
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
液体から固形物または粒状物を分離する装置であって、前記液体は前記装置に対して流れ
の経路に沿って前記装置を通過する方向に流れており、
前記装置は、前記液体の流れの経路中に配置されている分離パネルを含み、
前記分離パネルは前記液体がそれに沿って通る 表面を有し、
前記分離パネルは所定の寸法とされている複数の開口を含み、

前記開口は、液体の流れの方向に対してある角度でもって配置され、
前記分離パネルは、前記開口と連係している凸部を有し、
それらの凸部は、前記分離パネルの面から延長して流れの経路に突出して、流れの方向に
流れている液体に対して閉じられた面を形成し、前記開口を通過して流れる液体には前記
所定の寸法より小さい固形物または粒状物のみが含まれ、装置の使用中は、前記所定の寸
法より大きい固形物または粒状物が前記分離パネルに付着することまたは前記分離パネル
を詰まらせることを実質的に防止する 。
【請求項２】
前記分離パネルは 、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
前記分離パネルは実質的に円筒形の構造の形状である、請求項１または２に記載の装置。
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複数の

前記分離パネルは、前記液体の流れの方向に対してほぼ閉鎖された面を持ち、前記複数の
開口は前記複数の表面の背後に位置し、

装置

湾曲した形状を有している



【請求項４】
前記分離パネルは端部が開放されている実質的に円筒形の構造である、請求項１から３ま
でのいずれかに記載の装置。
【請求項５】
前記分離パネルが液体に対して 移動することによって前記装置を液体の流れが通
過することとなる、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
前記分離パネルは液体に対して回転するように適合されている、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
前記装置は、前記分離パネルと平行にかつこれから離間して配置される、前記液体とこれ
に含まれる浮遊物の再循環を可能にする流れ偏向板を更に含む、請求項１から６までのい
ずれかに記載の装置。
【請求項８】
前記装置は、前記分離パネルの上端の少し下から前記流れ偏向板の上端まで延長して、前
記浮遊物を保持するように作用する板をさらに含む、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
前記流れ偏向板は下方に向けられた板である、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
前記装置は、前記固形物または粒状物を収集するための容器を含む、請求項１から９まで
のいずれかに記載の装置。
【請求項１１】
前記装置は、前記容器から前記固形物または前記粒状物を取り除く手段を更に含む、請求
項１０に記載の装置。
【請求項１２】
前記容器から固形物または粒状物を取り除く手段には、前記装置を使用中に、前記固形物
または粒状物を内部に収容することができる取り外し可能な容器を前記容器に設けること
を含む、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
装置に対して流れている液体から固形物または粒状物を分離する方法であって、
前記方法は、請求項１から１２までのいずれかに記載されている分離装置を、前記液体の
相対的な流れの経路に配置する工程を含み、前記分離パネルは前記液体の流れ方向に対し
て閉じられた表面を供する。
【請求項１４】
前記分離パネルを前記液体に対して 移動させて、前記液体の流れが前記装置を通
るようにさせる工程を備える請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
前記分離パネルは液体に対して回転させられる、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
固形物または粒状物を容器に収集する工程を備える、請求項１３から１５までのいずれか
に記載の方法。
【請求項１７】
前記容器から固形物または粒状物を取り除く工程を備える、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
