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(57)【要約】
【課題】汚泥を乾燥するための消費エネルギーを低減す
ること。
【解決手段】乾燥機３と排気装置８とヒートポンプ１１
－１～１１－ｎとを備えている。乾燥機３は、ヒートポ
ンプ蒸気の熱により汚泥を加熱する。排気装置８は、そ
の汚泥が加熱される雰囲気を減圧する。このような減圧
によれば、その汚泥を乾燥させる温度を低減することが
でき、その汚泥をより高効率に乾燥することができる。
ヒートポンプ１１－１～１１－ｎは、その汚泥が加熱さ
れることにより生成される排気の熱により、加熱媒体を
加熱してヒートポンプ蒸気を生成する。このような汚泥
乾燥装置１０は、汚泥を乾燥するための消費エネルギー
を低減することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加熱媒体を加熱してヒートポンプ蒸気を生成するヒートポンプと、
　前記ヒートポンプ蒸気の熱により汚泥を加熱する乾燥機と、
　前記汚泥が加熱される雰囲気を減圧する排気装置とを具備し、
　前記ヒートポンプは、前記汚泥が加熱されることにより生成される排気の熱により、前
記加熱媒体を加熱して前記ヒートポンプ蒸気を生成する
　汚泥乾燥装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記排気から冷却媒体に熱を移動させることにより、前記冷却媒体から冷却排水を生成
し、前記排気を凝縮させるコンデンサを更に具備し、
　前記ヒートポンプは、前記冷却排水から前記加熱媒体に熱を移動させることにより、前
記冷却排水から前記冷却媒体を生成し、かつ、前記加熱媒体から前記ヒートポンプ蒸気を
生成する
　汚泥乾燥装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　ドレン水を加熱することによりボイラー蒸気を生成するボイラーを更に具備し、
　前記乾燥機は、熱源蒸気から前記汚泥に熱を移動させることにより、前記熱源蒸気から
前記ドレン水を生成し、かつ、前記汚泥を加熱し、
　前記熱源蒸気は、前記ボイラー蒸気または前記ヒートポンプ蒸気である
　汚泥乾燥装置。
【請求項４】
　請求項３において、
　前記ボイラーの排熱により前記温水を加熱する熱交換器
　を更に具備する汚泥乾燥装置。
【請求項５】
　請求項３または請求項４のいずれかにおいて、
　前記ボイラー蒸気と前記ヒートポンプ蒸気とを混合することにより、前記熱源蒸気を前
記乾燥機に供給する減圧弁
　を更に具備する汚泥乾燥装置。
【請求項６】
　請求項１において、
　前記排気から冷却媒体に熱を移動させることにより、前記冷却媒体から冷却排水を生成
し、前記排気を凝縮させるコンデンサを更に具備し、
　前記ヒートポンプは、前記冷却排水とドレン水との混合物から前記加熱媒体に熱を移動
させることにより、前記混合物から前記冷却媒体を生成し、かつ、前記加熱媒体から前記
ヒートポンプ蒸気を生成し、
　前記乾燥機は、熱源蒸気から前記汚泥に熱を移動させることにより、前記熱源蒸気を前
記ドレン水に凝縮させ、かつ、前記汚泥を加熱する
　汚泥乾燥装置。
【請求項７】
　請求項１において、
　前記ヒートポンプは、前記排気から前記加熱媒体に熱を移動させることにより、前記排
気を凝縮させ、かつ、前記加熱媒体から前記ヒートポンプ蒸気を生成する
　汚泥乾燥装置。
【請求項８】
　請求項１～請求項７のいずれかにおいて、
　未可溶化汚泥を加圧して加熱することにより可溶化汚泥を生成する可溶化装置を更に具
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備し、
　前記乾燥機は、前記可溶化汚泥を前記汚泥として加熱する
　汚泥乾燥装置。
【請求項９】
　請求項８において、
　前記熱源蒸気は、前記可溶化装置で前記未可溶化汚泥を加熱した後に前記乾燥機で前記
汚泥を加熱する
　汚泥乾燥装置。
【請求項１０】
　請求項１～請求項７のいずれかにおいて、
　前記乾燥機は、更に、未可溶化汚泥を加圧して加熱することにより前記汚泥を生成する
　汚泥乾燥装置。
【請求項１１】
　乾燥機を用いて、ヒートポンプにより生成されたヒートポンプ蒸気の熱により汚泥を減
圧雰囲気で加熱するステップと、
　前記ヒートポンプを用いて、前記汚泥が加熱されることにより生成される排気の熱によ
り加熱媒体を加熱して前記ヒートポンプ蒸気を生成するステップ
　を具備する汚泥乾燥方法。
【請求項１２】
　請求項１１において、
　前記排気から冷却媒体に熱を移動させることにより、前記冷却媒体から冷却排水を生成
し、前記排気を凝縮させるステップを更に具備し、
　前記ヒートポンプは、前記冷却排水から前記加熱媒体に熱を移動させることにより、前
記冷却排水から前記冷却媒体を生成し、かつ、前記加熱媒体から前記ヒートポンプ蒸気を
生成する
　汚泥乾燥方法。
【請求項１３】
　請求項１２において、
　ボイラーを用いてドレン水を加熱することによりボイラー蒸気を生成するステップを更
に具備し、
　前記乾燥機は、熱源蒸気から前記汚泥に熱を移動させることにより、前記熱源蒸気から
前記ドレン水を生成し、かつ、前記汚泥を加熱し、
　前記熱源蒸気は、前記ボイラー蒸気または前記ヒートポンプ蒸気である
　汚泥乾燥方法。
【請求項１４】
　請求項１３において、
　熱交換器を用いて前記ボイラーの排熱を用いて前記温水を加熱するステップ
　を更に具備する汚泥乾燥方法。
【請求項１５】
　請求項１３または請求項１４のいずれかにおいて、
　前記ボイラー蒸気と前記ヒートポンプ蒸気とを混合して前記熱源蒸気を生成するステッ
プ
　を具備する汚泥乾燥方法。
【請求項１６】
　請求項１１において、
　前記排気から冷却媒体に熱を移動させるコンデンサを用いて、前記冷却媒体から冷却排
水を生成し、前記排気を凝縮させるステップを更に具備し、
　前記ヒートポンプは、前記冷却排水とドレン水との混合物から前記加熱媒体に熱を移動
させることにより、前記混合物から前記冷却媒体を生成し、かつ、前記加熱媒体から前記
ヒートポンプ蒸気を生成し、
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　前記乾燥機は、熱源蒸気から前記汚泥に熱を移動させることにより、前記熱源蒸気を前
記ドレン水に凝縮させ、かつ、前記汚泥を加熱する
　汚泥乾燥方法。
【請求項１７】
　請求項１１において、
　前記ヒートポンプは、前記排気から前記加熱媒体に熱を移動させることにより、前記排
気を凝縮させ、かつ、前記加熱媒体から前記ヒートポンプ蒸気を生成する
　汚泥乾燥方法。
【請求項１８】
　請求項１１～請求項１７のいずれかにおいて、
　未可溶化汚泥を加圧して加熱することにより前記汚泥を生成するステップ
　を更に具備する汚泥乾燥方法。
【請求項１９】
　請求項１８において、
　前記未可溶化汚泥から前記汚泥を生成する最中に、前記汚泥と異なる他の汚泥を乾燥す
るステップ
　を更に具備する汚泥乾燥方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、汚泥乾燥装置および汚泥乾燥方法に関し、特に、汚泥を乾燥する汚泥乾燥装
置および汚泥乾燥方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　汚泥を乾燥する汚泥乾燥装置が知られている。その汚泥としては、下水を脱水すること
により生成される固体、工場の廃液、し尿・畜産汚泥，食品廃棄物などの有機性汚泥を脱
水することにより生成される固体が例示される。このような汚泥は、含水率が８０％程度
である。このような汚泥は、乾燥されることにより、減容され、または、燃料化される。
このような汚泥乾燥装置は、消費エネルギーを低減することが望まれている。
【０００３】
　特開平１０－１０３８６１号公報には、蒸気再圧縮の原理を用い、且つ、水蒸気を予熱
源とした小型・簡便でエネルギー効率が高い水蒸気再圧縮式真空乾燥装置が開示されてい
る。その水蒸気再圧縮式真空乾燥装置は、廃棄物を入れる真空タンクと、その真空タンク
からの水蒸気を圧縮する圧縮手段と、そのタンクと熱的に結合された水蒸気凝縮手段と凝
縮水および不凝縮性ガスを排出する排出手段とを有する水蒸気再圧縮式真空乾燥装置にお
いて、真空タンクの外部に水蒸気発生手段を設け、その水蒸気発生手段の吐出側を真空タ
ンクに接続したことを特徴としている。
【０００４】
　特許第３１４７１４６号公報には、水蒸気圧縮機の体積効率を維持し、小型・軽量化す
