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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水から懸濁物を分離するための分離装置における懸濁物を含む水を供給する装置であり
、
　ダクトと、ダクトに供給された水がダクト内に水流を形成するようにそのダクトに懸濁
物を含む水流を供給する手段と、を備え、
　そのダクトは、
　懸濁物を含む水流を受け入れ、流入方向を決定し、その流入方向に垂直な方向に最大流
入幅を有する流入部と、
　前記流入部の下流に配置されて、懸濁物を含む水流を排出し、流出方向を決定し、その
流出方向に垂直に最大流出幅を有する、その最大流出幅は前記最大流入幅よりも大きい流
出部と、
　前記流入部と流出部を接続するダクト部を備え、懸濁物を含む水流へガスを供給するた
めに、その流入部またはダクト部に少なくとも一つのガス供給部を備え、
　前記流入部は前記流出部の垂直下方に位置することを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記流入部が底部を規定し、前記流出部が上部を規定し、その底部は相対的に低アスペ
クト比である水平断面を持ち、その上部は相対的に高アスペクト比である水平断面を持つ
ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
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　前記底部はアスペクト比が１：１から４：１の範囲にあることを特徴とする請求項２に
記載の装置。
【請求項４】
　前記上部はアスペクト比が４０：１から１００：１の範囲にある水平断面を有すること
を特徴とする請求項２又は３に記載の装置。
【請求項５】
　前記上部と底部の水平断面積比が１：１から３：１の範囲にあることを特徴とする請求
項１ないし４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項６】
　正面から見ると前記流入部における相対的に幅の狭い底部から略三角形の中央部を経て
相対的に幅の広い上部へとなるよう立設しており、側面から見ると底部から前記流出部に
おける幅の狭い上部に向かって徐々に細くなっている概扇形を有することを特徴とする請
求項１ないし５のいずれか１項に記載の装置。
【請求項７】
　前記ガス供給部は、少なくとも一つのガス供給口を有する少なくとも一つのガス管を備
え、そのガス管は前記ダクト部または流入部の少なくとも一部に沿って延びることを特徴
とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載の装置。
【請求項８】
　ガス供給部は、前記ダクト部または流入部の壁部に形成されているガス供給口を備える
ことを特徴とする請求項１ないし７のいずれか１項に記載の装置。
【請求項９】
　ガス供給部は、前記ダクト部または流入部の壁部を通って延びる管に形成されているガ
ス供給口を備えることを特徴とする請求項１ないし８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１０】
　複数のガス供給部がダクト部の異なる位置にあることを特徴とする請求項１ないし９の
いずれか１項に記載の装置。
【請求項１１】
　少なくとも４つのガス供給部がダクト部の異なる位置にあることを特徴とする請求項１
０に記載の装置。
【請求項１２】
　少なくとも６つのガス供給部がダクト部の異なる位置にあることを特徴とする請求項１
０に記載の装置。
【請求項１３】
　前記流入部から前記流出部へと広がり少なくとも２つの向かい合った拡開壁部を有する
扇形であり、前記ガス供給部は、その拡開壁部に沿うか隣接して位置する複数のガス供給
口を備えることを特徴とする請求項１ないし１２のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記流入部から前記流出部へと広がり前記流入部から前記流出部へと広がる少なくとも
２つの向かい合った拡開壁部を有する扇形であり、前記ガス供給部は、その拡開壁部に沿
うか隣接して位置する複数のガス供給口を備え、前記流入部は前記流出部の垂直下方に位
置する請求項１ないし１３のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１５】
　ガス供給源を備えることを特徴とする請求項１ないし１４のいずれか１項に記載の装置
。
【請求項１６】
　前記ガス供給源はポンプを備えることを特徴とする請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記ガス供給源はガス貯蔵器を備えることを特徴とする請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
　前記ガスは空気を含むことを特徴とする請求項１ないし１７のいずれか１項に記載の装
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置。
【請求項１９】
　前記ガス供給部はガス供給コントロール部を備えることを特徴とする請求項１ないし１
８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項２０】
　前記ダクト部内に異なる高さの複数のガス供給口備え、そのダクト部の下部の供給口は
上部の供給口よりも大きい口径を有することを特徴とする請求項１ないし１９のいずれか
１項に記載の装置。
【請求項２１】
　水から懸濁物を分離する方法において、懸濁物を含む水を供給する方法であって、その
方法は、ダクトに供給された水がダクト内に水流を形成するように懸濁物を含む水をダク
トに供給することを含み、
　そのダクトは、
　流入方向を決定し、その流入方向に垂直な方向に最大流入幅を有する流入部と、
　流出方向を決定し、その流出方向に垂直な方向に最大流出幅を有し、その最大流出幅は
前記最大流入幅よりも大きい流出部と、
　前記流入部と流出部を接続するダクト部を備え、
　前記流入部は前記流出部の垂直下方に位置し、
　その流入部またはダクト部内で、懸濁物を含む水流へガスが供給されることを特徴とす
る方法。
【請求項２２】
　スラリー流脱水装置であり、請求項１ないし２０のいずれかに記載の装置を備えること
を特徴とする装置。
【請求項２３】
　スラリー流脱水方法であり、請求項２１に記載の方法に従い、懸濁物を含む水を供給す
ることを含む方法。
【請求項２４】
　水から懸濁物を分離するための分離装置における懸濁物を含む水を供給する装置であり
、
　ダクトと、ダクトに供給された水がダクト内に水流を形成するようにそのダクトに懸濁
物を含む水流を供給する手段と、を備え、
　そのダクトは、
　懸濁物を含む水流を受け入れ、流入方向を決定し、その流入方向に垂直な方向に最大流
入幅を有する流入部と、
　前記流入部の下流に配置されて、懸濁物を含む水流を排出し、流出方向を決定し、その
流出方向に垂直に最大流出幅を有する、その最大流出幅は前記最大流入幅よりも大きい流
出部と、
　前記流入部と流出部を接続するダクト部を備え、懸濁物を含む液体流へガスを供給する
ために、その流入部またはダクト部に少なくとも一つのガス供給部を備え、
　前記流入部は前記流出部の垂直下方に位置し、
　前記ガス供給部は、前記ダクト部の異なる位置に複数のガス供給口を備える少なくとも
１つのガス管を備え、そのガス管は前記ダクト部の少なくとも一部に沿って延び、
　前記ガス供給部は、前記ダクト部に沈殿した懸濁物をダクト部から一掃するようにガス
流を増加させるように構成されたガスコントロール部を備え、
　前記ガス供給部は前記流出部で割れる気泡を生成するように構成され、前記流出部での
