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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリート製品工場、レディーミクスト工場等のコンクリート処理設備から発生する
洗浄廃水に含まれる微砂分を含砂率が１０質量％以下となるように除去した回収水を得る
微砂除去工程と、
　この微砂除去工程で得られた回収水に無機系凝集剤を添加して回収水上澄み水とスラッ
ジ水に分離沈殿させる凝集沈殿工程と、
　この凝集沈殿工程により分離されたスラッジ水を脱水処理して脱水ケーキを作製する脱
水処理工程と、
　この脱水処理工程で得られた脱水ケーキを硬化前に解砕し、１０～１５ｍｍの厚さに平
面圧延する解砕処理工程と、
　この解砕処理工程で解砕された脱水ケーキを含水比が１０～３０質量％で最大粒径が２
０ｍｍ以下となるように乾燥する乾燥工程と、
　この乾燥工程で得られた乾燥スラッジを風力を利用した粉砕装置で微粉砕化して丸みを
帯びた微粒子を製造する微粉砕工程と、
　この微粉砕工程で製造された微粒子を捕集する捕集工程と
を含むコンクリートスラッジ微粉末回収方法。
【請求項２】
　コンクリート製品工場、レディーミクスト工場等のコンクリート処理設備から発生する
洗浄廃水に含まれる微砂分を含砂率が１０質量％以下となるように除去した回収水を得る
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微砂除去手段と、
　この微砂除去手段で得られた回収水に無機系凝集剤を添加して回収水上澄み水とスラッ
ジ水に分離沈殿させる凝集沈殿手段と、
　この凝集沈殿手段により分離されたスラッジ水を脱水処理して脱水ケーキを作製する脱
水処理手段と、
　この脱水処理手段で得られた脱水ケーキを硬化前に解砕し、１０～１５ｍｍの厚さに平
面圧延する解砕処理手段と、
　この解砕処理手段で解砕された脱水ケーキを含水比が１０～３０質量％で最大粒径が２
０ｍｍ以下となるように乾燥する乾燥手段と、
　この乾燥手段で得られた乾燥スラッジを風力を利用した粉砕装置で微粉砕化して丸みを
帯びた微粒子を製造する微粉砕手段と、
　この微粉砕手段で製造された微粒子を捕集する捕集手段と
を含むコンクリートスラッジ微粉末回収装置。
【請求項３】
　微砂除去手段は湿式サイクロンである請求項２記載のコンクリートスラッジ微粉末回収
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、建設現場、コンクリート製品工場、レディーミクスト工場、砕石工場等の土
木建築に関連する分野から発生する廃水から、乾燥したコンクリートスラッジ微粉末（Ｐ
ＤＳ：Ｐｕｌｖｅｒｉｚｅｄ　Ｄｒｙ　Ｓｌｕｄｇｅ）を回収するコンクリートスラッジ
微粉末回収方法および装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
コンクリート構造物は、我が国では１８８２年に初めて建造され、以来１００年あまりが
経過している。ここ数年は、建物の建て替えの時期、あるいは改築・増築が盛んに行われ
るような時期に至ったことから、解体されたコンクリート塊の再資源化に向けての動きが
活発である。
【０００３】
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、いわゆる廃棄物処理法で分類された産業廃棄物
の中で安定５品目の１つに上げられている建設廃材は、「再生資源の利用の促進に関する
法律」、いわゆるリサイクル法において、有効利用を促進し、リサイクル率を高めるよう
に品質などを工夫すべき副産物に指定されている。
【０００４】
一方、コンクリートを供給する側の環境対策の状況は非常に立ち遅れている。コンクリー
トを供給する工場が抱える共通の環境問題は、ミキサーやアジテータ車の洗い廃水や、残
コンクリート、戻りコンクリートを処理した廃水に含まれる固形分（砂・砂利は回収して
、再利用するシステムになっている）の処理である。前記の廃棄物処理法では、コンクリ
ートスラッジと呼ばれている固形分は汚泥の範疇に属し、廃棄処分する場合には管理型埋
立処分場で処分することが定められている。しかし、コストや立地条件の観点から、この
ような管理型処分場を将来にわたって安定的に確保することは困難であり、スラッジを廃
