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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下水汚泥の濃縮‐脱水および好気的空気乾燥を統合する方法であって、
　（１）有機試剤によって調整する工程であって、９８～９９．８％の水分含有量の残余
汚泥中へ有機試剤を加え、この混合物を１０～１８０秒間攪拌する工程と、
　（２）前記有機試剤によって調整された前記残余汚泥を重力濃縮し、上澄みを分離して
後処理のために下水処理施設に持ち込む工程と、
　（３）無機試剤によって調整する工程であって、前記濃縮された残余汚泥中にＦｅ３＋

を含む可溶性化合物を加え、この混合物を１０～１８０秒間攪拌し、さらに石灰粒子を加
え、さらに３０～３００秒間攪拌する工程と、
　（４）機械的に脱水する工程であって、前記無機試剤によって調整された前記残余汚泥
を板枠式濾過脱水機に押し入れ、濾液を取り除き、脱水された汚泥濾過ケーキを得る工程
と、
　（５）破砕および分散する工程であって、前記濾過ケーキを破砕および分散して汚泥粒
子にする工程と、
　（６）好気的に空気乾燥する工程であって、固定されたか、動いているかあるいはひっ
くり返っている前記汚泥粒子に乾燥空気を吹き込んで、好気性発熱反応を起こす工程と
を含み、
　前記工程（５）および（６）が、汚泥濾過ケーキを好気的に空気乾燥するための装置内
で行なわれ、前記汚泥濾過ケーキを好気的空気乾燥するための装置が、汚泥濾過ケーキを
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破砕および分散する手段、ならびに汚泥を好気的に空気乾燥する手段を備え、前記汚泥濾
過ケーキを破砕および分散する手段が、前記汚泥を好気的に空気乾燥する手段の上方に配
置され、汚泥濾過ケーキのための供給口が、汚泥濾過ケーキを破砕および分散する手段の
上方に配置され、汚泥濾過ケーキを破砕および分散する手段において、汚泥濾過ケーキが
汚泥粒子へと破砕され、そして、前記汚泥粒子が、前記汚泥を好気的に空気乾燥させる手
段の中のコンベヤーベルトの最上層の上に、排出口を通って落下し、前記汚泥を好気的空
気乾燥する手段が、コンベヤーベルト、駆動装置および汚泥厚さ調整器を備え、前記コン
ベヤーベルトの両端が駆動装置に接続されており、この駆動装置は軸および速度調整モー
ターによってコンベヤーベルトを駆動し、前記コンベヤーベルトのメッシュベルトが、接
続ピンによって繋がれたチェーンの上に設置され、前記汚泥厚さ調整器が前記コンベヤー
ベルトの第一層の上に設置され、前記コンベヤーベルトが、上から下まで層として並べら
れ、一層の前記コンベヤーベルトが、隣接する層と反対方向に向かって動き、前記コンベ
ヤーベルトの下位層が一端において上位層を越えている、方法。
【請求項２】
　工程（６）において、前記汚泥粒子を物理的殺菌または化学的殺菌に付し、その際、前
記物理的殺菌がＵＶ放射であり、前記化学的殺菌がオゾン消毒、高塩素物質または高酸素
物質による消毒である、請求項１に記載の下水汚泥の濃縮‐脱水および好気的空気乾燥を
統合する方法。
【請求項３】
　工程（６）において、前記好気的空気乾燥において発生した排ガスを、水で洗浄した後
に排出する、請求項１に記載の下水汚泥の濃縮‐脱水および好気的空気乾燥を統合する方
法。
【請求項４】
　工程（６）の後に、前記乾燥した汚泥粒子をさらに粉砕して、再生利用のための要件を
満たす、請求項１に記載の下水汚泥の濃縮‐脱水および好気的空気乾燥を統合する方法。
【請求項５】
　前記さらなる粉砕を、前記汚泥粒子をお互いに圧縮および摩擦させることでスクリュー
破砕装置で達成する方法であって、前記スクリュー破砕装置が、シングルスクリューまた
は２つ以上のスクリューのセットを有する、請求項４に記載の下水汚泥の濃縮‐脱水およ
び好気的空気乾燥を統合する方法。
【請求項６】
　工程（１）において加えられる前記有機試剤として、陽イオン性ポリアクリルアミドを
使用し、加えるときに０．０５～０．５％の濃度の溶液に調合する方法であって、前記加
えたポリアクリルアミドの、汚泥に対する乾燥重量に基づく質量比が０．０５～０．５％
である、請求項１に記載の下水汚泥の濃縮‐脱水および好気的空気乾燥を統合する方法。
【請求項７】
　工程（２）における汚泥の前記重力濃縮が自然沈降である方法であって、重力濃縮のた
めの時間が３０～１５０分間であり、前記重力濃縮された汚泥が８６～９５％の水分含有
量を有する、請求項１に記載の下水汚泥の濃縮‐脱水および好気的空気乾燥を統合する方
法。
【請求項８】
　工程（３）においてＦｅ３＋を含む前記可溶性化合物が、３５％を超える濃度の三塩化
鉄の溶液である方法であって、前記加えられた三塩化鉄の、汚泥に対する乾燥重量に基づ
く質量比が０．３～１０％であり、前記石灰粒子が６０％を超える有効酸化カルシウムを
含み、前記加えられた酸化カルシウムの、汚泥に対する乾燥重量に基づく質量比が３～１
５０％である、請求項１に記載の下水汚泥の濃縮‐脱水および好気的空気乾燥を統合する
方法。
【請求項９】
　前記石灰粒子の粒径が６０メッシュ以上である、請求項８に記載の下水汚泥の濃縮‐脱
水および好気的空気乾燥を統合する方法。
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【請求項１０】
　工程（４）において汚泥を押し込むのに使用する圧力が０．５～２．５ＭＰａであり、
前記脱水後の汚泥濾過ケーキの前記水分含有量が４１～６９％である、請求項１に記載の
下水汚泥の濃縮‐脱水および好気的空気乾燥を統合する方法。
【請求項１１】
　工程（５）における汚泥濾過ケーキの破砕工程が、汚泥濾過ケーキを破砕する手段を用
いることで達成され、前記汚泥濾過ケーキを破砕する手段がスクリュー、ケージ、スクリ