水流と前記流入部での水流とで水と懸濁物の比が同じになることを特徴とする装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スラリー、特に浚渫泥に起因するスラリーの脱水技術の改善に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　浚渫泥の廃棄は、浚渫受託業者にとっては重大な問題である。浚渫泥はスラリーという
形で水中に懸濁している。そのようなスラリーは、直接潟湖または沈殿地に流された場合
、深刻な再生の問題を引き起こすこともある。従って、効率的に脱水してこれらスラリー
から固形物を再生する必要がある。本発明は、迅速で効果的に固形物から水を分離させる
ための方法を提供し、それにより経済的に体積を減らし、沈殿物の再生、再利用又は廃棄
に対し魅力的な選択肢を提供する。
【０００３】
　ポンプ浚渫機は、自然又は人工の水路から様々な沈殿物を除去するのに効果的な掘削装
置である。浚渫機は、汚染又は有害だと分類される沈殿物と共に無害だと分類される沈殿
物も除去する。沈殿物は、砂、砂利、粘土、沈泥などの岩屑、有機物またはそれらの任意
の組み合わせを含む。例えば、粘度、沈泥、有機物を含む、固形物の最も細かい粒子が体
積の最も大きな原因となり、この部分が最も再生するのが難しい。ポンプ浚渫の工程で水
路から掘削された全ての物質は処理場へ除去されなければならない。従来これらの処理場
は、最も細かい微粒子物質がゆっくり沈殿するという特徴に対応して設計されている沈殿
地を有する。これらの“汚泥潟湖”は様々な形で周辺の地域社会に負担をかける。それら
は土地のかなりの面積を占め、水和した沈殿物が自然消滅するための時間のかかる工程で
発せられる有毒ガスの臭いのため、概して不快な近隣物である。
【０００４】
　それらの従来の沈殿地に関連する問題を解決するために、浚渫スラリー脱水システムが
導入された。これらの脱水システムは、水から浚渫固体を、その固体を再利用または処分
するために分離するために使用される。このシステムは、例えば、スクリーニング装置、
ハイドロサイクロン、遠心分離機、ベルトプレス、除去用船を備える。これらのシステム
の多くは、“バッチ処理”工程を行い、それは、一定の間隔で、所定量の浚渫泥のみを処
理する。その浚渫泥は最初、保持船にポンプでくみ上げられ、そして、浚渫が沈殿してい
るときに、スラリーがゆっくりとポンプでくみ上げられ、それぞれの装置で順番に処理さ
れ、それはその保持船が再び満たされるまで続く。この脱水システムの個々の装置の処理
速度は、浚渫処理の全体の速度を規定する。そのようなバッチシステムに伴う効率の悪さ
は、処理のコストを上昇させる。
【０００５】
　本発明者によって、連続脱水システムが提案された。一般に、それらのシステムは、一
般スラリー脱水システムの発展と述べればよく、スラリー流から第一サイズ以上の物体を
分離し、第一処理済スラリーを作り出す第一分離装置と、
　その第一処理済スラリー流を受け入れ、そのスラリー流から第二サイズ以上の物体を分
離し、第二処理済スラリーを作り出し、その第二サイズは第一サイズよりも小さい、第二
分離装置と、
　上記の第二処理済スラリー流を受け入れ、その第二処理済スラリー流から第三サイズ以
上の物体を分離し、その第三サイズは第二サイズよりも小さい、第三分離装置を備えるス
ラリー流脱水装置を与える。
【０００６】
　処理のさらなる段階、例えば、その処理された水から固形物をさらに除去したり、スラ
リー流の初期の段階で除去された固形物をさらに脱水することを備えてもよい。
【０００７】
　米国特許５，６５６，１７４号では、連続処理が可能な脱水システムについて開示され
ている。このシステムでは、一連のろ過スクリーンという形式の第一分離装置と、細かい
固形物を集結させる凝集剤と加えた後に、選択的にハイドロサイクロンなどの第二分離装
置という手段を用いる。そして、集積された物体は、Ａ形のフレーム上に支持される二つ
のスクリーンを有するトラッキングスクリーン装置という形式の第三分離装置を通過する
ことによってろ過される。選択的に、その処理された水はさらに固形物を除去するため遠
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心分離機にかけられる。
【０００８】
　米国特許６１４９８１１号は、スラリー供給流内の固形物を収集するスクリーン装置を
開示しており、それは様々な角度で一体に連結されている複数のスクリーンを備える。そ
れは第三分離装置として使用することが可能である。
【０００９】
　ＰＣＴ特許出願ＷＯ０１／８５６２８は、操作が容易で、高い流速で処理可能な汚泥脱
水システムを提供する。これは、米国特許５，６５６，１７４号で開示された工程の特に
最後の段階に適用することができる。スラリー流は一つまたはそれ以上のパラメータを連
続的に決定することにより脱水され、その決定されたパラメータに対応してスラリー流に
凝集剤が加えられ、その凝集剤がスラリーと混ぜられ凝集されたスラリー流となり、その
凝集されたスラリーは拡散装置を通してトラッキングスクリーンに流され、そのトラッキ
ングスクリーンを通してその凝集されたスラリーはろ過され、固形物とろ過された液体と
なる。上記パラメータとは、スラリーの流速、スラリーのパルプ濃度、ろ過された液体の
パルプ濃度である。トラッキングスクリーンは、米国特許５，６５６，１７４号の装置で
使用される第三分離装置として適している。
【００１０】
　ＰＣＴ特許出願ＷＯ０１／８５６２８は、特にトラッキングスクリーンへ凝集されたス
ラリー流を送るために設計された拡散装置について開示しており、その拡散装置は、凝集
されたスラリー流の流入部を有する底部から立設し、凝集されたスラリー流がトラッキン
グスクリーンへと流される上部へ向かう垂直に配置された導管を備え、その導管は、一定
に保たれるか底部から上部に向かい大きくなる水平な断面と、株から上部に向かい実質的
に増える縦横比を持つ。
【００１１】
　ＰＣＴ特許出願ＷＯ０１／８５６２８は、トラッキングにより除去された凝集されたス
ラリーが、固形物ベルトプレスの使用によりさらに脱水されることをさらに開示している
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明者は、装置の動作を改良するために、包括的なスラリー脱水システムのそれぞれ
の分離装置の段階の改良を求め続けた。
【００１３】
　移動可動なポンプ浚渫からの水流は頻繁にさまざまな種類の破片を一緒に運んでいるこ
とが判明した。この破片とは、貝、岩、プラスチックの買物袋、ショッピングカートまた
は沈没した船の金属の部品、電池、木材チップ、木質繊維、ワイヤー、釣り糸、水中植物
、生命体の死骸、剥がされたカーペット、人工芝、などのうちのどれでも、あるいは全て
の物が含まれる。従来の方法では、２つのタイプの装置（多くの場合一緒に作動する）が
、浚渫流から破片を除去する試みに使用されてきた。この二部式システムの第一部は、通
常格子状または並列形状に設計された重金属棒から構成された粗スクリーニング装置を備
える。通常浚渫流は、自浄化のレベルを促進するために斜めにこの格子上にポンプでくみ
上げられる。この重金属の設計が必要であるのは、岩、貝、その他の重い破片がこのスク
リーンを塞いでしまうからである。重金属スクリーニング部の後に、通常は、振動スクリ
ーンのようなもっと細かいスクリーンが続く。
【００１４】
　しかしながら、水中植物またはカーペット繊維などがある場合、粗スクリーンと振動ス
クリーンは共に、両方のスクリーンの表面部分が繊維質または植物によって詰まることに
より、塞がれるということが判明した。この種類の閉塞は、この業界ではめつぶしと呼ば
れ、深刻な問題である。場合によっては、浚渫流はスクリーンを清掃するために定期的に
停止されなければならない。時として、スクリーンの清掃は一分に数回行なわれることも



