
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
浚渫した水底汚泥の処理方法において、浚渫した水底汚泥にキャビテーション処理をする
キャビテーション処理工程と、前記水底汚泥を濃縮して濃縮泥と分離液に分離する濃縮工
程と、濃縮分離後、前記濃縮泥に固化剤を混入混練して固化処理する固化工程と、前記固
化された固化泥を水底に埋戻す、または埋立造成用土材として移送する後処理工程とを含
む水底汚泥の浄化方法。
【請求項２】
浚渫した水底汚泥の処理方法において、浚渫した水底汚泥にキャビテーション処理をする
キャビテーション処理工程と、前記水底汚泥を固液分離して固形分と分離液に分離する固
液分離工程と、前記固形分に固化剤を混入混練して固化処理する固化工程と、前記固化処
理によって形成された固化泥を水底に埋戻す、または埋立造成用土材として移送する後処
理工程とを含む水底汚泥の浄化方法。
【請求項３】
浚渫した水底汚泥の処理方法において、浚渫した水底汚泥にキャビテーション処理をする
キャビテーション処理工程と、前記水底汚泥を濃縮して濃縮泥と分離液に分離する濃縮工
程と、濃縮分離後、前記濃縮泥に固化剤を混入混練して固化処理する固化工程とを含む水
底汚泥の浄化方法。
【請求項４】
浚渫した水底汚泥の処理方法において、浚渫した水底汚泥にキャビテーション処理をする
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キャビテーション処理工程と、前記水底汚泥を固液分離して固形分と分離液に分離する固
液分離工程と、前記固形分に固化剤を混入混練して固化処理する固化工程とを含む水底汚
泥の浄化方法。
【請求項５】
前記キャビテーション処理は、流路の一部を絞った構造のキャビテーション発生装置内に
水底汚泥を通過させることによって、有機物と還元性無機物のうち少なくとも一つを分解
させることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の水底汚泥の浄化方法。
【請求項６】
前記キャビテーション処理は、キャビテーション発生装置の上流側において水底汚泥に対
して酸化剤を添加することを特徴とする請求項１から５のいずれかに記載の水底汚泥の浄
化方法。
【請求項７】
前記キャビテーション処理を施す前に、浚渫した水底汚泥から粗大粒子を除去することを
特徴とする請求項１から６のいずれかに記載の水底汚泥の浄化方法。
【請求項８】
前記水底汚泥の浄化方法のうち、キャビテーション処理工程と、濃縮工程または固液分離
工程と、固化工程と、後処理工程のうち少なくとも一つの工程を浚渫した水域の水上で実
施することを特徴とする請求項１から７のいずれかに記載の水底汚泥の浄化方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、河川、湖沼、海洋など水域の水底汚泥の浄化方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般にヘドロ（水底汚泥）とは「流れの悪い水底などにたまった柔らかい有機物に富む汚
泥、特に腐敗などで悪臭などを発する状態になったものを指す俗語である」と定義されて
いる。また、閉鎖性の強い内湾における水底汚泥としては、特に次の３点を主な特徴とし
ている。
１）漁場や海面養殖施設などに被害を与えるなど、水産サイドからみた黒色有機汚泥。
２）概ねシルト以下（ 76μｍ以下の粒子）が５０％以上を占める、有機物含有量の極めて
多い新生堆積物。
３）底生生物に直接影響を与えるほか、直上水を含む酸素消費や栄養塩などの溶出、硫化
水素の発生、さらには底泥の巻き上げなどによる水域への悪影響を及ぼす。
この底泥の水底汚泥は、閉鎖性内湾や漁類養殖場の多くに見られる現象となっており、こ
の水底汚泥は、自然の浄化力を越える有機物の流入、投入（養殖用飼料）、稚積、水域の