ュー駆動モーターおよびハウスを備え、前記スクリュー駆動モーターが前記スクリューに
コネクタによって接続しており、前記スクリュー上に破砕ブレードがあり、前記スクリュ
ーが、前記ハウスに囲まれた前記ケージに囲まれており、前記ケージが多孔性であり、汚
泥濾過ケーキが前記汚泥濾過ケーキを破砕する手段の前記多孔性ケージの中でひっくり返
され、それらの間の摩耗および衝突によって破砕され、前記ケージの前記穴の径よりも小
さい径の前記汚泥粒子は、前記ケージを突破し、それにより汚泥濾過ケーキの破砕および
分散が達成される、請求項１に記載の下水汚泥の濃縮‐脱水および好気的空気乾燥を統合
する方法。
【請求項１２】
　前記ケージの前記孔の径が３～３０ｍｍである、請求項１１に記載の下水汚泥の濃縮‐
脱水および好気的空気乾燥を統合する方法。
【請求項１３】
　工程（６）における前記乾燥空気が、冷交換器内で冷媒をさらして熱を吸収する工程と
、コンプレッサーの作用の下、熱交換器中で熱を放出する工程、および送風機によって取
り出された常温の空気を当てて冷却し、前記冷交換器中で凝縮水を凝結させる工程であっ
て、冷却のための温度が０℃と１５℃の間であって、その後、前記熱交換器中で０℃～９
０℃の範囲に温度を上げて不飽和乾燥空気を得る工程、によって作り出される、請求項１
に記載の下水汚泥の濃縮‐脱水および好気的空気乾燥を統合する方法。
【請求項１４】
　洗浄用の前記水が中性、アルカリ性、または酸性であり、前記水の源が冷交換器から排
出される凝縮水であり、外部水資源が補助として使用される、請求項１３に記載の下水汚
泥の濃縮‐脱水および好気的空気乾燥を統合する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、下水汚泥処理の分野、より具体的には残余汚泥の濃縮‐脱水および好気的空
気乾燥を統合する方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在、ほとんどの地方自治体の下水処理施設において、下水を処理するために活性汚泥
プロセスが用いられている。有機物、ウイルス、バクテリアおよび金属汚染物質は、この
プロセスの間に下水から活性汚泥へ移される。９９．９％を超える水分含有量および高含
有量の有機物を有する残余汚泥は、下水処理施設における主な廃棄物である。下水汚泥の
処理および廃棄は複雑な問題であり、街の建造および発展を制限する。
【０００３】
　下水汚泥を処理するのに一般的に用いられている従来の方法によれば、９９％の水分含
有量の残余汚泥は、最初に重力濃縮タンクに注ぎ込まれる。上澄みは１２～２４時間後に
取り除かれる。残余汚泥は濃縮されて９７％の水分含有量を有する。そして、濃縮された
汚泥は、陽イオン性ポリアクリルアミドで化学的に調整され、次いで遠心脱水機、ベルト
型乾燥機または板枠式圧濾機に注ぎ込まれる。濾液は取り除かれ、８０～７５％の水分含
有量を有する汚泥が残る。脱水された汚泥は粒子およびストリップに予め分散され、次い
で、乾燥機の中で乾燥されて、４０～３０％の水分含有量を有する乾燥した汚泥を得る。
乾燥した汚泥は、さらに埋め立てられるか、焼却されるか、あるいはセメント、れんが、
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菜園用の肥料および低発熱量の燃料として再生利用されることができる。
【０００４】
　しかし、一般に使用される汚泥処理方法は以下の不利な点を有する。（１）汚泥の濃縮
効率が低い。重力濃縮には１２時間以上掛かり、膨大な容積の濃縮プールおよび濃縮プロ
セス中の汚泥の腐敗をもたらす。（２）汚泥の脱水効率が低い。脱水された汚泥は膨大な
量であり、かつ、高い水分含有量を有している。したがって、後続の熱処理において蒸発
する必要がある水分の量は膨大であり、熱処理設備に対する高額な投資および運営費の原
因となる。（３）８０～７５％の水分含有量の脱水された汚泥は、高粘度の半固体であり
、その結果、乾燥プロセスの間に分散させるのが難しい。ビスコース段階における汚泥（
６０～４０％の水分含有量を有する）は、低い熱および物質移動効率を有することが知ら
れている。乾燥するとき、そのような汚泥は高いエネルギー消費量を必要とし、表面が乾
燥しているが内部が湿っている「軟心（糖心）現象」にさらされる。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の目的は、下水汚泥の濃縮‐脱水および好気的空気乾燥を統合する方法を提供す
ることによって、上述の問題を克服することである。この方法は下水処理施設からの残余
汚泥を、下水汚泥の濃縮および脱水に関する高い効率、低いエネルギー消費量での乾燥、
排ガスからの低い汚染、設備に対する低額の投資および運営費、ならびに高い安全性で処
理するのに適している。
【０００６】
　本発明は下水汚泥の濃縮‐脱水および好気的空気乾燥を統合する方法として具体化する
ものであり、以下の工程を含む。
　（１）有機試剤によって調整する工程。９８～９９．８％の水分含有量の残余汚泥へ、
有機試剤を加える。この混合物を１０～１８０秒間完全に攪拌して残余汚泥の沈降性能を
向上させる。
　（２）有機試剤によって調整された残余汚泥を重力濃縮する工程。上澄みを分離して、
後処理のために下水処理施設に持ち込む。
　（３）無機試剤によって調整する工程。Ｆｅ３＋を含む可溶性化合物を濃縮された残余
汚泥に加える。この混合物を１０～１８０秒間攪拌して反応させる。そして石灰粒子を混
合物に加える。混合物を３０～３００秒間攪拌して、汚泥の圧縮率および疎水性を向上さ
せて汚泥中の細胞水分の一部を放出する。
　（４）機械的に脱水する工程。無機試剤によって調整された残余汚泥を板枠式濾過脱水
機に押し入れる。濾液を取り除き、後処理のために下水処理施設に持ち込み、脱水された