前記容器から固形物または粒状物を取り除く工程は、前記装置を使用中に、前記容器内で
前記固形物または粒状物を収容することができる取り外し可能な容器を取り除くことを含
む、請求項１７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
本発明は、流動液体から浮遊固形物および懸濁固形物を連続的に偏向させる手段を用いて
分離する方法と装置、さらに詳細には、非機械的な手段に限らない方法と装置に関する。
流動液体から固形物を分離するのが望まれる多くの用途、例えば、以下に示すような用途
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がある。
１．暴風雨水からの固形物の分離
オーストラリアの多くの地域、また、オーストラリア以外の国において、暴風雨水は水路
と海に導かれる。暴風雨水は、水路や海に導かれる種々の物のなかで、プラスチック、缶
、樹枝および動物の排泄物などの固形汚染物を運ぶ主要な媒介体である。
これらの固形汚染物の内、少なくともいくつかの汚染物の通過を制限するために種々の試
みがなされてきた。１つの方法は、排水溝から出口に渡って格子を設ける方法である。し
かし、これらの格子は一般的に満足のいくものではない。何故なら、格子の寸法は、固形
汚染物が水圧によって格子に捕獲されたときでも水を通過させるような寸法でなければな
らないので、格子はかなり大きい開口寸法を有する必要があるからである。また、このよ
うな大きい開口寸法を有する格子も閉塞される可能性があるので、排水システム中に上流
側の水の盛り上がりを防ぐために格子の周囲または上方に水の流動経路を設ける必要があ
る。第１の方法に代わって提案された第２の方法は、サイクロンや動的分離器のようなシ
ステムを使用して、廃棄物を除去する方法である。これらは効率的ではあるが、暴風雨水
システムの全体に渡って用いるにはあまりにも高価である。
２．下水汚物からの液体の分離
多くの汚物処理プラントは、主に、液体の正味の処理量を増やす点に困難さがある。これ
は、汚物と暴風雨水を処理する「混合」システムにおいては、さらに悪化する。多くの場
合、汚物処理プラントは、そこに流れ込む液体の量が少なければ、例えば、液体と汚物が
主下水管に進入する前に液体が除去されれば、より多くの汚物を処理することができる。
しかし、従来、これは実行不可能と考えられていた。
また、暴風雨水と汚物が同一のシステムに受容される領域がある。これは、豪雨がそのシ
ステムに過剰に流れ込んだ場合に、未処理の汚物がオーバフローするという不都合さを生
じる。
３．工業廃棄物からの汚染物質の分離
多くの工業プラントでは、一定比率以上の汚染液体を下水管に放出することが禁止されて
いる。廃棄物を下水管に放出する前に、汚染物質の一部を分離するのが最も好ましく、汚
染物質を最初に除去するほうが後になって汚染物質を洗浄するよりもコストが低ければ、
処理プラントと関係局にとって経済的なメリットがある。
４．食品処理を含む工業用途における液体からの固形物の分離
上記課題を達成するための手段として、本発明が提供するものは、以下の態様１～１１の
いずれかとして把握されるものを含む。
態様１．流動液体から固形物を分離する装置であって、
前記流動液体は、所定の流動経路に沿って前記装置を通り抜けるようになっており、
前記装置は、或る所定の方向においてそれを越えて前記液体が通過するような或る面を有
するとともに前記流動経路に配置された分離パネルを備え、
前記パネルは複数の開口を有し、所定の寸法よりも大きな寸法の固形物は前記複数の開口
を通過できないようになっており、
前記複数の開口は、前記所定の方向において離間して、及びその方向を概して横切る方向
において離間して、配置されており、
前記パネルは、突き出ている頑丈な複数セグメントを有し、これらは、前記複数の開口と
関係して、前記方向に通過しようとする液体に対して実質的に閉鎖してあるかのような面
を画成することにより、前記複数の開口を、パネルを通過する液体に対して遮蔽する、
このようになっていることを特徴とする装置。
態様２．態様１に記載の装置であって、前記パネルが展伸金属メッシュであることを特徴
とする装置。
態様３．態様２に記載の装置であって、前記パネルが概略平坦であることを特徴とする装
置。
態様４．態様２に記載の装置であって、前記パネルが概略垂直に配置されていることを特
徴とする装置。