富栄養化に伴う植物プランクトンの増殖、死滅、沈降の過程によって形成される。このよ
うな海底への有機物負荷増大は、海域における生物生産力の低下に大きな影響を与えてい
る。
【０００３】
水温が比較的低く、かつ、鉛直的に一様な時期である循環期には、水中の栄養塩類も混合
され平均化している。また、水中の酸素も海底表面にまで輸送され、底泥表面は好気的な
状態にある。水温の低いこともあり、沈降した易分解性有機物もゆっくりと分解し、窒素
、リン等の栄養塩として水中に溶出していく。このような循環期の機構のもとでは、底泥
表面にも底生生物が生存できる十分な酸素が供給されている場合が多い。
しかしながら、気温の上昇と共に表層水温が上昇し、地域によっては淡水の流入等により
、夏季に向かって躍層が形成されると、上下間の物質輸送は妨げられ、海面から下層への
酸素の輸送が減少する。水温の上昇と共に、底泥表面の易分解性有機物の分解が活発化し
、直上の水中から溶存酸素を取り込み、水域の一部の底泥で貧酸素化が始まり、次第に広
域化していく。底層での酸素消費には、底層に沈降し底層近くに浮遊している懸濁物が形
成する底層高濁度層（ネフエロイド層）の役割が大きい。
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【０００４】
この間、上層では水温の上昇と共に植物プランクトンの増殖も活発化し、時には赤潮の発
生に至る。植物プランクトン等の死骸もデトリタスとして海底への有機物負荷となる。ま
た、有機物の分解によって海水中の酸素が消費され、無酸素水中で硫酸還元菌が硫酸イオ
ンを還元して硫化水素を発生させる。
底泥表層では、好気的であった環境がこのように次第に嫌気的な環境に向かい、Ｎ、Ｐの
溶出、特に硫化水素が発生するような環境では急激なリンの溶出が起こる。このようにし
て下層に蓄積された栄養塩類は、気象条件等による躍層の一時的な破壊や風による循環に
よって表層に浮上し、赤潮形成の要因ともなる。また、下層の貧酸素または無酸素水は青
潮を引き起こすことにもなる。
【０００５】
以上のような閉鎖性水域の汚濁機構の中で、これら水域への汚濁削減対策は水質対策（水
中曝気、高酸素水発生など）、水底汚泥対策（浚渫、覆砂、耕耘、水底汚泥改良材散布な
ど）として多く研究されており、現在実用化されているものもあれば、まだ研究段階のも
のもある。
特開２００１－２１２６００号公報、特開平１０－２３０２９７号公報には、これらの具
体的対策方法が開示されている。
【０００６】
即ち、特開２００１－２１２６００号公報には、浚渫泥土を遠心分離によって分級処理し
、該分級処理でオーバーフローした分を沈降分離し、沈降分離した濃縮泥を脱水処理する
浚渫泥土の処理方法が開示されている。
しかしながら、この方法では、水域環境に悪影響を及ぼす有機物や硫化水素など還元性無
機物は分解無害化されずに、固形物中に存在するので、これをそのまま、海底へ戻した場
合には、海域の根本的な浄化になっていないし、また、固形物を陸上廃棄する場合には、
廃棄場所の確保という問題が生じる。
【０００７】
また、特開平１０－２３０２９７号公報には、底泥を吸い上げオゾンを曝露して改質し、
改質底泥を固液分離し、分離液を藻類培養層等の他工程に導くと共に分離残分を水域の底
に導く底泥の処理方法および装置を開示している。
しかしながら、この処理は、オゾン処理のためのコストが高いこと、残留するオゾンによ
るオキシダント障害が生じることがあること、従って、脱オゾン装置を設置する必要があ
ること、オゾンを取り扱う作業者への障害対策を施す必要があるなど、十分なものとは言
えない。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
上述の如く、社会的に大きな影響をもたらす河川、湖沼、海洋など水域の水底汚泥の処理
に関しては、多くの研究と実用化が図られているが、未だ満足すべきものは認められてお