汚泥濾過ケーキを得る。
　（５）破砕および分散する工程。濾過ケーキを破砕および分散して汚泥粒子にし、汚泥
の比表面積を増やし、乾燥効率を向上させる。
　（６）好気的に空気乾燥する工程。９０℃未満の乾燥空気を、固定されたか、動いてい
るかあるいはひっくり返っている汚泥粒子に吹き込んで、好気性かつ発熱性の反応を起こ
す。汚泥粒子中の水分を、外部および内部の熱の両方の下で蒸発し、汚泥粒子の水分含有
量を３８％未満にする。
【０００７】
　工程（６）において、汚泥粒子は物理的殺菌または化学的殺菌に付される。物理的殺菌
または化学的殺菌は、汚泥の再生利用のための要件に応じて採用されてよい。物理的殺菌
は、ＵＶ放射であってよい。化学的殺菌は、オゾン消毒、高塩素物質または高酸素物質に
よる消毒であってよい。他の殺菌方法が用いられてもよい。
【０００８】
　工程（６）において、好気的空気乾燥において発生した排ガスは、水で洗浄された後に
排出される。洗浄用の水は、好気性発酵によって発生した浸食性の酸性ガスを取り除くた
めに、中性またはアルカリ性であってよく、あるいは、潜在的なアンモニアガスを取り除
くために酸性であってもよい。水源は、好ましくは冷交換器から排出された凝縮水である
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。外部水供給源が補助として使用されてもよい。
【０００９】
　工程（６）の後に、乾燥した汚泥粒子は、再生利用のための要件を満たすように、さら
に粉砕される。更なる粉砕は、汚泥粒子を互いに圧縮させ、摩擦させることによって、ス
クリュー破砕装置で達成される。スクリュー破砕装置は、シングルスクリューまたは２つ
以上のスクリューのセットを有していてよい。
【００１０】
　工程（１）において踏み固められる残余汚泥は、汚水処理施設の稼働中に発生し、９８
～９９．８％の水分含有量を有する。有機試剤として、分子量が８００～１５００の陽イ
オン性ポリアクリルアミドを使用し、加えるときに０．０５～０．５％の濃度の溶液に調
合する。加えられたポリアクリルアミドの、汚泥に対する乾燥重量に基づく質量比は０．
０５～０．５％である。ポリアクリルアミドは、汚泥の沈降性能を向上して濃縮時間を減
少し、かつ、濃縮効率を向上する、帯電の中和、吸着および架橋などの機能を有する。加
えられたポリアミドの好ましい濃度は０．１５％である。
【００１１】
　工程（２）における汚泥の重力濃縮は自然沈降である。重力濃縮のための時間は３０～
１５０分間である。重力濃縮により、汚泥中の間隙水および吸着水が取り除かれる。重力
濃縮された汚泥は８６～９５％の水分含有量を有する。
【００１２】
　工程（３）においてＦｅ３＋を含む可溶性化合物は、好ましくは３５％を超える濃度の
三塩化鉄の溶液である。加えられた三塩化鉄の、汚泥に対する乾燥重量に基づく質量比は
０．３～１０％であり、好ましくは５％である。石灰粒子は６０％を超える有効酸化カル
シウムを含む。加えられた酸化カルシウムの、汚泥に対する乾燥重量に基づく質量比は３
～１５０％である。帯電の中和、吸着型凝集、骨格供給、汚泥の圧縮率および疎水性の向
上、ならびに細胞水分の一部の放出などのそれらの機能により、三塩化鉄溶液および石灰
粒子は、汚泥の脱水効率の向上を促進し、より低い水分含有量を有する脱水された汚泥を
得る。石灰粒子の粒径は、６０メッシュ以上である。
【００１３】
　工程（４）において汚泥を押し込むのに使用する圧力は、０．５～２．５ＭＰａである
。汚泥中の毛細管結合水分および細胞水分の一部の両方を取り除くために、板枠式圧濾機
が用いられる。脱水後の汚泥濾過ケーキの水分含有量は、４１～６９％である。
【００１４】
　工程（５）における汚泥濾過ケーキの破砕は、汚泥濾過ケーキを破砕する手段において
達成される。その手段は、スクリュー、ケージ、スクリュー駆動モーターおよびハウスを
備える。スクリュー駆動モーターはコネクタによってスクリューに接続されている。スク
リュー上には破砕ブレードがある。スクリューは、ハウスに囲まれたケージに囲まれてい
る。ケージは多孔性である。汚泥濾過ケーキは、汚泥濾過ケーキを破砕する手段の多孔性
ケージの中でひっくり返される。汚泥濾過ケーキは、それらの間の摩耗および衝突によっ
て破砕される。ケージの穴の径よりも小さい径の汚泥粒子は、ケージを突破し、それによ
り汚泥濾過ケーキの破砕および分散が達成される。
【００１５】
　ケージの穴の径は３～３０ｍｍである。この範囲内で得られる汚泥粒子は、自由沈降し
た場合、比較的小さい嵩密度を有し、ガスが出入りするのを促進するであろう。ケージ内
の汚泥濾過ケーキをひっくり返すことは、固定されたケージ内のスクリューおよびその上
に配置されたブレードによってか、またはケージ自体の回転によって行なわれる。
【００１６】
　ケージ内で汚泥濾過ケーキをひっくり返すスピードは、汚泥濾過ケーキの水分含有量お
よび生産要求によって調整される。これは、（１）汚泥濾過ケーキの水分含有量が高いほ
ど、ひっくり返す速度が低く、汚泥濾過ケーキの水分含有量が低いほど、ひっくり返す速
度が高いこと、に従う。この原理は、後続の好気的空気乾燥プロセスに役立つために、汚
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泥粒子を比較的ゆるい状態に保ってより大きな比表面積を有するように、汚泥濾過ケーキ
内部に既に形成された毛細管経路の剪断応力による破壊を最小限にするものである。（２
）ひっくり返す速度が高いほど、汚泥濾過ケーキを破砕する手段が大きい生産量を有し、
ひっくり返す速度が低いほど、汚泥濾過ケーキを破砕する手段が小さい生産量を有する。
好ましくは、汚泥濾過ケーキの破砕および分散におけるひっくり返す速度は、最外径点で
の線速度で５ｍｍ／ｓと１００ｍｍ／ｓの間である。スクリュー駆動モーターの出力は０
