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(57)【要約】
【課題】濾液と洗浄排水とが混ざらないように分割して
集水し、機外に排出することのできるベルト型濃縮機を
提供すること
【解決手段】無端ベルト（５３）により形成される内側
領域において、汚泥供給シュート（４４）の先端よりも
始端側に、洗浄手段（７）及び洗浄排水受皿（７４）を
配置する構成とする。これにより、洗浄排水と濾液とが
混ざらないように分割して集水し、機外に排出すること
が可能となる。そして、機外に排出される洗浄排水を再
度濃縮処理することにより、回収効率を高めることが可
能となる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　汚泥を濃縮するためのベルト型濃縮機であって、
　駆動回転軸及び補助回転軸に巻き掛けられ、その搬送面の始端側に供給された処理汚泥
を終端側に移送しながら、当該処理汚泥に含まれる水分を濾液として裏面側に通過させる
ことによって汚泥を濃縮する通水性の無端ベルトと、
　前記無端ベルトの搬送面に沿って下方側に傾斜し、その先端から前記搬送面に処理汚泥
を供給する汚泥供給シュートと、
　前記無端ベルトにより形成される内側領域において、前記汚泥供給シュートの先端より
も始端側に配置され、終端側から始端側に戻ってくる無端ベルトに洗浄水を供給する洗浄
手段と、
　前記汚泥供給シュートの先端よりも始端側に配置され、前記無端ベルトを洗浄した後の
洗浄排水を受ける洗浄排水受皿と、当該洗浄排水受皿で集水した洗浄排水を排出する排出
口とを含む洗浄水排出手段と、を備え、
　前記洗浄排水が、前記濾液と混ざらないように分割して集水し、機外に排出することを
特徴とするベルト型濃縮機。
【請求項２】
　前記機外に排出される洗浄排水を、処理汚泥をベルト型濃縮機に移送するための汚泥供
給ポンプの吐出側配管に戻して再処理させるための洗浄排水返送手段をさらに備えたこと
を特徴とする請求項１に記載のベルト型濃縮機。
【請求項３】
　前記機外に排出される洗浄排水を、処理汚泥をベルト型濃縮機に移送するための汚泥供
給ポンプの吸入側配管に戻して再処理させるための洗浄排水返送手段をさらに備えたこと
を特徴とする請求項１に記載のベルト型濃縮機。
【請求項４】
　前記機外に排出される洗浄排水を、処理汚泥をベルト型濃縮機に移送するための汚泥供
給ポンプと前記汚泥供給シュートとの間に配置される凝集槽に戻して再処理させるための
洗浄排水返送手段をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載のベルト型濃縮機。
【請求項５】
　前記汚泥供給シュートの先端には、当該汚泥供給シュートの先端から無端ベルトの表面
に跨るように配置され、前記汚泥供給シュートの下方側に汚泥が廻り込まないようにする
ための可燒性を有する汚泥案内板が設けられていることを特徴とする請求項１に記載のベ
ルト型濃縮機。
【請求項６】
　前記洗浄排水返送手段は、前記機外に排出される洗浄排水を貯留する洗浄排水貯留槽と
、当該洗浄排水貯留槽内の洗浄排水を前記請求項２ないし４のいずれかに記載された位置
に返送するための洗浄排水返送ポンプと、当該洗浄排水返送ポンプにより返送される洗浄
排水の流量を調節するための流量調節手段と、前記洗浄排水貯留層内に貯留されている洗
浄排水の液量の下限値を検知するためのセンサーと、を備え、前記返送される洗浄排水の
流量が、前記機外に排出される洗浄排水の流量よりも多く、且つ、一定となるように前記
流量調節手段を調節すると共に、前記センサーが下限値を検知したときに前記洗浄排水返
送ポンプを一旦停止させることを特徴とするベルト型濃縮機。
【請求項７】
　前記洗浄排水返送手段は、前記機外に排出される洗浄排水を貯留する洗浄排水貯留槽と
、当該洗浄排水貯留槽内の洗浄排水を前記請求項２ないし４のいずれかに記載された位置
に返送するための洗浄排水返送ポンプと、当該洗浄排水返送ポンプにより返送される洗浄
排水の流量を調節するための流量調節手段と、前記洗浄排水貯留層内に貯留されている洗
浄排水の液量を段階分けして検知するためのセンサーと、を備え、前記センサーが検知す
る液量の段階に応じて、前記流量調節手段により前記返送される洗浄排水の流量を調節す
ることを特徴とするベルト型濃縮機。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば下水処理の際に副生される汚泥を濃縮処理するためのベルト型濃縮機
に係り、特に、洗浄排水と濾液とが混ざらないようにして分割して集水し、洗浄排水を再
処理して汚泥固形分（ＳＳ）の回収効率を高めることのできるベルト型濃縮機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、下水を清澄な水にする処理の際に副生する汚泥を濃縮するための装置、より
詳しくは汚泥固形分（ＳＳ）を含む汚泥スラリーから水分を分離するための装置の一つに