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態様５．態様３に記載のパネルであって、該パネルが前記方向に対して横に概略水平方向
に延在しており、且つ、前記方向においては下向きに傾斜することを特徴とするパネル。
態様６．態様２に記載の装置であって、前記面が凹状となるように、前記パネルがアーチ
形にしてあることを特徴とする装置。
態様７．態様６に記載の装置であって、前記面が概略垂直に配置されていることを特徴と
する装置。
態様８．態様６に記載の装置であって、前記面が凸状となるように、前記パネルがアーチ
形にしてあることを特徴とする装置。
態様９．態様８に記載の装置であって、前記面が概略垂直に配置されていることを特徴と
する装置。
態様１０．態様１に記載の装置であって、前記複数開口が、前記所定の方向に方向ベクト
ルの一成分を有するような一方向に、向くことを特徴とする装置。
態様１１．添付の図面を参酌して実質的に記述されているように固形物を分離する装置。
即ち、本発明は、主な目的として、流動液体から例えば浮遊固形物や懸濁固形物を分離す
るための、非機械的な方法および装置、を提供することにある。
本発明は、広義の意味において、液体から固形物を分離する手段を備え、前記手段は、液
体を通過させるが所定値より大きい寸法の固形物の通過を妨げるような穿孔された分離パ
ネルを有し、固形物がパネルに位置したとき、その固形物が位置しているパネルの面に沿
った液体の流れが固形物をパネルから移動させ、パネルが自己洗浄されてかつ固形物によ
って阻害されることがないことを特徴とする。
本発明の１つの実施態様によれば、入口側において流動液体のエネルギを利用して、流動
液体から固形物を分離する非機械的な方法であって、液体の流動経路に配置された分離パ
ネルを備え、液体はその分離パネルによって偏向され、その偏向によって懸濁固形物の多
くを採集溜めに落下させることを特徴とする。同時に、分離パネルを横切る液体の流れに
よって、パネルの閉塞を防ぐことができる。微細な懸濁固形物を含む液体はパネルを通過
して外側に流出される。浮遊固形物は、流動方向を調整する遮蔽板の背後に位置する採集
溜めに保持され、分離パネルの頂部に隣接する高レベル遮蔽板によって、過酷な流動条件
下でも、不注意に流出されることがない。
また、本発明の流動液体から固形物を分離する装置は、液体用の入口と出口、その間の流
動経路に配置された分離パネルを有し、その分離パネルは流動方向において閉鎖された面
と、その流動方向から傾斜された角度でパネルを貫通する開口を備え、液体はそのパネル
の開口を通過できるが、固形物はそのパネルの面に沿って落下する。
開口よりも小さい寸法の固形物も、その固形物の慣性力および／または重力の作用によっ
て開口を越えて移動することができる。
この明細書において、水の流れは、相対的な水の流れを意味し、分離板が水と共に移動す
るかまたは単独で移動する状況下での水の流れをも意味する。
本発明の実施例を示す添付の図面を参照すれば、本発明はさらに容易に理解されるだろう
。
図１は、本発明による分離機の一実施例を示す平面図である。
図２は、図１の線ａ－ａに沿った縦断面図である。
図３は、図１の線ｂ－ｂに沿った縦断面図である。
図４は、図１の矢印４に沿った図である。
図５は、本発明による分離器の第２実施例を示す縦断面図である。
図６は、分離パネルを示す拡大縦断面図である。
図７は、流動液体から固形物を分離してさらに採集、貯蔵するために分離パネルを水路ま
たは川に設置した一例を示す。
図８は、保持室を示す線ａ－ａに沿った拡大断面図である。
図９は、分離パネルを示す拡大横断面図である。
図１０は、図９の矢印１０で示される水路の流動方向から見た分離パネルの拡大立面図で
あり、開口は実質的に閉鎖されている。
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図１１は、図９の矢印１１で示される最大の開口を与える角度から見た分離パネルの拡大
立面図である。
図１２は、固形物を処理しながら下水汚物から水を除去することが可能なシステムの、図
１３の線１２－１２に沿った拡大側面図である。
図１３は、図１２のシステムの正面図である。
図１４は、図１３の線１４－１４に沿った図である。
図１５は、図１３の線１５－１５に沿った図である。
図１６は、分離装置の突起状の偏向セグメントと対向する方向に沿って機械的に駆動され
、分離装置から粉体を偏向させて液体は開口から通過させる円筒を示す図である。