～２０ＫＷである。
【００１７】
　工程（６）における乾燥空気は、冷交換器内で冷媒をさらすことによって熱を吸収する
工程と、コンプレッサーの作用の下、熱交換器中で熱を放出する工程、および送風機によ
って取り出された常温の空気を当てて冷却し、冷交換器中で凝縮水を凝結させる工程であ
って、冷却のための温度が０℃と１５℃の間であって、その後、熱交換器中で０℃～９０
℃の範囲に温度を上げて不飽和乾燥空気を得る工程、によって作り出される。
【００１８】
　上述の方法は以下の利点を有する。（１）有機試剤による残余汚泥の調整により、残余
汚泥の沈降性能が向上し、その結果、汚泥の濃縮効率が向上し、濃縮時間が減り、さらに
濃縮プールの容積が減る。（２）無機試剤による残余汚泥の調整により、濃縮された汚泥
の凝縮可能性および疎水性が向上し、汚泥中の細胞水分の一部が放出される。これにより
高圧板枠式濾過脱水の脱水効率が向上し、より低い水分含有量の汚泥濾過ケーキが得られ
る。脱水された汚泥の量は相応に減少し、そして、その後の熱処理量が減る。（３）乾燥
工程前の汚泥濾過ケーキの破砕および分散に際し、得られる汚泥粒子はより大きな比表面
積を有し、これは乾燥するときの熱伝導および物質移動においてより効率的であり、それ
により、より少ないエネルギー消費量で乾燥を行える。（４）破砕された汚泥粒子の好気
性発熱反応は、乾燥のためのエネルギー消費量をさらに減らし、乾燥速度を速め、汚泥の
脱臭を達成する。（５）乾燥している間、汚泥粒子は比較的遅い速度で動き、ちりを生じ
ず、プロセスをより安定且つ安全にする。（６）汚泥を低温で乾燥するため、有機物の熱
分解反応が起きない。したがって、洗浄工程後の乾燥した排ガスは、環境に優しい排出基
準を満たすことができる。（７）排出および破砕する手段は、破砕の追加機能を有し、こ
れは得られる汚泥粒子をゆるくすることができ、再生利用され易くする。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明に従って、下水汚泥の濃縮‐脱水および好気的空気乾燥を統合する方法を
説明する模式的なフローチャートである。
【図２】本発明に従って、汚泥濾過ケーキを好気的空気乾燥する装置の構造の模式的な図
である。
【図３】本発明に従って、汚泥濾過ケーキを好気的空気乾燥する装置のＡ‐Ａにおける断
面構造の模式的な図である。
【図４】本発明に従って、汚泥濾過ケーキを好気的空気乾燥する装置のＢ‐Ｂにおける断
面構造の模式的な図である。
【図５】本発明の一態様に従って、汚泥濾過ケーキを好気的空気乾燥する装置のＣ部分の
拡大図である。
【好ましい態様の説明】
【００２０】
　本発明を、図および説明された例に言及することで、本明細書の以下の項で説明する。
【００２１】
　図１に示されるように、下水汚泥の濃縮‐脱水および好気的空気乾燥を統合する方法は
、以下の工程を含む：
　（１）有機試剤によって調整する工程。水分含有量が９８～９９．８％の残余汚泥に対
して、有機試剤が加えられる。この混合物は１０～１８０秒間完全に混合されて、残余汚
泥の沈降性能を向上する。残余汚泥は下水処理場の稼働中に発生し、９８～９９．８％の
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水分含有量を有する。分子量８００～１５００の陽イオン性ポリアクリルアミド（ＰＡＭ
）が有機試剤として使用され、加えられるときに０．０５～０．５％の濃度の溶液に調合
される。加えられたポリアクリルアミドの、汚泥に対する乾燥重量に基づく質量比は０．
０５～０．５％である。加えられたポリアクリルアミド溶液の好ましい濃度は０．１～０
．２％である。乾燥重量に基づく、加えられたポリアクリルアミドの好ましいレベルは０
．１５％である。ポリアクリルアミドは、汚泥の沈降性能を向上して濃縮時間を減少し、
かつ、濃縮効率を向上する、帯電の中和、吸着および架橋などの機能を有する。
　（２）有機試剤によって調整された残余汚泥を重力濃縮する工程。上澄みは単離され、
後処理のために下水処理施設に持ち込まれる。後処理は、通常の下水処理である。汚泥の
重力濃縮は、自然沈降である。重力濃縮のための時間は３０～１５０分である。重力濃縮
によって、汚泥中の間隙水および吸着水が取り除かれる。重力濃縮後の汚泥の水分含有量
は、８６～９５％である。
　（３）無機試剤によって調整する工程。Ｆｅ３＋を含む可溶性化合物が、残余汚泥を濃
縮するために加えられる。混合物は１０～１８０秒間撹拌されて反応する。そして、石灰
粒子が混合物に加えられる。混合物が３０～３００秒間撹拌されることで、汚泥の圧縮率
および疎水性が向上し、汚泥中の細胞水分の一部を放出する。Ｆｅ３＋を含む可溶性化合
物は、好ましくは３５％を超える濃度の三塩化鉄の溶液である。加えられた三塩化鉄の、
汚泥に対する乾燥重量に基づく質量比は０．３～１０％、好ましくは５％である。石灰粒
子内の有効酸化カルシウムのレベルは、６０％を超える。加えられた酸化カルシウムの、
汚泥に対する乾燥重量に基づく質量比は３～１５０％である。帯電の中和、吸着型凝集、
骨格供給、汚泥の圧縮率および疎水性の向上、ならびに細胞水分の一部の放出などのそれ
らの機能により、三塩化鉄溶液および石灰粒子は、汚泥の脱水効率の向上を促進し、より
低い水分含有量を有する脱水された汚泥を得る。石灰粒子の粒径は、６０メッシュ以上で
ある。
　（４）機械的に脱水する工程。無機試剤で調整した残余汚泥が、板枠式濾過脱水機に押
し入れられる。炉液が除去されて、後処理のために下水処理施設に持ち込まれ、脱水され
た汚泥濾過ケーキが残る。汚泥を押し込むのに使用する圧力は、０．５～２．５ＭＰａで
ある。汚泥中の毛細管結合水分および細胞水分の一部の両方を取り除くために、板枠式圧
濾機が用いられる。脱水された汚泥濾過ケーキは、４１～６９％の水分含有量を有する。