棄せずに有効利用する方法が従来種々提案されている。なかでもスラッジを乾燥、粉砕す
る技術が、得られた粉粒状スラッジの利用範囲が広いことから実用的な技術として注目さ
れている。
【０００５】
たとえば、特開平７－３１５９７１号公報には、固形物含有量２０～７０質量％の生コン
スラッジを、フィルタープレスなどの脱水機で脱水するかまたは天日乾燥などで乾燥した
脱水ケーキと、水またはコンクリートプラントなどの廃水を添加して、ミキサーで均一に
混合撹拌し、スプレードライヤーで乾燥造粒して平均粒径５０～１００μｍの顆粒状また
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は球状で施用時発塵や運搬時の崩壊のない取扱い性の優れたスラッジ粒状物とし、珪酸石
灰肥料として再利用する方法が開示されている。
【０００６】
また、特開平９－２１７３４３号公報には、残存生コンクリートの骨材を分離したスラッ
ジを３～４時間以内に脱水して得られた活性脱水ケーキを所定養生時間経過後、造粒装置
にて粒状として粒状ケーキをつくり、これを有天蓋の貯留場で所定日数養生をして含水率
２２～２３％としたものを乾燥と粉砕工程を経て含水率５～６％以下で粒径０．１５ｍｍ
以下の粉粒体とし、この粉粒体を土木工事現場で泥土に混入したり、軟弱地盤の泥土に混
入したりする再利用法が開示されている。
【０００７】
また本発明者らは、生コンスラッジの発生時点で乾燥処理を行い含水率３０％以下にした
脱水ケーキを、旋回気流を用いた風力粉砕機で粉砕して乾燥スラッジを製造する技術を開
発した（コンクリートスラッジの有効利用に関するシンポジウム　論文報告集　１９９６
．５参照）。この風力粉砕機で粉砕した粉粒体は、ＪＩＳ　Ｒ５２０１　セメントの物理
試験方法によるブレーン比表面積が６８００ｃｍ2／ｇ程度の微粒子となり、生コン混和
材、空隙充填材、軽量盛土材、土壌改良材などに使用することができる。
【０００８】
上記のように生コンスラッジを乾燥、粒状化することにより、生コンスラッジの再利用範
囲も拡大されつつある。しかしながら、上記した従来の生コンスラッジの乾燥、粒状化の
方法においては、スラッジの脱水ないし乾燥の効率が低く、また、得られる粉粒体の粒径
に限界がある。
【０００９】
前記特開平７－３１５９７１号公報記載の方法では、スラッジの脱水は脱水機または天日
乾燥で行っているので含水率５０％程度までしか脱水することができず、しかもこのよう
な含水率のものをスプレードライヤーで乾燥造粒するのであるから、造粒後の粒状体は平
均粒径５０～１００μｍ程度のものしか得られない。
【００１０】
前記特開平９－２１７３４３号公報記載の方法では、脱水ケーキの養生と粒状ケーキの養
生に日数を要し、また粉砕後の粉粒体は粒径１５０μｍ程度以下のものしか得られない。
【００１１】
また、前記論文報告集記載の方法でも、スラッジの乾燥は単に熱風を吹き付けて乾燥する
だけのものであるから、風力粉砕機に投入する段階での脱水ケーキは粒径３０～５０ｍｍ
程度の比較的大きなものであり、風力粉砕機で得られる粉粒体は平均粒径１０～２０μｍ
程度のものしか得られない。
【００１２】
このような問題を解決するために、本発明者らは、先に、生コンクリート製造工場などで
発生したスラッジスラリーを沈殿分離させた後のスラッジを乾燥し粉砕して粉粒状スラッ
ジとするスラッジの処理方法であって、前記沈殿分離後のスラッジを脱水処理して含水率
６０％以下とした脱水スラッジを熱風乾燥により含水率２０％以下に乾燥し且つ乾燥途中
で粒径１５ｍｍ以下に粉砕する乾燥粉砕工程と、前記乾燥粉砕工程後の乾燥スラッジを旋
回気流を用いた風力粉砕によりブレーン比表面積が７０００ｃｍ2／ｇ以上となる粒径ま
で粉砕する微粉砕工程と、前記微粉砕工程後の粉粒状スラッジを捕集する捕集工程とを含
むスラッジの処理方法を提案し、出願した（特願平１１－１９４７４９号）。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、洗浄廃水中に含まれる微砂分は回収水の化学成分を分析する際に、不溶残分（
Ｉｎｓｏｌ．）として検出される量であり、特に、泥分が多く含まれる場合には、これを
含む水を練り混ぜ水に再利用してコンクリートを製造するとその特性に悪影響を及ぼす可
能性があることが指摘されている。そのため、ＪＩＳ規定（ＪＩＳ　Ａ　５３０８）では
スラッジ固形分の量が単位セメント量当たり３質量％以内とされているが、洗浄廃水の処
