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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　含油排水を浮上分離池に導いて浮上性の含油スカムと沈降性の含油スラッジとに分離し
、含油スカムは振動篩により水分を分離して脱水スカムとしたうえ、含油スラッジととも
に混合溶解槽に投入し熱量調整油と混合して熱量調整を行い、その後に円筒状のミル本体
の内部に多数の振動するロッドを備えた構造の振動ミルに通して粒子の微細化と粘性調整
とを行い、燃料油を得ることを特徴とする含油排水の処理方法。
【請求項２】
　含油排水が製鉄工場の冷間圧延工程から発生する圧延油を含有する排水であることを特
徴とする請求項１記載の含油排水の処理方法。
【請求項３】
　浮上分離を自然浮上と加圧浮上との２段階で行うことを特徴とする請求項１記載の含油
排水の処理方法。
【請求項４】
　振動篩により分離された水分を浮上分離池に返送することを特徴とする請求項１記載の
含油排水の処理方法。
【請求項５】
　含油排水を含油スカムと含油スラッジとに分離する浮上分離池と、分離された含油スカ
ムから水分を分離して脱水スカムとする振動篩と、この脱水スカムと前記含油スラッジと
を熱量調整油と混合して熱量調整する混合溶解槽と、この混合溶解槽から取り出された混
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合溶解液中の粒子を微細化し燃料油とする振動ミルとを備え、この振動ミルが円筒状のミ
ル本体の内部に多数の振動するロッドを備えた構造のものであることを特徴とする含油排
水の処理装置。
【請求項６】
　浮上分離池が自然浮上池と加圧浮上池とからなることを特徴とする請求項５記載の含油
排水の処理装置。
【請求項７】
　振動篩が、目開きの大きい前段の振動篩と、目開きの小さい後段の振動篩とを組み合わ
せたものであることを特徴とする請求項５記載の含油排水の処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、含油排水の処理方法及び処理装置に関するものであり、製鉄工場、特に冷間
圧延工程から発生する圧延油を含有する排水の処理に適した含油排水の処理方法及び処理
装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　製鉄工場の冷間圧延工程からは、圧延油を多量に含有する含油排水が排出される。この
圧延油としては例えば、植物性油のパーム油や鉱物性油を混合した油が用いられている。
またこの含油排水中には、鉄粉が混入している。
【０００３】
　このような含油排水の処理方法として、特許文献１には、含油排水にカチオン系高分子
凝集剤を添加して油分を凝集させて含油スカムとし、この含油スカムを撹拌タンク内で撹
拌して泥状化し、油分を回収する方法が開示されている。しかしこの方法は薬剤コストが
多大となるうえに、回収された油分の発熱量が低くかつ不安定であるから、回収油を燃料
として再使用することは困難である。
【０００４】
　また特許文献２には、含油排水に活性炭と無機凝集剤とを添加して油分をＣＯＤ等とと
もに沈降分離させる方法が開示されている。しかしこの方法も薬剤コストが多大となるう
えに、回収された油分を燃料として再使用することは困難である。
【０００５】
　このほか、含油排水から自然浮上により分離させた含油スカムを蒸気式間接乾燥機で粘
性を確保できる範囲まで乾燥したうえ、ロータリーキルンを用いて焼却処理する焼却方法
も実施されている。しかし、蒸気式乾燥機は植物性油等との混合廃油の場合等では、含油
スカムの水分を７５％程度にしか落せないため、ロータリーキルンでは含油スカム中の水
分を蒸発させるために、多くの補助燃料が必要である。また水蒸気によってガスボリュー
ムが増加するため、排ガス処理設備が大型化する等の問題がある。
【０００６】
　さらにこのほか、遠心脱水機によって含油スカムの水分を低下させる方法も考えられる