　（５）破砕および分散する工程。汚泥濾過ケーキは破砕され、汚泥粒子に分散されて汚
泥の比表面積を増加させ、乾燥効率を向上させる。
【００２２】
　汚泥濾過ケーキの破砕は、汚泥濾過ケーキを破砕する手段において達成される。その手
段は、スクリュー、ケージ、スクリュー駆動モーターおよびハウスを備える。スクリュー
駆動モーターはコネクタによってスクリューに接続されている。スクリュー上には破砕ブ
レードがある。スクリューは、ハウスに囲まれたケージに囲まれている。ケージは多孔性
である。汚泥濾過ケーキは、汚泥濾過ケーキを破砕する手段の多孔性ケージの中でひっく
り返される。汚泥濾過ケーキは、それらの間の摩耗および衝突によって破砕される。ケー
ジの穴の径よりも小さい径の汚泥粒子は、ケージを突破し、それにより汚泥濾過ケーキの
破砕および分散が達成される。ケージ内で汚泥濾過ケーキをひっくり返す速度は、ケージ
の最外径点での線速度で５ｍｍ／ｓと１００ｍｍ／ｓの間である。スクリュー駆動モータ
ーの出力は０～２０ＫＷである。
【００２３】
　ケージの穴の径は３～３０ｍｍである。この範囲内で得られた汚泥粒子は、自由沈降し
た場合、比較的小さい嵩密度を有し、ガスが出入りするのを促進するであろう。ケージ内
の汚泥濾過ケーキをひっくり返すことは、固定されたケージ内のスクリューおよびその上
に配置されたブレードによってか、またはケージ自体の回転によって行なわれる。
【００２４】
　ケージ内で汚泥濾過ケーキをひっくり返すスピードは、以下の規則に従い、汚泥濾過ケ
ーキの水分含有量および生産要求によって調整される。（１）汚泥濾過ケーキの水分含有
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量が高いほど、ひっくり返す速度が低く、汚泥濾過ケーキの水分含有量が低いほど、ひっ
くり返す速度が高い。この原理は、後続の好気的空気乾燥プロセスに役立つために、汚泥
粒子を比較的ゆるい状態に保ってより大きな比表面積を有するように、汚泥濾過ケーキ内
部に既に形成された毛細管経路の剪断応力による破壊を最小限にするものである。（２）
ひっくり返す速度が高いほど、汚泥濾過ケーキを破砕する手段が大きい生産量を有し、ひ
っくり返す速度が低いほど、汚泥濾過ケーキを破砕する手段が小さい生産量を有する。
【００２５】
　（６）好気的に空気乾燥する工程。９０℃未満の乾燥空気が、固定されたか、動いてい
るかまたはひっくり返っている汚泥粒子の中へと吹き込まれ、好気性発熱反応を起こす。
汚泥粒子中の水分は、外部熱と内部熱の両方の下で蒸発する。乾燥空気は、冷交換器内で
冷媒をさらすことによって熱を吸収する工程と、コンプレッサーの作用の下、熱交換器中
で熱を放出する工程、および送風機によって取り出された常温の空気を当てて冷却し、冷
交換器中で凝縮水を凝結させる工程であって、冷却のための温度が０℃と１５℃の間であ
って、その後、熱交換器中で０℃～９０℃の範囲に温度を上げて不飽和乾燥空気を得る工
程、によって作り出される。汚泥粒子は、０～１０ＫＷの間の出力で、０～０．２ｍ／ｓ
の水平移動速度または０～１ｒ／ｓの回転角速度に設定される。乾燥空気流速は、０～５
０ＫＷの間の出力で、０～２００００ｍ３／ｈに設定される。
【００２６】
　工程（６）において、汚泥粒子は物理的殺菌または化学的殺菌に付される。物理的殺菌
または化学的殺菌は、汚泥の再生利用のための要件に応じて採用されてよい。物理的殺菌
は、ＵＶ放射であってよい。化学的殺菌は、オゾン消毒、高塩素物質または高酸素物質に
よる消毒であってよい。他の殺菌方法が用いられてもよい。
【００２７】
　工程（６）において、好気的空気乾燥において発生した排ガスは、水で洗浄された後に
排出される。洗浄水は、好気性発酵によって発生する浸食性の酸性ガスを取り除くために
、中性またはアルカリ性であってよく、あるいは、潜在的なアンモニアガスを取り除くた
めに酸性であってもよい。洗浄水の源は、好ましくは冷交換器から排出される凝縮水であ
る。外部水源が補助として使用されてもよい。
【００２８】
　工程（６）の後に、乾燥した汚泥粒子は、再生利用のための要件を満たすように、さら
に粉砕される。再生利用は、肥料としての使用、れんが製造における使用、燃料としてお
よび充填材としての使用であってよい。更なる粉砕は、汚泥粒子を互いに衝突させ、摩擦
させることによって、スクリュー破砕装置で達成される。スクリュー破砕装置は、シング
ルスクリューまたは２つ以上のスクリューのセットを有していてよい。スクリューの輸送
速度は、０～１０ＫＷの間の出力で、０～１０ＫＭ／ｓである。
【００２９】
　工程（５）および（６）は、汚泥濾過ケーキを好気的に空気乾燥するための装置内で行
なわれる。
【００３０】
　汚泥濾過ケーキを好気的空気乾燥するための装置は、図（２）、（３）および（４）に
示されるように、汚泥濾過ケーキ２を破砕および分散する手段、汚泥を好気的に空気乾燥
する手段、排出および破砕する手段、乾燥空気を作り出す手段、排ガスを回収および洗浄
する手段を備える。汚泥濾過ケーキ２を破砕および分散する手段は、汚泥を好気的に空気
乾燥する手段の上方に配置される。汚泥濾過ケーキのための供給口１は、汚泥濾過ケーキ
２を破砕および分散する手段の上方に配置される。汚泥濾過ケーキ２を破砕および分散す
る手段において、汚泥濾過ケーキは汚泥粒子へと破砕される。そして、汚泥粒子は、汚泥
を好気的に空気乾燥させる手段の中のコンベヤーベルト１２の最上層の上に、排出口を通
って落下した。汚泥濾過ケーキ２を破砕および分散する手段の排出口の下方で、排出口か
らの全ての汚泥粒子がコンベヤーベルト１２の最上層の上に確実に落下するように、泥よ
け１４がコンベヤーベルト１２の最上層の開始部分に設置された。汚泥濾過ケーキ２を破
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砕および分散する手段は、スクリュー、ケージ、スクリュー駆動モーターおよびハウスを