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理の段階で不純物となる微砂分を取り除くことができれば、含砂率の低い、質の良い回収
水が得られ、未利用資源として活用できる。
【００１４】
しかしながら、前述した先の出願に係るスラッジの処理方法においては、特に微砂分の除
去については考慮が払われておらず、含砂率の低い回収水を得ることができなかった。
【００１５】
本発明において解決すべき課題は、洗浄廃水中に含まれる微砂分を可能な限り除去し、再
利用に適した質のよいコンクリートスラッジ微粉末を回収することにある。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　前記の課題を解決するため、本発明のコンクリートスラッジ微粉末回収方法は、コンク
リート製品工場、レディーミクスト工場等のコンクリート処理設備から発生する洗浄廃水
に含まれる微砂分を含砂率が１０質量％以下となるように除去した回収水を得る微砂除去
工程と、
　この微砂除去工程で得られた回収水に無機系凝集剤を添加して回収水上澄み水とスラッ
ジ水に分離沈殿させる凝集沈殿工程と、
　この凝集沈殿工程により分離されたスラッジ水を脱水処理して脱水ケーキを作製する脱
水処理工程と、
　この脱水処理工程で得られた脱水ケーキを硬化前に解砕し、１０～１５ｍｍの厚さに平
面圧延する解砕処理工程と、
　この解砕処理工程で解砕された脱水ケーキを含水比が１０～３０質量％で最大粒径が２
０ｍｍ以下となるように乾燥する乾燥工程と、
　この乾燥工程で得られた乾燥スラッジを風力を利用した粉砕装置で微粉砕化して丸みを
帯びた微粒子を製造する粉砕工程と、
　この粉砕工程で製造された微粒子を捕集する捕集工程と
を含むコンクリートスラッジ微粉末回収方法である。
【００１７】
　また、本発明のコンクリートスラッジ微粉末回収装置は、コンクリート製品工場、レデ
ィーミクスト工場等のコンクリート処理設備から発生する洗浄廃水に含まれる微砂分を含
砂率が１０質量％以下となるように除去した回収水を得る湿式サイクロン等の微砂除去手
段と、
　この微砂除去手段で得られた回収水に無機系凝集剤を添加して回収水上澄み水とスラッ
ジ水に分離沈殿させる凝集沈殿手段と、
　この凝集沈殿手段により分離されたスラッジ水を脱水処理して脱水ケーキを作製する脱
水処理手段と、
　この脱水処理手段で得られた脱水ケーキを硬化前に解砕し、１０～１５ｍｍの厚さに平
面圧延する解砕処理手段と、
　この解砕処理手段で解砕された脱水ケーキを含水比が１０～３０質量％で最大粒径が２
０ｍｍ以下となるように乾燥する乾燥手段と、
　この乾燥手段で得られた乾燥スラッジを風力を利用した粉砕装置で微粉砕化して丸みを
帯びた微粒子を製造する微粉砕手段と、
　この微粉砕手段で製造された微粒子を捕集する捕集手段と
を含むコンクリートスラッジ微粉末回収装置である。
【００１８】
本発明によれば、成分がＣａＯ３０～４０質量％，ＳｉＯ2１０～２０質量％を含み、平
均粒径が３～２０μｍ、比表面積が４０００～３００００ｃｍ2／ｇで、角が取れた丸み
を帯びた粒子の形状を呈している良質なコンクリートスラッジ微粉末（ＰＤＳ）を得るこ
とができ、これをコンクリート用混和材料、高流動コンクリート用の粉体材料、セルフレ
ベリング材、エアーモルタル、地盤改良材、またアルカリ性であることから中和剤など、
拡大された様々な用途に活用することが可能となり、産業廃棄物の汚泥の範疇にあるコン
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クリートスラッジをＰＤＳとして再資源化する処理技術が提供される。
【００１９】
なお、本明細書において用いる含水比は、
含水比＝（最初の質量－絶乾状態の質量）／最初の質量×１００（％）
で表される。一方、一般的に含水比と共に併用されている含水率は、
含水率＝（最初の質量－絶乾状態の質量）／絶乾状態の質量×１００（％）
で表される。両者は、下式で換算できる。
含水比＝含水率／（含水率＋１）
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を説明する。図１は本発明の処理工程を示す工程図、図２は本
発明の処理装置の構成を示す概略図である。この工程図および概略図に従って説明する。
【００２１】