ることも可能な水蒸気再圧縮式真空乾燥装置のスーパーヒータが開示されている。その水
蒸気再圧縮式真空乾燥装置のスーパーヒータは、廃棄物を入れる真空タンクと、その真空
タンクからの水蒸気を圧縮する水蒸気圧縮機と、前記真空タンクに設けられタンクと熱的
に結合された水蒸気凝縮器と、水蒸気凝縮器からの不凝縮性ガスを自発的に排出する不凝
縮性ガス排出手段と、水蒸気凝縮器からの凝縮水を自発的に排出する凝縮水排出手段とを
有し、前記水蒸気圧縮機の吸気管に吸気を加熱するヒータコイルが捲回されスイッチを介
して電源に接続されており、そして前記水蒸気圧縮機の吐出側の蒸気配管が水蒸気凝縮機
に接続されていることを特徴としている。
【０００５】
　特許第３８９１４６９号公報には、水蒸気圧縮機の耐熱性が高く、かつオイルフリーで
あり、被脱水物への伝熱性能が改善され、不凝縮性ガス排除性能の優れた水蒸気ヒートポ
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ンプ式蒸発脱水装置が開示されている。その水蒸気ヒートポンプ式蒸発脱水装置は、被脱
水物を入れる乾燥容器と、その乾燥容器内を減圧し水蒸気を抽気する水蒸気圧縮手段と、
その水蒸気圧縮手段から吐出される加圧水蒸気を凝縮しその潜熱で前記乾燥容器内の被脱
水物を脱水する凝縮手段とで構成される水蒸気ヒートポンプ式蒸発脱水装置において、前
記乾燥容器内に回転軸を立設し、その回転軸の周囲を螺旋状に巡る複数の螺旋体を設けそ
の内部に水蒸気通路を形成して第１の凝縮手段を構成すると共に被脱水物の撹拌を行う撹
拌伝熱手段を設け、前記回転軸内に前記水蒸気圧縮手段からの水蒸気を上端に向け噴出し
その動圧によって前記螺旋体内部の水蒸気通路を掃気する構成としたことを特徴としてい
る。
【０００６】
　特許第２６６２６８７号公報には、固形状態を呈する有機性汚泥を効率よく焼却する有
機性汚泥の焼却方法が開示されている。その有機性汚泥の焼却方法は、固形状態を呈する
有機性汚泥を焼却するに際し、該有機性汚泥を２００℃以上の温度及び該温度の飽和水蒸
気圧以上の圧力下に保持して流動化させ、この高温高圧下の流動化物をフラッシュ減圧し
、得られたフラッシュ減圧残渣物を焼却することを特徴としている。
【０００７】
　特許第３６４６１３２号公報には、有機性汚泥スラリー液を高率で濃縮する工程を含む
有機性汚泥の処理方法が開示されている。その有機性汚泥の処理方法は、固体状態を示す
有機性汚泥の処理方法において、（ｉ）高温蒸気を用いて該有機性汚泥を１５０～２７５
℃の反応温度に間接的に加熱するとともに、該反応温度における飽和水蒸気圧以上の圧力
下に保持して液状化させる液状化工程、（ii）該液状化工程で得られた汚泥スラリー液か
らその固形分濃度が２０～４０重量％の濃縮液を得る濃縮工程、（iii）該濃縮工程で得
られた汚泥スラリー濃縮液を燃焼処理する燃焼工程、（iv）該燃焼工程で得られた高温燃
焼排ガスを廃熱ボイラーに供給して、高温蒸気を発生させる高温蒸気発生工程、（ｖ）流
量調節バルブを介して該高温蒸気発生工程で得られた高温蒸気を前記液状化工程に送って
有機性汚泥の間接加熱用熱源として用いる高温蒸気供給工程、（vi）該流量調節バルブに
より液状化工程に供給される高温蒸気量を前記液状化工程の反応温度との関連で調節して
液状化工程の反応温度を常に１５０～２７５℃の範囲に調節する高温蒸気量調節工程、か
らなり、前記濃縮工程が、（ａ）該有機性汚泥液状化工程から得られる加圧状態にある高
温の汚泥スラリー液をフラッシュタンク内にフラッシュさせてその中に含まれている水分
を水蒸気として蒸発させるとともに、生成した水蒸気をタンク外部に排出させるフラッシ
ュ工程と、（ｂ）該フラッシュ工程で得られた汚泥スラリー濃縮液を、５０℃以下の温度
でかつ５００Ｇ以下の遠心重力の条件下で遠心処理して、汚泥スラリー高濃縮液と分離水
を得る遠心工程からなることを特徴としている。
【０００８】
　特開平１０－８０６９９号公報には、有機性汚泥の液状化物にみられる固形分の高粘度
化現象の発生を防止するとともに、有機性汚泥を工業的に有利に処理する有機性汚泥の処
理方法が開示されている。その有機性汚泥の処理方法は、固体状態を示す有機性汚泥の処
理方法において、（ｉ）高温蒸気を用いて該有機性汚泥を１５０～２７５℃の反応温度に
間接的に加熱するとともに、該反応温度における飽和水蒸気圧以上の圧力下に保持して液
状化させる液状化工程、（ii）該液状化工程で得られた有機性汚泥の液状化物から水蒸気
を蒸発させて濃縮する濃縮工程、（iii）該濃縮工程で得られた液状化汚泥濃縮物を燃焼
処理する燃焼工程、（iv）該燃焼工程で得られた高温燃焼排ガスを廃熱ボイラーに供給し
て、高温蒸気を発生させる高温蒸気発生工程、（ｖ）流量調節バルブを介して該高温蒸気
発生工程で得られた高温蒸気を前記液状化工程に送って有機性汚泥の間接加熱用熱源とし
て用いる高温蒸気供給工程、（vi）該流量調節バルブにより液状化工程に供給される高温
蒸気量を前記液状化工程の反応温度との関連で調節して液状化工程の反応温度を常に１５
０～２７５℃の範囲に調節する高温蒸気量調節工程からなることを特徴としている。
【０００９】
　特開２００８－１００２１８号公報には、水熱処理後の廃液及び固液分離（脱液）工程
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からの液分の着色成分の処理を改良して、ランニングコストや処理設備の小型化を図るこ
とができる下水汚泥の処理方法が開示されている。その下水汚泥の処理方法は、処理容器
内に供給した下水汚泥を高温高圧処理する高温高圧工程と、高温高圧処理後の処理汚泥を
固液分離手段にて固液分離する脱液工程と、脱液汚泥に対して乾燥処理する乾燥工程と、
前記高温高圧処理後に処理容器から排出する廃液と前記脱液工程からの液分とを受けて、
これを濃縮する濃縮工程と、濃縮工程での濃縮液は前記脱液汚泥と共に前記乾燥工程へと
送る工程とを有することを特徴としている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平１０－１０３８６１号公報
【特許文献２】特許第３１４７１４６号公報
【特許文献３】特許第３８９１４６９号公報
【特許文献４】特許第２６６２６８７号公報
【特許文献５】特許第３６４６１３２号公報
【特許文献６】特開平１０－８０６９９号公報
【特許文献７】特開２００８－１００２１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の課題は、汚泥を乾燥するための消費エネルギーを低減する汚泥乾燥装置および
汚泥乾燥方法を提供することにある。
　本発明の他の課題は、汚泥を乾燥するための消費エネルギーを低減し、かつ、長寿命で
ある汚泥乾燥装置および汚泥乾燥方法を提供することにある。
　本発明のさらに他の課題は、汚泥を乾燥するための消費エネルギーを低減し、かつ、製
造コストを低減する汚泥乾燥装置および汚泥乾燥方法を提供することにある。
　本発明のさらに他の課題は、汚泥を乾燥するための消費エネルギーを低減し、かつ、汚
泥をより速く乾燥する汚泥乾燥装置および汚泥乾燥方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　以下に、発明を実施するための形態・実施例で使用される符号を括弧付きで用いて、課
題を解決するための手段を記載する。この符号は、特許請求の範囲の記載と発明を実施す
るための形態・実施例の記載との対応を明らかにするために付加されたものであり、特許
請求の範囲に記載されている発明の技術的範囲の解釈に用いてはならない。
【００１３】
　本発明による汚泥乾燥装置（１０）（２０）（３０）（４０）（５０）（６０）（８０
）は、乾燥機（３）（８１）と排気装置（８）とヒートポンプ（１１－１～１１－ｎ）（
２４）（３４）（４４）（５４）とを備えている。乾燥機（３）（８１）は、ヒートポン
プ（１１－１～１１－ｎ）（２４）（３４）（４４）（５４）により生成される蒸気（以
下、「ヒートポンプ蒸気」と記載される。）の熱により汚泥を加熱する。排気装置（８）
は、その汚泥が加熱される雰囲気を減圧する。このような減圧によれば、その汚泥を乾燥
させる温度を低減することができ、その汚泥をより高効率に乾燥することができる。ヒー
トポンプ（１１－１～１１－ｎ）（２４）（３４）（４４）（５４）は、その汚泥が加熱
されることにより生成される排気の熱により、加熱媒体を加熱してヒートポンプ蒸気を生
