
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　疎水性物質等の有害物質を含有する汚染土壌、又は排水を浄化する浄化装置において、
　汚染土壌、又は排水を基準径以下に分級した極小径粒子を凝集剤でフロック化して凝集
沈殿させ、沈殿した沈殿泥を圧搾脱水する脱水装置と、該脱水装置により絞出された清浄
度の高い高清浄度水と該高清浄度水より清浄度の低い低清浄度水とが接触しないようにそ
れぞれを回収する回収手段とを具備

ことを特徴とする浄化装置。
【請求項２】
　前記回収手段で回収した高清浄度水を濾過吸着材を介して浄化させる濾過吸着手段を設
け、前記濾過吸着材は、疎水性物質を吸着すると共に、粒径が１μｍ～５ｍｍの粒状のも
のを積層して構成するか、あるいはスポンジ状の樹脂で構成することを特徴とする請求項

に記載の浄化装置。
【発明の詳細な説明】
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して、該回収手段は、前記脱水装置から絞出される高
清浄度水を回収すると共に水平にスライド可能な高清浄度水回収用シュートと、前記脱水
装置から絞出される低清浄度水を回収するベルトコンベアとを具備し、これら高清浄度水
回収用シュートとベルトコンベアとは、前記脱水装置の下方に上下に並設され、前記脱水
装置から高清浄度水、または低清浄度水のいずれかが絞出される時、前記高清浄度水回収
用シュートがスライドすると共に、前記脱水装置の直下には、絞出される高清浄度水、ま
たは低清浄度水に対応する前記高清浄度水回収用シュート、またはベルトコンベアのいず
れかが配置される

１



【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、海底、又は河底等の底質に含有する疎水性物質を除去する に関する
ものである。
【０００２】
【従来の技術】
　工事排水には、様々な疎水性有害物質が含まれているが、この疎水性物質を含んだ排水
は、流れが緩やかな場所では固体分が沈降し底質となり、疎水性物質は水に難溶であるた
めに、高濃度の疎水性物質が蓄積した底質が形成されることとなる。特に、底質中の小粒
子径固体と有機物は、単位体積当りの表面積が非常に大きいために、ダイオキシン類を含
む多量の疎水性物質を含有している。
【０００３】
　そこで、このように汚染された海底、又は河底の底質を浄化する従来の浄化装置を、図
５に基いて説明する。
　従来の浄化装置は、海底、又は河底の疎水性物質例えばダイオキシン類を含有する底質
から浚渫船により掘削した汚染土壌を、基準径以下の粒子に分級する分級手段１と、この
分級手段１で分級された極小粒子をフロック化し凝集沈殿させ、沈殿泥１５、１５ａと高
清浄度水１６とを分離させる凝集沈殿槽２と、この凝集沈殿槽２に沈殿した沈殿泥１５、
１５ａを圧搾脱水する脱水装置３と、凝集沈殿槽２により分離された高清浄度水１６を濾
過吸着処理する濾過吸着手段５０とから概略構成されている。
【０００４】
　分級手段１は、振動篩６及びサイクロン７で構成されており、浚渫船により海底、又は
河底等の底質を浚渫し、この底質をパイプ輸送し、まず、振動篩６により、大径粒子（粒
径≧２ｍｍ）と、高濃度のダイオキシン類等を含む水分が付着する中径粒子（粒径＜２ｍ
ｍ）とに分級して、中径粒子は泥水受槽８、大径粒子は粗粒土回収槽９に貯留される。こ
の時、振動篩６には、洗浄水槽６ａから洗浄水ポンプ３０により洗浄水が圧送され、泥粒
子等を洗浄する。この洗浄水槽６ａには、後述する濾過吸着手段５０の吸着処理水受槽５
４に貯留された吸着処理水の一部が洗浄水として送水ポンプ３７ａにより送水されている
。
【０００５】
　次に、泥水受槽８に貯留された中径粒子はさらにサイクロン７により分級され、分級さ
れた極小径粒子（粒径＜７４μｍ）は、泥水受槽１０に貯留され、小径粒子（７４μｍ≦
粒径＜２ｍｍ）は、粗粒土回収槽９に貯留される。また、泥水受槽１０には、後述する濾