備える。スクリュー駆動モーターはコネクタによってスクリューに接続されている。スク
リュー上には破砕ブレードがある。スクリューは、ハウスに囲まれたケージに囲まれてい
る。ケージは多孔性である。汚泥濾過ケーキは、汚泥濾過ケーキを破砕および分散する手
段である多孔性ケージの中でひっくり返される。汚泥濾過ケーキは、それらの間の摩耗お
よび衝突によって破砕される。ケージの穴の径よりも小さい径の汚泥粒子は、ケージを突
破し、それにより汚泥濾過ケーキの破砕が達成される。
【００３１】
　汚泥を好気的空気乾燥する手段は、コンベヤーベルト１２、駆動装置１５、汚泥厚さ調
整器１３および紫外線ランプ１９を備える。コンベヤーベルトの両端は駆動装置１５に接
続されており、この駆動装置は軸および速度調整モーターによってコンベヤーベルト１２
を駆動する。コンベヤーベルト１２のメッシュベルト２０は、接続ピン２１によって繋が
れたチェーンの上に設置される。汚泥厚さ調整器１３はコンベヤーベルト１２の第一層の
上に設置され、高い乾燥効率のために、コンベヤーベルト１２上の汚泥粒子の厚さを調節
する。汚泥粒子の厚さは、好ましくは１０ｍｍと５００ｍｍの間に制御される。コンベヤ
ーベルト１２は、例えば４つ以上の層として、上から下まで層として並べられる。一層の
コンベヤーベルトは、隣接する層と反対方向に向かって動く。コンベヤーベルト１２は、
スチールメッシュ、フィルタークロスおよび／またはプラスチックメッシュのような、荷
重に耐えることができ、換気を行えるいかなる材料から製造されてもよい。コンベヤーベ
ルトの上位層の端に送られた汚泥粒子が、反対方向に動く下位層の上に落下することがで
きるように、コンベヤーベルトの下位層は一端において上位層を越えている。汚泥粒子が
落下している間、コンベヤーベルトの各層の端に向かい合う壁に設置された紫外線ランプ
１９に暴露されて殺菌される。排出および破砕する手段１６は、汚泥を空気乾燥する手段
の底部に配置される。排出口１７は、排出および破砕する手段１６の末端に配置される。
コンベヤーベルト１２の最下層上の乾燥した汚泥粒子は、排出および破砕する手段１６の
上へと落下し、排出および破砕する手段１６に沿って前進するときに破砕され、最終的に
排出口１７から排出される。排出および破砕する手段１６は、少なくとも１つの破砕スク
リューを備える２軸スクリューコンベヤーであってよい。好ましくは、排出および破砕す
る手段１６は２つの破砕スクリューを有する。
【００３２】
　乾燥空気を製造する手段は、汚泥を好気的空気乾燥する手段の上方に配置される。乾燥
空気を製造する手段は、冷交換器、コンプレッサー、送風機および熱交換器を備える。送
風機７は冷交換器８と熱交換器６の間にある。冷交換器８は空気流入口９に接続されてい
る。冷交換器８で凝縮された水は、凝縮物分離器によって分離されて回収され、その後、
凝縮水ポンプ１０によって排ガス洗浄装置５に送られる。乾燥空気経路１８を通って、乾
燥空気はコンベヤーベルト１２の間の乾燥空気流入口１１へと送られ、コンベヤーベルト
１２上の汚泥粒子を乾燥させる。乾燥空気流入口１１は、上向きにも下向きにも吹くこと
ができる。
【００３３】
　排ガスを回収して洗浄する手段は、汚泥を好気的空気乾燥する手段の上方に配置される
。排ガスを回収して洗浄する手段は、誘引通風機３および排ガス洗浄装置５を備える。誘
引通風機３はその空気流入口で、汚泥濾過ケーキ２を破砕および分散する手段と空気経路
を通じて接続し、その排出口で排ガス洗浄装置５と空気経路を通じて接続している。洗浄
された排ガスは、排ガス洗浄装置５の頂上の排気管から排出され、一方で、廃水は排ガス
洗浄装置５の中央にある越流口４から排出される。
【００３４】
　水分含有量が７０％～５０％の汚泥濾過ケーキが、供給口１から汚泥濾過ケーキ２を破
砕および分散する手段に供給される。破砕された汚泥粒子は、線速度が１ｍｍ／ｓ～１０
ｍｍ／ｓの間に設定されたコンベヤーベルト１２上のスチールメッシュの上に落下する。
コンベヤーベルト１２のスチールメッシュ上の汚泥粒子の厚さは、汚泥厚さ調節器１３に
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よって１０ｍｍ～５００ｍｍの範囲に制御される。コンベヤーベルトの層の終端に送られ
た汚泥粒子は、反対方向に動いている下位層の上に落下し、その落下する間に汚泥粒子は
紫外線ランプ１９に暴露されて殺菌され、これが繰り返された。最後に、汚泥は排出およ
び破砕する手段１６の上に落下し、前進するときに破砕され、排出および破砕する手段１
６の終端に設置された排出口１７から排出される。コンベヤーベルトの速度を調節するこ
とによって、汚泥を好気的空気乾燥する手段における汚泥粒子の滞留時間が、５ｈ～５０
ｈの範囲で制御され、得られる物質の水分含有量が５０％～５％の範囲で制御される。
【００３５】
　常温の空気が空気流入口９を通って、乾燥空気を製造する手段内の冷交換器８へ送られ
、ここでその水分は凝縮されて分離され、その後、送風機７によって熱交換器６にくみ上
げられて、ここで暖められて不飽和乾燥空気になる。乾燥空気の温度は０～９０℃の範囲
に調整される。凝縮水は冷交換器８の中の凝縮物分離器から排出され、その後、洗浄用の
水源として凝縮水ポンプによって排ガス洗浄装置５へ送られる。空気経路１８を通って、
乾燥空気はコンベヤーベルト１２の上側と下側のスチールメッシュの間にある各々の乾燥
空気排出口１１へ送られ、乾燥した好気性空気をコンベヤーベルトの上の汚泥粒子に供給
する。コンベヤーベルト１２の各層の方々に、数個の乾燥空気排出口１１がある。汚泥粒
子は、乾燥空気と共に熱伝導および物質移動に付され、脱水される。誘引通風機３を通っ
て、乾燥した排ガスが汚泥濾過ケーキ２を破砕および分散する手段によって回収され、排