成する。すなわち、加熱媒体は、排気と異なっている。このような汚泥乾燥装置（１０）
（２０）（３０）（４０）（５０）（６０）（８０）は、汚泥を乾燥するための消費エネ
ルギーを低減することができる。
【００１４】
　本発明による汚泥乾燥装置（１０）（２０）（３０）（４０）（６０）（８０）は、コ
ンデンサ（７）をさらに備えている。コンデンサ（７）は、その排気から冷却媒体に熱を
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移動させることにより、その冷却媒体から冷却排水を生成し、その排気を凝縮させる。こ
のとき、ヒートポンプ（１１－１～１１－ｎ）（２４）（３４）（４４）は、その冷却排
水からその加熱媒体に熱を移動させることにより、その冷却排水から冷却媒体を生成し、
かつ、その加熱媒体からヒートポンプ蒸気を生成する。このような汚泥乾燥装置（１０）
（２０）（３０）（４０）（６０）（８０）は、排気からその加熱媒体に熱を移動させる
ことに比較して、ヒートポンプ（１１－１～１１－ｎ）（２４）（３４）（４４）の腐食
を防止することができる。
【００１５】
　本発明による汚泥乾燥装置（２０）（３０）（４０）（５０）は、ドレン水を加熱する
ことによりボイラー蒸気を生成するボイラー（２１）（３２）（４２）（５２）をさらに
備えている。乾燥機（３）は、熱源蒸気からその汚泥に熱を移動させることにより、その
熱源蒸気からそのドレン水を生成し、かつ、その汚泥を加熱する。このとき、その熱源蒸
気は、ボイラー蒸気またはヒートポンプ蒸気である。このような汚泥乾燥装置（２０）（
３０）（４０）（５０）は、ヒートポンプ（２４）（３４）（４４）（５４）により生成
される熱量が小さい場合でも、乾燥機（３）に熱源が十分に供給されることができ、汚泥
をより速く乾燥することができる。
【００１６】
　本発明による汚泥乾燥装置（２０）は、ボイラー（２１）の排熱によりその温水を加熱
する熱交換器（２３）をさらに備えている。このような汚泥乾燥装置（２０）は、ボイラ
ー（２１）の排熱が熱源蒸気に伝達され、汚泥を乾燥するための消費エネルギーをより低
減することができる。
【００１７】
　本発明による汚泥乾燥装置（４０）は、ボイラー蒸気とヒートポンプ蒸気とを混合する
ことにより、その熱源蒸気を乾燥機（３）に供給する減圧弁（４５）をさらに備えている
。ヒートポンプ蒸気は、ボイラー蒸気が高温高圧であるときに、その熱源蒸気を所定圧力
に減圧し、その熱源蒸気を所定温度に冷却するために用いられる。このとき、ヒートポン
プ（４４）は、このように用いられるヒートポンプ蒸気をより高効率に生成することがで
きる。このため、汚泥乾燥装置（４０）は、汚泥を乾燥するための消費エネルギーをより
低減することができる。
【００１８】
　本発明による汚泥乾燥装置（３０）は、コンデンサ（７）をさらに備えている。コンデ
ンサ（７）は、その排気から冷却媒体に熱を移動させることにより、その冷却媒体から冷
却排水を生成し、その排気を凝縮させる。このとき、ヒートポンプ（３４）は、その冷却
排水とドレン水との混合物からその加熱媒体に熱を移動させることにより、その混合物か
らその冷却媒体を生成し、かつ、その加熱媒体からヒートポンプ蒸気を生成する。乾燥機
（３）は、熱源蒸気からその汚泥に熱を移動させることにより、その熱源蒸気をそのドレ
ン水に凝縮させ、かつ、その汚泥を加熱する。このような汚泥乾燥装置（３０）は、ドレ
ン水からその加熱媒体に熱を移動させることに比較して、ヒートポンプ蒸気をより高効率
に生成することができ、汚泥を乾燥するための消費エネルギーをより低減することができ
る。
【００１９】
　ヒートポンプ（５４）は、その排気からその加熱媒体に熱を移動させることにより、そ
の排気を凝縮させ、かつ、その加熱媒体からヒートポンプ蒸気を生成する。このような汚
泥乾燥装置（５０）は、ヒートポンプ蒸気をより高効率に生成することができ、汚泥を乾
燥するための消費エネルギーをより低減することができる。
【００２０】
　本発明による汚泥乾燥装置（６０）（８０）は、未可溶化汚泥を加圧して加熱すること
によりその汚泥を生成する可溶化装置（６１）（８１）をさらに備えている。このような
その汚泥は、未可溶化汚泥に比較して、乾燥されやすい。このため、このような汚泥乾燥
装置（６０）（８０）は、汚泥を乾燥するための消費エネルギーをより低減することがで
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きる。
【００２１】
　その熱源蒸気は、可溶化装置（６１）でその未可溶化汚泥を加熱した後に乾燥機（３）
でその汚泥を加熱することが好ましい。
【００２２】
　乾燥機（８１）は、さらに、未可溶化汚泥を加圧して加熱することによりその汚泥を生
成する。すなわち、乾燥機（８１）は、未可溶化汚泥を加圧して加熱することによりその
汚泥を生成する可溶化装置（８１）と兼用されることが好ましい。
【００２３】
　本発明による汚泥乾燥方法は、乾燥機（３）（８１）を用いて、ヒートポンプ（１１－
１～１１－ｎ）（２４）（３４）（４４）（５４）により生成されたヒートポンプ蒸気の
熱により汚泥を減圧雰囲気で加熱するステップと、ヒートポンプ（１１－１～１１－ｎ）
（２４）（３４）（４４）（５４）を用いて、その汚泥が加熱されることにより生成され
る排気の熱により加熱媒体を加熱してヒートポンプ蒸気を生成するステップとを備えてい
る。すなわち、加熱媒体は、排気と異なっている。このような汚泥乾燥方法は、汚泥を乾
燥するための消費エネルギーを低減することができる。さらに、その汚泥が減圧雰囲気で
加熱されることによれば、その汚泥を乾燥させる温度を低減することができ、その汚泥を
より高効率に乾燥することができる。
【００２４】
　本発明による汚泥乾燥方法は、その排気から冷却媒体に熱を移動させることにより、そ
の冷却媒体から冷却排水を生成し、その排気を凝縮させるステップをさらに備えている。
ヒートポンプ（１１－１～１１－ｎ）（２４）（３４）（４４）は、その冷却排水からそ
の加熱媒体に熱を移動させることにより、その冷却排水からその冷却媒体を生成し、かつ
、その加熱媒体からヒートポンプ蒸気を生成する。このような汚泥乾燥方法は、排気から
その加熱媒体に熱を移動させることに比較して、ヒートポンプ（１１－１～１１－ｎ）（
２４）（３４）（４４）の腐食を防止することができる。
【００２５】
　本発明による汚泥乾燥方法は、ボイラー（２１）（３２）（４２）（５２）を用いてド
レン水を加熱することによりボイラー蒸気を生成するステップをさらに備えている。乾燥
機（３）は、熱源蒸気からその汚泥に熱を移動させることにより、その熱源蒸気からその
ドレン水を生成し、かつ、その汚泥を加熱する。その熱源蒸気は、ボイラー蒸気またはヒ
ートポンプ蒸気である。このような汚泥乾燥方法は、ヒートポンプ（１１－１～１１－ｎ
）（２４）（３４）（４４）（５４）により生成される熱量が小さい場合でも、乾燥機（
３）に熱源が十分に供給されることができ、汚泥をより速く乾燥することができる。
【００２６】
　本発明による汚泥乾燥方法は、熱交換器（２３）を用いてボイラー（２１）の排熱を用
いてその温水を加熱するステップをさらに備えている。このような汚泥乾燥方法は、ボイ
ラー（２１）の排熱が熱源蒸気に伝達され、汚泥を乾燥するための消費エネルギーをより
低減することができる。
【００２７】
　本発明による汚泥乾燥方法は、ボイラー蒸気とヒートポンプ蒸気とを混合してその熱源
蒸気を生成するステップを備えている。ヒートポンプ蒸気は、ボイラー蒸気が高温高圧で
あるときに、その熱源蒸気を所定圧力に減圧し、その熱源蒸気を所定温度に冷却するため
に用いられる。このとき、ヒートポンプ（４４）は、このように用いられるヒートポンプ
蒸気をより高効率に生成することができる。このため、汚泥乾燥装置（４０）は、汚泥を
乾燥するための消費エネルギーをより低減することができる。
【００２８】
　本発明による汚泥乾燥方法は、その排気から冷却媒体に熱を移動させるコンデンサ（７
）を用いて、その冷却媒体から冷却排水を生成し、その排気を凝縮させるステップをさら
に備えている。ヒートポンプ（３４）は、その冷却排水とドレン水との混合物からその加
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熱媒体に熱を移動させることにより、その混合物からその冷却媒体を生成し、かつ、その