過吸着手段５０の砂濾過水槽５１、及び活性炭槽５３を、送水ポンプ５２ａ、５４ａによ
り送水した各処理水で洗浄した際に発生する洗浄汚水が圧送され、極小径粒子と共に均一
に攪拌されて、その泥水が移送ポンプ３１により凝集沈殿槽２に圧送される。ここで、そ
れぞれの粒径により分級する際、基準となる径は、事前に粒径とダイオキシン類含有量と
の関係を調査し適宜決定されることになる。
【０００６】
　また、泥水には泥水受槽１０から凝集沈殿槽２に圧送される途中に、凝集剤であるＰＡ
ＣがＰＡＣ槽１１からＰＡＣ添加ポンプ３３により添加され、ラインミキサー１４で混練
されフロック化される。このフロック化された固体物は凝集沈殿槽２に貯留され、この固
体物には、高分子凝集剤が高分子溶解槽１２から高分子添加ポンプ３２により添加される
と共に、消石灰溶液が消石灰溶液槽１３から消石灰添加ポンプ３４により添加される。す
ると、凝集沈殿槽２に貯留された固体物は、さらに大きくフロック化され沈殿泥１５とし
て沈殿すると共に、凝集沈殿槽２の上部には高清浄度水１６が分離され、この高清浄度水
１６は、凝集沈殿槽２内を区画した仕切板をオーバフローするように右端の凝集沈殿槽２
の上部に流入する。
　このように分離された高清浄度水１６は、送水ポンプ４０により濾過吸着手段５０に送
水される。一方、沈殿泥１５は、移送ポンプ３５によりスラリー貯泥槽１７に移送され、
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また、右端の凝集沈殿槽２に沈殿した沈殿泥１５ａも移送ポンプ４１によりスラリー貯泥
槽１７に圧送され、沈殿泥１５と共に攪拌された後、打込ポンプ３６により脱水装置３へ
打ち込まれる。
【０００７】
　濾過吸着手段５０は、砂を濾過材とする砂濾過槽５１と、濾過処理水を貯留する濾過処
理水受槽５２と、活性炭を吸着材とする活性炭槽５３と、吸着処理水を貯留する吸着処理
水受槽５４とから構成されている。
　そして、前述した凝集沈殿槽２で分離された高清浄度水１６は、まず、砂濾過材５１ａ
により濾過処理され濾過処理水として濾過処理水受槽５２に貯留される。この濾過処理水
は、送水ポンプ３８により活性炭槽５３に送水され、活性炭吸着材５３ａによりダイオキ
シン類等の疎水性物質が吸着処理されて、吸着処理水として吸着処理水受槽５４に貯留さ
れる。
　この吸着処理水は、ダイオキシン類濃度、ＰＨ及び濁度等の水質が測定され、排出基準
を満足していれば、放流ポンプ３７により放流されることになる。
【０００８】
　脱水装置３は圧搾式フィルタプレスであり、スラリー貯泥槽１７内の泥水は、圧搾式フ
ィルタプレスに打込ポンプ３６により所定の圧力で打ち込まれる

圧搾脱水される。
　そして、圧搾式フィルタプレスで圧搾脱水後、絞出された水は、脱水濾水槽１９側にや
や傾斜したベルトコンベア１８に落下しその傾斜に沿って、脱水濾水槽１９に貯留される
。その後、脱水濾水槽１９に貯留された泥水は、送水ポンプ３９により、泥水受槽１０ま
で送水され、再処理が行われる。
　また、圧搾式フィルタプレスで圧搾脱水された低含水の土塊（脱水ケーキ）は、その後
ベルトコンベア１８に落下し、ベルトコンベア１８を脱水濾水槽１９側とは反対側に回転
させて、土塊を土砂ピット２０に回収する。
【０００９】
　また、特許文献１には、特に、第７システムにおいて、泥水を脱水装置で内部に充填さ
れた吸着濾布をもって脱水し、汚染濃度の低減された泥水は第８システムに送られ、この
第８システムにおいて、所定の測定手段により有害物質が含まれていないことを確認後放
流され、有害物質が存在すれば、その存在度合いに応じて前システムに戻されることが記
載されている。
【００１０】
【特許文献１】
　　　　　特開２００２－２３３８５９号公報
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