図１７は、内部に偏向セグメントおよび開口を有する機械的に駆動される装置を示す図で
ある。
図１８は、本発明の他の実施例を示す縦断面図である。
図１９は、図１８の下部分離パネルを示す拡大断面図である。
図２０は、水で満たされた固形物採集溜めを有する、本発明の他の実施例を示す縦断面図
である。
図２１は、図２０の上部分離パネルを示す拡大断面図である。
図２２は、動的分離器と本発明の分離パネルを組み合わせて、固形物に対する水の容積を
制限するための装置の平面図である。
図２３は、図２２の線２３－２３に沿った断面図である。
まず、図１ないし図４について説明する。同図には、例えば、暴風雨水用の排水溝に直線
的に配置された汚染物を除去するための大容量の除じん器からなる装置を示している。
本装置を詳細に説明する前に、本発明が適用できる用途について述べる。本発明は、開水
路、川の支流又は暴風雨水用主排水溝のような主要な用途、あるいは駐車場のような小さ
な規模の用途に対しても同じように適用できる。第１の主要な用途において、本装置は現
場において組み込むことができ、又は予め組み込まれた構成要素から製作することもでき
る。第２の小さな規模の用途においては、本装置は、予め組み込まれた構成からなる。
図１ないし図４に例示される装置は、大規模の構造物であり、この場合、本装置は暴風雨
水システムに、好ましくは、ほどよく手の届く領域において、システムを一部改造して取
り付けられる。
この装置は、図示するように、分離室１６に隣接する閉じ込め溜め１０を有している。こ
の溜め１０は、暴風雨水用排水溝の対象となる位置の傍らに配置され、分離室に通じる入
口１１と分離室から通じる出口１２をもたらすように分断されている。この溜めは時々洗
浄される必要があるので、所定の洗浄間隔で分離室への液体の再循環を可能とするような
大きさに決められる。溜めの形状と寸法は、現場の状況と構築条件に合わせて変更するこ
とができる。
分離室は、後述するように、好ましくはステンレス鋼板からなる分離パネル１３を有して
いる。この分離パネル１３は、入口１１と出口１２を仕切るように作用する。この分離パ
ネルと平行に、流動方向を調整する密閉された遮蔽板１４が設けられてもよい。この遮蔽
板１４は、基本的には分離パネルから平行に離間されている。この遮蔽板１４は、液体の
再循環を許容するように配置される必要があり、好ましくは、浮遊物を遮蔽するために分
離室の頂部から突出し、液体の再循環を許容するために分離パネルの底にまで延出させる
とよい。
高レベル遮蔽板１５は、極限条件下において浮遊物を保持するために、高レベルの位置に
設けることができる。
例示されているように、分離パネル１３は穿孔されているが、液体の進入方向に対しては
閉鎖された面を有するように構成されている。図６に示されるように、パネルは、流動の
方向に対して多くの表面２０を有し、その背後にパネルを貫通する多くの開口２１を有す
るように形成することができる。このような構成は、展伸メッシュによって得られる。
分離パネルのこのような構成は他の方法でも得られる。例えば、一連の丸棒または平棒を
、流動の方向に対して閉鎖された面を形成し、それらの間でかつそれらの背後に開口を形
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成するように、配置することによって得られる。
本実施例および後述する実施例において、閉鎖された面は、全体的に液体の流動方向に対
して正の角度だけ傾斜されるのが好ましい。この傾斜角度は、本発明の適用される種々の
用途において、流動の方向に対して直角に近い角度から、流動の方向に対して略平行の角
度まで変更されている。
液体が入口から進入すると、まず溜め１０がその液体で満たされ、それから、液体は分離
パネル１３に沿って移動し、流動方向を調整する密閉された遮蔽板１４によってこの移動
が拘束される。
入口１１と出口１２間に流体的な落差があると、液体とそれに伴われた固形物はパネル１
３に沿って移動するが、液体は開口２１を介して出口１２に移動する。固形物は、パネル
と衝突すると、液体の前方推進力によってパネルに沿って移動し、重力によってパネルの
下方に落下する。開口より大きい寸法の固形物がパネルの表面に衝突した場合、液体の前
方推進力によってパネルの表面は自己洗浄され、固形物によってほとんど又は全く閉塞さ
れることがない。このように、本装置は、パネルが固形物によって閉塞されないので、溜