加熱媒体からヒートポンプ蒸気を生成する。乾燥機（３）は、熱源蒸気からその汚泥に熱
を移動させることにより、その熱源蒸気をそのドレン水に凝縮させ、かつ、その汚泥を加
熱する。このような汚泥乾燥装置（３０）は、ドレン水からその加熱媒体に熱を移動させ
ることに比較して、ヒートポンプ蒸気をより高効率に生成することができ、汚泥を乾燥す
るための消費エネルギーをより低減することができる。
【００２９】
　ヒートポンプ（５４）は、その排気からその加熱媒体に熱を移動させることにより、そ
の排気を凝縮させ、かつ、その加熱媒体からヒートポンプ蒸気を生成する。このような汚
泥乾燥装置（５０）は、ヒートポンプ蒸気をより高効率に生成することができ、汚泥を乾
燥するための消費エネルギーをより低減することができる。
【００３０】
　本発明による汚泥乾燥方法は、未可溶化汚泥を加圧して加熱することによりその汚泥を
生成するステップをさらに備えている。このようなその汚泥は、未可溶化汚泥に比較して
、乾燥しやすい。このため、このような汚泥乾燥装置（６０）（８０）は、汚泥を乾燥す
るための消費エネルギーをより低減することができる。
【００３１】
　本発明による汚泥乾燥方法は、その未可溶化汚泥からその汚泥を生成する最中に、その
汚泥と異なる他の汚泥を乾燥するステップをさらに備えていることが好ましい。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明による汚泥乾燥装置および汚泥乾燥方法は、汚泥を乾燥するための消費エネルギ
ーを低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】図１は、本発明による汚泥乾燥装置の実施の形態を示すブロック図である。
【図２】図２は、本発明による汚泥乾燥装置の実施の他の形態を示すブロック図である。
【図３】図３は、真空乾燥機が汚泥を乾燥するときに必要である熱量の変化を示し、ヒー
トポンプにより生成されるヒートポンプ蒸気の熱量の変化を示すグラフである。
【図４】図４は、本発明による汚泥乾燥装置の実施のさらに他の形態を示すブロック図で
ある。
【図５】図５は、本発明による汚泥乾燥装置の実施のさらに他の形態を示すブロック図で
ある。
【図６】図６は、本発明による汚泥乾燥装置の実施のさらに他の形態を示すブロック図で
ある。
【図７】図７は、本発明による汚泥乾燥装置の実施のさらに他の形態を示すブロック図で
ある。
【図８】図８は、汚泥が乾燥されているときに汚泥の含水率の変化を示すグラフである。
【図９】図９は、乾燥時間比と蒸発速度比とを示すグラフである。
【図１０】図１０は、乾燥燃料の硫化水素の濃度と乾燥燃料の硫化メチルの濃度と乾燥燃
料の二硫化メチルの濃度と乾燥燃料のメチルメルカプタンの濃度とを示すグラフである。
【図１１】図１１は、乾燥燃料のアンモニアの濃度を示すグラフである。
【図１２】図１２は、乾燥燃料の臭気濃度と乾燥燃料の臭気指数とを示すグラフである。
【図１３】図１３は、本発明による汚泥乾燥装置の実施のさらに他の形態を示すブロック
図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　図面を参照して、本発明による汚泥乾燥装置の実施の形態を記載する。その汚泥乾燥装
置１０は、図１に示されているように、ケーキ貯留ホッパ１とケーキ搬送ポンプ２と真空
乾燥機３と乾燥燃料ホッパ５とを備えている。ケーキ貯留ホッパ１は、汚泥を貯留する。
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その汚泥は、下水を脱水することにより生成される固体であり、または、工場の廃液を脱
水することにより生成される固体である。このような汚泥は、含水率が８０％程度である
。ケーキ搬送ポンプ２は、ケーキ貯留ホッパ１により貯留された汚泥を真空乾燥機３に搬
送する。真空乾燥機３は、環境から内部を密封可能である容器に形成され、ケーキ搬送ポ
ンプ２により搬送された汚泥をその容器の内部に貯留する。真空乾燥機３は、図示されて
いない攪拌羽根を備えている。その攪拌羽根は、その貯留された汚泥を攪拌する。真空乾
燥機３は、さらに、その貯留された汚泥を真空乾燥し、その汚泥から乾燥燃料を生成する
。その乾燥燃料は、含水率が１０％以下であり、燃料として利用される。乾燥燃料ホッパ
５は、真空乾燥機３により生成された乾燥燃料を貯留する。
【００３５】
　真空乾燥機３は、ダスタ６とコンデンサ７とエゼクタ８とを備えている。エゼクタ８は
、管路を介して真空乾燥機３に接続されている。エゼクタ８は、その管路を介して真空乾
燥機３の内部を排気することにより、真空乾燥機３の内部に減圧雰囲気を生成する。その
減圧雰囲気としては、水の沸点が４４℃である雰囲気、－９２ｋＰａＧが例示される。ダ
スタ６は、その管路の途中に介設されている。ダスタ６は、真空乾燥機３から排気される
排気からダストを回収し、そのダストが回収された排気をコンデンサ７に供給する。コン
デンサ７は、その管路のうちのダスタ６とエゼクタ８との間に介設されている。コンデン
サ７は、ダスタ６から供給された排気を冷却して、その排気を凝縮する。
【００３６】
　真空乾燥機３は、さらに、複数のヒートポンプ１１－１～１１－ｎ（ｎ＝２，３，４，
…）と冷却水循環水槽１２と冷却水循環ポンプ１４とを備えている。冷却水循環水槽１２
は、冷却水を貯留している。その冷却水の温度としては、３０℃が例示される。冷却水循
ポンプ１４は、冷却水循環水槽１２に貯留されている冷却水をコンデンサ７に供給する。
このとき、コンデンサ７は、ダスタ６から供給される排気と冷却水循環ポンプ１４により
供給される冷却水とを熱的に接触させることにより、その排気からその冷却水に熱を移動
させ、その排気を凝縮する。コンデンサ７は、さらに、その熱の移動により、その冷却水
を加熱して、その冷却水から冷却排水を生成する。その冷却排水の温度としては、４０℃
が例示される。
【００３７】
　複数のヒートポンプ１１－１～１１－ｎの各ヒートポンプ１１－ｉ（ｉ＝１，２，３，
…，ｎ）は、ヒートポンプ蒸気を生成する。このとき、真空乾燥機３は、ヒートポンプ１
１－１～１１－ｎにより生成されるヒートポンプ蒸気を汚泥に熱的に接触させることによ
り、そのヒートポンプ蒸気からその汚泥に熱を移動させ、その汚泥を加熱して乾燥する。
真空乾燥機３は、さらに、その熱の移動により、そのヒートポンプ蒸気を冷却して、その
ヒートポンプ蒸気を凝縮させ、そのヒートポンプ蒸気からドレン水を生成する。ヒートポ
ンプ１１－ｉは、真空乾燥機３により生成されるドレン水を加熱することにより、そのド
レン水からそのヒートポンプ蒸気を生成する。ヒートポンプ１１－ｉは、さらに、コンデ
ンサ７により生成される冷却排水を冷却することにより、その冷却排水から冷却水を生成
し、その冷却水を冷却水循環水槽１２に供給する。すなわち、ヒートポンプ１１－ｉは、
電力を用いてその冷却排水からそのドレン水に熱を移動させることにより、そのヒートポ
ンプ蒸気を生成し、その冷却水を生成する。
【００３８】
　本発明による汚泥乾燥方法の実施の形態は、汚泥乾燥装置１０により実行される。ユー
ザは、まず、下水または工場廃液，し尿・畜産汚泥，食品廃棄物などの有機性汚泥を脱水
することにより汚泥を生成し、その汚泥をケーキ貯留ホッパ１に貯留する。ケーキ搬送ポ
ンプ２は、ケーキ貯留ホッパ１により貯留された汚泥を真空乾燥機３の内部に搬送する。
真空乾燥機３は、その汚泥が内部に搬送されると、密封され、攪拌羽根を用いてその汚泥
を攪拌する。エゼクタ８は、真空乾燥機３が密封された後に、真空乾燥機３の内部を排気
することにより、真空乾燥機３の内部に減圧雰囲気を生成する。
【００３９】
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　ダスタ６は、その管路を介して真空乾燥機３から排気される排気からダストを回収し、
そのダストが回収された排気をコンデンサ７に供給する。冷却水循環ポンプ１４は、冷却
水循環水槽１２に貯留されている冷却水をコンデンサ７に供給する。コンデンサ７は、ダ
スタ６から供給される排気とポンプ１４により供給される冷却水とを熱的を接触させるこ
とにより、その排気からその冷却水に熱を移動させ、その排気を凝縮する。コンデンサ７
は、さらに、その熱の移動により、その冷却水を加熱して、その冷却水から冷却排水を生
成する。
【００４０】
　ヒートポンプ１１－１～１１－ｎは、それぞれ、コンデンサ７により生成される冷却排
水から真空乾燥機３により生成されるドレン水に熱を移動させることにより、そのドレン