ガス洗浄装置５に注ぎ込まれ、バブリング洗浄後に排出される。洗浄における下水は、越
流口４から下水管に注ぎ込まれる。
【実施例】
【００３６】
例１
　９９．８％の水分含有量の残余汚泥を、有機調整攪拌槽に移した。１２００万の分子量
を有し、濃度が０．１％である陽イオン性ポリアクリルアミドの溶液を汚泥に加えた。加
えたポリアクリルアミドの、汚泥に対する乾燥重量に基づく質量比は０．２％であった。
そして、有機調整された汚泥を重力濃縮槽に送った。１２０分間の重力濃縮の後に、上澄
みを取り除いた。濃縮された汚泥は９５％の水分含有率を有しており、これを脱水処理に
移した。
【００３７】
　濃縮された汚泥を無機調整攪拌槽に移した。濃縮された汚泥に、３８％の濃度の三塩化
鉄の溶液を加えて、この混合物を１０秒間完全に攪拌した。加えた三塩化鉄の、汚泥に対
する乾燥重量に基づく質量比は２．３％であった。そして、７０％の有効酸化カルシウム
を有する石灰粒子を加え、この混合物を６０秒間完全に攪拌した。加えた酸化カルシウム
の、汚泥に対する乾燥重量に基づく質量比は１２％であった。調整された汚泥をねじポン
プで板枠式圧濾機に押し入れた。ねじポンプの注入圧力は１ＭＰａであった。濾液を取り
除き、６１％の水分含有量の濾過ケーキを残した。
【００３８】
　汚泥濾過ケーキを汚泥粒子として粉砕した。汚泥粒子はコンベヤーベルトへ落下し、分
散して汚泥粒子の層となった。汚泥濾過ケーキの粉砕は、汚泥濾過ケーキを破砕および分
散する手段において達成した。８５℃の温度の乾燥空気を、ゆっくりと動くコンベヤーベ
ルト上の汚泥粒子の層へと正圧で吹き込んだ。乾燥空気は、常温の空気を冷交換器中での
水分の凝縮および分離に付し、熱交換器中で暖めることで発生させた。乾燥空気を、スチ
ールメッシュのコンベヤーベルトの上層と下層の間にある乾燥空気排出口へ、空気経路を
通して送った。汚泥粒子の下部から上部まで横切る際に、乾燥空気が好気性反応に酸素を
供給し、同様に、そこから水分を奪い去ることで汚泥粒子を脱水した。コンベヤーベルト
を層のように配置し、汚泥厚さ調整器を第一層の上に備えた。汚泥粒子の厚さは２００ｍ
ｍであり、コンベヤーベルトの線速度は２ｍｍ／ｓであった。コンベヤーベルト上での汚
泥粒子の総滞留時間は２０ｈであった。コンベヤーベルトの上位層の末端まで送られた汚
泥粒子は、下位層の上に落下し、反対方向に向かって動いた。落下する汚泥粒子を物理的
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または化学的殺菌に付した。汚泥の水分を運ぶ排ガスを、汚泥粒子の層から負圧によって
吸い出し、水で洗浄した後で排出した。洗浄水の水源は、冷交換器から排出された凝縮水
である。外部の水供給源は補助として使用した。末端に送られると、コンベヤーベルトの
最下層上の汚泥粒子は、コンベヤーベルトの最下層の下方に配置されたらせん状の破砕機
に落下し、さらに破砕された。得られた汚泥粒子の水分含有量は、３６％であった。
【００３９】
例２
　９９．５％の水分含有量の残余汚泥を、有機調整攪拌槽に移した。１５００万の分子量
を有し、濃度が０．１％である陽イオン性ポリアクリルアミドの溶液を汚泥に加えた。加
えたポリアクリルアミドの、汚泥に対する乾燥重量に基づく質量比は０．１５％であった
。そして、有機調整された汚泥を重力濃縮槽に送った。２時間の重力濃縮の後に、上澄み
を取り除いた。濃縮された汚泥は９３％の水分含有率を有しており、これを脱水処理に移
した。
【００４０】
　濃縮された汚泥を無機調整攪拌槽に移した。濃縮された汚泥に、３８％の濃度の三塩化
鉄の溶液を加えて、この混合物を２分間完全に攪拌した。加えた三塩化鉄の、汚泥に対す
る乾燥重量に基づく質量比は５．５％であった。この混合物に石灰粒子が加えられ、１２
分間完全に攪拌された。石灰粒子は７２％の酸化カルシウムを含んでいた。加えた酸化カ
ルシウムの、汚泥に対する乾燥重量に基づく質量比は１２％であった。調整された汚泥を
ねじポンプで板枠式圧濾機に押し入れた。ねじポンプの注入圧力は１ＭＰａであった。濾
液を取り除き、５８％の水分含有量の濾過ケーキを残した。汚泥濾過ケーキを汚泥粒子と
して粉砕した。汚泥粒子はコンベヤーベルトへ落下し、分散して汚泥粒子の層となった。
汚泥濾過ケーキの粉砕は、汚泥濾過ケーキを破砕および分散する手段において達成した。
６０℃の温度の乾燥空気を、ゆっくりと動くコンベヤーベルト上の汚泥粒子の層へと正圧
で吹き込んだ。乾燥空気は、常温の空気を冷交換器中での水分の凝縮および分離に付し、
熱交換器中で暖めることで発生させた。乾燥空気を、スチールメッシュのコンベヤーベル
トの上層と下層の間にある乾燥空気排出口へ、空気経路を通して送った。汚泥粒子の下部
から上部まで横切る際に、乾燥空気が好気性反応に酸素を供給し、同様に、そこから水分
を奪い去ることで汚泥粒子を脱水した。コンベヤーベルトを層のように配置し、汚泥厚さ
調整器を第一層の上に備えた。汚泥粒子の厚さは２００ｍｍであり、コンベヤーベルトの
線速度は２．５ｍｍ／ｓであった。コンベヤーベルト上での汚泥粒子の総滞留時間は１８
ｈであった。コンベヤーベルトの上位層の末端まで送られた汚泥粒子は、下位層の上に落
下し、反対方向に向かって動いた。落下する汚泥粒子を物理的または化学的殺菌に付した
。汚泥の水分を運ぶ排ガスを、汚泥粒子の層から負圧によって吸い出し、水で洗浄した後
で排出した。洗浄水の水源は、冷交換器から排出された凝縮水である。外部の水供給源は
補助として使用した。末端に送られると、コンベヤーベルトの最下層上の汚泥粒子は、コ
ンベヤーベルトの最下層の下方に配置されたらせん状の破砕機に落下し、さらに破砕され
た。得られた汚泥粒子の水分含有量は、３４％であった。
【００４１】
例３
　９９．３％の水分含有量の残余汚泥を、有機調整攪拌槽に移した。１２００万の分子量