、濾過材を兼用するベルトコンベアを備えたベルト型濃縮機がある。具体例としては、以
下のように構成されたものが公知になっている（特許文献１）。
【０００３】
　図８に示すように、特許文献１に開示されているベルト型濃縮機１は、処理汚泥が投入
される始端部、及び濃縮汚泥を排出する終端部にそれぞれ配置された２本のプーリに掛け
渡された通水性の無端ベルト１０と、前記始端部に処理汚泥を投入する投入シュート１１
と、重力の作用により無端ベルト１０を通過して処理汚泥から分離される水分（濾液）を
受けるための濾液受皿１２とを備えた構成である。この構成において、始端部に投入され
た処理汚泥は、回動する無端ベルト１０によって終端側に移送されながら、重力の作用に
より水分が分離されて濃縮することになる。
【０００４】
　前記ベルト型濃縮機１は、無端ベルト１０の表面が目詰まりを起こして通水性が低下し
てしまうのを抑えるために、洗浄手段を備えている。この洗浄手段は、終端部から始端部
に戻ってくる無端ベルト１０の裏面に対して、前記濾液受皿１２で受けた濾液を、排出口
１２ａを介して洗浄水Ａとして供給する第１の洗浄手段と、水などの洗浄水Ｂを洗浄ノズ
ル１３から噴射する第２の洗浄手段とを備えている。無端ベルト１０を洗浄した後の洗浄
排水Ａ及びＢは、集水ホッパ１４により集水されて排水管１４ａから機外に排出される。
【０００５】
　また、他の用途に用いられるベルト型濃縮機として、特許文献２に開示された構成が知
られている。図９に示すように、当該特許文献２に開示されているベルト型濃縮機２は、
重力の作用により無端ベルト２０を通過して処理汚泥から分離される水分（濾液）を受け
るための濾液受皿２１と、洗浄ノズル２２から噴射された洗浄水を受けるための洗浄排水
受皿２３とを備えている。そして、これらの受皿２１及び２３で集水した濾液及び洗浄排
水は、共通のポンプによって一部が洗浄水として再使用され、残りは機外に排出される構
成である。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－２３６５９６号公報
【特許文献２】特開昭５５－２７０４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１のように洗浄手段を構成した場合、濾液を洗浄水Ａとして活用した分におい
てトータルとしての洗浄水量を削減できるという利点がある。しかしながら、濾液と洗浄
水として使用し、且つ、洗浄ノズル１３から噴射された洗浄水と混合して機外に排出する
ということは、混合された洗浄排水に含まれる汚泥固形分（ＳＳ）をも機外に排出するこ
とになる。洗浄排水中には、微量（例えば５ｇ／Ｌ）ではあるが汚泥固形分（ＳＳ）が含
まれているので、そのまま排出すると、結果として汚泥固形分（ＳＳ）の回収率が低下し
てしまう。特許文献２の構成においても同様である。さらに特許文献２の場合には、残留
汚泥を含む洗浄排水を洗浄水を使用しているので、洗浄ノズル２２及び配管内の閉塞が発
生する場合がある。
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【０００８】
　上記のように汚泥固形分（ＳＳ）の回収効率に着目した場合、洗浄排水に含まれる汚泥
固形分（ＳＳ）も回収して回収効率を高めることが望ましい。しかしながら、そのために
別途の処理設備を設けるのは不経済である。そこで、洗浄排水を、ベルト型濃縮機の前段
に設けられる汚泥貯留槽に返送し、再度濃縮処理するようにすることが考えられるが、洗
浄排水を戻すことが、一連の濃縮処理工程に対して悪影響を及ぼす懸念がある。具体的に
は、汚泥貯留槽からベルト型濃縮機に供給する汚泥量の計画・管理が難しくなる、及び、
ベルト型濃縮機で処理する汚泥の汚泥固形分（ＳＳ）濃度が変動してしまうという懸念で
ある。
【０００９】
　本発明は、このような事情に基づいてなされたものであり、その目的は、濾液と洗浄水
とが混ざらないように分割して集水し、機外に排出することのできるベルト型濃縮機を提
供することにある。
【００１０】
　また、本発明の他の目的は、濾液とは分割して機外に排出された洗浄排水を再処理する
にあたり、一連の濃縮処理工程に対する影響が少ない適切な場所に戻し、高い回収効率を
得ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明のベルト型濃縮機は、汚泥を濃縮するためのベルト型濃縮機であって、　駆動回
転軸及び補助回転軸に巻き掛けられ、その搬送面の始端側に供給された処理汚泥を終端側
に移送しながら、当該処理汚泥に含まれる水分を濾液として裏面側に通過させることによ
って汚泥を濃縮する通水性の無端ベルトと、前記無端ベルトの搬送面に沿って下方側に傾
斜し、その先端から前記搬送面に処理汚泥を供給する汚泥供給シュートと、前記無端ベル
トにより形成される内側領域において、前記汚泥供給シュートの先端よりも始端側に配置