　上述したように、従来の浄化装置では、凝集沈殿槽で凝集されフロック化された沈殿泥
を、脱水装置によって圧搾脱水し、絞出された水を全て泥水受槽に戻して再処理している
が、脱水装置から絞出された水は、大部分が清浄度の高い高清浄度水であり、この高清浄
度水をも前工程に戻し再処理しているため処理効率が極めて良くない。さらに、浄化装置
を構成する全ての設備が大型化することになり、経済的にも不利である。
【００１２】
　また、従来の浄化装置では、濾過吸着手段を、砂を濾過材とする砂濾過槽と、活性炭を
吸着材とする活性炭槽とから構成して、高清浄度水を砂濾過材及び活性炭吸着材のそれぞ
れを通過させて処理している。しかし、高清浄度水を２種類の濾過及び吸着材を通過させ
るために、処理時間が大幅に増加し、濾過吸着手段に係る設備が大型化すると共に、設備
費用も高額となる。
【００１３】
　また、特許文献１には、第７システムにおいて、泥水をフィルタプレス、ベルトプレス
等の脱水装置で、内部に充填された吸着濾布をもって脱水し、汚染濃度が低減された泥水
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を次工程の第８システムに送り、この第８システムにおいて、所定の測定手段により有害
物質が存在するか否かを判定しているが、有害物質が含有されている場合には、汚染濃度
が低減された泥水を全て前システムに戻すことになるため、処理効率が悪く、まだ改善す
る余地がある。
【００１４】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、構成する各設備を小型化すると共に
、効率良く疎水性物質を含んだ汚染土壌、又は排水を 処理する を提供するこ
とを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記課題を解決するための手段として、請求項１に記載した汚染土壌を浄化
する浄化装置の発明は、疎水性物質等の有害物質を含有する汚染土壌、又は排水を浄化す
る浄化装置において、汚染土壌、又は排水を基準径以下に分級した極小径粒子を凝集剤で
フロック化して凝集沈殿させ、沈殿した沈殿泥を圧搾脱水する脱水装置と、該脱水装置に
より絞出された清浄度の高い高清浄度水と該高清浄度水より清浄度の低い低清浄度水とが
接触しないようにそれぞれを回収する回収手段とを具備

ことを特徴とするものである。
　このように構成することにより、脱水装置で絞出された高清浄度水と低清浄度水とが接
触しないように、それぞれを回収する回収手段を備えたので、高清浄度水と低清浄度水の
それぞれを、回収手段を介して容易に所望の工程に送ることができる。
　 回収手段を構成する高清浄度水回収用シュートとベルトコンベアを脱水装置の下
方に上下に並設して、脱水装置の直下には、脱水装置から絞出される高清浄度水、または
低清浄度水に対応して高清浄度水回収用シュート、またはベルトコンベアのいずれかが配
置されるので、高清浄度水と低清浄度水とを接触させずに容易に回収することができる。
【００１６】
　請求項 に記載した汚染土壌を浄化する浄化装置の発明は、請求項１に記載した浄化装
置の発明において、前記回収手段で回収した高清浄度水を濾過吸着材を介して浄化させる
濾過吸着手段を設け、前記濾過吸着材は、疎水性物質を吸着すると共に、粒径が１μｍ～
５ｍｍの粒状のものを積層して構成するか、あるいはスポンジ状の樹脂で構成することを
特徴とするものである。
　従来２種類の濾過吸着材を使用し２段階に分けて処理していたものを、上述のように１
種類の濾過吸着材により構成したので、濾過吸着手段に係る設備を小型化できると共に、
処理時間を大幅に短縮できる。
【００１７】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の実施の形態に係る浄化装置を図１～図４に基いて詳細に説明する。なお
、本発明の実施の形態の説明において従来例と同一部材及び相当する部品は、同一の符号