めを固形物で過剰に充填される前に時々洗浄するだけで、かなりの期間、安心して使用す
ることができる。
液体の流動形態によっては、パネルの開口より大きい固形物だけではなく小さい固形物も
パネルによって拘束されることが判明している。
固形物は溜めに運ばれ、そこで重力によって落下するが、ある種の材料、特に軽量の材料
などは何度も分離パネルを通過することができる。溜めに進入した液体は円弧状に移動し
て、軽量材料のほとんどは、それが分離パネルを通過した後で再びそれを通過する前に、
分離パネルの面に沿って溜めに落下する。
また、浮遊物は溜めに保持される。しかし、例えば、駐車場の持ち帰り用の食品出口に類
似の装置を設けることによって、浮遊物が上昇するように調整されるなら、大量の浮遊物
が保持されることはない。
装置を維持するには、溜め１０を時々空にして溜めに固形物が過剰に堆積されるのを防ぐ
だけでよい。
極限条件下、例えば、豪雨または豪雨に近い条件下でも、本装置は、トラブルの原因には
ならない。本装置は、暴風雨水用の排水溝の入口から進入する大量の液体を処理できるよ
うに設計されている。
たとえば、保守の不手際および溜めに堆積された固形物によって、分離パネルの頂部に対
するオーバフローが生じる。これらの条件下で、浮遊物のオーバフローを防止するために
、前述したように、分離パネルの頂部の真下から流動を偏向させる遮蔽板の頂部に渡って
高レベル遮蔽板１５を延存させるとよい。
図５、６について説明する。同図は、開水路などに利用できる、本発明を利用した単純な
構造を示している。
懸濁固形物および浮遊固形物を含む液体が、入口２４から分離室２３に進入する。分離室
２３は、その分離室の出口側に下端が固定されて入口２４に向かって一定角度で傾斜して
いる分離パネル２２によって、入口側と出口側に仕切られている。また、分離パネル２２
は、進入する液体に対して閉鎖された面を有しているが、前記の実施例に関して述べたよ
うに、液体はこの分離パネル２２を通過して出口２５に達することができる。
分離パネル２２は、入口２４側および分離室２３の入口側に向かって、浮遊固形物が分離
室２３の出口側に横切るのを防ぐに十分な高さだけ、その分離室２３の表面から上方に延
出している。
分離パネル２２は、浮遊物がその分離パネルから離れるように移動するのを助けるために
、片側に傾斜させることができる。
また、前述のように、分離パネル２２は、そのパネルが所望の方向に配置されたときに傾
斜して液体の流れに対向する実質的に連続した面を有する一連のセグメント２０と、液体
を分離室２３の出口側さらに出口２５に導くようにパネル２２を通過させるセグメント２
０に対応する実質的に水平方向の一連の開口２１を備えている。
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パネル２２の実質的に水平方向の開口２１は、パネルの入口側から略下向きに流れる液体
の運動によって、懸濁固形物による閉塞を防ぐことができる。懸濁固形物の運動エネルギ
の大部分は、それらがパネルによって下方に強制的に偏向されて、分離室２３の底の採集
溜め２６に向かって下降しながら消散される。また、これらの固形物は、下降しながら片
側に移動する。
採集された固形物は、手動または機械的な手段によって定期的に除去される。
図７ないし図１１に示される実施例について説明する。この実施例では、運河すなわち水
路を横切って延長する支柱に本発明が適用されている。一体型または集積されたセグメン
トからなる分離パネル３１は、懸濁固形物および浮遊固形物を採集室３２に向かって偏向
させるように、一定の角度だけ傾斜されて流動液体中に配置されている。パネル３１は、
浮遊固形物および表面近くの懸濁固形物を捕獲するために、表面レベルから下方に十分延
出しているのが好ましい。図７に示されるように、水路または川に設置された場合、分離
パネル３１は、一端を浅瀬３４に固着されて他端を水路中に設置された鉄塔３５に固着さ
れた張架ケーブル３３によって支持されている。分離パネル３１は、川幅の全体を横切る
ように設けてもよいし、図７に示されるように、川の一部に突出するように設けてもよい
。そして、固形物の捕獲量を多くするために、川の屈曲部の近くの捕獲に有利な場所に設
置されるとよい。
採集室３２は、水路に通じる開口３６を有している。この開口３６は、通常は開放されて
いるが、余分の液体と固形物の進入を防ぐために、機械的に操作されるドア３７によって
定期的に閉鎖される。このドア３７が閉鎖されると、貯蔵室３９に通じる機械的に操作さ