され、終端側から始端側に戻ってくる無端ベルトに洗浄水を供給する洗浄手段と、前記汚
泥供給シュートの先端よりも始端側に配置され、前記無端ベルトを洗浄した後の洗浄排水
を受ける洗浄排水受皿と、当該洗浄排水受皿で集水した洗浄排水を排出する排出口とを含
む洗浄水排出手段と、を備え、前記洗浄排水が、前記濾液と混ざらないように分割して集
水し、機外に排出することを特徴とする。
【００１２】
　前記ベルト型濃縮機は、前記機外に排出される洗浄排水を、処理汚泥をベルト型濃縮機
に移送するための汚泥供給ポンプの吐出側配管に戻して再処理させるための洗浄排水返送
手段をさらに備えた構成とすることができる。また、前記機外に排出される洗浄排水を、
処理汚泥をベルト型濃縮機に移送するための汚泥供給ポンプの吸入側配管に戻して再処理
させるための洗浄排水返送手段をさらに備えた構成とすることもできる。さらにまた、前
記機外に排出される洗浄排水を、処理汚泥をベルト型濃縮機に移送するための汚泥供給ポ
ンプと前記汚泥供給シュートとの間に配置される凝集槽に戻して再処理させるための洗浄
排水返送手段をさらに備えた構成とすることもできる。
【００１３】
　さらに、前記洗浄排水返送手段は、前記機外に排出される洗浄排水を貯留する洗浄排水
貯留槽と、当該洗浄排水貯留槽内の洗浄排水を上記したいずれかの位置に返送するための
洗浄排水返送ポンプと、当該洗浄排水返送ポンプにより返送される洗浄排水の流量を調節
するための流量調節手段と、前記洗浄排水貯留層内に貯留されている洗浄排水の液量の下
限値を検知するためのセンサーと、を備え、前記返送される洗浄排水の流量が、前記機外
に排出される洗浄排水の流量よりも多く、且つ、一定となるように前記流量調節手段を調
節すると共に、前記センサーが下限値を検知したときに前記洗浄排水返送ポンプを一旦停
止させるようにすることもできる。
【００１４】
　さらに、前記汚泥供給シュートの先端には、当該汚泥供給シュートの先端から無端ベル
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トの表面に跨るように配置され、前記汚泥供給シュートの下方側に汚泥が廻り込まないよ
うにするための可燒性を有する汚泥案内板を設けるようにすることもできる。なお、この
場合、前述の「前記汚泥供給シュートの先端」とは、当該汚泥案内板の先端のことである
と定義される。
【００１５】
　あるいは、前記洗浄排水返送手段は、前記機外に排出される洗浄排水を貯留する洗浄排
水貯留槽と、当該洗浄排水貯留槽内の洗浄排水を上記したいずれかの位置に返送するため
の洗浄排水返送ポンプと、当該洗浄排水返送ポンプにより返送される洗浄排水の流量を調
節するための流量調節手段と、前記洗浄排水貯留層内に貯留されている洗浄排水の液量を
段階分けして検知するためのセンサーと、を備え、前記センサーが検知する液量の段階に
応じて、前記流量調節手段により前記返送される洗浄排水の流量を調節するようにするこ
ともできる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、無端ベルトにより形成される内側領域において、汚泥供給シュートの
先端よりも始端側に洗浄手段を配置し、さらに、汚泥供給シュートの先端よりも始端側に
洗浄排水受皿を配置して洗浄排水を集水・排出する構成としたことにより、洗浄排水と濾
液とが混ざることがなく、両者を分割して機外に排出することが可能となる。
【００１７】
　また本発明によれば、機外に排出される洗浄排水を再処理することによって汚泥固形分
（ＳＳ）の回収効率を高めることができ、このとき、洗浄排水を汚泥貯留槽に戻すのでは
なく、ベルト型濃縮機に処理汚泥を移送するための汚泥供給ポンプの吸入側配管又は吐出
配管或いは凝集槽に戻すようにしたことによって、一連の濃縮処理工程に対する影響を小
さくすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明に係るベルト型濃縮機の好適な実施形態を説明する前に、下水処理の全体の流れ
について、図１を参照しながら簡単に説明しておく。下水処理工程は、大別すると水処理
工程及び汚泥処理工程に分けることができる。まず水処理工程とは、最初沈殿池３、エア
レーションタンク３１及び最終沈殿池３２等の設備を用いて流入下水を清澄な水にする工
程である。まず、下水を最初沈殿池３に流入して上澄液と初沈汚泥に固液分離して、上澄
液はエアレーションタンク３１に移送し、初沈汚泥は汚泥処理する。エアレーションタン
ク３１に供給された最初沈殿池の上澄液は、エアレーションタンク３１内で活性汚泥によ
り生物処理される。そして活性汚泥の一部を最終沈殿池３２に供給して上澄液と沈殿汚泥
に固液分離して、上澄液は消毒した後放流し、沈殿汚泥は一部をエアレーションタンク３
１に返送するが、残りは余剰汚泥として汚泥処理する。
【００１９】
　また、汚泥処理工程とは、前述の水処理工程において副産物として発生する汚泥を処理