水からヒートポンプ蒸気を生成し、そのヒートポンプ蒸気を真空乾燥機３に供給する。ヒ
ートポンプ１１－１～１１－ｎは、さらに、その熱の移動により、コンデンサ７により生
成された冷却排水から冷却水を生成し、その冷却水を冷却水循環水槽１２に供給する。
【００４１】
　真空乾燥機３は、ヒートポンプ１１－１～１１－ｎにより生成されるヒートポンプ蒸気
と汚泥とを熱的に接触させることにより、そのヒートポンプ蒸気からその汚泥に熱を移動
させ、その汚泥を加熱して乾燥する。このとき、エゼクタ８は、真空乾燥機３の内部を排
気することにより、その汚泥から蒸発する排気をダスタ６とコンデンサ７とに導いている
。真空乾燥機３は、さらに、その熱の移動により、そのヒートポンプ蒸気を冷却して、そ
のヒートポンプ蒸気を凝縮させ、そのヒートポンプ蒸気からドレン水を生成する。
【００４２】
　真空乾燥機３は、このような乾燥を所定の時間（たとえば、２０時間）継続することに
より、その汚泥から乾燥燃料を生成する。ユーザは、真空乾燥機３を用いてその汚泥を所
定の時間乾燥した後に、乾燥燃料を真空乾燥機３から乾燥燃料ホッパ５に搬送する。
【００４３】
　本発明による汚泥乾燥装置の比較例は、汚泥乾燥装置１０のヒートポンプ１１－１～１
１－ｎに置換して、ボイラーとクーリングタワーとを備えている。そのボイラーは、化石
燃料を燃焼することにより、真空乾燥機３により生成されるドレン水を加熱し、そのドレ
ン水からボイラー蒸気を生成し、そのボイラー蒸気を真空乾燥機３に供給する。このとき
、真空乾燥機３は、そのボイラー蒸気と汚泥とを熱的に接触させることにより、そのボイ
ラー蒸気からその汚泥に熱を移動させ、その汚泥を加熱して乾燥する。そのクーリングタ
ワーは、コンデンサ７により生成される冷却排水を冷却することにより、その冷却排水か
ら冷却水を生成し、その冷却水を冷却水循環水槽１２に供給する。
【００４４】
　本発明による汚泥乾燥装置１０は、このような比較例のクーリングタワーを備えておら
ず、このような比較例に比較して、設置面積を低減し、製造コストを低減することができ
る。本発明による汚泥乾燥装置１０は、さらに、このような比較例のボイラーを備えてお
らず、化石燃料を消費しないで、排出される二酸化炭素を低減することができる。本発明
による汚泥乾燥装置１０は、さらに、ヒートポンプ１１－１～１１－ｎを用いることによ
り、このような比較例に比較して、冷却水とボイラー蒸気とを生成するときに消費される
エネルギーが少ない。このため、本発明による汚泥乾燥装置１０は、このような比較例に
比較して、単位量の汚泥を乾燥するときに消費されるエネルギーを低減し、ランニングコ
ストを低減することができる。
【００４５】
　なお、ヒートポンプ１１－１～１１－ｎは、その汚泥を乾燥させるために十分なヒート
ポンプ蒸気を１台のヒートポンプが生成することができるときに、１台のヒートポンプに
置換されることができる。このような汚泥乾燥装置は、既述の実施の形態における汚泥乾
燥装置１０と同様にして、単位量の汚泥を乾燥するときに消費されるエネルギーを低減し
、ランニングコストを低減することができる。
【００４６】
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　図２は、本発明による汚泥乾燥装置の実施の他の形態を示している。その汚泥乾燥装置
２０は、既述の実施の形態における汚泥乾燥装置１０と同様にして、ケーキ貯留ホッパ１
とケーキ搬送ポンプ２と真空乾燥機３と乾燥燃料ホッパ５とを備えている。ケーキ貯留ホ
ッパ１は、汚泥を貯留する。その汚泥は、下水を脱水することにより生成される固体であ
り、または、工場の廃液を脱水することにより生成される固体である。このような汚泥は
、含水率が８０％程度である。ケーキ搬送ポンプ２は、ケーキ貯留ホッパ１により貯留さ
れた汚泥を真空乾燥機３に搬送する。真空乾燥機３は、環境から内部を密封可能である容
器に形成され、ケーキ搬送ポンプ２により搬送された汚泥をその容器の内部に貯留する。
真空乾燥機３は、図示されていない攪拌羽根を備えている。その攪拌羽根は、その貯留さ
れた汚泥を攪拌する。真空乾燥機３は、さらに、その貯留された汚泥を真空乾燥し、その
汚泥から乾燥燃料を生成する。その乾燥燃料は、含水率が１０％以下であり、燃料として
利用される。乾燥燃料ホッパ５は、真空乾燥機３により生成された乾燥燃料を貯留する。
【００４７】
　真空乾燥機３は、ダスタ６とコンデンサ７とエゼクタ８とを備えている。エゼクタ８は
、管路を介して真空乾燥機３に接続されている。エゼクタ８は、その管路を介して真空乾
燥機３の内部を排気することにより、真空乾燥機３の内部に減圧雰囲気を生成する。その
減圧雰囲気としては、水の沸点が４４℃である雰囲気、－９２ｋＰａＧが例示される。ダ
スタ６は、その管路の途中に介設されている。ダスタ６は、真空乾燥機３から排気される
排気からダストを回収し、そのダストが回収された排気をコンデンサ７に供給する。コン
デンサ７は、その管路のうちのダスタ６とエゼクタ８との間に介設されている。コンデン
サ７は、ダスタ６から供給された排気を冷却して、その排気を凝縮する。
【００４８】
　コンデンサ７は、さらに、冷却水循環水槽１２とポンプ１４とを備えている。冷却水循
環水槽１２は、冷却水を貯留している。冷却水循環ポンプ１４は、冷却水循環水槽１２に
貯留されている冷却水をコンデンサ７に供給する。このとき、コンデンサ７は、ダスタ６
から供給される排気と冷却水循環ポンプ１４により供給される冷却水とを熱的に接触させ
ることにより、その排気からその冷却水に熱を移動させることにより、その排気を凝縮す
る。コンデンサ７は、さらに、その熱の移動により、その冷却水を加熱して、その冷却水
から冷却排水を生成する。その冷却排水の温度としては、４０℃が例示される。
【００４９】
　真空乾燥機３は、さらに、ドレン回収器２１とボイラー２２と熱交換器２３とヒートポ
ンプ２４とを備えている。ドレン回収器２１は、真空乾燥機３により生成されるドレン水
を回収し、そのドレン水から温水を生成し、その温水をボイラー２２に給水する。ボイラ
ー２２は、化石燃料を燃焼することにより、ドレン回収器２１から給水された温水を加熱
して、その温水からボイラー蒸気を生成する。そのボイラー蒸気の温度としては、１２０
℃が例示される。ボイラー２２は、その化石燃料を燃焼することにより、高温のボイラー
排気を排気する。熱交換器２３は、ボイラー２２から排気されるボイラー排気とコンデン
サ７により生成される冷却排水とを熱的に接触させることにより、そのボイラー排気から
その冷却排水に熱を移動させ、その冷却排水を加熱する。
【００５０】
　ヒートポンプ２４は、熱交換器２３により加熱された冷却排水を冷却することにより、
その冷却排水から冷却水を生成し、その冷却水を冷却水循環水槽１２に供給する。ヒート
ポンプ２４は、さらに、真空乾燥機３により生成されるドレン水を加熱することにより、
そのドレン水からヒートポンプ蒸気を生成する。すなわち、ヒートポンプ２４は、その冷
却排水からそのドレン水に熱を移動させることにより、そのヒートポンプ蒸気を生成し、
その冷却水を生成する。
【００５１】
　このとき、真空乾燥機３は、ボイラー２２により生成されるボイラー蒸気またはヒート
ポンプ２４により生成されるヒートポンプ蒸気から汚泥に熱を移動させることにより、そ
の汚泥を加熱して乾燥する。真空乾燥機３は、さらに、その熱の移動により、そのボイラ



(13) JP 2010-158616 A 2010.7.22

10

20

30

40

50

ー蒸気またはヒートポンプ蒸気を冷却して、そのボイラー蒸気またはヒートポンプ蒸気を
凝縮させ、そのボイラー蒸気またはヒートポンプ蒸気からドレン水を生成する。
【００５２】
　本発明による汚泥乾燥方法の実施の他の形態は、汚泥乾燥装置２０により実行される。
ユーザは、まず、下水または工場廃液を脱水することにより汚泥を生成し、その汚泥をケ
ーキ貯留ホッパ１に貯留する。ケーキ搬送ポンプ２は、ケーキ貯留ホッパ１により貯留さ
れた汚泥を真空乾燥機３の内部に搬送する。真空乾燥機３は、その汚泥が内部に搬送され
ると、密封され、攪拌羽根を用いてその汚泥を攪拌する。エゼクタ８は、真空乾燥機３が
密封された後に、真空乾燥機３の内部を排気することにより、真空乾燥機３の内部に減圧
雰囲気を生成する。
【００５３】
　ダスタ６は、その管路を介して真空乾燥機３から排気される排気からダストを回収し、