を使用して、その説明を適宜省略する。
　本発明の実施の形態に係る浄化装置は、図１に示すように、海底、又は河底等の疎水性
物質例えばダイオキシン類が含有する底質から浚渫船により浚渫した汚染土壌を、基準径
以下の粒子に分級する分級手段１と、この分級手段１で分級された極小径粒子をフロック
化し凝集沈殿させ、沈殿泥１５、１５ａと高清浄度水１６とを分離させる凝集沈殿槽２と
、この凝集沈殿槽２に沈殿した沈殿泥１５、１５ａを圧搾脱水する脱水装置３と、この脱
水装置３により絞出された清浄度の低い低清浄度水と清浄度の高い高清浄度水１６’とが
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して、該回収手段は、前記脱水装
置から絞出される高清浄度水を回収すると共に水平にスライド可能な高清浄度水回収用シ
ュートと、前記脱水装置から絞出される低清浄度水を回収するベルトコンベアとを具備し
、これら高清浄度水回収用シュートとベルトコンベアとは、前記脱水装置の下方に上下に
並設され、前記脱水装置から高清浄度水、または低清浄度水のいずれかが絞出される時、
前記高清浄度水回収用シュートがスライドすると共に、前記脱水装置の直下には、絞出さ
れる高清浄度水、または低清浄度水に対応する前記高清浄度水回収用シュート、またはベ
ルトコンベアのいずれかが配置される

また、

２



接触しないようにそれぞれを回収する回収手段４と、凝集沈殿槽２で分離した高清浄度水
１６と回収手段４で回収された高清浄度水１６’とを濾過吸着材２３ｂを介して浄化する
濾過吸着手段５とから構成されている。
【００１８】
　ここで、高清浄度水 、透視度が高く、ＳＳ濃度が約１００ｍｇ／Ｌ未満の水に相当し
、低清浄度水 、透視度が低く、ＳＳ濃度が約１００ｍｇ／Ｌ以上の水に相当する。
　また、上述した構成の分級手段１、凝集沈殿槽２及び脱水装置３は、従来例と同一のた
め、ここでの説明を省略する。
【００１９】
　回収手段４は、図１～図３に示すように、脱水装置３の圧搾式フィルタプレスから絞出
される高清浄度水（低清浄度水が絞出された直後から最後まで絞出される水）を回収する
水平にスライド可能な高清浄度水回収用シュート６１と、脱水装置３から絞出される低清
浄度水（圧搾開始時に絞出される水）及び脱水装置３で圧搾脱水された土塊を回収するベ
ルトコンベア６２とから構成されている。これらの高清浄度水回収用シュート６１とベル
トコンベア６２は、圧搾式フィルタプレスが載置する型材で骨組された架台６４に配設さ
れている。また、高清浄度水回収用シュート６１及びベルトコンベア６２の両側方には、
高清浄度水１６’を貯留する高清浄度水槽２１と脱水装置３で圧搾脱水された土塊を集積
する土砂ピット２０がそれぞれ配設されている。さらに、高清浄度水槽２１の近傍には、
低清浄度水を貯留する低清浄度水槽２２が配設されている。
【００２０】
　高清浄度水回収用シュート６１は、図２及び図３に示すように、圧搾式フィルタプレス
の下方で、高清浄度水１６’が落下する圧搾式フィルタプレスの落下口３ａに対向すると
共に、高清浄度水槽２１側にやや傾いて配設されている。この高清浄度水回収用シュート
６１の高清浄度水槽２１側の先端底には、高清浄度水槽２１と連通する連通管６６が装着
されている。また、架台６４には、ローラ受部材６５が、左右方向（高清浄度水回収用シ
ュート６１の短手側方向）に複数（図２では５本）所定の間隔を設け延設されており、こ
のローラ受部材６５に、高清浄度水回収用シュート６１をスライド可能とする高清浄度水
槽２１方向に延在するローラ６１ａが複数（図３では７本）連結されている。さらに、こ
の高清浄度水回収用シュート６１の一方の長手側側壁には、駆動ジャッキ６７が連結され
、図示しない駆動源により駆動ジャッキ６７が伸縮することにより、高清浄度水回収用シ
ュート６１が左右方向に移動可能となる。
【００２１】
　ベルトコンベア６２は、図３に示すように、断面視において低清浄度水及び土塊を受け