する工程であり、濃縮工程、消化工程及び脱水工程等によって構成されている。初沈汚泥
及び余剰汚泥は、脱水（消化）効率を高める目的で濃縮する。このときの濃縮方法には、
初沈汚泥と余剰汚泥を混合して濃縮する混合濃縮と両者を別々に濃縮する分離濃縮がある
。混合濃縮の場合、初沈汚泥及び余剰汚泥を共に汚泥貯留槽３３に貯留し、ベルト型濃縮
機３４などの濃縮機で機械濃縮する。他方、分離濃縮の場合には、初沈汚泥は重力濃縮槽
３５で重力濃縮し、余剰汚泥は汚泥貯留槽３３に貯留してからベルト型濃縮機３４などの
濃縮機で機械濃縮するのが一般的である。また、重力濃縮槽３５及びベルト型濃縮機３４
からそれぞれ排出される濃縮汚泥は、濃縮汚泥貯留槽３６に貯留した後、脱水機３７で脱
水するか、あるいは消化した後に脱水機３７で脱水するのが一般的である。
【００２０】
　前述のように、濃縮工程で処理される汚泥は水処理から引抜いて汚泥貯留槽３３に移送
し、そこからベルト型濃縮機３４に供給される。ベルト型濃縮機３４への汚泥供給量は、
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水処理から引抜く一日の汚泥量を、ベルト型濃縮機３４の一日の運転時間で除した値に基
づいて決定される。例えば、一日の汚泥引抜量４８０ｍ３、濃縮機運転時間が２４時間で
あれば時間当たり汚泥供給量は２０ｍ３／ｈｒとなり、一日の汚泥引抜量６００ｍ３、濃
縮機運転時間が２４時間であれば時間当たりの汚泥供給量は２５ｍ３／ｈｒとなる。こう
して１日毎に処理計画がたてられるため、当該システムは、処理量を柔軟に変更するのが
難しいという短所がある。
【００２１】
　このような下水処理システムにおいて汚泥を機械濃縮するための、本発明の好ましい第
１の実施形態に従うベルト型濃縮機の構成、及び、洗浄排水の再処理フローについて、図
２を参照しながら説明する。
【００２２】
　図２に示すように、本実施形態によるベルト型濃縮機４は、外装体をなすケーシング４
１を有し、このケーシング４１の内部には汚泥を移送しながら濃縮するためのベルトコン
ベア５が設けられている。また、ケーシング４１の始端側には、汚泥貯留槽３３に接続さ
れた汚泥供給ポンプ３３ａによって送られてくる処理汚泥に凝集剤を添加するための凝集
装置４２、凝集剤が添加された処理汚泥を一時的に滞留させるための凝集槽４３、及び凝
集槽４３からオーバーフローする処理汚泥をベルトコンベア５に供給するための汚泥供給
シュート４４が設けられている。凝集装置４２としては、例えば混合弁やラインミキサー
などの一般的な液混合手段を用いることができる。一方、ケーシング４１の終端側底部に
は、ベルトコンベア５で濃縮された汚泥を排出する濃縮汚泥排出口４５が形成されている
。
【００２３】
　ベルトコンベア５は、その終端側（汚泥排出側）及び始端側（汚泥供給側）にそれぞれ
配置された、水平軸廻りに回動可能な駆動回転軸５１及び補助回転軸５２と、これら２本
の回転軸に巻き掛けられた無端ベルト５３と、駆動回転軸５１を通じて無端ベルト５３を
回動させるための駆動機構５Ａとで構成されている。そして、駆動機構５Ａにより駆動回
転軸５１が回動し、無端ベルト５３の上部側表面（つまり搬送面）が始端側から終端側に
向かって走行するように構成されている。
【００２４】
　前記無端ベルト５３は、汚泥は通過させないが、汚泥に含まれる水分は重力の作用によ
って裏面側に通過させる程度の通水性を有する材質で形成されており、これにより一種の
重力濾過材として機能する。一例を挙げると、無端ベルト５３は、メッシュ状の樹脂シー
トで形成することができる。樹脂シートの材質には、例えばポリエステルを選択すること
ができる。このように無端ベルト５３に通水性を設けたことにより、処理汚泥を終端側に
向かって移送しつつ、水分を分離して濃縮された汚泥にすることが可能となる。
【００２５】
　無端ベルト５３の始端側上方位置には、当該無端ベルト５３の長手方向に沿って延びる
と共に、当該無端ベルト５３の表面に向かって下方側に傾斜する樋状の汚泥供給シュート
４４が設けられている。凝集槽４３からオーバーフローする処理汚泥は、当該汚泥供給シ
ュート４４を滑り落ちて無端ベルトに供給されることになる。
【００２６】
　ここで、図２では作図の便宜上省略しているが、図３に示すように、無端ベルト５３に
おける搬送面の両側には、汚泥が落下するのを防止するための落下防止壁５４が設けられ
ている。この落下防止壁５４は、その一端側が汚泥供給シュート４４の端部に接近するよ
うに配置されている。当該落下防止壁５４は、ケーシング４１の側壁に固定用部材（不図
示）によって固定されている。固定用部材との接合は、例えばボルトなどで行う。さらに
、無端ベルト５３の搬送面は、長手方向に間隔をおいて設けられた複数の支持部材５５に
よって裏面側から支持されている。
【００２７】
　さらに、汚泥供給シュート４４の先端には、当該汚泥供給シュート４４の先端から無端