が、遠心脱水は設備コスト及び運転コストが高くつくため、実用性に乏しい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第４２４６０８７号公報
【特許文献２】特許第４１６９６１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従って本発明の目的は上記した従来の問題点を解決し、含油排水を多くの薬剤や熱エネ
ルギーを要することなく低コストで処理し、燃料油を取り出すことができる含油排水の処
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理方法及び処理装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するためになされた本発明の含油排水の処理方法は、含油排水を浮上
分離池に導いて浮上性の含油スカムと沈降性の含油スラッジとに分離し、含油スカムは振
動篩により水分を分離して脱水スカムとしたうえ、含油スラッジとともに混合溶解槽に投
入し熱量調整油と混合して熱量調整を行い、その後に円筒状のミル本体の内部に多数の振
動するロッドを備えた構造の振動ミルに通して粒子の微細化と粘性調整とを行い、燃料油
を得ることを特徴とするものである。
【００１０】
　なお請求項２のように、含油排水が製鉄工場の冷間圧延工程から発生する圧延油を含有
する排水とすることができる。また請求項３のように、浮上分離を自然浮上と加圧浮上と
の２段階で行うことが好ましい。また請求項４のように、振動篩により分離された水分を
浮上分離池に返送することが好ましい。
【００１１】
　また本発明の含油排水の処理装置は、含油排水を含油スカムと含油スラッジとに分離す
る浮上分離池と、分離された含油スカムから水分を分離して脱水スカムとする振動篩と、
この脱水スカムと前記含油スラッジとを熱量調整油と混合して熱量調整する混合溶解槽と
、この混合溶解槽から取り出された混合溶解液中の粒子を微細化し燃料油とする振動ミル
とを備え、この振動ミルが円筒状のミル本体の内部に多数の振動するロッドを備えた構造
のものであることを特徴とするものである。
【００１２】
　なお請求項６のように、浮上分離池が自然浮上池と加圧浮上池とからなることが好まし
く、また請求項７のように、振動篩が目開きの大きい前段の振動篩と、目開きの小さい後
段の振動篩とを組み合わせたものであることが好ましい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、含油排水を含油スカムと沈降性の含油スラッジとに分離し、浮上した
含油スカムの水分を振動篩によって、熱エネルギーを用いずに分離することができる。し
かも分離された油分は、熱量調整油の添加と振動ミルによる粒子の微細化とによって燃料
油として再使用することが可能となる。このため従来法に比較して低コストで、含油排水
の処理が可能となる。特に本発明では円筒状のミル本体の内部に多数の振動するロッドを
備えた構造の振動ミルを用いたことにより、混合溶解液はミル本体の内部を流れる間に振
動するロッドの間で衝撃力を受け、固形物や粒子が効率よく微粉砕される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態を示すフロー図である。
【図２】振動篩の説明図である。
【図３】振動ミルの正面図である。
【図４】振動ミルの平面図である。
【図５】振動ミルの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に本発明の好ましい実施形態を説明する。
　図１に示すように、含油排水は先ず自然浮上池１と加圧浮上池２とからなる浮上分離池
３に導かれる。含油排水はこの実施形態では製鉄工場の冷間圧延工程から発生する圧延油
を含有する含油排水であるが、必ずしもこれに限定されるものではない。前述のとおり、
圧延油はパーム油と呼ばれる植物性油に鉱物性油を混合した油である。
【００１６】
　自然浮上池１では、含油排水中の油分は比重差によって水面に浮上分離する。また加圧
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浮上池２では、底部から供給される空気気泡の浮上力を利用して油分の浮上分離が促進さ