(6) JP 5679633 B2 2015.3.4

10

20

30

40

50

ある。
【００１５】
　本発明の目的は、先行技術の問題を回避するスラリー流脱水装置で使用される第一分離
装置を提供することである。
　本発明のさらなる目的は、めつぶしという問題を低減することができるスラリー流脱水
装置で使用される第一分離装置を提供することである。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【００１６】
　本発明者は、使用中激しく動かされ“跳躍”運動をする複数のザル状マットを備える分
離装置は、破片を除去すること非常に優れており、めつぶしに対して高い抵抗性を有する
ことに気が付いた。
【００１７】
　それらの分離装置は、物質の水からの分離の分野、特に基質から微細物質を除去する時
において、知られている。しかしながら、これらは、スラリーのスクリーニングにおいて
は取り入れられなかった。それらの分離装置は、スラリーのスクリーニングに利用するた
めにザル状マット部を通過するスラリーを集めるための、フレキシブルザル状マット部の
下に位置する収集部を含むように変更されなければならない。
【００１８】
　従って、第一態様において、本発明は、スラリー流脱水装置であり、
　スラリー流から第一サイズ以上の物体を分離し、第一処理済スラリーを作り出す第一分
離装置と、
　その第一処理済スラリー流を受け入れ、そのスラリー流から第二サイズ以上の物体を分
離し、第二処理済スラリーを作り出し、その第二サイズは第一サイズよりも小さい、少な
くとも第二分離装置と、を備え、
　前記第一分離装置は、
　主支持フレーム部と、その主支持フレーム部上に移動可能に設置された可動支持フレー
ム部から成るフレーム集合部と、
　そのフレーム集合部の長さ方向に沿って横方向に間隔が開けられた複数のザル状マット
支持部と、
　フレーム集合部の長さ方向に沿って伸び、そのザル状マット支持部に接続しそれによっ
て支持されるフレキシブルザル状マット部と、そのザル状マット支持部は交互に前記主支
持フレーム部と前記可動支持フレーム部に接続しており、
　前記フレキシブルザル状マット部下に位置し、そのフレキシブルザル状マット部を通過
した第一処理済スラリーを集める収集部と、を備えることを特徴とする装置を提供する。
　本発明の第一の態様は、さらに、スラリー流脱水方法であり、
　スラリー流を第一分離装置へ供給し、そのスラリー流から第一サイズ以上の物体を分離
して、第一処理済スラリーを作り出すことと、
　その第一処理済スラリー流を少なくとも第二分離装置へ供給し、そのスラリー流から第
二サイズ以上の物体を分離し、第二処理済スラリーを作り出すこととを備え、その第二サ
イズは第一サイズよりも小さく、前記第一分離装置は、主支持フレーム部と、その主支持
フレーム部上に移動可能に設置された可動支持フレーム部から成るフレーム集合部を備え
、
　そのフレーム集合部の長さ方向に沿って横方向に間隔が開けられた複数のザル状マット
支持部と、
　フレーム集合部の長さ方向に沿って伸び、そのザル状マット支持部に接続しそれによっ
て支持されるフレキシブルザル状マット部と、を備え、そのザル状マット支持部は交互に
前記主支持フレーム部と前記可動支持フレーム部に接続しており、
その可動支持フレーム部に接続された前記フレキシブルザル状マット部の一部に連続的に
振動を伝えるために、その可動支持フレーム部は激しく振動させられ、処理済スラリーは
、そのフレキシブルザル状マット部の下に位置した収集部に接続されている前記フレキシ
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ブルザル状マット部を通ることを備える方法を提供する。
【００１９】
　ＰＣＴ特許出願ＷＯ０１／８５６２８は、正面図においては概して扇形であり、相対的
に細い底部から、略三角形の中部を介して、相対的に幅広の上部となる拡散装置を示して
いる。側面図では、底部から細い上部へ向けて先細りしている。
【００２０】
　この拡散装置は、凝集されたスラリー流をトラッキングスクリーンへ均一に分散するこ
とを可能にするので、使用される。このような拡散装置なしでは、トラッキングスクリー
ンに辿り着く前に、凝集されたスラリー流の詰まりが起こったり、トラッキングスクリー
ンへ凝集されたスラリー流が不均一に分散される。
【００２１】
　トラッキングスクリーンの表面上の凝集されたスラリーの均一な分散は、浚渫脱水シス
テムが満足に作動するためには、非常に重要である。しかしながら、実際は凝集されたス
ラリーの均一な分散は時として得られないということが判明している。理論に縛られるつ
もりはないが、これらは凝集されたスラリーの非ニュートン的性質によると考えられてい
る。特に、ある状況下では、集積されたスラリーは、拡散装置内で凝結して沈殿し始める
ため、均一な分散を妨げる。これは、拡散装置を通る水流に取り込まれるには、集積され
た基質の密度が高すぎる場合に特にそうであると判明した。これは、例えば、重い重力の
沈殿物、又は高い質量比の沈殿物がスラリーに混入することによって、引き起こされるか
もしれない。
【００２２】
　さらに問題を悪化させるのは、拡散装置内の水の流速は意図的に変更できないという事
であり、なぜならそれは、工程の他の過程が、臨界的な質量平衡状態であるからである。
例えば、トラッキングスクリーンは流水のある最大量のみを処理できるかもしれない。過
剰な物質は、流出を引き起こすスクリーンのめつぶしにつながることがある。拡散装置の
最適な配置は、任意の特定のタイプの沈殿物や沈殿物の流速に対して得ることが可能であ
るが、多くの種類の環境のスラリーを処理可能であることが望まれる。
【００２３】
　従って、本発明のさらなる目的は、先行技術の問題を避けることができる、水から懸濁
土を分離する装置に使用されるダクトを提供することである。
【００２４】
　本発明のさらなる目的は、ダクトの流出部での懸濁土を含む水の不均一な分散という問
題を避けることができる、水から懸濁土を分離する装置に使用されるダクトを提供するこ
とである。
【００２５】
　本発明者は、ダクト内の懸濁土を含む水の流速は、その流量を増加させるガスを供給す
ることにより自由にコントロールすることが可能であるということに気がついた。
【００２６】
　このタイプのダクトは、水から懸濁土を分離するあらゆる装置に適用可能であるが、特
に、凝集剤を用いてスラリーを脱水する装置や方法においてスラリーを供給するのに適し
ている。
【００２７】
　第二態様において、本発明は、水から懸濁物を分離するための装置に懸濁物を含む水を
供給する装置であり、
　ダクトと、ダクトに供給された水がダクト内に水流を形成するようにそのダクトに懸濁
物を含む水を供給する手段と、を備え、
　そのダクトは、
　懸濁物を含む水流を受け入れ、流入方向を決定し、その流入方向に垂直な方向に最大流
入幅を有する流入部と、
　前記流入部の下流に配置されて、懸濁物を含む水流を排出し、流出方向を決定し、その