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ベルト５３の表面に跨って配置することによって段差をなくし、且つ、汚泥が汚泥供給シ
ュート４４の下方側に廻り込むのを防止するための可燒性を有する汚泥案内板５６が設け
られている。当該汚泥案内板５６は、例えばゴムシートなどを採用することができる。こ
のように汚泥案内板５６を設けたことにより、回動するベルト表面に対して汚泥を滑らか
に供給することが可能となる。さらにゴムシートなどの可燒性シートを選択すれば、無端
ベルト５３の表面を傷つけることが少ない。加えて、例えば汚泥供給量を多くしても、図
３（ｂ）に模式的に示すように、汚泥供給シュート４４の下方側に汚泥が回り込んで、後
述する洗浄排水受皿７４に落下することを防止できるという利点がある。
【００２８】
　さらに、汚泥供給シュート４４の裏面側には、当該供給シュート４４と落下防止壁５４
との隙間から汚泥が流出した場合に、この流出した汚泥が下方側に落下するのを防止する
ための汚泥受板５７が設けられている。当該汚泥受板５７は、汚泥供給シュート４４の側
面から、ケーシング４１の側面に跨るように配置されており、例えばゴムシートなどの可
燒性シートを採用することができる。このように汚泥受板５７を設けることにより、当該
供給シュート４４と落下防止壁５５との隙間から汚泥が流出したとしても、後述する洗浄
排水受皿７４に落下することを防止できるという利点がある。
【００２９】
　また、無端ベルト５３の終端側表面及び側面には、濃縮汚泥の排出を妨げることによっ
て濃縮効率を向上させるためのランプ（傾斜板）５８Ａ、残留汚泥をベルト表面から掻き
取るためのクレーパ５８Ｂがそれぞれ設けられている。また、無端ベルト５３の搬送面側
には、その走行方向に沿って配列されるプロー機構５９が設けられている。各プロー機構
５９は、無端ベルト５３の幅方向に並べられる複数のプロー（鋤）を備えており、このプ
ローがベルト表面の汚泥層を鋤くことによって、ベルトの濾過効率を高めている。プロー
は、例えば水平断面が略三角形状をなしている（図３参照）。
【００３０】
　無端ベルト５３で囲まれる内側領域には、その長手方向に沿って延びる濾液受皿６が設
けられている。濾液受皿６は、その中央部に向かうにつれて下方側に傾斜した構成であり
、さらに中央部には排液口６１が形成されている。排液口６１は、ケーシング４１の底部
中央に形成されている濾液排出口６２と配管を介して接続されており、さらに、濾液排出
口６２は配管を介して濾液貯留槽６３と接続されている。これにより、無端ベルト５３を
通過して落下する濾液を集水し、機外に排出することが可能になっている。
【００３１】
　続いて、無端ベルト５３の洗浄手段について説明する。当該洗浄手段は、例えば洗浄ノ
ズル７で構成されており、前記無端ベルト５３により形成される内側領域において、前記
汚泥供給シュート４４の先端よりも始端側に位置するように配置され、終端側から始端側
に戻ってくる無端ベルト５３に対して、裏面側から洗浄水を常時噴射する。洗浄ノズル７
は、例えばベルト幅方向に延びる円筒形配管の表面に、複数の洗浄水噴射孔を穿設して形
成することができる。さらに洗浄ノズル７は、配管を介して洗浄水供給源７１と接続され
ており、その途中に設けられたバルブなどの流量調節手段７２によって流量を調節可能な
ようにすることができる。
【００３２】
　そしてケーシング４１の底部表面には、当該ケーシング４１の底部領域を幅手方向に仕
切る縦の仕切り壁７３が、前記汚泥供給シュート４４の先端と前記洗浄ノズル７との間に
位置するように設けられている。これにより、ケーシング４１の始端側底部は、洗浄排水
を集水するための洗浄排水受皿７４を形成している。洗浄排水受皿７４の底部には、洗浄
排水排出口７５が形成されており、さらに、洗浄排水排出口７５は配管を介して洗浄排水
貯留槽７６と接続されている。これにより、無端ベルト５３に付着した残存汚泥を洗い落
とした洗浄排水を集水し、機外に排出することが可能になっている。
【００３３】
　洗浄排水貯留槽７６には、洗浄排水を再処理（濃縮処理）するために、洗浄排水を所定
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の位置に返送するための洗浄排水返送ポンプ７７が接続されている。洗浄排水返送ポンプ
７７の吐出配管は、汚泥供給ポンプ３３ａの吐出配管と接続されている。このとき、洗浄
排水返送ポンプ７７の吐出圧が、汚泥供給ポンプ３３ａの吐出圧よりも小さい場合、汚泥
が洗浄排水貯留槽７６に向かって流入するのを防止する手段が必要である。この例では、
洗浄排水返送ポンプ７６に、モーノポンプのような定量ポンプを選定し、これにより汚泥
供給ポンプ３３ａの吐出圧に対して背圧にして逆流を防止している。定量ポンプを選択し
ない場合、例えば配管の途中に背圧バルブを設けるようにして逆流を防止するようにして
もよい。
【００３４】
　洗浄排水返送ポンプ７７は、例えば定量ポンプを選定した場合には、そのストローク長