る受け部６３が形成されており、高清度水回収用シュート６１の下方で、低清浄度水槽２
２側にやや傾斜して配設されている。また、ベルトコンベア６２の低清浄度水槽２２側の
端部には、低清浄度水槽２２と連通する図示しない連通管が装着されている。
【００２２】
　濾過吸着手段５は、図１に示すように、濾過吸着材２３ｂを備えた濾過吸着槽２３と、
この濾過吸着槽２３に並設すると共に、濾過吸着材２３ｂにより濾過吸着処理された濾過
吸着処理水を貯留する濾過吸着水受槽２４とから構成されている。また、濾過吸着槽２３
の上部には、凝集沈殿槽２で分離された高清浄度水１６、及び脱水装置３から絞出された
高清浄度水１６’内の微細物を取り除く金網（開口ピッチ：１０６μｍ）２３ａ、２３ａ
が配設されている。
　なお、この金網２３ａ、２３ａは、高清浄度水１６、１６’の清浄度が高い場合には、
設置しなくてもよい。
【００２３】
　濾過吸着材２３ｂは、スポンジ状のウレタン樹脂、または２５０μｍ≦粒径＜８５０μ
ｍの活性炭の粒子、２５０μｍ≦粒径＜８５０μｍのポリアクリル酸エステル架橋重合体
の粒子、２５０μｍ≦粒径＜８５０μｍのゼオライトの粒子、のいずれかの粒子を積層し
て構成されている。
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【００２４】
　ここで、上記の各濾過吸着材及び従来の濾過吸着材の濾過吸着効果を図４に基いて説明
する。図４は、被処理水（ダイオキシン類濃度：２４ｐｇ－ＴＥＱ／Ｌ）を各濾過吸着材
で処理し、処理後のダイオキシン類濃度を示したものである。
　図４に示すように、各濾過吸着材で処理した後、全ての処理水のダイオキシン類濃度は
、約０．１１～０．１５ｐｇ－ＴＥＱ／Ｌの範囲に入っており、排水基準（ダイオキシン
類濃度：１０ｐｇ－ＴＥＱ／Ｌ以下）、及び環境基準（ダイオキシン類濃度：１ｐｇ－Ｔ
ＥＱ／Ｌ以下）を満足している。
　したがって、上記の濾過吸着材のいずれかを使用することにより排水基準、及び環境基
準を満足することが可能である。この実施の形態では、吸着効率面、費用面及び取扱易さ
面からスポンジ状のウレタン樹脂を採用している。
【００２５】
　次に、海底、又は河底の疎水性物質が含有した底質から浚渫船により掘削した汚染土壌
を浄化する浄化方法を図１に基いて説明する。ここで、分級手段から脱水装置までの工程
は、従来例と同一のため詳細な説明を省略する。
　疎水性物質が含有した底質から掘削した汚染土壌は、分級手段１により極小径粒子に分
級され、従来と同様にこの極小径粒子は凝集沈殿槽２に圧送され、凝集沈殿槽２で高清浄
度水（ダイオキシン類濃度：約１５ｐｇ－ＴＥＱ／Ｌ）１６と沈殿泥（ダイオキシン類濃
度：約２０００ｐｇ－ＴＥＱ／ｇ）１５、１５ａとに分離される。
　ここで、分級手段１の振動篩６内の泥粒子等を洗浄する洗浄水は、後述する濾過吸着手
段５の濾過吸着水受槽２４に貯留した濾過吸着処理水の一部を送水ポンプ４２ａ、３０に
より洗浄水槽６ａを介して送水される。また、濾過吸着材２３ｂであるウレタン樹脂に付
着したＳＳ等の洗浄は、後で詳述するが送水ポンプ４２ｃから送水される濾過吸着処理水
で内部洗浄され、また送水ポンプ４２ｂから送水される濾過吸着処理水を表面洗浄装置で
ある複数のノズル２３ｃからジェット噴射して表面洗浄し、その後の洗浄汚水は、泥水受
槽１０に戻され再処理が行われる。
【００２６】
　凝集沈殿槽２で沈殿した沈殿泥１５、１５ａは、従来と同様にスラリー貯留槽１７を介
して、打込ポンプ３６により脱水装置３の圧搾式フィルタプレスに打ち込まれ、圧搾脱水
される。
　圧搾脱水時、圧搾初期に絞出された低清浄度水を回収する時は、高清浄度水回収用シュ
ート６１を圧搾式フィルタプレスの落下口３ａから離間するように左右方向に移動させて
、落下口３ａの真下にはベルトコンベア６２のみを配置する。
　そして、絞出された低清浄度水はベルトコンベア６２の受け部６３に落下しその傾斜に