(8) JP 5679633 B2 2015.3.4

10

20

30

40

50

流出方向に垂直に最大流出幅を有する、その最大流出幅は前記最大流入幅よりも大きい流
出部と、
　前記流入部と流出部を接続するダクト部を備え、懸濁物を含む液体流へガスを供給する
ために、その流入部またはダクト部に少なくとも一つのガス供給部を備え、
　前記流入部は前記流出部の垂直下方に位置することを特徴とする装置を提供する。
【００２８】
　本発明の第二態様は、さらに、水から懸濁物を分離する方法において、懸濁物を含む水
を供給する方法であって、その方法は、ダクトに供給された水がダクト内に水流を形成す
るように懸濁物を含む水をダクトに供給することを含み、
　そのダクトは、
　流入方向を決定し、その流入方向に垂直な方向に最大流入幅を有する流入部と、
　流出方向を決定し、その流出方向に垂直な方向に最大流出幅を有し、その最大流出幅は
前記最大流入幅よりも大きい流出部と、
　前記流入部と流出部を接続するダクト部を備え、
　前記流入部は前記流出部の垂直下方に位置し、
　その流入部またはダクト部内で、懸濁物を含む水流へガスが供給されることを特徴とす
る方法を提供する。
【００２９】
　液体の流れにガスを供給することにより、水とガスが混じる流量は、非常に容易にコン
トロールすることができる。さらに、ガスの気泡の存在は、水中の凝集された固形物の沈
殿を防ぐ傾向がある。単に気泡が上昇し水から分離するため、このガスは水から非常に容
易に除去することができる。
【００３０】
　上記のように、ＰＣＴ特許出願ＷＯ０１／８５６２８では、毛管水を除去するさらなる
脱水処理により、凝集され分離された固形物から脱水することができるということが指摘
されている。ＰＣＴ特許出願ＷＯ０１／８５６２８に開示されているトラッキングスクリ
ーンにより分離された凝集された固形物は、２０－４０重量％の範囲の含水率である。こ
の含まれている水分は主として、凝集された粒子間の狭い隙間に保持され、重力脱水によ
って除去するのは困難である。これが毛細水と称される。従来、そのような毛細水は、ベ
ルトプレスを使い圧搾または圧迫することにより除去してきた。しかしながら、そのよう
なベルトプレスには、休止時間という問題が生じてきた。大きなベルトは、時間がたつに
つれ引き伸ばされ裂けるため、交換が必要である。水力及び電力のシステムは、悪天候又
は電圧変化に対して、敏感で脆弱である。ベルトプレスは、故障しやすい可動部品を多く
採用する。複合的なプレスが使用された場合、複雑な問題は倍増し、休止時間が深刻な問
題となる。
【００３１】
　従って、本発明のさらなる目的は、さらに定常状態での操作が簡単で費用効率が高く容
易である、ろ過処理された固形物から水を除去する方法及び装置を提供することである。
【００３２】
　本発明者は、トラッキングスクリーンから得られたろ過処理された固形物（又は、フィ
ルタケーキ）はフィルタ膜上に広がり、フィルタ膜下の圧力が減少させることにより脱水
処理にさらされることに気がついた。そのケーキは効果的なシールを形成するので、適切
な膜が使用される場合は、とても効果的な脱水処理が得られる。
【００３３】
　従って、本発明の第三態様は、スラリーから分離された固形物から水を除去するための
装置であり、その装置は、
　第一部と第二部を有する船舶を備え、その第一部と第二部はフィルタ膜によって分離さ
れており、そのフィルタ膜は水を通し固形物を残すような構造をしており、
　第一部はスラリーから分離された固形物を受け、第二部はポンプ集合部に接続されてお
り、そのポンプ集合部は第二部から水を除去し、また第二部内の圧力を第一部と比べて低
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減させることを特徴とする装置を提供する。
【００３４】
　本発明は、さらに、スラリーから分離された固形物から水を除去するための方法であり
、その方法は、
　第一部と第二部を有する船舶を備え、その第一部と第二部はフィルタ膜によって分離さ
れており、そのフィルタ膜は水を通し固形物を残すような構造をしている工程と、
　第一部にスラリーから分離された固形物を供給し、前記フィルタ膜上で層を形成する工
程と、
　前記ポンプ集合部を用い、第一部と比べて第二部内の圧力を低減させ、また第二部から
水を除去し、前記固形物の層から水を除去する工程を有する方法を提供する。
【００３５】
　本発明の望ましく選択的された特徴が、以下に説明される。
【００３６】
　本発明の第一態様の方法と装置は、一般的なスラリー脱水システムの第一分離工程で利
用できる。本発明の第二態様の方法と装置は、一般的なスラリー脱水システムの第三分離
工程で利用できる。本発明の第三態様の方法と装置は、一般的なスラリー脱水システムの
さらなる処理工程で利用できる。
【００３７】
　本発明の第一、二、三の態様の装置は、米国特許５６５６１７４号の方法で利用できる
。
【００３８】
　ＰＣＴ特許出願ＷＯ０１／８５６２８の装置及び方法は、本発明の第一態様の装置の選
択された第三分離工程で使用することができる。
【００３９】
　米国特許６１４９８１１号のスクリーンと装置は、本発明の第一態様の第三分離工程に
従った方法と装置で使用することができる。
【００４０】
　望ましくは、本発明の第一態様のスラリー流脱水装置は、前記の第二処理済スラリー流
を受け入れ、その第二処理済スラリー流から第三サイズ以上の物体を分離し、第三分離装
置をさらに備え、その第三サイズは第二サイズよりも小さいことを特徴とするのが好まし
い。本発明の第一態様の方法では、さらにその第二処理済スラリー流を第三分離装置へ供
給し、そのスラリー流から第二サイズ以上の物体を分離し、第三処理済スラリーを作り出
す工程をさらに備え、その第三サイズは第二サイズよりも小さいことを特徴とするのが好
ましい。
【００４１】
　本発明の第一態様の第一分離装置では、主支持フレーム部は底部に立設されるのが好ま
しい。
【００４２】
　駆動力をそこに加えるために主支持フレーム部に接続される偏心動力機械装置があるの
が好ましい。例えば振動する駆動力のような周期的な駆動力が好ましい。それは、回転自
在に取り付けられた偏心分銅を備えることもできる。
【００４３】
　本発明の第一態様の第一分離装置の構造により、可動支持フレーム部によりフレキシブ
ルザル状マット部が連続的に動き、そのフレキシブルザル状マット部上に集まった物質を
除去することができるということが判明した。
【００４４】
　ザル状マット部が、“反転”及び“跳躍”という動きを行なうことができるように設計
されることが好ましい。つまり、可動支持フレーム部により動かされた時、ザル状マット
部の各部品は、第一位置から第二位置へ非常に早く移動するように設計されているのが好
ましい。単振動を行なう場合よりも、早く移動することが好ましい。これは、集まった物
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質を除去するのに特に有効だと判明した。この動作は、フレキシブルザル状マット部が上
向きに婉曲する側面を有すれば得られる。その婉曲する側面は、十分な力が加えられるま
で安静位から離れる初動はせず、加えられるとすぐ、その側面は迅速に上向きに婉曲する
形状になるよう反れる。
【００４５】
　望ましくは、フレキシブルザル状マット部は、垂直ではない徐々に婉曲する形状である
上向きに婉曲する側面を備える。その徐々に婉曲する形状は、最大立ち上がり比率ｙ／ｘ
は１．０である事が適している。
【００４６】
　ザル状マット部の上向きに婉曲する側面は、物質をスクリーニングするための目を含む
ことが好ましい。
【００４７】
　ザル状マット部は傾いた方向に配置されることが好ましい。これにより、ザル状マット
部上で集まった物質が下方に移動し、除去され収集される。ザル状マット部は、水平から
５°から３０°の傾斜角を持つよう配置するのが適している。
【００４８】
　その傾斜角はザル状マット部の長さ方向に関して略一定であるのが好ましい。しかしな
がら、傾斜角は、ザル状マット部の長さ方向に関し、流入部から流出部に向かい角度が減
少するように変化してもよい。
【００４９】
　本発明の第一態様のフレーム集合部、ザル状マット支持部、ザル状マット部は、ＰＣＴ
特許出願ＷＯ２００５／１２３２７８及び米国特許出願２００５／０２７４６５２に述べ
られているものでよい。しかしながら、収集部を組み入れるために、この装置を変更する
必要がある。
【００５０】