そのダストが回収された排気をコンデンサ７に供給する。ポンプ１４は、冷却水循環水槽
１２に貯留されている冷却水をコンデンサ７に供給する。コンデンサ７は、ダスタ６から
供給される排気から冷却水循環ポンプ１４により供給される冷却水に熱を移動させること
により、その排気を凝縮する。コンデンサ７は、さらに、その熱の移動により、その冷却
水を加熱して、その冷却水から冷却排水を生成する。
【００５４】
　ボイラー２２は、化石燃料を燃焼することにより、ドレン回収器２１から給水された温
水を加熱して、その温水からボイラー蒸気を生成し、そのボイラー蒸気を真空乾燥機３に
供給する。熱交換器２３は、ボイラー２２から排気されるボイラー排気とコンデンサ７に
より生成される冷却排水とを熱的に接触させることにより、そのボイラー排気からその冷
却排水に熱を移動させ、その冷却排水を加熱する。ヒートポンプ２４は、ボイラー２２が
そのボイラー蒸気の生成を開始してから所定時間経過後に、熱交換器２３により加熱され
た冷却排水から真空乾燥機３により生成されるドレン水に熱を移動させることにより、そ
のドレン水からヒートポンプ蒸気を生成し、そのヒートポンプ蒸気を真空乾燥機３に供給
する。ヒートポンプ２４は、さらに、その熱の移動により、熱交換器２３により加熱され
た冷却排水から冷却水を生成し、その冷却水を冷却水循環水槽１２に供給する。ボイラー
２２は、ヒートポンプ２４がそのヒートポンプ蒸気の生成を開始してからさらに所定時間
経過後に、ボイラー蒸気を生成することを停止する。
【００５５】
　真空乾燥機３は、供給される熱源蒸気を汚泥に熱的に接触させることにより、その汚泥
を加熱して乾燥する。その熱源蒸気は、汚泥の乾燥の開始直後にボイラー２２により生成
されたボイラー蒸気であり、その開始直後から所定時間経過後にそのボイラー蒸気とヒー
トポンプ２４により生成されたヒートポンプ蒸気との混合物であり、さらに所定時間経過
後にそのヒートポンプ蒸気である。
【００５６】
　エゼクタ８は、真空乾燥機３の内部を排気することにより、その汚泥から蒸発する排気
をダスタ６とコンデンサ７とに導いている。真空乾燥機３は、さらに、その熱の移動によ
り、そのヒートポンプ蒸気を冷却して、そのヒートポンプ蒸気を凝縮させ、そのヒートポ
ンプ蒸気からドレン水を生成する。
【００５７】
　真空乾燥機３は、このような乾燥を所定の時間継続することにより、その汚泥から乾燥
燃料を生成する。ユーザは、真空乾燥機３を用いてその汚泥を所定の時間乾燥した後に、
乾燥燃料を真空乾燥機３から乾燥燃料ホッパ５に搬送する。
【００５８】
　図３は、真空乾燥機３が汚泥を乾燥するときに必要である熱量の変化を示している。そ
の変化２６は、その熱量が初期的に単純に増加し、所定時間経過後にその熱量が単純に減
少することを示している。図３は、さらに、ヒートポンプ２４により生成されるヒートポ
ンプ蒸気の熱量の変化を示している。その変化２７は、汚泥の乾燥の開始直後から所定時
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間経過後にヒートポンプ２４がヒートポンプ蒸気を生成し始めることを示している。変化
２７は、さらに、汚泥の乾燥の開始直後から所定時間経過まで、そのヒートポンプ蒸気の
熱量が汚泥を乾燥するときに必要である熱量に不足していることを示している。変化２７
は、さらに、汚泥の乾燥の開始直後から所定時間経過した以降に、そのヒートポンプ蒸気
の熱量が汚泥を乾燥するときに必要である熱量以上であることを示している。
【００５９】
　すなわち、本発明による汚泥乾燥方法では、ボイラー２２は、ヒートポンプ２４がヒー
トポンプ蒸気の生成を開始する前にボイラー蒸気を生成し始める。ボイラー２２は、さら
に、ヒートポンプ２４により生成されるヒートポンプ蒸気の熱量が汚泥を乾燥するときに
必要である熱量以上になったときに、ボイラー蒸気を生成することを停止する。
【００６０】
　本発明による汚泥乾燥装置２０は、既述の実施の形態における汚泥乾燥装置１０と同様
にして、クーリングタワーを備える必要がなく、設置面積を低減し、製造コストを低減す
ることができる。本発明による汚泥乾燥装置２０は、さらに、ボイラー２２の稼働時間を
低減することができ、化石燃料の消費を低減し、排出される二酸化炭素を低減することが
できる。本発明による汚泥乾燥装置２０は、さらに、既述の実施の形態における汚泥乾燥
装置１０と同様にして、ヒートポンプ２４を用いることにより、冷却水とボイラー蒸気と
を生成するときに消費されるエネルギーが少ない。このため、本発明による汚泥乾燥装置
１０は、このような比較例に比較して、単位量の汚泥を乾燥するときに消費されるエネル
ギーを低減し、ランニングコストを低減することができる。
【００６１】
　本発明による汚泥乾燥装置２０は、さらに、既述の実施の形態における汚泥乾燥装置１
０と比較して、汚泥の乾燥初期に汚泥に十分な熱量を供給することができる。このため、
本発明による汚泥乾燥装置２０は、汚泥をより高効率に乾燥することができる。本発明に
よる汚泥乾燥装置２０は、さらに、熱交換器２３を用いて、ボイラー２２の排熱をヒート
ポンプ２４がヒートポンプ蒸気を生成することに利用している。このため、ヒートポンプ
２４は、そのヒートポンプ蒸気をより高効率に生成することができ、本発明による汚泥乾
燥装置２０は、単位量の汚泥を乾燥するときに消費されるエネルギーをより低減し、ラン
ニングコストをより低減することができる。
【００６２】
　なお、汚泥乾燥装置２０は、ヒートポンプ３４を複数台備えることもできる。このとき
、汚泥乾燥装置２０は、汚泥の乾燥に十分である熱量の熱源蒸気をより確実に供給するこ
とができる。
【００６３】
　図４は、本発明による汚泥乾燥装置の実施のさらに他の形態を示している。その汚泥乾
燥装置３０は、既述の実施の形態における汚泥乾燥装置１０と同様にして、ケーキ貯留ホ
ッパ１とケーキ搬送ポンプ２と真空乾燥機３と乾燥燃料ホッパ５とを備えている。ケーキ
貯留ホッパ１は、汚泥を貯留する。その汚泥は、下水を脱水することにより生成される固
体であり、または、工場の廃液を脱水することにより生成される固体である。このような
汚泥は、含水率が８０％程度である。ケーキ搬送ポンプ２は、ケーキ貯留ホッパ１により
貯留された汚泥を真空乾燥機３に搬送する。真空乾燥機３は、環境から内部を密封可能で
ある容器に形成され、ケーキ搬送ポンプ２により搬送された汚泥をその容器の内部に貯留
する。真空乾燥機３は、図示されていない攪拌羽根を備えている。その攪拌羽根は、その
貯留された汚泥を攪拌する。真空乾燥機３は、さらに、その貯留された汚泥を真空乾燥し
、その汚泥から乾燥燃料を生成する。その乾燥燃料は、含水率が１０％以下であり、燃料
として利用される。乾燥燃料ホッパ５は、真空乾燥機３により生成された乾燥燃料を貯留
する。
【００６４】
　真空乾燥機３は、ダスタ６とコンデンサ７とエゼクタ８とを備えている。エゼクタ８は
、管路を介して真空乾燥機３に接続されている。エゼクタ８は、その管路を介して真空乾
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燥機３の内部を排気することにより、真空乾燥機３の内部に減圧雰囲気を生成する。その
減圧雰囲気としては、水の沸点が４４℃である雰囲気、－９２ｋＰａＧが例示される。ダ
スタ６は、その管路の途中に介設されている。ダスタ６は、真空乾燥機３から排気される
排気からダストを回収し、そのダストが回収された排気をコンデンサ７に供給する。コン
デンサ７は、その管路のうちのダスタ６とエゼクタ８との間に介設されている。コンデン
サ７は、ダスタ６から供給された排気を冷却して、その排気を凝縮する。
【００６５】
　コンデンサ７は、さらに、冷却水循環水槽１２と冷却水循環ポンプ１４とを備えている
。冷却水循環水槽１２は、冷却水を貯留している。冷却水循環ポンプ１４は冷却水循環水
槽１２に貯留されている冷却水をコンデンサ７に供給する。このとき、コンデンサ７は、
ダスタ６から供給される排気と冷却水循環ポンプ１４により供給される冷却水とを熱的に
接触させることにより、その排気からその冷却水に熱を移動させることにより、その排気
を凝縮する。コンデンサ７は、さらに、その熱の移動により、その冷却水を加熱して、そ
の冷却水から冷却排水を生成する。その冷却排水の温度としては、４０℃が例示される。
【００６６】
　真空乾燥機３は、さらに、ドレン回収器３１とボイラー３２とヒートポンプ３４とを備
えている。ドレン回収器３１は、真空乾燥機３により生成されるドレン水を回収し、その