沿って、図示しない連通管を経由して低清浄度水槽２２に貯留される。
そして、低清浄度水槽２２内の低清浄度水はポンプ４３により泥水受槽１０に送られ、再
び凝集処理が行われることになる。このように回収された低清浄度水の量は、脱水装置３
に打ち込まれた沈殿泥１５、１５ａの量の約５～６％程度の量に相当する。
【００２７】
　また低清浄度水が絞出された後に絞出される高清浄度水１６’を回収する時は、高清浄
度水回収用シュート６１を左右方向に移動させて圧搾式フィルタプレスの落下口３ａの真
下に配置して、高清浄度水１６’を高清浄度水回収用シュート６１の溝部に落下させてそ
の傾斜に沿って高清浄度水槽２１に貯留する。このように回収された高清浄度水１６’の
量は、脱水装置３に打ち込まれた沈殿泥１５、１５ａの量の約８０％の量に相当する。
【００２８】
　さらに、高清浄度水１６’の回収が終了した後は、再び高清浄度水回収用シュート６１
を落下口３ａから離間するように左右方向に移動させて、圧搾式フィルタプレスの落下口
３ａの直下には、ベルトコンベア６２を配設して、圧搾式フィルタプレスで圧搾脱水され
た土塊が、その落下口３ａからベルトコンベア６２の受け部６３に落下する。そして、ベ
ルトコンベア６２を土砂ピット２０側に回転させて、土塊を土砂ピット２０に排出する。
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【００２９】
　次に、凝集沈殿層２で分離された高清浄度水１６、及び脱水装置３により回収された高
清浄度水１６’は、送水ポンプ４０、４２により濾過吸着手段５に送水される。すなわち
、高清浄度水１６、１６’は、金網２３ａ、２３ａを経由して、濾過吸着槽２３に設けた
濾過吸着材２３ｂのスポンジ状のウレタン樹脂にて処理され、濾過吸着処理水としてパイ
プ２５から濾過吸着水受槽２４に貯留される。この濾過吸着水受槽２４に貯留された濾過
吸着処理水は、ダイオキシン類濃度、ＰＨ、及び濁度等の水質が測定され、排水基準を満
足していれば、放流ポンプ４２より放流されることになる。
【００３０】
　ここで、濾過吸着手段５の保守管理として、濾過吸着材２３ｂのウレタン樹脂の表面を
洗浄するために、濾過吸着水受槽２４に貯留した濾過吸着処理水の一部を圧送ポンプ４２
ｂにより濾過吸着槽２３の側壁上端から注入し、側壁に設けた表面洗浄装置の複数のノズ
ル２３ｃからウレタン樹脂の表面にジェット噴射で表面洗浄している。また、濾過吸着槽
２３内の濾過吸着材２３ｂのウレタン樹脂の内部洗浄は、濾過吸着処理水の一部を送水ポ
ンプ４２ｃによりパイプ２５内を逆流させて洗浄している。なお、濾過吸着処理と洗浄作
業の切換え時には、パイプ２５に備えた図示しないストップバルブを作動させる。このス
トップバルブの作動方法は、濾過吸着処理時には開け、表面洗浄時には閉じ、内部洗浄前
に送水ポンプ４２ｃとパイプ２５とを連絡後開けることにより行う。
【００３１】
　以上説明したように、本発明の実施の形態に係る浄化装置によれば、特に、凝集沈殿槽
２で沈殿した沈殿泥１５、１５ａを圧搾脱水する脱水装置３と、この脱水装置３の圧搾式
フィルタプレスから絞出された高清浄度水１６’を回収する高清浄度水回収用シュート６
１と、同様に絞出された低清浄度水及び圧搾脱水された土塊を回収するベルトコンベア６
２と、１種類の濾過吸着材２３ｂにより構成された濾過吸着手段５とを具備したので、圧
搾式フィルタプレスから絞出された高清浄度水１６’を高清浄度水回収用シュート６１で
回収し、濾過吸着手段５の濾過吸着材２３ｂに送り浄化することができる。このように沈
殿泥１５、１５ａの量の約８０％にも相当する高清浄度水１６’を濾過吸着手段５の濾過
吸着材２３ｂに送り浄化するので、従来沈殿泥１５、１５ａから絞出された水を全て前工
程に戻していたのに対して、処理時間を大幅に短縮できると共に、浄化装置を構成する全
設備の小型化を達成できる。
【００３２】