　収集部は、タンクを備えてもよい。収集部が、ザル状マット部の長さ方向全体に渡って
伸びて、フレキシブルザル状マット部を通り第一処理済スラリーが集められることが好ま
しい。
【００５１】
　本発明の全ての態様で、各工程で処理済スラリーを供給するポンプなどの供給装置があ
ることが好ましい。例えば、収集部から第二分離装置へ第一処理済スラリーをポンプでく
み上げるための第一ポンプがあってもよい。第二分離装置から第三分離装置へ第二処理済
スラリーを供給するための第二ポンプがあってもよい。
【００５２】
　一般的なスラリー脱水システムの第二分離装置は、フィルタ膜又はサイクロンバンクを
備えてもよい。しかしながら、砂分離装置を備えることが特に好ましい。
【００５３】
　砂分離装置の好適な設計は、マクラナハン（MacLanahan）社から入手することができる
。
【００５４】
　この分離装置は、ハイドロサイクロンを備える。それは、第一処理済スラリーのための
第一半径の流入部を備え、その分離装置はタンクを備え、その内径は下方に向かって小さ
くなる。第一処理済スラリーは、分離装置上部の第一半径における接線方向に供給される
。これにより、回転運動が生まれる。スラリーが、分離装置を通って下降してゆくにつれ
、その半径が小さくなることにより、この回転運動は加速する。一般的にボルテックスフ
ァインダーと呼ばれる収集部は、第二処理済スラリーを集めるためにサイクロンの中心に
備えられる。
【００５５】
　スラリーの回転速度が上昇するにつれ、懸濁していた砂が遠心分離効果により放射状に
外向きに移動し、サイクロンの底部に溜まる。
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【００５６】
　上記分離装置は、ポンプなどの吸引源に接続された上部に空気バルブを備える。そのバ
ルブは、空気抽出率及び分離装置内と外気との圧力差をコントロールするように操作可能
である。
【００５７】
　サイクロンの底部にはバルブがある。そのバルブはゴム製でよい。そのバルブは重さに
より作動するのが好ましい。そのバルブは閉じた状態に付勢されている。そのバルブはバ
ルブにかけられた砂の重量により開くことができる。そのバルブはさらに、分離装置内と
外気との間に存在する圧力差により閉じた状態に付勢されている。使用される場合、分離
装置内と外気との圧力差は、沈殿した砂の脱水を高めるために利用され、排出される砂は
かなり水分が除去され得る。排出は、その下部のバルブに付勢されている力が砂の重量を
十分超えるように分離装置内の圧力を上げることによりなされる。
【００５８】
　一般的なスラリー脱水システムの第三分離装置は、本発明の第二様態によるダクトを備
えてもよい。本発明の第二様態のダクトは、ＰＣＴ特許出願ＷＯ０１／８５６２８に記載
されている装置の分離装置として利用されることが特に適している。それは、スラリー又
はそこに懸濁する沈殿物を含む水のためのダクトとして、特に有用である。
【００５９】
　それは、スラリー脱水装置内で使用するのに適している。その装置の他の特徴はＰＣＴ
特許出願ＷＯ０１／８５６２８に記載されている。
【００６０】
　本発明によると、スラリー脱水装置は、それぞれに関連した脱水装置を有する複数のダ
クトを有してもよい。本発明によると、少なくとも４つのダクトがあることが好ましい。
これらは、互いに任意の配置の構造をとってよい。本発明のダクトは、一列に配置してい
ることが好ましい。
【００６１】
　そのダクトは、ＰＣＴ特許出願ＷＯ０１／８５６２８に記載されているダクトと形状で
あってもよい。
【００６２】
　そのダクトは、また拡散装置と呼ばれることもある。
【００６３】
　そのダクトは底部及び上部を備えることが好ましい。その底部は比較的低アスペクト比
、例えば１：１から４：１である水平断面を持つことが好ましい。その上部は比較的高ア
スペクト比、例えば４０：１から１００：１である水平断面を持つことが好ましく、前記
上部と底部の水平断面積比が１：１から３：１であることが好ましい。前記ダクトは、概
扇形であり、正面から見ると相対的に幅の狭い底部から略三角形の中央部を経て相対的に
幅の広い上部へとなるよう立設しており、側面から見ると底部から上部に向かって徐々に
細くなっていることが好ましい。上記底部と上部は、正面及び側面両方から見ても、略長
方形であることが好ましい。
【００６４】
　流入部と流出部では、流入最大幅と流出最大幅は、それぞれの場合において、流れ方向
に垂直な平面を考慮し、その平面の最大幅を決定することにより決定される。
【００６５】
　その流入部は、懸濁固形物を含む水の供給部に接続するための接続部を備えることが好
ましい。その供給部は、従来のパイプまたはダクトを備えてもよい。その供給部は、同様
にポンプに接続されてもよい。
【００６６】
　本発明のダクトの流入部は、２つ以上の懸濁固形物を含む水の供給部に接続可能である
接続部を備えてもよい。それらの接続部は交代に置き換わることが望ましい。この場合、
それぞれの供給部からの水流が交互に流れ、過剰なズレもなく、凝集剤が水に作用しなけ
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ればならない時間を増加させる効果を持つ渦が発生する。
【００６７】
　本発明のダクトは、上記流入部が上記流出部の垂直下方に位置する構造であることが好
ましい。そのダクト部は、その流入部から流出部へのダクト部を通る流れの方向は略垂直
であるという構造であることが好ましい。
【００６８】
　これは、ダクト内でガスが流動流体と共に、流出部で上昇し、そこで水から容易に分離
可能である本発明において、特に有益である。
【００６９】
　この流出部が、水がそこに流れる少なくとも一つの直線状の端部を有する開口部として
配置されることが適している。使用時は、その直線状の端部が該平行に位置することによ
り、その直線状の端部上ではその長さ全体に沿って均一な流れが得られることが好ましい
。流出部は概して上部が開いていることにより、ガスが自由に流出できることが好ましい
。
【００７０】
　本発明のダクトは、少なくとも２つの順に並んだダクト部を備え、それらは一つのダク
トを形成する。これらのダクト部は異なる形でもよい。たとえば、第一ダクト部はパイプ
又は導管の一部から成り、第二ダクト部は、流れの方向に対して垂直な方向に幅を増加さ
せる形状から成ってもよい。ガスは片方または両方のダクト部から供給されてもよい。第
一ダクト部は、概して流れの方向に対して垂直な方向に一定の幅を有すればよい。
【００７１】
　上記ダクトは、上記直線状の端部に対して平行であり、わずかに低い位置に設置され、
水平から３０°から６０°の角度に下方に伸びるフランジを備える。この角度は、そのダ
クトと共に使用されるフレームトラッキングスクリーンの角度と一致することが好ましい
。その角度は、水平から４０°から５５°であることが好ましく、４５°から５０°であ
ることがさらに好ましい。
【００７２】
　ガスは以下のうちの一つから供給される。
１．少なくとも一つのガス供給口を有する少なくとも一つのガス管であり、そのガス管は
上記ダクト部または流入部の少なくとも一部に沿って伸びる。
２．前記ダクト部または流入部の壁部に形成されているガス供給口。
３．前記ダクト部または流入部の壁部を通って延びる管に形成されているガス供給口。
【００７３】
　ガス供給部は、任意の好適な場所に位置してよい。複数のガス供給部がダクト部の異な
る位置にあることが好ましい。ガス供給部は、ダクト部の中心部に位置してもよく、また
ダクト部の壁部に隣接する位置でもよい。ガス供給部は、流入部と流出部の間の任意の好
適な場所に位置してよい。
【００７４】
　少なくとも４つのガス供給部がダクト部の異なる位置にあることが好ましく、少なくと
も６つのガス供給部がダクト部の異なる位置にあることがさらに好ましい。
【００７５】
　ダクト部が流れ方向に対して垂直の断面形状が、長辺と短辺を有する略長方形であると
き、上記ガス供給部は、少なくともその短辺の一辺、好ましくは両方の短辺に隣接して配
置されることが好ましい。
【００７６】
　上記ダクト部は、少なくとも２つの向かい合った拡開壁部を有する扇形であり、上記ガ
ス供給部は、その拡開壁部に沿うか隣接して位置する複数のガス供給口を備える。これに
は、ガスを流れ方向に垂直な広い幅に渡り供給することが可能であるため、ほぼ流れの幅
全体に均一な流速が得られるという利点がある。
【００７７】