及び速度を変えることによって、流量調節が可能である。また、定量ポンプ以外を選定し
た場合であっても、例えば流量調節バルブを配管の途中に設けたり、インバータ機能を備
えた駆動モータを設けることによって流量調節が可能である。すなわち、本例のベルト型
濃縮機４は、洗浄排水の流量を調節するための流量調節手段を備えた構成とする。
【００３５】
　また、洗浄排水貯留槽７６は、槽内に貯留されている洗浄排水の液量を検知するための
センサー７８を備えている。センサー７８の例としては、互いに長さの異なる複数の電極
を用いて液レベルを検知する電極式の液面検知器、槽底部に設置した圧力計を用いた液量
検知器、フロート式の液面検知器などを使用することが可能である。
【００３６】
　ここで、洗浄排水返送ポンプ７７に定量ポンプを選定し、センサー７８に電極式の液面
検知器を選定した場合の、洗浄排水返送量を制御する具体的な手法について、図４を参照
しながら説明する。まず、洗浄排水返送ポンプ７７の流量を一定で安定供給する手法につ
いて説明すると、例えば洗浄ノズル７から２ｍ３／ｈｒで洗浄水を噴射した場合、平均２
ｍ３／ｈｒ同流量で洗浄排水が排出されるので、ここでは２．２ｍ３／ｈｒで返送するよ
うに洗浄排水返送ポンプ７７の流量を設定する。すなわち、機外に排出される流量よりも
大きい流量で返送するように設定する。この場合、洗浄排水貯留槽７６の液レベルが下が
ってくるので、液レベルが下限値（Ｌ）になったら洗浄排水返送ポンプ７７を停止し、そ
して液レベルが第１上限値（Ｈ１）まで上がったら再び洗浄排水供給ポンプ７７を起動す
るように制御する。万が一、洗浄排水の量が多くなって洗浄排水貯留槽７６の液レベルが
上昇したら、バイパス配管７９を経由して濾液貯留槽６３または濾液を移送するための配
管中にオーバーフローさせるようにする。この場合、バイパス配管７９に電磁弁７９ａを
取り付け、第１上限値（Ｈ１）で洗浄排水返送ポンプ７７を起動し、第２上限値（Ｈ２）
で電磁弁７９ａを開くように制御してもよい。
【００３７】
　続いての手法は、洗浄排水返送ポンプ７７の流量を変化させることによって、洗浄排水
貯留槽７６内の液レベルを一定に制御する手法である。この場合も、洗浄排水が平均２ｍ
３／ｈｒで排出されるとすると、液レベルが中間値（Ｍ）と第１上限値（Ｈ１）の間にあ
るときには、２．２ｍ３／ｈｒで返送するように設定する。そして、液レベルが第１上限
値（Ｈ１）に達した場合、返送する流量を自動で２．４ｍ３／ｈｒに上げる。さらに液レ
ベルが上昇し、第２上限値（Ｈ２）になった場合、返送する流量を２．６ｍ３／ｈｒに上
げる。反対に、液レベルが下がって中間値（Ｍ）に達した場合、返送する流量を自動で１
．８ｍ３／ｈｒに下げ、液レベルが更に低下して下限値（Ｌ）になったら、返送する流量
を自動で１．５ｍ３／ｈｒに下げるように制御する。
【００３８】
　（作用）
　以上の説明からも分かるように、本実施形態に従うベルト型濃縮機４は、始端側から終
端側に向かって、洗浄ノズル７、濾液受皿６の端部、仕切り壁７３、汚泥供給シュート４
４の先端が順に位置する構成である。続いて、このような構成のベルト型濃縮機４で汚泥
を濃縮する作用、及び、濾液と洗浄排水を分割して機外に排出する作用について説明する
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。まず、汚泥供給ポンプ３３ａにより汚泥貯留槽３３から例えば２０ｍ３／Ｈｒの流量で
送られてくる処理汚泥は、まず凝集装置４２に供給され、ここで凝集剤例えば高分子凝集
剤が予め決められた所定の割合例えば固体質量換算で０．３～０．４ｋｇ／ｋｇとなるよ
うに添加され、これにより汚泥中の汚泥固形分（ＳＳ）が凝集してフロック状となる。
【００３９】
　凝集剤が添加された処理汚泥は次いで凝集槽４３に供給され、ここで一時的に滞留して
から汚泥供給シュート４４を滑り落ちて無端ベルト５３に供給される。無端ベルト５３に
供給された処理汚泥は、走行する搬送面により終端側に向かって移送されながら水分が重
力濾過され、ランプ５８Ａで濃縮効率が高められて終端から落下し、さらにベルト表面の
残留汚泥がクレーパ５８Ｂで掻き取られ、濃縮汚泥排出口４５を介して機外に排出される
。その後、濃縮汚泥は、濃縮汚泥貯留槽３６に貯留された後、脱水機３７に供給されて脱
水処理されることになる。
【００４０】
　また、無端ベルト５３で重力濾過によって分離された濾液は、下方側に落下して濾液受
皿６に集水され、濾液排出口６２を介して機外に排出される。機外に排出された濾液は、
濾液貯留槽６３に貯留され、例えば洗浄水として用いる場合には、洗浄ノズル７に送られ
ることになる。
【００４１】
　さらにまた、洗浄ノズル７からは、無端ベルトの裏面側に向けて、例えば２ｍ３／Ｈｒ
の流量で洗浄水が常時噴射されており、これにより表面に残存する汚泥を洗い落とす。残
存汚泥を含む洗浄排水は、洗浄排水受皿７４にて集水され、洗浄排水排出口７５を介して