らず、より地球に優しく、安定した、且つ低コストによる水底汚泥の処理方法が強く望ま
れている。
特に、水域環境に大きな影響を与える水底汚泥中の有機物と還元性無機物を無害化し、水
底汚泥を処理することが重要である。すなわち、底泥中に存在する有機物は表層において
過大に存在し、その一定量が易分解性有機物となっている。水質汚濁の原因となる大きな
酸素消費や栄養塩類の溶出をもたらすのが、この易分解性有機物と還元性無機物であり、
これを無害化する水底汚泥の処理方法が要望されている。
【０００９】
上記に鑑み、本発明は、水底汚泥の基本的な解析調査結果を基として、水底汚泥の各構成
要素に対する適切な処置を施すことにより、より地球に優しく、効率がよく安定した、且
つ低コストな水底汚泥の処理方法を提供することを目的としている。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
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本発明の水底汚泥の浄化方法は次の構成よりなる。
１）浚渫した水底汚泥の処理方法において、浚渫した水底汚泥にキャビテーション処理を
するキャビテーション処理工程と、前記水底汚泥を濃縮して濃縮泥と分離液に分離する濃
縮工程と、濃縮分離後、前記濃縮泥に固化剤を混入混練して固化処理する固化工程と、前
記固化された固化泥を水底に埋戻す、または埋立造成用土材として移送する後処理工程と
を含むものである。
【００１１】
２）浚渫した水底汚泥の処理方法において、浚渫した水底汚泥にキャビテーション処理を
するキャビテーション処理工程と、、前記水底汚泥を固液分離して固形分と分離液に分離
する固液分離工程と、前記固形分に固化剤を混入混練して固化処理する固化工程と、前記
固化処理によって形成された固化泥を水底に埋戻す、または埋立造成用土材として移送す
る後処理工程とを含むものである。
【００１２】
３）浚渫した水底汚泥の処理方法において、浚渫した水底汚泥にキャビテーション処理を
するキャビテーション処理工程と、前記水底汚泥を濃縮して濃縮泥と分離液に分離する濃
縮工程と、濃縮分離後、前記濃縮泥に固化剤を混入混練して固化処理する固化工程とを含
むものである。
【００１３】
４）浚渫した水底汚泥の処理方法において、浚渫した水底汚泥にキャビテーション処理を
するキャビテーション処理工程と、、前記水底汚泥を固液分離して固形分と分離液に分離
する固液分離工程と、前記固形分に固化剤を混入混練して固化処理する固化工程とを含む
ものである。
【００１４】
５）上述の１）～４）における、前記キャビテーション処理は、流路の一部を絞った構造
のキャビテーション発生装置内に水底汚泥を通過させることによって、有機物と還元性無
機物のうち少なくとも一つを分解させるものであり、
６）また、上述の１）～５）におけるキャビテーション処理が、キャビテーション発生装
置の上流側において水底汚泥に対して酸化剤を添加するものであり、
７）さらに、上述の１）～６）におけるキャビテーション処理を施す前に、浚渫した水底
汚泥から粗大粒子を除去するものであり、
８）上述の１）～７）における前記水底汚泥の浄化方法のうち、キャビテーション処理工
程と、濃縮工程または固液分離工程と、固化工程と、後処理工程のうち少なくとも一つの
工程を浚渫した水域の水上で実施するものである。
【００１５】
【発明の実施の形態】
［実施の形態１］
図１は、本発明の実施の形態１に係る水底汚泥の処理方法の処理工程流れ図である。図に
おいて、１は浚渫泥、２は粗大粒子除去工程、３はキャビテーション処理工程、４は改質
汚泥、５は固液分離／濃縮工程、６は固形物／濃縮泥、７分離液、８は固化工程、９は固
化（造粒）泥、１０は後処理（埋戻し）工程、１１は排水処理工程、１２は処理水、１３
は放流工程である。
【００１６】