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　上記ガス供給部は、少なくとも一つの、好ましくは２つの、上記流入部から流出部に伸
び複数のガス供給口を有するガス供給管を備えることが、特に好ましい。上記ダクトは扇
形をしており、そのガス供給管の少なくとも一つは、少なくとも一つの扇形ダクトの拡開
壁部に隣接して配置されることが好ましい。
【００７８】
　上記ガス供給部はガス供給源を備えることが好ましい。これは、上記ダクト内でその静
水圧以上の圧力であるガス源を備えなくてはならない。例えば、そのガスはガス貯蔵器又
はポンプから供給されてもよい。
【００７９】
　上記ガスは、任意の好適なガスを含み、最も便利なのは空気である。
【００８０】
　空気ポンプが使用されるのが好ましい。
【００８１】
　本発明によると二つ以上のダクトがある場合、それぞれが、個別のガス源又は上記ダク
トの一部または全てのガスを供給する一つのガス源を備えてもよい。
【００８２】
　ガス管が使用される場合、その直径はガスの流速によるが、例えば直径約１２．７ｍｍ
（０．５インチ）である。
【００８３】
　ガスがコントロールされた速度で確実に供給されるように、ガス供給コントロール部を
備えても良い。このコントロール部は、ポンプ、バルブ、またはそれら両方の組み合わせ
の操作の速度をコントロールする手段を備えてもよい。
【００８４】
　上記ダクト部内の異なる位置に複数のガス供給口がある場合、又はそのダクト部は流入
部が流出部の下にあるという構造である場合、そのダクト内のそれら供給口の高さが異な
っていても、そのガス供給速度が概して同じとなるように、下にある開口のほうが大きい
口径であるとされることが好ましい。それらの開口が同形である場合は、そのダクト部の
下部の静水圧が高くなるため、下部のガス供給口の流速が低減し、不均一な流れの原因と
なりえる。
【００８５】
　上記ダクト部へのガスの全体積の供給速度は、そのダクト部内の懸濁固形物を含む水の
満足すべき均一な流速を得るために当業者によって決められるとすればいい。
【００８６】
　その体積流速は、ガス供給口の数でバランスを取ってもよい。ガス供給口が一定の間隔
距離で配置されることにより、その水全体に均一にガスが分配されることが好ましい。例
えば、ガス供給口は互いに１ｃｍから２０ｃｍ、より好ましくは５ｃｍから１０ｃｍの範
囲の間隔を空けて配置されることが好ましい。その水中に形成されたガスの気泡は比較的
小さく、気泡によって作り出される乱流を最低限に抑えるため直径は約１ｃｍ以下である
ことが好ましい。
【００８７】
　上記ガス供給部内のガスの圧力は、１００×１０３から１５００×１０３　Ｐａ（１５
－２２５ｐｓｉ）ゲージ、より好ましくは３００×１０３から１０００×１０３　Ｐａ（
４５－１５０ｐｓｉ）ゲージ、最も好ましくは６００×１０３から８００×１０３　Ｐａ
（９０－１２０ｐｓｉ）ゲージの範囲にあることが適している。ガス供給速度は、１ダク
ト当たり０．０２－０．１ｍ３であることが適しており、最も好ましくは０．０８－０．
１ｍ３であり、４つのダクトで１１－１５立方フィート／分に相当する。
【００８８】
　ガス供給管が複数ある場合、各自別々の圧力コントロール部を備えてもよい。これは、
ダクト全体の流速を確実に均一にするために、ガスの流速を調整するのに役立つ。各圧力
コントロール部は他から独立して操作可能であることが好ましい。
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【００８９】
　操作中、ダクト部が詰まった場合、そのガス流速は局部的に上昇し、他の部分がパージ
される。
【００９０】
　上記ダクト内の水の流速は使用状態に依存するが、２ｍ３／分から１０ｍ３／分の範囲
が適しており、さらに好ましくは、約８ｍ３／分から１２ｍ３／分（約２０００－３００
０ＵＳガロン／分）である。この水の流速は、前記のガス流速と併用されるのに適してい
る。
【００９１】
　本発明のダクトは、凝集されたスラリーを脱水することに使用するのに適している。そ
のような方法では、凝集剤はそのスラリーにスラリーの固形物質１トンあたり１－１０ｋ
ｇの割合で加えられるのが適しており、スラリーの固形物質１トンあたり約２．３－３．
２ｋｇ（５－７ｌｂ）がさらに適している。スラリーは、ゼロ近くから２５重量％までの
固形物を含むことが望ましい。
【００９２】
　本発明のダクトは、その内容が任意に目的に応じて参照することにより本発明に組み込
まれるＰＣＴ特許出願ＷＯ０１／８５６２８の装置に使用してもよい。
【００９３】
　本発明の第三態様の装置は、米国特許ＵＳ５６５６１７４号の方法と装置に使用されて
もよい。それは、ＰＣＴ特許出願ＷＯ０１／８５６２８の装置の後に、スラリーからトラ
ッキングスクリーンによって分離される凝集された固体物から毛管水を除去するために使
用されてもよい。
【００９４】
　本発明の第三態様の船舶は、任意の適切な形状でよい。その船舶は上部が開いていても
よい。その船舶の側壁部と底部は空気及び水を通さず、固形物が漏れることを防ぎ、第二
部の圧力を低減可能であることが好ましい。
【００９５】
　特に好ましい実施例では、上記船舶は、荷船などの水上船から成る。スラリーは多くの
場合は、例えば湖などのような水域から得られるため、荷船を係留するのに便利な場所は
ある。その本来の性質により、水上船は耐水性である。
【００９６】
　その船舶は任意の適切な物質から形成されればよく、例えば、金属又はガラス強化プラ
スチックなどの複合材料である合成物質でもよい。従来の鋼船は、安価で製造しやすいた
め特に好ましい。
【００９７】
　第一部と第二部は、第一部からの水がフィルタ膜を通り第二部に流れることができるの
であれば、互いにどんな構造で配置されてもよい。第一部と第二部は互いの隣に配置され
てもよい。しかしながら、使用される時は第一部が第二部の上に位置することが、水の重
力を除去するという付加的な効果をもたらすため特に好ましい。
【００９８】
　第一部と第二部は、好ましくはフィルタ膜を含む構造によりそれぞれ分割されている。
フィルタ膜が第一部と第二部とを分割する高い面積比を占めることにより、大きなフィル
タ膜表面積をもたらすことが好ましい。それは構造の少なくとも５０％の面積を占めるこ
とが好ましく、さらに好ましくは７５％以上、最も好ましくは９０－１００％である。
【００９９】
　フィルタ膜は、水が通過することは可能であるが、固形物の比率をほぼ維持することも
可能でなければならない。フィルタ膜の微細孔の大きさは処理される凝集された固形物の
性質に依存する。
【０１００】
　その多孔率（微細孔によって表される面積の割合）は、水分の高速移動が可能なため高
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いほうが好ましい。
【０１０１】
　好ましい実施例では、そのフィルタ膜の媒体は、例えばゴム製織布ジオテキスタイルな
どの道路基盤工事で地盤の強化に使用されることで知られている種類の織布または不織の
熱可塑性ジオテキスタイルから成る。
【０１０２】
　そのフィルタ膜の媒体は、ガラス繊維またはウッドチップ又は砂などの物材質の層から
成る。密着性のある骨組みを形成しないフィルタ膜の媒体が使用されるとき、そのフィル
タ膜媒体を支持するためにフィルタ膜支持媒体があるときもある。
【０１０３】
　脱水された固形物はそこから容易に取り除くことができ、再度利用することができるた
め、固体フィルタ膜媒体が好ましい。骨組みを持たない媒体は脱水された固形物を取り除
くと同時に処分しなければならい。
【０１０４】
　そのフィルタ膜は、支持フレームによって支持されることが好ましい。その支持フレー
ムは、例えば鉄など、任意の好適な材質から形成されてよい。例えば格子型又は同様の構
造のように、任意の適する構造であってよい。
【０１０５】
　第二部の高さは、集水区域としての機能を果たすためには、１００－４００ｍｍの範囲
が好ましく、２００－３００ｍｍがさらに好ましい。
【０１０６】
　ポンプ集合部は、水を除去すると同時に、第一部に対して第二部の圧力を減少させる一
つのポンプを備えればよい。しかしながら、そのポンプ集合部は、第二部の下部から水を
ポンプでくみ上げる送水ポンプと、第一部下の圧力を減少させる空気ポンプを備え、その
空気ポンプは第二部の上部に接続されていることが好ましいということが判明した。
【０１０７】
　第二部の水位を測定するためにセンサを備えてもよい。もし、その水位が所定の位置よ