を有し、濃度が０．１％である陽イオン性ポリアクリルアミドの溶液を汚泥に加えた。加
えたポリアクリルアミドの、汚泥に対する乾燥重量に基づく質量比は０．１％であった。
そして、有機調整された汚泥を重力濃縮槽に送った。１時間の重力濃縮の後に、上澄みを
取り除いた。濃縮された汚泥は９３％の水分含有率を有しており、これを脱水処理に移し
た。
【００４２】
　濃縮された汚泥を無機調整攪拌槽に移した。濃縮された汚泥に、３８％の濃度の三塩化
鉄の溶液を加えて、この混合物を１分間完全に攪拌した。加えた三塩化鉄の、汚泥に対す
る乾燥重量に基づく質量比は４．５％であった。そして、７５％の有効酸化カルシウムを
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有する石灰粒子を加え、この混合物を１５分間完全に攪拌した。加えた酸化カルシウムの
、汚泥に対する乾燥重量に基づく質量比は１５．５％であった。調整された汚泥をねじポ
ンプで板枠式圧濾機に押し入れた。ねじポンプの注入圧力は１ＭＰａであった。濾液を取
り除き、５３％の水分含有量の濾過ケーキを残した。
【００４３】
　汚泥濾過ケーキを汚泥粒子として粉砕した。汚泥粒子はコンベヤーベルトへ落下し、分
散して汚泥粒子の層となった。汚泥濾過ケーキの粉砕は、汚泥濾過ケーキを破砕および分
散する手段において達成した。４８℃の温度の乾燥空気を、ゆっくりと動くコンベヤーベ
ルト上の汚泥粒子の層へと正圧で吹き込んだ。乾燥空気は、常温の空気を冷交換器中での
水分の凝縮および分離に付し、熱交換器中で暖めることで発生させた。乾燥空気を、スチ
ールメッシュのコンベヤーベルトの上層と下層の間にある乾燥空気排出口へ、空気経路を
通して送った。汚泥粒子の下部から上部まで横切る際に、乾燥空気が好気性反応に酸素を
供給し、同様に、そこから水分を奪い去ることで汚泥粒子を脱水した。コンベヤーベルト
を層のように配置し、汚泥厚さ調整器を第一層の上に備えた。汚泥粒子の厚さは２００ｍ
ｍであり、コンベヤーベルトの線速度は１．５ｍｍ／ｓであった。コンベヤーベルト上で
の汚泥粒子の総滞留時間は２５ｈであった。コンベヤーベルトの上位層の末端まで送られ
た汚泥粒子は、下位層の上に落下し、反対方向に向かって動いた。落下する汚泥粒子を物
理的または化学的殺菌に付した。汚泥の水分を運ぶ排ガスを、汚泥粒子の層から負圧によ
って吸い出し、水で洗浄した後で排出した。洗浄水の水源は、冷交換器から排出された凝
縮水である。外部の水供給源は補助として使用した。末端に送られると、コンベヤーベル
トの最下層上の汚泥粒子は、コンベヤーベルトの最下層の下方に配置されたらせん状の破
砕機に落下し、さらに破砕された。得られた汚泥粒子の水分含有量は、３３％であった。
【００４４】
例４
　９９％の水分含有量の残余汚泥を、有機調整攪拌槽に移した。１０００万の分子量を有
し、濃度が０．１％である陽イオン性ポリアクリルアミドの溶液を汚泥に加えた。加えた
ポリアクリルアミドの、汚泥に対する乾燥重量に基づく質量比は０．０８％であった。そ
して、有機調整された汚泥を重力濃縮槽に送った。１．５時間の重力濃縮の後に、上澄み
を取り除いた。濃縮された汚泥は９０％の水分含有率を有しており、これを脱水処理に移
した。
【００４５】
　濃縮された汚泥を無機調整攪拌槽に移した。濃縮された汚泥に、３８．８％の濃度の三
塩化鉄の溶液を加えて、この混合物を３０秒間完全に攪拌した。加えた三塩化鉄の、汚泥
に対する乾燥重量に基づく質量比は６．５％であった。そして、７０％の有効酸化カルシ
ウムを有する石灰粒子を加え、この混合物を１０分間完全に攪拌した。加えた酸化カルシ
ウムの、汚泥に対する乾燥重量に基づく質量比は８．４％であった。調整された汚泥をね
じポンプで板枠式圧濾機に押し入れた。ねじポンプの注入圧力は１ＭＰａであった。濾液
を取り除き、５１％の水分含有量の濾過ケーキを残した。
【００４６】
　汚泥濾過ケーキを汚泥粒子として粉砕した。汚泥粒子はコンベヤーベルトへ落下し、分
散して汚泥粒子の層となった。汚泥濾過ケーキの粉砕は、汚泥濾過ケーキを破砕および分
散する手段において達成した。２５℃の温度の乾燥空気を、ゆっくりと動くコンベヤーベ
ルト上の汚泥粒子の層へと正圧で吹き込んだ。乾燥空気は、常温の空気を冷交換器中での
水分の凝縮および分離に付し、熱交換器中で暖めることで発生させた。乾燥空気を、スチ
ールメッシュのコンベヤーベルトの上層と下層の間にある乾燥空気排出口へ、空気経路を
通して送った。汚泥粒子の下部から上部まで横切る際に、乾燥空気が好気性反応に酸素を
供給し、同様に、そこから水分を奪い去ることで汚泥粒子を脱水した。コンベヤーベルト
を層のように配置し、汚泥厚さ調整器を第一層の上に備えた。汚泥粒子の厚さは２００ｍ
ｍであり、コンベヤーベルトの線速度は０．２ｍｍ／ｓであった。コンベヤーベルト上で
の汚泥粒子の総滞留時間は４５ｈであった。コンベヤーベルトの上位層の末端まで送られ



(13) JP 5526344 B2 2014.6.18

た汚泥粒子は、下位層の上に落下し、反対方向に向かって動いた。落下する汚泥粒子を物
理的または化学的殺菌に付した。汚泥の水分を運ぶ排ガスを、汚泥粒子の層から負圧によ
って吸い出し、水で洗浄した後で排出した。洗浄水の水源は、冷交換器から排出された凝
縮水である。外部の水供給源は補助として使用した。末端に送られると、コンベヤーベル
トの最下層上の汚泥粒子は、コンベヤーベルトの最下層の下方に配置されたらせん状の破
砕機に落下し、さらに破砕された。得られた汚泥粒子の水分含有量は、３１％であった。

【図１】 【図２】



(14) JP 5526344 B2 2014.6.18

【図３】 【図４】

【図５】
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