浚渫船により水底から浚渫された浚渫泥を土運船などで運搬し浄化処理を施す。
本実施の形態における粗大粒子除去処理工程２は、下記要領による。
１）浄化効率を高めることと、キャビテーション発生装置やポンプの閉塞・磨耗を避ける
ため、粒径１ｍｍ以上の粗大粒子を除去する。
１段目を１０ｍｍメッシュ、２段目を１ｍｍメッシュとした２段スクリーンの振動篩を用
い、粗大粒子（貝殻、レキ、砂等）を除去する。
粒径１０ｍｍ以上の粗大物（貝殻、レキ）は洗浄して海へ廃棄する。１～１０ｍｍの大粒
径物は後述する固化工程の固化物原料として用いる。
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２）海洋水底汚泥の場合、１ｍｍ以上の粗大粒子の量は、重量分率で全固形物の数％から
二十数％程度であるが、この粗大粒子に含有される有機物量と還元性無機物量は、ほとん
ど無視できる程度の量である。したがって、１ｍｍ以上の粗大粒子を取除いてキャビテー
ション処理をすれば、１ｍｍ未満の細粒子中の有機物（生物易分解性有機物）と還元性無
機物を効率的に除去でき、最終的に充分に無害化された固化土が得られる。
【００１７】
本実施の形態におけるキャビテーション処理工程３は下記要領による。
キャビテーション処理は、ベンチュリ管の絞り効果によるキャビテーション気泡の発生、
崩壊作用を利用して、崩壊圧、ＯＨラジカルの酸化分解作用によって水底汚泥中の有機物
と還元性無機物を分解し、水底汚泥のＳＯＤ（好気懸濁状態における酸素摂取量）を低減
するものである。また、これに酸化剤（過酸化水素、オゾン等）を添加することにより、
その酸化反応によって有機物と還元性無機物の酸化分解が促進される。
本キャビテーション処理は前記粗大粒子除去処理により有機物と還元性無機物を多く含む
細粒子物を処理するので、効率のよいＳＯＤの低減化を図ることができる。
【００１８】
図３はキャビテーション処理におけるキャビテーション発生装置として使用されるベンチ
ュリ管とキャビテーション気泡発生、崩壊の関係を模式的にあらわした説明図である。　
図において、３０はベンチュリ管、３１はのど部、３２はキャビテーション気泡、３３は
キャビテーション気泡発生部、３４はキャビテーション気泡崩壊部である。
ベンチュリ管３０ののど部３１において、流体は高速、低圧となり、蒸気圧以下の部分で
キャビテーション気泡３２が発生する。また、キャビテーション気泡３２によりＯＨラジ
カルが生成されることが知られており、キャビテーション気泡３２内は高温高圧となって
いる。前記酸化分解作用はこのキャビテーション気泡３２の発生崩壊の過程において生じ
る。
【００１９】
本実施の形態における固液分離／濃縮工程５は下記要領による。
キャビテーション処理後の改質汚泥の固形物濃度は約２０～３０％程度である。これを固
化処理が可能な固形物濃度約３５％以上に成るように濃縮、あるいは固液分離する。
濃縮工程では濃縮時に環境への影響がない無機系の凝集剤、例えば、ポリ塩化アルミニウ
ムや塩化第２鉄などを使用することにより、濃縮速度を高め、強いては濃縮機を小形化す
ることができる。濃縮機としては、ａ）フィルタープレス、ｂ）ベルトプレス、ｃ）遠心
脱水機、ｄ）スクリュープレスなどを使用できる。なお、上記濃縮方法では固形物濃度を
４０％以上にすることもできるため、必ずしも全量を濃縮する必要はなく、一部のみを濃
縮して、これを未濃縮の改質汚泥と混合して、固形物濃度を３５％以上に調整してもよい
。
【００２０】
固液分離処理としては、イ）自然沈降によるもの、ロ）凝集処理によるもの、がある。凝
集処理によるものは、凝集剤を添加することにより小粒径粒子を凝集させ沈殿させるもの
である。
【００２１】
本実施の形態における排水処理工程１１は下記要領による。
上述の固液分離／濃縮工程５により生じた濃縮処理または固液分離後の分離液は、凝集沈
殿法または濾過等により懸濁質成分を除去し、所定の排水基準まで処理する。排水処理さ