れるドア３８が開放され、採集室の液体と固形物を全て貯蔵室３９に進入させる。採集室
３２が空のとき、貯蔵室３９に通じるドア３８が閉鎖され、水路に通じるドア３７が再び
開放されて、液体と固形物が採集室３２に進入する。
貯蔵室３９は、上方の開放された、分離パネルと類似の材料からなる移動可能なバスケッ
ト４０を含んでいる。液体はこのバスケットを通過して貯蔵室の下部４１に進入し、そこ
からポンプ４２のような機械的な手段によって水路に放出される。固形物は、バスケット
４０内に保存され、定期的に除去される。両方の室は、取り外し可能な蓋４５によって覆
われている。
この実施例の分離パネル３１は、実質的に垂直面を有するステンレス鋼板の展伸金物によ
って形成されている。この分離パネル３１は流動方向に対して一定の角度で傾斜している
。従って、図９に示されるように、連続的に集積されたセグメント４３は、固形物をパネ
ル３１の方向に沿って偏向させるように、流動方向から見て実質的に１つの閉鎖された面
を形成する。図１１に示されるように、液体はパネルの開口４４を介して、パネル３１に
阻害されずに、自在に移動することができる。
図１２ないし図１５は、下水汚物から液体を除去するシステムを示している。このシステ
ムにおいて、汚物とその汚物を効果的に運搬するに十分な液体が、例えば、ポンプ装置に
よって、主下水管に流される。そして、液体は処理装置に流され、灌漑などに用いられる
か又は飲用に適した処理を施される。
下水管および処理プラントの能力は、明らかに、それらを通過する又はそれらに流れ込む
液体の量によって制限される。もし、それらに流れる液体の量が調整されるなら、それら
の能力をさらに効果的に引き出すことが可能である。
汚物は、多くの場合、ポンプ装置によって引き込まれるので、もし、固形物から液体が分
離されるなら、そのような分離は、汚物を均質化する傾向のあるポンプ操作の前に行う必
要がある。
図１２ないし図１５に示されるシステムは、液体と固形物の混合物が流れる水路１００を
備え、この片側に、前述したパネルと同じ特性を有する分離パネル１０１が設けられてい
る。
パネル１０１の水路１００と反対側に、外壁１０３を有する液体受容域１０２が設けられ
ている。
外壁１０３は、分離パネルを通過する材料の容積を限定し、パネル１０１の各側において
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同一の表面傾斜を有するようなテーパ形状に形成されている。
もし、流動容積が十分なら、水路の各側に分離パネルを有するのが望ましく、他の分離パ
ネル、その受容域および外壁は、図１３の破線で示されるように配置される。
外壁は、ゲート１０５、１０６によって閉鎖可能な出口１０４を有している。ゲート１０
５は、液体がパネル１０１を通過して出口１０４に流れる前にゲート１０５の頂部のレベ
ルに達したとき、水路１００の水頭を効果的に制御する。ゲート１０６は出口の寸法を制
御して、流動の特性を調整する。すなわち、ゲート１０６は、水頭を効果的に調整し、ス
クリーン１０１の自己洗浄が確保されるように水路の流れを調整する。
図１６について説明する。同図において、装置６１は粉体を含む液体６４内に配置され、
参照番号６３で示される方向に回転し、突起セグメント６８による相対的な運動と偏向が
生じ、液体を開口６７を介して装置の表面６２から通過させる。液体は、円筒６６の内側
から取り除かれる。この装置は、装置の中心６５の回りに自転する。
最適な操作をえるために、液体６４も装置に対して相対的な移動を生じると好ましい。
図１７について説明する。同図において、装置６９は円錐形に形成され、下方に向かって
一定角度だけ傾斜して、軸心７０の回りに自転する。また、開口７３は、装置６９の内側
に対して直交する方向において、閉鎖されている。粉体７４を含む液体は、小径開口部７
７から進入して装置７８の内面を通過する。参照番号７１で詳細に示される突起状の偏向
セグメント７２によって、粉体は装置の内面に沿って下方に通過し、大径開口部７６から
流出する。一方、液体は開口７３を介して偏向セグメント７２を通過し、装置７５から下
方に落下する。このプロセスは、参照番号７９で示される回転によって促進される。
図１８ないし図２１について説明する。同図において、液体の移動に重力を利用した分離
パネルを有する、本発明の原理が適用された装置が示されている。
本実施例において、液体と固形物の混合物は、入口８１から分離室９５の入口側の上部に