　また、濾過吸着手段５の濾過吸着材２３ｂをスポンジ状のウレタン樹脂の１種類で構成
し排水基準、及び環境基準を満足できるので、従来２種類の濾過吸着材５１ａ、５３ａを
使用し２段階に分けて処理していたのに対して、処理時間を短縮できると共に、濾過吸着
手段５に係る設備の小型化を達成することができる。
【００３３】
　また、本発明の実施の形態 、凝集沈殿槽２で沈殿した沈殿泥１５、１５ａを、脱水
装置３の圧搾式フィルタプレスで圧搾脱水し、絞出された、沈殿泥１５、１５ａの量の約
８０％にも相当する高清浄度水１６’を、次工程の濾過吸着手段５の濾過吸着材２３ｂに
送り浄化すると共に、同様に絞出された低清浄度水を、前工程の泥水受槽１０に戻し再処
理するので、処理時間を従来より大幅に短縮できると共に、浄化装置を構成する全設備の
小型化を達成できる。
【００３４】
　なお、本発明の実施の形態では、疎水性物質をダイオキシン類として説明したが、ダイ
オキシン類以外の疎水性物質にも、本発明の を採用することができる。
【００３５】
【発明の効果】
　以上説明したように、請求項１に記載した汚染土壌を浄化する浄化装置の発明によれば
、汚染土壌、又は排水を基準径以下に分級した極小径粒子を凝集剤でフロック化して凝集
沈殿させ、その沈殿泥を圧搾脱水する脱水装置と、この脱水装置から絞出された低清浄度
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水と高清浄度水とを接触しないようにそれぞれを回収する回収手段とを具備し、脱水装置
から絞出された低清浄度水と高清浄度水とを回収手段を介して接触させずに、低清浄度水
は前工程に戻し、高清浄度水は次工程に送れるので、処理時間を従来より大幅に短縮する
ことが可能となり、浄化装置を構成する全設備を小型化でき、トータルコストの削減を達
成することができる。
【００３６】
　 回収手段を左右にスライド可能な高清浄度水回収用シュートとベルトコンベアと
から構成し、これらの高清浄度水回収用シュートとベルトコンベアを脱水装置の下方に上
下に並設し、脱水装置の直下には、脱水装置から絞出される高清浄度水、または低清浄度
水に対応して高清浄度水回収用シュート、またはベルトコンベアのいずれかが配置される
ので、高清浄度水と低清浄度水とを接触させずに容易に回収することができる。
【００３７】
　請求項 に記載した汚染土壌を浄化する浄化装置の発明によれば、回収手段で回収した
高清浄度水を浄化させる濾過吸着材を、疎水性物質を吸着すると共に、粒径が１μｍ～５
ｍｍの粒状のものを積層して構成するか、あるいはスポンジ状の樹脂により構成したので
、１種類の濾過吸着材により排水基準、及び環境基準を満足させるので、処理時間を従来
より大幅に短縮できると共に、濾過吸着手段に係る設備を小型化することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は、本発明の実施の形態に係る汚染土壌を浄化する浄化装置を示す模式図
である。
【図２】　図２は、本発明の実施の形態に係る汚染土壌を浄化する浄化装置の構成である
回収手段を示す正面図である。
【図３】　図３は、本発明の実施の形態に係る汚染土壌を浄化する浄化装置の構成である
回収手段を示す側面図である。
【図４】　図４は、本発明の実施の形態に係る汚染土壌を浄化する浄化装置の構成である
濾過吸着材の処理効果を示すものである。
【図５】　図５は、従来の汚染土壌を浄化する浄化装置を示す模式図である。
【符号の説明】
３　　　　　　脱水装置
４　　　　　　回収手段
５　　　　　　濾過吸着手段
２３ｂ　　　　濾過吸着材
１６、１６’　高清浄度水
６１　　　　　高清浄度水回収用シュート
６２　　　　　ベルトコンベア
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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