機外に排出される。機外に排出された洗浄排水は、洗浄排水貯留槽７６に貯留され、例え
ば上記した流量制御を行いながら汚泥供給ポンプ３３ａの吐出配管に供給され、そしてベ
ルト型濃縮機４に再度供給されて濃縮処理されることとなる。
【００４２】
　上述のベルト型濃縮機４によれば、無端ベルト５３により形成される内側領域において
、汚泥供給シュート４４の先端よりも始端側に洗浄ノズル７を配置し、さらに、汚泥供給
シュート４４の先端よりも始端側に洗浄排水受皿７４を形成して洗浄排水を集水・排出す
る構成としたことにより、無端ベルト５３から落下する濾液が混入することが防止される
。このため、洗浄排水と濾液とを分割して集水することができ、両者を別々に機外に排出
することが可能となる。すなわち、汚泥固形分（ＳＳ）を含む洗浄排水を、汚泥固形分（
ＳＳ）を含まない濾液とは分割して集水・排出するということは、再処理する洗浄排水の
量を最小限に止めるということである。これにより、洗浄排水を戻すようにしても、ベル
ト型濃縮機の負荷の増加を最小限に抑えることが可能になるという点で、本発明は極めて
有効である。
【００４３】
　さらに、上述の実施形態によれば、洗浄排水を再処理する構成としたことにより、汚泥
固形分（ＳＳ）の回収効率を高めることが可能になる。すなわち、洗浄排水量は、濾液量
に比べて圧倒的に少ないが、汚泥固形分（ＳＳ）の濃度が５ｇ／Ｌと高いため、従来の手
法では９５％以上の回収率を得ることができないか、できたとして安定して９５％以上の
回収率を維持することは難しい。これに対し本実施形態のベルト型濃縮機４は、後述する
実施例を見れば明らかなように、洗浄排水を再処理することによって、濃縮汚泥濃度４％
以上、且つ、９５％以上の回収率を得ることができ、しかもその回収率を安定して維持す
ることができる。
【００４４】
　加えて、本実施形態のベルト型濃縮機４は、汚泥供給ポンプ３３ａの吐出配管に洗浄排
水を戻す構成としたことにより、一連の濃縮処理工程に対する影響を少なくして再処理す
ることが可能となる。すなわち、洗浄排水を例えば汚泥貯留槽３３に返送するようにする
と、洗浄排水発生量も考慮してベルト型濃縮機４への時間当たりの汚泥供給量を決定する
必要があり、１日毎に行われる処理計画が極めて複雑になってしまう。さらに、洗浄排水
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返送ポンプ７７が一定の流量で常時稼動しているとは限らないので、処理計画の量と、実
際に処理する量にずれが生じる場合がある。このような状況を回避するため、本実施形態
では、汚泥貯留槽３３には戻さず、汚泥供給ポンプ３３ａの吐出配管に洗浄排水を戻す構
成を採用している。
【００４５】
　さらに、本実施形態によれば、返送する洗浄排水の流量を、ベルト型濃縮機４から排出
される流量よりも多くなるように設定し、且つ、洗浄排水貯留槽７６の液レベルを制御す
る構成としたことにより、ベルト型濃縮機から排出される洗浄排水量はばらついた場合に
も、洗浄排水の返送流量が変動するのを緩和し、安定して洗浄排水を返送して再処理する
ことができる。
【００４６】
　さらに、本実施形態によれば、汚泥案内板５６，汚泥受板５７を設けた構成とすること
によって、より確実に洗浄排水の量を最小限に止めることが可能となる。これにより、洗
浄排水を戻すようにしても、より確実にベルト型濃縮機の負荷の増加を最小限に抑えるこ
とが可能になる。
【００４７】
　さらに、本実施形態によれば、洗浄手段をベルトコンベア５の始端側に配置したことに
より、より確実に洗浄排水を集水することが可能となる。すなわち、例えば図９に示す従
来の構成のように、洗浄手段をベルトコンベア５の終端側に配置した場合、回動するベル
トに表面張力で洗浄排水が付着した状態で洗浄排水受皿７４を形成する仕切り壁７３を超
えてから落下してしまうことがある。これに対し、本実施形態のように始端側に洗浄手段
を設けるようにすると、補助回転軸を介して上面（搬送面）に反転する際に、表面張力で
付着した洗浄排水の落下が促進され、しかもその下方側に位置する洗浄排水受皿７４で集
水することができる。
【００４８】
　続いて、本発明の第２及び第３の実施形態について、図５を参照しながら説明する。こ
れら実施形態は、洗浄排水を戻す位置が異なることを除いて、第１の実施形態と同じ構成
を採用する。よって、同一構成については、同じ符号を付すことによって詳しい説明を省
略する。
【００４９】
　まず、図５（ａ）に示すように、第２の実施形態では、洗浄排水返送ポンプ７７の吐出
配管を、汚泥供給ポンプ３３ａの吸入配管に接続した構成である。また、図５（ｂ）に示
すように、第３の実施形態では、洗浄排水返送ポンプ７７の吐出配管を、凝集槽４３に接
続した構成である。これらの位置に洗浄排水を返送するようにした場合であっても、上述
の第１の実施形態と同様の効果を得ることができる。但し、凝集槽４３に返送する場合、