Ｓ０：骨材回収処理
品質のよいＰＤＳを製造するためには、最初の工程である洗浄廃水１０の処理が重要で、
予備段階ではトロンメル、サンドスクリュー等の骨材回収装置１１を用いて洗浄廃水１０
中の大径の砂利、砂等を除去して回収骨材１２とし、上澄み液１３を分離する。
【００２２】
Ｓ１：微砂除去処理
さらに、湿式サイクロン１４を用いて上澄み液１３中に含まれる微砂分１５を可能な限り
除去して、含砂率１０質量％以下、好ましくは５％程度以下にする。レディーミクストコ
ンクリート工場における含砂率は各地域の工場によって大きくばらつき、５～３５質量％
の範囲にある。含砂率が１０質量％を超えると、これを含むスラッジ水を利用してコンク
リートを製造する場合、コンクリートの性状が大きくばらつく可能性があり、また泥分を
多く含むような場合はコンクリートのフレッシュ性状に悪影響を及ぼすことが指摘されて
いる。コンクリートの性状に悪影響を及ぼさないためには、洗浄廃水中に含まれる微砂分
を極力取り除く必要があり、含砂率を１０質量％以下にする。この処理で質のよい回収水
１６が得られる。
【００２３】
湿式サイクロン１４においては、微砂を含んだ洗浄廃水をポンプの圧力で連続して円錐状
側板に圧送通過させる。速度を保持した洗浄廃水が回転しながら傾斜板を通過するが、こ
のとき、洗浄廃水中の比重の重いものは外板側に沿って放出口付近で速度を速めながら回
転することになる。この状態で中心部分を負圧にできれば、比重の軽い洗浄廃水を上部に
押し上げ、上部センター孔に無負荷状態で開放すれば、微砂を含まない汚水を放出できる
。その結果、微砂分は下部から排出できるようになる。中心部分に負圧を生じる流量およ
び回転速度を増長する傾斜板の角度は放出口口径の設定による。湿式サイクロンを連層式
に構成すれば、負圧を増幅することができ、より微砂除去率を高めることができる。
【００２４】
Ｓ２：凝集沈殿処理
質のよい回収水上澄み水１９とスラッジ水に分離するために、凝集沈殿装置１７を利用す
る。スラッジ水中に含まれる固形分の固化を防ぎ、かつ分離を迅速に行い、上澄み水１９
をコンクリート用練り混ぜ水として再利用するために、この処理工程では凝集剤を使用す
る。凝集剤としては、高分子系凝集剤を用いた処理技術が開発され、利用されているが、
凝集沈殿までの時間を要し、そのため、大容量の濃縮槽を多数備えた複雑な処理システム
が必要になる。さらに、凝集物は粘りを持つことから、再利用が困難である。また、回収
水中の固形分はフロック状態で沈殿するが、この固形分には未水和セメントが多く含まれ
ており、しかも水中においては硬化せずにセメントの活性作用を保持した状態にある。こ
れをコンクリートに混入すれば強度の増進が期待できる。本発明では、処理水をコンクリ
ート用材料として再利用する観点から、コンクリートの特性に無害な無機系凝集剤１８（
無機質９５質量％以上、好ましくは９８質量％以上）の使用が不可欠である。無機質が９
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５質量％未満であると、有機成分がコンクリートの特性に悪影響を及ぼすことがあり好ま
しくない。無機系凝集剤１８としては、アルミニウム塩やカルシウム塩、マグネシウム塩
を使用することができる。凝集沈殿装置１７で分離されたスラッジ水は、濃縮槽２０で沈
殿され、原水槽２１に上澄み水が供給される。
【００２５】
Ｓ３：脱水処理
原水槽２１から供給されるスラッジ水は脱水処理装置２２で脱水処理して、脱水ケーキ２
３（スラッジケーキ）を作製する。脱水処理装置２２としては、フィルタープレスなどの
脱水機を使用することができる。
【００２６】
Ｓ４：解砕処理
脱水処理Ｓ３により作製された脱水ケーキ２３は、含水比が５０質量％程度あることから
、これを放置しておくと硬化し、また表面のみが乾燥するため、後の微粉砕処理が非常に
難しくなる。そこで、脱水ケーキ２３を作製後、解砕機２４で直ちに解砕を行い、粗くほ
ぐすようにする。このような処理は品質のよいＰＤＳを製造するためには不可欠な工程で
ある。解砕工程は、一次解砕で脱水ケーキ２３をローラ間を通して１０～１５ｍｍの厚さ
に平面圧延し、次の二次解砕では乾燥処理工程前に同じくローラ間で平面圧延することで
行う。
【００２７】
Ｓ５：乾燥処理
ほぐされた脱水ケーキは例えば循環式のベルトコンベア式の乾燥機２５で処理されるが、