れた浄水は水域へ放流する。
排水基準としては、ＳＳ濃度：５０ｍｇ／ｌ以下、ｐＨ値：５．８～８．６を目安とする
。
【００２２】
本実施の形態における固化工程８は下記要領による。
本工程で固化処理される対象は、前記固液分離／濃縮工程５で生じた固形物／濃縮泥５で
ある。また、粗大粒子除去工程２で分級された大粒径物質（１～１０ｍｍ）、および排水
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処理工程１１で発生する懸濁物／逆洗水を加えて固化処理してもよい。本工程における固
化処理には適宜固化剤を添加し固化することができる。
【００２３】
さらに、固化された水底汚泥を押出方式などの造粒装置により造粒処理する。なお、造粒
処理された水底汚泥は、所定の硬さになるまで基本的に気中静置により固化養生処理を施
すことができる。
前記造粒処理された造粒化水底汚泥は、所定量蓄積されたのち覆砂船などにより所定水底
に埋め戻し、汚濁水底への覆砂、干潟造成、藻場造成に用いられたり、ブロック成型され
魚礁ブロックに用いられたり、または埋立造成用土材として移送されるなどの後処理がさ
れる。
【００２４】
［実施例］
図２は、実施の形態１に基づく、実際の「水底汚泥処理プラント台船」のプラント概念図
である。
図において、１００は水底汚泥処理プラント台船、１０１は水底汚泥浚渫船、または土運
船、１０２はスクリーン、１０３はサイクロン、１０４は水底汚泥貯蔵タンク、１０５は
給水タンク、１０６Ａ、１０６Ｂはスラリータンク（各１基）、１０７Ａ、１０７Ｂは泥
水タンク（各２基）、１０８Ａ、１０８Ｂはキャビテーション処理装置（各１基）、１０
９は処理スラリー貯蔵タンク、１１０は脱水装置、１１１は排水処理装置、１１２は固化
装置、１１３は造粒装置、１１４は固化養生スペース、１１５は処理泥土貯蔵タンク、１
１６は排水、１１７は処理泥土覆砂船、１１８は発電機その他ユーティリティ室（含む管
理室）等の配置スペースである。
【００２５】
水底汚泥浚渫船１０１により浚渫された水底汚泥（揚土量約６０ｍ 3  ／ｈ）は、水底汚泥
中のゴミをスクリーン１０２により、砂礫分はサイクロン１０３により分離除去され、ス
ラリータンク１０６Ａ、Ｂのバファタンクとしての水底汚泥貯蔵タンク１０４に一旦貯蔵
される。水底汚泥貯蔵タンク１０４には沈殿防止用の攪拌機が設置されている。一旦貯蔵
された水底汚泥は適宜給水されて、沈殿防止用攪拌機を備えた２基のスラリータンク１０
６Ａ、Ｂへ導入され、さらに時間切り替えされる各２基の泥水タンク１０７Ａ、Ｂを介し
てキャビテーション処理装置１０８Ａ、Ｂに送られ、前記キャビテーション処理を施行さ
れる。
【００２６】
キャビテーション処理装置１０８Ａ、Ｂには、圧送ポンプ、ベンチユリ管、薬液タンク、
その他が装備されている。また、キャビテーション処理装置１０８Ａ、Ｂは２組装備され
ており、１組のキャビテーション処理装置に２組の泥水タンク１０７Ａ、Ｂを設けて、こ
れを所定時間ごとに切り替え、安定したキャビテーション効果を図る。スラリ発生量は例
えば約４８ｍ 3  ／ｈである。
【００２７】
図４はキャビテーション処理装置の１実施例を示す説明図である。図において、４０はキ
ャビテーション処理装置、４１は泥水タンク、４２は送出管、４３は流量計、４４はポン
プ、４５は酸化剤供給部、４６は圧力計、４７はベンチュリ管、４８戻り管である。
【００２８】
一旦泥水タンク４１に溜められた水底汚泥は送出管４２より送りだされ、途中流量計４３
により流量計測される。この計測値によりポンプ４４の駆動モータ（図示せず）のインバ
ータ制御を行い流量を制御する。
酸化剤供給部４５において適量の酸化剤（過酸化水素水など）が供給され、ベンチュリ管
４７においてキャビテーション処理を行う。処理された改質汚泥は戻り管４８より泥水タ
ンク４１に戻され、適当回数循環流送される。なお、ベンチュリ管４７入り口側における