れる。すなわち、浮上する気泡に付着あるいは随伴して微細な油滴が水面に浮上する。こ
れらの浮上分離池３において含油排水は、浮上性の含油スカムと、沈降性の含油スラッジ
と、水とに分離される。この実施形態では、自然浮上池１で浮上分離された含油スカムは
油分が多いので水切りタンク４に直接取り出され、ここで水分を分離したうえで油タンク
５に送られているが、加圧浮上池２で浮上分離された油分の少ない含油スカムと併せて、
スカムの受入タンク６に送ることもできる。
【００１７】
　なお、自然浮上池１の水は比較的多くの油分を含むので加圧浮上池２に送られるが、加
圧浮上池２で含油スカムを分離した水は返水管７により自然浮上池１に返送される。また
水切りタンク４で分離された水も同様に、返水管８により自然浮上池１に返送される。
【００１８】
　上記のようにして浮上分離池３で分離された含油スカムは、スカムの受入タンク６に集
めてヒーター９で加温したうえで、振動篩１０により水分を分離される。含油スカムを加
温するのは、振動篩１０で油水分離し易い粘度に調整するためであり、この実施形態では
３０～５０℃程度に加熱すればよい。
【００１９】
　振動篩１０は図２に示されるように缶体１１の内部に振動する篩板１２を設置したもの
であり、直列に複数段の振動篩１０を配置することが好ましい。前段の振動篩１０ａは目
開きが大きく、後段の振動篩１０ｂは目開きが小さくなっている。例えば、前段の振動篩
１０ａの目開きは１．０～０．６ｍｍ、後段の振動篩１０ｂの目開きは０．５～０.２ｍ
ｍとすればよい。なお図３のように、後段の振動篩１０ｂを２段または３段とすることも
できる。含油スカムをこのような振動篩１０に掛けると水分が篩板１２を通って滴下して
分離され、篩板１２上から脱水スカムを取り出すことができる。
【００２０】
　この振動篩１０による脱水率は約４０％に達するが、従来行われていた蒸気式間接乾燥
機による脱水率は約２０％に過ぎない。また遠心脱水機を用いれば脱水率は４０％程度に
達するが、設備コスト及び運転コストが高価となる。これに対して複数段の振動篩１０を
用いれば、設備コスト及び運転コストが安価であり、しかも遠心脱水機と同等の脱水率を
達成することができる。このように振動篩１０を用いて含油スカムの脱水を行うことは従
来に例を見ないと思われる。水分が分離された脱水スカムは受入ピット１１に送られる。
また分離された水分は返水管１３により自然浮上池１に返送される。
【００２１】
　前記した自然浮上池１及び加圧浮上池２で底部に沈降分離された含油スラッジは、含油
スカムに比較して油分が多い。このためそのまま受入ピット１１に送られる。このように
、受入ピット１１には脱水スカムと含油スラッジとが供給される。このほか、回収された
グリス等の高粘性廃油があれば合わせて受入ピット１１に供給してもよい。
【００２２】
　前記した油タンク５には水切りタンク４から油分が多い含油スカムが供給されているが
、そのほかに熱量調整油が供給される。熱量調整油は発熱量の大きい油であればよいが、
例えばＢ重油を用いることができる。その量は含油排水の性状（成分及び油含有率）によ
って適宜調整すればよい。この油タンク５の内容物と受入ピット１１の内容物とは、混合
溶解槽１４において攪拌混合される。混合溶解槽１４にもヒーターが設けられている。こ
の混合溶解槽１４において含油スラッジと脱水スカムは油分が多い含油スカムや熱量調整
油と加熱攪拌され、所定の発熱量と所定の粘性とを持つように調整される。
【００２３】
　その後、この混合溶解槽１４から取り出されたスラリー状の混合溶解液を振動篩１５に
通して異物を除去したうえ、加温タンク１６で３０～６０℃に加温し、振動ミル１７に送
る。なお振動篩１５は本発明においては必須のものではない。
【００２４】
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　振動ミル１７は振動するロッドによってスラッジ中の固形物や粒子を微粉砕する設備で
ある。その一例は図３～図５に示すとおりであり、内部に多数のロッド２１が収納された