りも低い場合は、探知機がその送水ポンプをスイッチオフするという構造としてもよい。
探知機は水位が第二の所定の位置よりも高いかどうか測定し、その位置よりも水位が高い
場合は、空気ポンプのスイッチをオフするという構造としてもよい。その探知機は、フラ
ッパバルブと浮きを備えてもよい。
【０１０８】
　本発明の第三態様の方法では、分離フィルタ工程で、スラリーからろ過された固形物は
第一部に供給され、完全な層ができるまでフィルタ膜上に広がる。この完全な層は自然に
第二部を塞ぎ、その中の圧力を低減させることができる。
【０１０９】
　ろ過によりスラリーから分離された固形物は、生来揺変性であることが判明した。従っ
て、それらがフィルタ膜上に層を形成するとき、それらは効果的に硬くなり優れたフタを
形成する。
【０１１０】
　一旦圧力が低減すると、固形物の塊中の毛管水が高速で排出される。
【０１１１】
　理論に縛られるつもりはないが、圧力の減少は、固形物の塊内の孔での水流速度の加速
に関連しているというベルヌーイ効果によると理解することができる。
【０１１２】
　一旦その水位が第二部の所定の位置に達すると、ポンプ集合部又は送水ポンプは水を除
去するためにスイッチが入れられる。安定した状況下で、送水ポンプは第二部から水を除
去し、空気ポンプ又はポンプ集合部が第一部より第二部の圧力が低くなるよう保持をする
間、スラリーから除去された固形物は連続的に第一部へ供給される。
【０１１３】
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　第一部が脱水された固形物を含まなくなるまで、これは続く。
【０１１４】
　この段階で、ろ過された固形物の供給が止まる。十分な量の水が取り除かれるまで、ポ
ンプ集合部又は空気ポンプと送水ポンプによる脱水は継続されてもよい。脱水された固形
物は、任意の好適な方法、例えばスコップやシャベルなどの機械的手段によって、第一部
から除去されることができる。
【０１１５】
　第一部は、固形物が０．５ｍ以上、さらに好ましくは０．５ｍ－１．５ｍの範囲に、最
も好ましくは、約１ｍ前後の深さに、堆積できる構造とすることが好ましい。
【０１１６】
　そのフィルタ膜の媒体は、微細孔を塞ぐ損傷あるいは劣化した綿状の物質を取り除くた
めに、定期的な清掃が必要であるとしてもよい。この清掃は、高圧ホースを使用して行な
うことができる。
【０１１７】
　送水ポンプとポンプ集合部は、１分あたり約１００ガロンまたはそれ以上の速度で操作
可能であることが好ましい。
【０１１８】
　スラリーからろ過された固形物は、２０－６０重量％の水分含有量であり、本発明の第
三態様の脱水工程前は２０－４０重量％が好ましい。
【０１１９】
　複数の船舶が用意されて、一艘の荷が降ろされて清掃されている間に、もう一艘に荷が
積まれるとしてもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１２０】
　本発明は、添付の図面を参照としつつ、例示のみを目的として、さらに説明される。
【０１２１】
　図１は、本発明によるスラリー流脱水装置１の概念図である。その装置は、米国特許５
６５６１７４号及びＰＣＴ特許出願ＷＯ０１／８５６２８の方法に使用できる。その装置
は一般のスラリー脱水システムに対応しており、本発明の第一態様による第一工程のため
の分離装置を備えている。
【０１２２】
　浚渫装置２が設けられており、沈殿物４を切り取る切削ヘッド３、切り取られた沈殿物
を取り除く吸引線５と荷船による副装置を備える。その服荷船による副装置は、モーター
、動力伝達装置、吸上げポンプ（図示しない）、操縦室６を備える。その浚渫装置２は、
図１に示されたポンプ浚渫装置又はディッパ浚渫又は昇降浚渫装置でもよい。
【０１２３】
　スラリーパイプライン７は、スラリーを脱水するための前記装置１へ浚渫スラリーを送
るために設けられる。
【０１２４】
　その装置１は、スラリー流を受け入れ第一サイズ以上の物体と分離するための第一分離
装置８を備える。第一分離装置８は、通常大きな物体、例えば、貝、岩、プラスチックの
買い物袋、鉄片、電池、木材チップ、ワイヤー、釣り糸、水中植物、剥がされたカーペッ
ト、人工芝などを取り除く。
【０１２５】
　第一分離装置８は、米国オレゴン州ニューバーグのアクション・イクイプメント（Acti
on Equipment）社製の、商標ビブラ・スナップ（VIBRA－SNAP）として販売されているス
クリーニング装置を備えることが適している。
【０１２６】
　それは、望ましくはＰＣＴ特許出願ＷＯ２００５／１２３２７８及び米国特許出願２０
０５０２７４６５２に、記述されているようであればよい。
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【０１２７】
　スクリーニング装置は、図２を参照して以下で説明されているようにタンクと組み合わ
されている。第一処理済スラリーはそのタンクに集められ、パイプラインとポンプ（図示
しない）により砂分離装置３９へ砂を除去するために送られる。好適な構造である砂分離
機は、LPT統合砂処理システム（LPT Integrated Sand Processing System）という名でマ
クラナハン（MacLanahan）コーポレーションという会社から得られる。
【０１２８】
　第二分離装置９は第一処理済スラリー流を受け取り、それから砂を除去し、第二処理済
スラリー流を作りだす。もちろん、この砂の粒子は、第一分離装置８で取り除かれた大き
い粒子よりも小さい大きさである。
【０１２９】
　第二処理済みスラリーは集められ、任意にさらなるポンプ（図示しない）で第三分離装
置１０に供給される。第三分離装置１０は実質的に、ＰＣＴ特許出願ＷＯ０１／８５６２
８に記述されているものでよい。それは図３～６又は７に図解されているようなダクトを
備えるのが好ましい。
【０１３０】
　第一分離装置８は図２にさらに詳しく示されている。それは、上記のとおりスクリーニ
ング装置１２を備え、タンク１６の形の収集部の上に設けられる。スクリーニング装置１
２は米国出願２００５／０２７４６５２に実質的には説明されているので、さらに以下記
載はしない。しかしながら、それは、主支持フレーム部と、その主支持フレーム部上に移
動可能に設置された可動支持フレーム部から成るフレーム集合部を備えることは理解され
得る。そのフレーム集合部に長さ方向に沿って横方向に間隔が開けられた複数のザル状マ
ット支持部がある。フレキシブルザル状マット部１３は、フレーム集合部の長さ方向に沿
って伸び、そのザル状マット支持部に接続しそれによって支持される。そのザル状マット
支持部は、交互に上記主支持フレーム部と上記可動支持フレーム部に接続している。シャ
フト１４の形の振動器は、偏心して設置された錘１５を備える。シャフト１４と、偏心し
て設置された錘１５を好適な低回転速度で回転させるために、５０－ｈｚのモーターを備
えることが好ましい（図示しない）。偏心して設置された錘１５は、後者が低周波振動で
可動されるように、可動支持フレーム部に接続されている。その結果、フレキシブルマッ
ト１３は、激しく投げられる又はスナップするような動きをし、フレキシブルスクリーン
を連続的に激しく動かす。
【０１３１】
　水平に対して角度を持つように上記フレキシブルマット１３は設置される。
【０１３２】
　フレキシブルスクリーンは、水とある一定のサイズ以下の物体を通すスクリーン開口部
を備えることにより、第一処理済スラリー流が集められる。
【０１３３】
　スクリーンが振動している間、浚渫からのスラリーは、パイプ１１を通してスクリーン
１２の一番高い位置の端に供給される。その結果、物質が混入しているスラリーは、左端
方向に絶えず流れる。液体とフレキシブルマット１３の開口部の大きさ以下の大きさであ
る物体はマットを通り抜け、タンク１６へ集められる。開口部の大きさ以上の物体はフレ
キシブルマット上に残される。その激しく振動しスナップするような動きにより、フレキ
シブルマットの開口部が塞がれるのを防ぐために、それらは激しく動かされ続ける。流れ
と扇動力、重力の一体となった効果により、固形物は左端方向へ送られ、スクリーンの端
ではじき出され、別に処分するために集められる。
【０１３４】
　タンク１６に集められた第一処理済スラリー１７はポンプ（図示しない）とパイプ１８
によって上記の砂分離装置９へくみ上げられてもよい。
【０１３５】
　図３は、本発明によるダクト１９を示している。それは、円形パイプの一部から成る第



