;�と89�との?/��
における@いABで	
��が0.1 m/s'(となっ
た�また�)*パドル+を��した����れはパ
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16�NG100�m のNOを�9させた��におけ
る100Z/のNO[\を	17�18に]す�
PABIO MIX の��コンターを^ると���の%
きな��が��	
に_?している����)*パ
ドル+を��した������
まで��が�Iし
ている�これは�)*パドル+の��は,-+�

からMを い!み�,-+C
へMをH;するため�
�C�3の��が%きいためと`えられる�このこ
とから	
��の67を�aとした���PABIO
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��は0.1 m/s
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その��を�Eした�FG�PABIO MIX%&によ
り600 m3 のタンクにHしてもI��8の��が�
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