ドレン水から温水を生成し、その温水をボイラー３２に給水する。ボイラー３２は、化石
燃料を燃焼することにより、ドレン回収器３１から給水された温水を加熱して、その温水
からボイラー蒸気を生成する。そのボイラー蒸気の温度としては、１２０℃が例示される
。ボイラー３２は、その化石燃料を燃焼することにより、高温のボイラー排気を排気する
。
【００６７】
　ヒートポンプ３４は、コンデンサ７により生成された冷却排水と真空乾燥機３により生
成されるドレン水との混合物を冷却することにより、その冷却排水から冷却水を生成し、
その冷却水を冷却水循環水槽１２に供給する。ヒートポンプ３４は、さらに、外部から供
給される水を加熱することにより、その水からヒートポンプ蒸気を生成する。すなわち、
ヒートポンプ３４は、電力を用いて、その冷却排水からその水に熱を移動させることによ
り、そのヒートポンプ蒸気を生成し、その冷却水を生成する。
【００６８】
　このとき、真空乾燥機３は、ボイラー３２により生成されるボイラー蒸気またはヒート
ポンプ３４により生成されるヒートポンプ蒸気を汚泥に熱的に接触させることにより、そ
の汚泥を加熱して乾燥する。真空乾燥機３は、さらに、その熱の接触により、そのボイラ
ー蒸気またはヒートポンプ蒸気を冷却して、そのボイラー蒸気またはヒートポンプ蒸気を
凝縮させ、そのボイラー蒸気またはヒートポンプ蒸気からドレン水を生成する。
【００６９】
　本発明による汚泥乾燥方法の実施のさらに他の形態は、汚泥乾燥装置３０により実行さ
れる。ユーザは、まず、下水または工場廃液，し尿・畜産汚泥，食品廃棄物などの有機性
汚泥を脱水することにより汚泥を生成し、その汚泥をケーキ貯留ホッパ１に貯留する。ケ
ーキ搬送ポンプ２は、ケーキ貯留ホッパ１により貯留された汚泥を真空乾燥機３の内部に
搬送する。真空乾燥機３は、その汚泥が内部に搬送されると、密封され、攪拌羽根を用い
てその汚泥を攪拌する。エゼクタ８は、真空乾燥機３が密封された後に、真空乾燥機３の
内部を排気することにより、真空乾燥機３の内部に減圧雰囲気を生成する。
【００７０】
　ダスタ６は、その管路を介して真空乾燥機３から排気される排気からダストを回収し、
そのダストが回収された排気をコンデンサ７に供給する。冷却水循環ポンプ１４は、冷却
水循環水槽１２に貯留されている冷却水をコンデンサ７に供給する。コンデンサ７は、ダ
スタ６から供給される排気から冷却水循環ポンプ１４により供給される冷却水に熱を移動
させることにより、その排気を凝縮する。コンデンサ７は、さらに、その熱の移動により
、その冷却水を加熱して、その冷却水から冷却排水を生成する。
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【００７１】
　ボイラー３２は、化石燃料を燃焼することにより、ドレン回収器３１から給水された温
水を加熱して、その温水からボイラー蒸気を生成し、そのボイラー蒸気を真空乾燥機３に
供給する。ヒートポンプ３４は、ボイラー３２がそのボイラー蒸気の生成を開始してから
所定時間経過後に、コンデンサ７により生成された冷却排水と真空乾燥機３により生成さ
れるドレン水との混合物から、外部から供給される水に熱を移動させることにより、その
水からヒートポンプ蒸気を生成し、そのヒートポンプ蒸気を真空乾燥機３に供給する。ヒ
ートポンプ３４は、さらに、その熱の移動により、その混合物から冷却水を生成し、その
冷却水を冷却水循環水槽１２に供給する。ボイラー３２は、ヒートポンプ３４により生成
されるヒートポンプ蒸気の熱量が汚泥を乾燥するときに必要である熱量以上になったとき
に、ボイラー蒸気を生成することを停止する。
【００７２】
　真空乾燥機３は、供給される熱源蒸気から汚泥に熱を移動させることにより、その汚泥
を加熱して乾燥する。その熱源蒸気は、汚泥の乾燥の開始直後ではボイラー３２により生
成されたボイラー蒸気であり、その開始直後から所定時間経過後ではそのボイラー蒸気と
ヒートポンプ３４により生成されたヒートポンプ蒸気との混合物であり、さらに所定時間
経過後にそのヒートポンプ蒸気である。エゼクタ８は、真空乾燥機３の内部を排気するこ
とにより、その汚泥から蒸発する排気をダスタ６とコンデンサ７とに導いている。真空乾
燥機３は、さらに、その熱の移動により、そのヒートポンプ蒸気を冷却して、そのヒート
ポンプ蒸気を凝縮させ、そのヒートポンプ蒸気からドレン水を生成する。
【００７３】
　真空乾燥機３は、このような乾燥を所定の時間継続することにより、その汚泥から乾燥
燃料を生成する。ユーザは、真空乾燥機３を用いてその汚泥を所定の時間乾燥した後に、
乾燥燃料を真空乾燥機３から乾燥燃料ホッパ５に搬送する。
【００７４】
　本発明による汚泥乾燥装置３０は、既述の実施の形態における汚泥乾燥装置１０と同様
にして、設置面積を低減し、製造コストを低減することができ、単位量の汚泥を乾燥する
ときに消費されるエネルギーを低減し、ランニングコストを低減することができる。
【００７５】
　コンデンサ７により生成された冷却排水と真空乾燥機３により生成されるドレン水との
混合物は、コンデンサ７により生成された冷却排水に比較して、温度が高く、熱量が大き
い。このため、ヒートポンプ３４は、そのヒートポンプ蒸気をより効果的に生成すること
ができ、本発明による汚泥乾燥装置３０は、単位量の汚泥を乾燥するときに消費されるエ
ネルギーをより低減し、ランニングコストをより低減することができる。
【００７６】
　図５は、本発明による汚泥乾燥装置の実施のさらに他の形態を示している。その汚泥乾
燥装置４０は、既述の実施の形態における汚泥乾燥装置１０と同様にして、ケーキ貯留ホ
ッパ１とケーキ搬送ポンプ２と真空乾燥機３と乾燥燃料ホッパ５とを備えている。ケーキ
貯留ホッパ１は、汚泥を貯留する。その汚泥は、下水を脱水することにより生成される固
体であり、または、工場の廃液，し尿・畜産汚泥，食品廃棄物などの有機性汚泥を脱水す
ることにより生成される固体である。このような汚泥は、含水率が８０％程度である。ケ
ーキ搬送ポンプ２は、ケーキ貯留ホッパ１により貯留された汚泥を真空乾燥機３に搬送す
る。真空乾燥機３は、環境から内部を密封可能である容器に形成され、ケーキ搬送ポンプ
２により搬送された汚泥をその容器の内部に貯留する。真空乾燥機３は、図示されていな
い攪拌羽根を備えている。その攪拌羽根は、その貯留された汚泥を攪拌する。真空乾燥機
３は、さらに、その貯留された汚泥を真空乾燥し、その汚泥から乾燥燃料を生成する。そ
の乾燥燃料は、含水率が１０％以下であり、燃料として利用される。乾燥燃料ホッパ５は
、真空乾燥機３により生成された乾燥燃料を貯留する。
【００７７】
　真空乾燥機３は、ダスタ６とコンデンサ７とエゼクタ８とを備えている。エゼクタ８は
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、管路を介して真空乾燥機３に接続されている。エゼクタ８は、その管路を介して真空乾
燥機３の内部を排気することにより、真空乾燥機３の内部に減圧雰囲気を生成する。その
減圧雰囲気としては、水の沸点が４４℃である雰囲気、－９２ｋＰａＧが例示される。ダ
スタ６は、その管路の途中に介設されている。ダスタ６は、真空乾燥機３から排気される
排気からダストを回収し、そのダストが回収された排気をコンデンサ７に供給する。コン
デンサ７は、その管路のうちのダスタ６とエゼクタ８との間に介設されている。コンデン
サ７は、ダスタ６から供給された排気を冷却して、その排気を凝縮する。
【００７８】
　コンデンサ７は、さらに、冷却水循環水槽１２と冷却水循環ポンプ１４とを備えている
。冷却水循環水槽１２は、冷却水を貯留している。冷却水循環ポンプ１４は、冷却水循環
水槽１２に貯留されている冷却水をコンデンサ７に供給する。このとき、コンデンサ７は
、ダスタ６から供給される排気とポンプ１４により供給される冷却水とを熱的に接触させ
ることにより、その排気からその冷却水に熱を移動させることにより、その排気を凝縮す
る。コンデンサ７は、さらに、その熱の移動により、その冷却水を加熱して、その冷却水
から冷却排水を生成する。その冷却排水の温度としては、４０℃が例示される。
【００７９】
　真空乾燥機３は、さらに、ドレン回収器４１とボイラー４２とヒートポンプ４４と減圧
弁４５とを備えている。ドレン回収器４１は、真空乾燥機３により生成されるドレン水を
回収し、そのドレン水から温水を生成し、その温水をボイラー４２に給水する。ボイラー