流量は、例えば約３～４．５ｍ／ｓｅｃ、圧力は、例えば約９８ｋＰａ（Ｇ）である。
【００２９】
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キャビテーション処理をされ改質されたスラリー状の水底汚泥は、処理スラリ貯蔵タンク
１０９に滞留され、固液を沈殿分離する。自然沈殿分離された上澄み液は排水処理設備１
１１に移送され、また、沈殿した水底汚泥は脱水装置１１０に導入される。
【００３０】
脱水装置１１０により水底汚泥は更に脱水による濃縮処理が行われる。脱水装置１１０に
はフィルタープレス、ベルトプレス、遠心脱水機、スクリュープレスなどが使用される。
脱水処理された水底汚泥は固化装置１１２へ、また、脱水工程で発生した液は、前記排水
処理設備１１１に移送される。
【００３１】
固化装置１１２において、脱水処理された水底汚泥と粗大粒子除去工程で除去した１～１
０ｍｍの粗大粒子は固化剤を添加されて固化する。また造粒装置１１３により固化した水
底汚泥は造粒処理される。
造粒装置１１３には押出方式造粒装置を使用する。
また、固化造粒材としては、例えば無機系固化材と粉末スラグを使用する。粉末スラグは
高炉水砕スラグを微粉化したものである。
【００３２】
固化造粒された水底汚泥は造粒強度を高めるために、固化養生スペース１１４において、
気中静置して固化養生される。固化養生された水底汚泥は一時的に処理泥土貯蔵タンク１
１５に保管され、タンクが一杯になると処理泥土覆砂船１１７により移送され、水中への
埋戻し等がされる。また、水底汚泥処理後の残水は前記のごとく所定の排水基準まで処理
され水域に排水される。
【００３３】
水底汚泥処理プラント台船１００には、台船上に装置駆動用の発電機、その他必要な機器
を配置、作業を制御する管制室、作業員休憩室等の簡易居住区を配置する配置スペース１
１８が設けられている。また、水底汚泥処理プラント台船１００の４隅には係留装置が配
備されている。
【００３４】
上記実施例により水底汚泥（含水率７５ｗｔ％、粒度組成：砂２５％、シルト４５％、粘
土３０％，ＣＯＤ３０ｍｇ／ｇ、強熱減量ＩＬ：１５％、貝殻等が多数混在）を処理した
結果、１）粗大粒径分（１０ｍｍ以上）を洗浄後廃棄し、２）大粒径分（１～１０ｍｍ）
を固化造粒して固化泥とし、３）粒径１ｍｍ以下の小粒径分の有機物を分解無害化し固化
造粒泥とした。また、残水は所定の排水基準まで処理され水域に排水された。
図２は、「水底汚泥処理プラント台船」に配置した各装置の構成の一例を示したもので、
これ以外の構成でもかまわないことは勿論である。また、上記の実施例ではキャビテーシ
ョン処理工程と濃縮工程と固化工程と後処理工程を水底汚泥処理プラント台船上で行う例
を示したが、前記の工程のうちいずれかを水域の水上でなく陸上で行ってもかまわない。
【００３５】
［実施の形態２］
キャビテーション処理による効果を確認するため確認試験を行った。
海域から採取した水底汚泥をサンプルとして、キャビテーション処理をしたもの（試料Ａ
、Ｂ）、無処理のもの（試料Ｃ）を作成した。
各試料Ａ、Ｂ、Ｃを同一条件にて遠心分離し泥分を採取した。
各泥分のＳＯＤ（好気懸濁状態における酸素摂取量）を測定し、有機物と還元性無機物に
由来するＳＯＤ値を算出した。１２０時間目の測定値を表１に示す。
【００３６】
【表１】
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【００３７】
結果、水質に悪影響を及ぼす易分解性有機物と還元性無機物の量は、キャビテーション処
理により分解され、約１／４程度に削減された。
これにより、キャビテーション処理後、濃縮処理した濃縮泥、または固液分離処理した固
形物中に含まれる易分解性有機物と還元性無機物は大幅に削減されている。
そのため、固化処理した固化物を水域に戻しても、有機物と還元性無機物の溶出がなく水