品質のよいＰＤＳを製造するためには、含水比が１０～３０質量％、好ましくは２０質量
％程度で、最大粒径が２０ｍｍ以下、好ましくは１５ｍｍ程度の粒子である乾燥スラッジ
２６を製造することが不可欠である。このとき、均一な乾燥を与えることができるような
乾燥機２５でなければならない。含水比が３０質量％を超える場合、水分を多く含む質量
のある乾燥スラッジは重力作用のため次工程の風力式粉砕機２７内での風砕処理時間が短
く、粒子径の大きな粉末しか得られないこと、含水比を１０質量％未満に調整すれば非常
に微細な粉末を製造できる可能性はあるが、乾燥工程のコストアップにつながること、ま
た２０質量％程度の含水比で目的の微粉末を製造できることから、上記の範囲の含水比と
した。また、最大粒径が３０ｍｍを超えると質量のある乾燥スラッジとなり、重力作用の
ため風砕処理の時間が短く、粒子径の大きな粉末しか製造できないため、好ましくない。
【００２８】
Ｓ６：微粉砕処理
乾燥スラッジ２６を、風力式粉砕機２７で微粉砕化する。この装置の特徴は、角張った形
状をした粒子が風の中で互いに衝突しあい、丸みを帯びた微粒子を製造できることにある
。従来、サイクロン方式は粉末の分級のために用いられることが多いが、空気流の流れや
流量、吸引量、傾斜板の角度などを適切にコントロールすることによって、粉砕を主とし
た装置として使用できる。
【００２９】
Ｓ７：捕集処理
品質のよいＰＤＳ３３の製造のためには、風力式粉砕機２７のほかに周知の乾式サイクロ
ン２８、捕集機３０がシステム化された装置を用いる。前記の風力式粉砕機２７および乾
式サイクロン２８で分離された材料はふるい２９に移送され、一定の粒径未満の粉粒は吸
引補助装置３１で吸引されて吸引調整捕集機３２により回収され、ふるい２９で分離され
た一定粒径より大きな粉粒は再度風力式粉砕機２７に搬送されて微粉砕処理される。これ
により回収率を向上させる。
このようにして、粉末度（比表面積）が４０００～３００００ｃｍ2／ｇの良質なＰＤＳ
を得ることができる。
本発明のＰＤＳの成分分析結果などの特性を、比較例とともに表１に示す。
【００３０】
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【表１】
ＰＤＳの特性

ＯＰＣ：普通ポルトランドセメント
ＰＤＳ：微粉砕乾燥スラッジ
【００３１】
また、各試料の形状を表す顕微鏡写真を図３に示す。
表１および図３からわかるように、本発明のＰＤＳは、角が取れた丸みを帯びた形状をし
ており、またコンクリートの粒径分布よりも小さい粒径であるため、コンクリート用混和
剤として用いた場合、セメント粒子の隙間を埋める状態でコンクリートと混和され、密実
なコンクリート製品ないし構造物を構築することができる。
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【発明の効果】
上述したように、本発明によれば、以下の効果を奏する。
（１）洗浄廃水中に含まれる微砂分を可能な限り除去することにより、再利用に適した質
のよいコンクリートスラッジ微粉末を回収することができる。
（２）回収されたコンクリートスラッジ微粉末を高流動コンクリート用の粉体材料、セル
フレベリング材、エアーモルタル、地盤改良材として再使用することができる。
（３）回収されたコンクリートスラッジ微粉末はアルカリ性であることから中和剤など、
拡大された様々な用途に活用することが可能となり、産業廃棄物の汚泥の範疇にあるコン
クリートスラッジをＰＤＳとして再資源化することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の処理工程を示す工程図である。
【図２】　本発明の処理装置の構成を示す概略図である。
【図３】　各試料の形状を表す顕微鏡写真である。
【符号の説明】
１０　洗浄廃水
１１　骨材回収装置
１２　回収骨材
１３　上澄み液
１４　湿式サイクロン
１５　微砂分
１６　回収水
１７　凝集沈殿装置
１８　無機系凝集剤
１９　上澄み水
２０　濃縮槽
２１　原水槽
２２　脱水処理装置
２３　脱水ケーキ
２４　解砕機
２５　乾燥機
２６　乾燥スラッジ
２７　風力式粉砕機
２８　乾式サイクロン
２９　ふるい
３０　捕集機
３１　吸引補助装置
３２　吸引調整捕集機
３３　微粉砕乾燥スラッジ（ＰＤＳ）
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