(18) JP 5679633 B2 2015.3.4

10

20

30

40

50

一ダクト部２０を備える。円形パイプの一部は、垂直に配置された扇形である第二ダクト
部２１に接続する。第一ダクト部２０は流れ方向と流れ方向に直角の最大幅ａを定める。
第二ダクト部３の上部では、流れ方向と垂直な幅はＡ（矢印で表示）であり、それは幅ａ
よりはるかに大きいことがわかる。このようにして、ダクト部は混濁物を含む水流を広げ
ることができるため、例えばＰＣＴ特許出願ＷＯ０１／８５６２８ に示されているよう
に、流れはその水から懸濁物をろ過処理するためのトラッキングスクリーン（図示しない
）に送られる。
【０１３６】
　第一ダクト部２０は流入部を定める。その流入部は、概長方形角柱形であり拡開部２３
へと接続されている底部２２へと直接通じている。拡開部２３が底部２２と接続している
点では、流れの断面の面内は、第一アスペクト比を有する概長方形である。その拡開ダク
ト２３の流れの断面のアスペクト比は、上部から下部へと増加する。その拡開部は、流れ
方向に垂直である方向から見て短い拡開壁部２４と、流れ方向に垂直である方向から見て
拡開壁部２４より長い縮閉壁部２５により定まる。壁部２４の拡開の度合いは、壁部２５
の縮閉の度合いとバランスが取られているため、流れ断面積は拡開壁部２４の上部から下
部まで均一であるが、そのアスペクト比は増加する。ダクト１９の上端には、上部がある
。その上部は、底部２２とほぼ同様であるが、それよりかなり高いアスペクト比である流
れの断面積を定める長方形型角柱の本体を備える。その上部は、水が溢れる周縁部２６を
定める直線状に伸びる２つの端部を含む。一対の直立した端上げ部２７が設けられている
。上部の側面と隣接している一対のフランジ２８が備えられており、周縁部２６へ平行に
伸びている。フランジ２８はそれぞれ概Ｖ形の断面であり、周縁部８下に約３インチ（７
．６ｃｍ）に設けられた堰板を備える。フランジ１０は、約４インチ（１０．２ｃｍ）の
距離下方へ伸びる。フランジ１０は、ＰＣＴ特許出願ＷＯ０１／８５６２８に記載されて
いるように、トラッキングスクリーン（図示しない）を支持するために備えられている。
ダクトは最上部１１で外気に開かれている。フランジ１０は水平に対して約３０°から約
６０°の角度で定められている。好ましい実施例では、この角度は、トラッキングスクリ
ーン（図示しない）の角度と合致し、通常約４５°から５５°の角度であり、最も好まし
くは、約４５°から５０°である。
【０１３７】
　ダクト１９は、約０．０５ｍｍの厚さである１０ゲージの金属シートから構成されるの
が好ましい。第一ダクト部２２は、カーボン・スチール（ＳＣＨ．４０）から構成される
好ましくは約１０インチ（２５．４ｃｍ）の直径であるパイプから成るのが好ましい。フ
ランジ２８は、ダクト１９と同様の材質の１０ゲージのシートから構成されることが好ま
しい。
【０１３８】
　空気供給部が備えられる。空気供給部は、左手側にポンプ３０、調整バルブ３１と空気
供給管３２を備える。また、右手側には空気供給管３３が備えられ、それはさらなるポン
プと調整バルブ３５、又は空気主管を通りポンプ３０へ接続されてもよい。それぞれの空
気管３２、３３は、選択された箇所に、複数の空気供給口３４を備える。
【０１３９】
　空気供給管３２及び３３は、１インチ（２５．４ｍｍ）の直径のＰＶＣパイプから成る
のが好ましく、以下さらに説明される。
【０１４０】
　使用される際、例えば米国特許５６５６１７４号又はＰＣＴ特許出願ＷＯ０１／８５６
２８の方法にて製造された凝集スラリーなど、懸濁固形物を含む水は、第一ダクト部２０
に供給された後、矢印で示すように、ダクト部２１を通って上方へ向けて流れ、周縁部２
６に達すると、トラッキングスクリーン（図示しない）上を通るために、周縁部２６上か
ら均一な分布であふれる。ダクト部２１を通り水が供給されている間、空気は、導管３２
及び３３を通りポンプ３０によってポンプでくみ上げられ、細かい気泡の塊として空気供
給口３４を通り供給される。これには、さまざまな効果がある。第一に、ダクト部２２の
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水の平均密度が低下することにより、水柱の重さと静水圧が低下する。水の体積流速は、
質量流速を上げることなく調整することができる。
【０１４１】
　上端において、気泡は単純な方法で割れ、トラッキングスクリーン上の水の流れを妨げ
ない。凝集された固形物が沈殿し始めた場合、気泡の流れにより一掃される。
【０１４２】
　空気の流速は、ポンプ３０、またはバルブ３１と３５（またはこれら全て）を使い、ダ
クトを通る水の正確な質量流速と体積流量率を得るために調整でき、トラッキングスクリ
ーン上に十分な流れが得ることができ、凝集物が沈殿することを防ぐために、ダクト内の
最適な流速を保つことが可能である。
【０１４３】
　図６は、空気供給管３２の詳細を図示している。気圧調整バルブ３１はその管中の気圧
を、０から１５０ｐｓｉ（０．１×１０6Ｐａ）ゲージの範囲に調整するために使用する
ことができる。さらに遮断バルブ３６を備えてもよい。その供給管３２は、１３５°の屈
曲接続部３７によって接続された複数の１インチ（２５．４ｍｍ）の内径のＰＶＣ部を備
える。第一管部３８は２４インチ（６１ｃｍ）の長さであり、そこに形成される空気口を
持たない。第二管部３９は、６０インチ（１５２ｃｍ）の長さであり、順に、２つの直径
１／８インチ（３．２ｍｍ）の空気口４０と、さらに２つの直径３／１６インチ（４．８
ｍｍ）の空気口４１を備え、それらは互いに、そして隣接する屈曲接続部３７から１０イ
ンチ（２５．４ｃｍ）の間隔が開けられている。末管部４２は、１６インチ（４０．６ｃ
ｍ）の長さの第一区間部と１３インチ（３３ｃｍ）の長さの第二区間部と、端からガスが
流れ出るのを防ぐために、端にプラグ４３を備える。１／４インチ（６．４ｍｍ）の直径
であり右側の屈折部から５．５インチ（１４ｃｍ）離れた第一空気口４４と、１と１／４
インチ（６．４ｍｍ）の直径であり右側の屈折部から４インチ（１０．２ｃｍ）離れた第
二空気口４５が設けられている。
【０１４４】
　空気口の直径は、ダクト部２１の下方になるにつれて小さくなることがわかる。これは
、静水圧は使用中ダクトの下方になるにつれて上がり、より下方にある供給口からほぼ同
じ量の空気を確実に供給し、気泡を均一に分布することを保証するには、上方の供給口よ
り大きな口が必要となるからである。
【０１４５】
　図３，４，５、または６に示される４つのダクトは、それらの長端部２６８が互いに平
行であり一直線に配置されており、４つのダクト全てに、一つの同じポンプにより圧縮空
気が供給されるが好ましい。
【０１４６】
　４つのダクトは、全部で８ｍ3／分から１２ｍ3／分（２０００－３０００ＵＳガロン／
分）で、ほぼ０から２５体積％の固形物を含有する凝集されたスラリーを運ぶ構造をして
いる。空気は、６００×１０3Ｐａから８００×１０3Ｐａ（９０－１２０ｐｓｉ）で、及
び０．３１－０．４３ｍ3（１１－１５立方フィート）／分の流速で、４つのダクト間で
均一に分配されて、供給される。
【０１４７】
　凝集剤は、スラリーの固形物１トン当たり約２．３－３．２ｋｇ（５－７ｌｂ）の割合
でスラリーに添加される。スラリーは、ほぼ０から２５容量％の固形物を含有するのが好
ましい。空気流速は、上記の範囲内で調整され、ダクト内に凝集された固形物の沈殿のな
い優れた均一なスラリー流を供給する。
【０１４８】
　図５は、使用中のダクト１９の概念断面図であり、ダクト２１内の水の全容量に渡って
の均一な気泡の発生を示している。
【０１４９】
　図７は、本発明によるダクト４６の第２実施例の概略等角図である。上記で説明された
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ダクト１９とほぼ同様であるため、さらなる説明はされないが、流入部２０へ単一の接続
部有する代わりに、互いに離れた位置に配置されて反対側の位置から流入部４９へ接続さ
れた２つの接続部４７、４８を有する。この結果、接続部４７と４８からの流れは、流入
部４９で相互作用し、過剰なせん断をすることなく、凝集剤が水に作用する時間を向上さ
せ、ダクト４６内の流れの特性をさらに向上させる効果を持つ渦を作る。ダクト４６は、
図に関する説明ではガス供給部を含むが、図７では明確化のために省略されている。
【０１５０】
　図８は、本発明の第三態様による、スラリーから分離された固形物から水分を除去する
ための装置の概念断面図を示す。
【０１５１】
　上記装置は、鉄製荷船の形の船舶を備える。それは、例えば湖などに、係留される。
【０１５２】
　上記荷船は、側壁により規定され、上部が開いている第一部５０を備える。第一部の底
部は、ゴム製織布ジオテキスタイルを含むフィルタ膜５１により規定される。フィルタ膜
５１は、骨組み５２上に支持されている。骨組み５２はフレームによって支持される格子
状の横棒として示されているが、固形物とフィルタ膜の重量を支持するのに適するどんな
骨組みとしてもよい。
【０１５３】
　第二部５３の上部表面はフィルタ膜によって規定され、第二部は、さらに、壁面と船舶
４９の底板５４によって定められる。
【０１５４】
　スラリーから取り除かれた固形物の供給部５５が図示されている。例えば、ここに説明
された、または米国特許５６５６１７４号又はＰＣＴ特許出願ＷＯ８５６２８に説明され
た装置を利用して、固形物はスラリーから取り除かれる。
【０１５５】
　そこの水を取り除くために、第二部の底部まで伸びるチューブ５８により繋がる送水ポ
ンプ５７を備えるポンプ集合部５６が設えられている。そこの空気を取り除き、第一部と
比べて第二部の圧力を減少させるために、第二部の上部から第二パイプ６６により繋がる
第二ポンプ５９が備えられている。
【０１５６】
　ポンプ５７によりくみ上げられた水は、さらなる処理、廃棄、または任意の適切なさら
なる処置のために６０に送られる。
【０１５７】
　浮遊センサ６２は、第二部の水位を感知するために備えられる。それが低すぎる場合は
、コントローラ６３に信号が送信され、第一ポンプ６７のスイッチが切られる。高すぎる
場合は、コントローラ６３に信号が送信され、第二ポンプ５９のスイッチが切られる。
【０１５８】
　利用される場合、ろ過された固形物はダクト５５を通り供給され、フィルタ媒体５１上
に完全な層を形成する。チキソトロピー性のため、固形物は空気を通さない堅い層を形成
する。この段階では、第二ポンプ５９は、第二部の圧力を減少させるために、スイッチが
入れられている。その結果、フィルタ媒体５１を通る固体塊からの水流は加速され、第二
部５３の底部に水は集まる。
【０１５９】
　一旦、ポンプでくみ上げるのに安全な水位に達すると、第一ポンプ５７はスイッチが入
れられ、その水は、さらなる廃棄のために６１へポンプでくみ上げられる。
【０１６０】
　工程は続き、脱水された固形物の層はフィルタ媒体５１上に蓄積される。第二部の水位
が高すぎる場合は、第一ポンプで過剰な水がくみ上げられている間、第二ポンプ５９の作
動が一時的に中断される。その水位が低すぎる場合は、再び水が増える間、第一ポンプは
中断される。第一部５０の固形物が所定の高さに達するまで、この工程は続けられる。こ
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の時点では、固形物の層の水分のレベルが望まれるレベルに達するまで、５５でのろ過さ
れた固形物の供給は中断され、脱水は継続される。この段階で、船舶は脱水された固形物
を取り除くために移動してもよい。
【０１６１】
　第一船舶の固形物が下ろされている間、５５でのろ過された固形物の供給先とできる第
二船舶を備えればよい。
【０１６２】
　図面９は、本発明の第三態様による固形物から水を除去するための装置の第二実施例の
部分断面図である。
この実施例の多くの特徴は、図８に示されたものと同様であるため、説明されない。しか
しながら、船舶６４は、ジオテキスタイルの格子の形である、フィルタ膜６６を支持する
複数のＩ形梁断面を有する支持構造６５を備えることは理解されている。沈殿物の層６７
は格子６６の上に蓄積され、その格子下の場所に一緒に作用する送水ポンプ６８と空気ポ
ンプ６９の操作により脱水される。ポンプ６８を保護するために、船舶６４の底部の水位
が所定の水位より下に下がっているか検出するためのセンサ（図示しない）が備えられて
いる。
【０１６３】
　本発明は、単純に例示として上で説明されたのであり、本発明を逸脱することなく変更
することができ、それは記載された特徴に相当するものにまで及ぶ。本発明はまた、ここ
での明記の有無また図面での明示の有無にかかわらず、いかなる個々の特徴、またはそれ
らの特徴の組み合わせ、それらの特徴または組み合わせの一般化をも含む。
【図面の簡単な説明】
【０１６４】
【図１】本発明によるスラリー流脱水装置の概念図。
【図２】本発明の第一態様による第一分離装置の概念図。
【図３】本発明の第二態様によるダクトの概念断面図。
【図４】図３のIV-IV線に沿った概念断面図。
【図５】図３の使用中のダクトの概念断面図。
【図６】図３のダクトに使用されるガス供給管の拡大説明図。
【図７】本発明の第二態様によるダクトの第二実施例の等角図。
【図８】本発明の第三態様による装置の第一実施例の概念断面図。
【図９】本発明の第三態様による装置の第二実施例の概念断面図。
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