凝集槽４３のレベル上昇現象が起こるので、その分の容量を確保しておく必要がある。
【実施例】
【００５０】
　続いて、本発明の効果を確認するために行った実施例について説明する。
【００５１】
　（試験例１）
　図２に示す構成のベルト型濃縮機４を用いて汚泥を処理した例を実施例１とする。また
、同様の構成であるが、洗浄排水を戻さないで、従来のように濾液と混合して排出した例
を比較例１とする。実施例１及び比較例１の詳しい設定条件、及び、汚泥固形分（ＳＳ）
の回収効率の算出結果を図６に示す。図６を見れば明らかなように、実施例１の回収率が
９６．０％であるのに対し、比較例１の回収率は９２．３％になっている。すなわち、本
発明のベルト型濃縮機によれば、汚泥固形分（ＳＳ）の回収効率を高めることができるこ
とが確認された。さらに、洗浄排水が増えることで薬注率が少し高くなる可能性はあるも
のの、ベルト型濃縮機の一般的な薬注率の目標値である０．４％以下は達成できることが
確認された。
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【００５２】
　（試験例２）
　汚泥供給量及び洗浄排水量が異なることを除いて実施例１と同じ処理を行った例を実施
例２，３とする。また、比較として、洗浄排水を汚泥貯留槽３３に戻した例を比較例２，
３とする。実施例２，３及び比較例２，３の詳しい設定条件、及び、汚泥固形分（ＳＳ）
の回収効率の算出結果を図７に示す。なお、図７における「汚泥供給量」とは汚泥貯留槽
３３から引き抜いた汚泥量を示し、「実質処理量」とは汚泥貯留槽３３から引き抜いた汚
泥量から洗浄排水量を差し引いた値を示している。つまり、汚泥貯留槽３３に戻さない実
施例２，３は「汚泥供給量」と「実質処理量」の値は同じであり、汚泥貯留槽３３に戻す
比較例２，３は洗浄排水量を差し引いた分だけ「実質処理量」の値が小さい。
【００５３】
　図７を見れば明らかなように、汚泥供給量２０ｍ３／ｈｒ時についてみると、洗浄排水
を返送する場合、実質処理量１８ｍ３／ｈｒ、薬注率０．１６％で濃縮汚泥濃度４．０３
％、ＳＳ回収率９６．３％となり、洗浄排水を汚泥供給ポンプ３３ａのデリバリー部へ供
給する場合、実質処理量２０ｍ３／ｈｒ、薬注率０．１７％で濃縮汚泥濃度４．４２％、
ＳＳ回収率９６．２％となっている。また、汚泥供給量３０ｍ３／ｈｒ時についてみると
、洗浄排水を汚泥貯留槽３３へ返送する場合、実質処理量２８ｍ３／ｈｒ、薬注率０．２
１％で濃縮汚泥濃度６．０２％、ＳＳ回収率９８．１％となり、洗浄排水を汚泥供給ポン
プ３３ａのデリバリー部へ供給する場合、実質処理量３０ｍ３／ｈｒ、薬注率０．２２％
で濃縮汚泥濃度５．４３％、ＳＳ回収率９８．３％となっている。
【００５４】
　以上の結果から分かるように、洗浄排水を汚泥供給ポンプ３３ａのデリバリー部へ供給
する実施例２，３は、洗浄排水を汚泥貯留槽３３へ返送する比較例２，３に比べ同等もし
くはそれ以上の処理性能を得ることができることが確認された。しかも、比較例２，３の
場合、詳しくは既述したように、洗浄排水を戻すことによって一連の濃縮処理工程に悪影
響を及ぼすという欠点がある。また、本試験例２においては、実施例２，３と、比較例２
，３とでは実質処理量に差を設けているが、汚泥貯留槽３３からの引く抜き量を変えて実
質処理量を同じにした場合には、薬注率が実施例２，３よりも高くなってしまう推測され
る。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明のベルト型濃縮機が適用される下水処理システムの全体構成を示す図であ
る。
【図２】本実施形態に従うベルト型濃縮機の構成を示す図である。
【図３】上記ベルト型濃縮機の詳細を示す図である。
【図４】上記ベルト型濃縮機に備けられる洗浄排水貯留層の液レベルを制御する手法を説
明するための図である。
【図５】他の実施形態に従うベルト型濃縮機の構成を示す図である。
【図６】本発明の効果を確認するために行った試験の結果を示す特性図である。
【図７】本発明の効果を確認するために行った試験の結果を示す特性図である。
【図８】従来のベルト型濃縮機を示す図である。
【図９】従来における他のベルト型濃縮機を示す図である。
【符号の説明】
【００５６】
　３３　　汚泥貯留槽
　３３ａ　汚泥供給ポンプ
　４　　　ベルト型濃縮機
　４２　　凝集装置
　４３　　凝集槽
　４４　　汚泥供給シュート
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　５３　　無端ベルト
　６　　　濾液受皿
　６２　　濾液排出口
　７　　　洗浄ノズル
　７４　　洗浄排水受皿
　７５　　洗浄排水排出口
　７６　　洗浄排水貯留槽
　７７　　洗浄排水返送ポンプ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】

【図９】
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