進入し、入口８１の拘束された流れを分離室の両側に広げるための略水平方向に配置され
た伝搬板８２の上を通過する。さらに、混合物は、方向板８３の上を通過する、この方向
板８３は、流れを分離室の幅方向に広げて上部分離パネル８４に向けるように湾曲されて
いる。伝搬板８２および上部分離パネル８３は、その上下端において、それぞれ、湾曲さ
れた方向板８３と実質的に接している。
本発明のこの実施例において、分離パネル８４は展伸金属シートからなる。パネルの各開
口９１は１つの略垂直面内において形成され、連続的に接続しているセグメント９２は、
流動方向に対して大きく下方に傾斜している。それらは、下方に傾斜した小さな一連の段
を形成している。大きな固形物は、重力の作用と流動液体の力によって、それらの段を越
えてパネル８４の基部に設けられた固形物採集溜め８６に導かれる。分離パネル８４の基
部に、そのパネルからある種の固形物を除去するために直線または湾曲状の遷移パネル８
５を設けてもよい。
分離パネル８４に最近接している液体の層は、重力の作用と一面を覆う液体の圧力によっ
て加圧され、パネル８４の各段で、液体の一部は開口９１を通過して出口採集溜め８９に
落下して、さらに出口９０に向かう。
固形物採集溜め８６は、少なくとも片側に、溜め８６の出口側に固定された後方傾斜分離
パネル８７を有している。この下部分離パネル８７は、溜め８６内の固形物に対して実質
的に連続的な面を与える垂直又は後方に傾斜した一連の連続セグメント９４と、液体と微
細な懸濁固形物を水圧下でパネル８７を通過させて出口溜め８９および出口９０に流出さ
せる連続セグメント９４に対応する略水平な一連の開口９３を備えている。
固形物偏向パネル８８を、上部分離パネル８４の下方に、遷移パネル８５の上端から下方
に傾斜して下部分離パネル８７を覆うように配置してもよい。上部分離パネル８４から下
方に落下した液体と微細な懸濁固形物は、出口採集溜め８９および出口９０に導かれる。
図２０に示される、本発明の他の類似例において、固形物採集溜め１００は、下端が溜め
１００の出口側に固定されて遷移パネル８５の下端に向かって一定の角度で後方に傾斜し
ている下側分離パネル８７によって、入口側と出口側に仕切られている。溜め１００に到
達した液体の一部は、水圧によって下側分離パネル（前述の実施例と同様に開口と連続セ
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グメントが形成されている）を通過して溜め１００の出口側に押し出され、溜め１００の
唇部１０１を越えて、出口採集溜め８９さらに出口９０に流出する。この実施例の他の構
成は、前述の実施例と同じである。
図２２、２３は、動的分離機に本発明の概念を利用した実施例を示す。本実施例は、下水
汚物と暴風雨水の混合系に対して特に有用である。前述したように、このような系は、通
常、汚物を負荷の対象とし、例えば厳しい嵐などが発生したとき、その負荷が数倍に増す
。汚水処理プラントは、流れが増大されると、それに対処する能力が十分に備わっていな
いので、未処理汚物の量が低下し、廃物を伴う暴風雨水の量が増す。
本実施例において、通常の条件下では、汚物と暴風雨水が入口１１０から分離室１１２、
そして動的分離機１１５に運ばれる。そして、汚水と暴風雨水は開口１１６を経て出口１
１７から流出される。
流れの大きい、実質的には暴風雨水が流入される条件下では、出口１１０から流入された
液体とそれに伴う固形物は、前述の実施例で述べたように作用する分離パネル１１３に沿
って移動し、水はパネル１１３を通過し、水に伴われた固形物はパネルの表面に沿って動
的分離器１１５に移動する。従って、動的分離器に進入する水の量は制限される。このよ
うに流れが増大すると、また、動的分離器の中心に隣接して固形物の堆積が生じて、これ
らの堆積された固形物が水と一緒になって渦流作用によって中心に移動して、出口１１６
を通過する。水の残りはさらに進入してくる水によって押し出され、遮蔽板１１４の回り
を移動して再び分離室１１２に進入する。
分離室１１２と動的分離器１１５の能力は、分離器の出口径の最大値を汚物処理プラント
の最大受容量と予想される最大流量に対処できる本装置の処理量に対応するように選択さ
れる。
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】
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