域環境への影響が無いようにすることができる。
【００３８】
【発明の効果】
本発明は、
１）浚渫した水底汚泥の処理方法において、浚渫した水底汚泥にキャビテーション処理を
するキャビテーション処理工程と、前記水底汚泥を濃縮して濃縮泥と分離液に分離する濃
縮工程と、濃縮分離後、前記濃縮泥に固化剤を混入混練して固化処理する固化工程と、前
記固化された固化泥を水底に埋戻す、または埋立造成用土材として移送する後処理工程と
を含むことにより、
２）浚渫した水底汚泥の処理方法において、浚渫した水底汚泥にキャビテーション処理を
するキャビテーション処理工程と、、前記水底汚泥を固液分離して固形分と分離液に分離
する固液分離工程と、前記固形分に固化剤を混入混練して固化処理する固化工程と、前記
固化処理によって形成された固化泥を水底に埋戻す、または埋立造成用土材として移送す
る後処理工程とを含むことにより、より地球に優しく、安定した、且つ低コストによる水
底汚泥の処理方法を提供することができる。
【００３９】
３）前記キャビテーション処理を、流路の一部を絞った構造のキャビテーション発生装置
内に水底汚泥を通過させることにより、
４）また、前記キャビテーション発生装置の上流側において水底汚泥に対して酸化剤を添
加することにより、
５）さらに、前記キャビテーション処理を施す前に、浚渫した水底汚泥から粗大粒子を除
去することにより、
６）前記水底汚泥の浄化方法のうち、キャビテーション処理工程と、濃縮工程または固液
分離工程と、固化工程と、後処理工程のうち少なくとも一つの工程を浚渫した水域の水上
で実施することにより、より確実で、安定した、且つ低コストによる水底汚泥の処理方法
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１における処理工程流れ図である。
【図２】　本発明の実施例の水底汚泥処理プラント台船のプラント概念図である。
【図３】　本発明のキャビテーション処理に使用するベンチュリ管とキャビテーション気
泡発生、崩壊の関係を模式的にあらわした説明図である。
【図４】　本発明の実施の形態１に使用するキャビテーション処理装置の１実施例を示す
説明図である。
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【符号の説明】
１　浚渫泥、２　粗大粒子除去工程、３　キャビテーション処理工程、４　改質汚泥、５
　固液分離／濃縮工程、６　固形物／濃縮泥、７　分離液、８　固化工程、９　固形（造
粒）泥、１０　後処理工程（水底覆砂、埋立用土材としての移送）、１１　排水処理工程
、１２　処理水、１３　放流工程、３０　ベンチュリ管、３１　のど部、３２　キャビテ
ーション気泡、３３　キャビテーション気泡発生部、３４　キャビテーション気泡崩壊部
、４０　キャビテーション処理装置、４１　泥水タンク、４２　送出管、４３　流量計、
４４　ポンプ、４５　酸化剤供給部、４６　圧力計、４７　ベンチュリ管、４８　戻り管
、１００　水底汚泥処理プラント台船、１０１　水底汚泥浚渫船、１０２　スクリーン、
１０３サイクロン、１０４　水底汚泥貯蔵タンク、１０５　給水タンク、１０６Ａ、１０
６Ｂ　スラリータンク（各１基）、１０７Ａ、１０７Ｂ　泥水タンク（各２基）、１０８
Ａ、１０８Ｂ　キャビテーション処理装置（各１基）、１０９　処理スラリー貯蔵タンク
、１１０　脱水装置、１１１　排水処理装置、１１２　固化装置、１１３　造粒装置、１
１４　固化養生スペース、１１５　処理泥土貯蔵タンク、１１６　排水、１１７　処理泥
土覆砂船、１１８　発電機その他ユーティリティ室（含む管理室）等の配置スペース。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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