円筒状のミル本体２０をモータ２２によって駆動される振動軸２３で振動させている。こ
の実施形態ではミル本体２０は上下２段となっており、混合溶解液は上段のミル本体２０
の前端に位置する投入口２４から投入され、後端において下段のミル本体２０に流入し、
下段のミル本体２０の前端に位置する排出口２５から排出される。
【００２５】
　なおこれらの上下２段のミル本体２０はスプリング２６によって支持されたサポートフ
レーム２７に前後２箇所を支持されている。そしてその両側に配置された２本の振動軸２
３の軸受部２８をこれらのサポートフレーム２７に接触させることによって、ミル本体２
０を激しく振動させる構造である。その振幅は例えば８ｍｍ、振動数は毎分１２００回で
ある。ロッド２１は鋼鉄製であって直径が２５ｍｍ、長さ３ｍのサイズのものが数百本収
納されており、混合溶解液はミル本体２０の内部を流れる間に振動するロッド２１の間で
衝撃力を受け、固形物や粒子が微粉砕される。
【００２６】
　このような微粉砕が進行するとともに混合溶解液の粘度も低下して行くので、３０～６
０℃における粘度が２０～１０００ｍｍ２/ｓの範囲に収まるように振動ミル５の運転を
行うことが好ましい。なお粘度を２０～１０００ｍｍ２/ｓの範囲とするのは、これより
も粘度を低下させることは容易ではなくコスト高となり、逆に粘度が１０００ｍｍ２/ｓ
を超えると燃料として利用しにくくなるためである。より好ましくは２０～１００ｍｍ２

/ｓの範囲にすることが好ましい。
【００２７】
　振動ミル１７を通過させることにより混合溶解液は適度の粘度を持つ燃料油となる。得
られた燃料油はそのまま、あるいは必要に応じてさらに熱量調整油を添加し、重油の代替
燃料として外販したり、あるいは廃棄物焼却用ロータリーキルンの補助燃料油として使用
したりすることができる。
【００２８】
　以上に説明したように、本発明によれば、含油排水を多くの薬剤や熱エネルギーを要す
ることなく低コストで処理し、燃料油を取り出すことができる。
【実施例】
【００２９】
　製鉄工場の冷間圧延工程から発生する圧延油を含有する含油排水を、図１に示した設備
により処理した。浮上分離池で分離された含油スカムは、７０～９０％の水分と５～１０
％の油分を含有していた。また含油スラッジは３５％の油分を含有し、その低位発熱量は
４０００ｋｃａｌ/ｋｇであった。この含油スカムを図２に示した３段の振動篩で脱水し
たところ、その水分は４０％にまで低下して脱水スカムとなった。なお、１段目の振動篩
の目開きは０.８ｍｍ、２段目と３段目の振動篩の目開きは０.３ｍｍとした。これらの含
油スラッジと脱水スカムとを熱量調整油としてのＢ重油または高カロリー廃油（例えば油
圧作動油廃油）とともに混合溶解槽において加熱攪拌し、さらに図３～図５に示す振動ミ
ルに通して燃料油を得た。この燃料油を廃棄物焼却用のロータリーキルンの補助燃料とし
て使用した。
【００３０】
　本発明によれば、含油排水由来の廃棄物の焼却処理量を、従来に比較して９５％も減少
させることができた。また廃棄物焼却用のロータリーキルンの補助燃料使用量を、従来に
比較して約４０％減少させることができた。また補助燃料として本発明によって得られた
燃料油を追加投入した場合には、ロータリーキルンの焼却能力を従来よりも約２倍に増加
させることができた。
【符号の説明】
【００３１】
　１　自然浮上池
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　２　加圧浮上池
　３　浮上分離池
　４　水切りタンク
　５　油タンク
　６　スカムの受入タンク
　７　返水管
　８　返水管
　９　ヒーター
１０　振動篩
１０ａ　前段の振動篩
１０ｂ　後段の振動篩
１１　缶体
１２　篩板
１３　返水管
１４　混合溶解槽
１５　振動篩
１６　加温タンク
１７　振動ミル
２０　ミル本体
２１　ロッド
２２　モータ
２３　振動軸
２４　投入口
２５　排出口
２６　スプリング
２７　サポートフレーム
２８　軸受部
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