４２は、化石燃料を燃焼することにより、ドレン回収器４１から給水された温水を加熱し
て、その温水からボイラー蒸気を生成する。そのボイラー蒸気の温度としては、１２０℃
が例示される。
【００８０】
　ヒートポンプ４４は、コンデンサ７により生成された冷却排水を冷却することにより、
その冷却排水から冷却水を生成し、その冷却水を冷却水循環水槽１２に供給する。ヒート
ポンプ４４は、さらに、真空乾燥機３により生成されるドレン水を加熱することにより、
そのドレン水からヒートポンプ蒸気を生成する。すなわち、ヒートポンプ４４は、電力を
用いて、その冷却排水からそのドレン水に熱を移動させることにより、そのヒートポンプ
蒸気を生成し、その冷却水を生成する。そのヒートポンプ蒸気は、ボイラー４２により生
成されるボイラー蒸気より低圧である。
【００８１】
　減圧弁４５は、ボイラー４２により生成されるボイラー蒸気とヒートポンプ４４により
生成されるヒートポンプ蒸気とを混合することにより、熱源蒸気を生成する。その熱源蒸
気の圧力は、そのボイラー蒸気の圧力より低く、かつ、そのヒートポンプ蒸気の圧力より
高い。その熱源蒸気の温度は、そのボイラー蒸気の温度より低く、かつ、そのヒートポン
プ蒸気の温度より高い。
【００８２】
　このとき、真空乾燥機３は、減圧弁４５により生成される熱源蒸気を汚泥に熱的に接触
させることにより、その汚泥を加熱して乾燥する。真空乾燥機３は、さらに、その熱の接
触により、その熱源蒸気を冷却して、その熱源蒸気を凝縮させ、その熱源蒸気からドレン
水を生成する。
【００８３】
　本発明による汚泥乾燥方法の実施のさらに他の形態は、汚泥乾燥装置４０により実行さ
れる。ユーザは、まず、下水または工場廃液，し尿・畜産汚泥，食品廃棄物などの有機性
汚泥を脱水することにより汚泥を生成し、その汚泥をケーキ貯留ホッパ１に貯留する。ケ
ーキ搬送ポンプ２は、ケーキ貯留ホッパ１により貯留された汚泥を真空乾燥機３の内部に
搬送する。真空乾燥機３は、その汚泥が内部に搬送されると、密封され、攪拌羽根を用い
てその汚泥を攪拌する。エゼクタ８は、真空乾燥機３が密封された後に、真空乾燥機３の
内部を排気することにより、真空乾燥機３の内部に減圧雰囲気を生成する。
【００８４】



(18) JP 2010-158616 A 2010.7.22

10

20

30

40

50

　ダスタ６は、その管路を介して真空乾燥機３から排気される排気からダストを回収し、
そのダストが回収された排気をコンデンサ７に供給する。冷却水循環ポンプ１４は、冷却
水循環水槽１２に貯留されている冷却水をコンデンサ７に供給する。コンデンサ７は、ダ
スタ６から供給される排気から冷却水循環ポンプ１４により供給される冷却水に熱を移動
させることにより、その排気を凝縮する。コンデンサ７は、さらに、その熱の移動により
、その冷却水を加熱して、その冷却水から冷却排水を生成する。
【００８５】
　ボイラー４２は、化石燃料を燃焼することにより、ドレン回収器４１から給水された温
水を加熱して、その温水からボイラー蒸気を生成する。ヒートポンプ４４は、コンデンサ
７により生成された冷却排水から真空乾燥機３により生成されるドレン水に熱を移動させ
ることにより、そのドレン水からヒートポンプ蒸気を生成する。ヒートポンプ４４は、さ
らに、その熱の移動により、その冷却排水から冷却水を生成し、その冷却水を冷却水循環
水槽１２に供給する。減圧弁４５は、ボイラー４２により生成されるボイラー蒸気をヒー
トポンプ４４により生成されるヒートポンプ蒸気により減圧冷却して、熱源蒸気を生成す
る。その熱源蒸気を真空乾燥機３に供給する。
【００８６】
　真空乾燥機３は、減圧弁４５から供給される熱源蒸気から汚泥に熱を移動させることに
より、その汚泥を加熱して乾燥する。エゼクタ８は、真空乾燥機３の内部を排気すること
により、その汚泥から蒸発する排気をダスタ６とコンデンサ７とに導いている。真空乾燥
機３は、さらに、その熱の移動により、そのヒートポンプ蒸気を冷却して、そのヒートポ
ンプ蒸気を凝縮させ、そのヒートポンプ蒸気からドレン水を生成する。
【００８７】
　真空乾燥機３は、このような乾燥を所定の時間（たとえば、２０時間）継続することに
より、その汚泥から乾燥燃料を生成する。ユーザは、真空乾燥機３を用いてその汚泥を所
定の時間乾燥した後に、乾燥燃料を真空乾燥機３から乾燥燃料ホッパ５に搬送する。
【００８８】
　本発明による汚泥乾燥装置４０は、既述の実施の形態における汚泥乾燥装置１０と同様
にして、設置面積を低減し、製造コストを低減することができ、単位量の汚泥を乾燥する
ときに消費されるエネルギーを低減し、ランニングコストを低減することができる。
【００８９】
　本発明による汚泥乾燥装置４０は、減圧弁４５を介して、所定の圧力の熱源蒸気を真空
乾燥機３に供給することができる。このとき、ヒートポンプ４４により生成されるヒート
ポンプ蒸気は、ボイラー４２により生成されるボイラー蒸気と混合されるために、単独で
真空乾燥機３の汚泥を乾燥させるために十分な熱量を備える必要がない。このとき、ヒー
トポンプ４４は、このようなヒートポンプ蒸気をより効率的に生成することができ、この
ため、本発明による汚泥乾燥装置４０は、本発明による汚泥乾燥装置４０は、単位量の汚
泥を乾燥するときに消費されるエネルギーをより低減し、ランニングコストをより低減す
ることができる。
【００９０】
　図６は、本発明による汚泥乾燥装置の実施のさらに他の形態を示している。その汚泥乾
燥装置５０は、既述の実施の形態における汚泥乾燥装置１０と同様にして、ケーキ貯留ホ
ッパ１とケーキ搬送ポンプ２と真空乾燥機３と乾燥燃料ホッパ５とを備えている。ケーキ
貯留ホッパ１は、汚泥を貯留する。その汚泥は、下水を脱水することにより生成される固
体であり、または、工場の廃液を脱水することにより生成される固体である。このような
汚泥は、含水率が８０％程度である。ケーキ搬送ポンプ２は、ケーキ貯留ホッパ１により
貯留された汚泥を真空乾燥機３に搬送する。真空乾燥機３は、環境から内部を密封可能で
ある容器に形成され、ケーキ搬送ポンプ２により搬送された汚泥をその容器の内部に貯留
する。真空乾燥機３は、図示されていない攪拌羽根を備えている。その攪拌羽根は、その
貯留された汚泥を攪拌する。真空乾燥機３は、さらに、その貯留された汚泥を真空乾燥し
、その汚泥から乾燥燃料を生成する。その乾燥燃料は、含水率が１０％以下であり、燃料
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として利用される。乾燥燃料ホッパ５は、真空乾燥機３により生成された乾燥燃料を貯留
する。
【００９１】
　真空乾燥機３は、ダスタ６とエゼクタ８とを備えている。エゼクタ８は、管路を介して
真空乾燥機３に接続されている。エゼクタ８は、その管路を介して真空乾燥機３の内部を
排気することにより、真空乾燥機３の内部に減圧雰囲気を生成する。その減圧雰囲気とし
ては、水の沸点が４４℃である雰囲気、－９２ｋＰａＧが例示される。ダスタ６は、その
管路の途中に介設されている。ダスタ６は、真空乾燥機３から排気される排気からダスト
を回収し、そのダストが回収された排気を生成する。
【００９２】
　真空乾燥機３は、さらに、ドレン回収器５１とボイラー５２とヒートポンプ５４とを備
えている。ドレン回収器５１は、真空乾燥機３により生成されるドレン水を回収し、その
ドレン水から温水を生成し、その温水をボイラー５２に給水する。ボイラー５２は、化石
燃料を燃焼することにより、ドレン回収器５１から給水された温水を加熱して、その温水
からボイラー蒸気を生成する。そのボイラー蒸気の温度としては、１２０℃が例示される
。ボイラー５２は、その化石燃料を燃焼することにより、高温のボイラー排気を排気する
。
【００９３】
　ヒートポンプ５４は、ダスタ６により生成された排気を冷却することにより、その排気
を凝縮して、ドレン排水と乾燥した排気とを生成する。その乾燥した排気は、エゼクタ８
に供給される。ヒートポンプ５４は、さらに、真空乾燥機３により生成されるドレン水を
加熱することにより、そのドレン水からヒートポンプ蒸気を生成する。すなわち、ヒート
ポンプ５４は、電力を用いて、その排気からそのドレン水に熱を移動させることにより、
そのヒートポンプ蒸気を生成し、その乾燥した排気を生成する。
【００９４】
　このとき、真空乾燥機３は、ボイラー５２により生成されるボイラー蒸気またはヒート
ポンプ５４により生成されるヒートポンプ蒸気を汚泥に熱的に接触させることにより、そ
の汚泥を加熱して乾燥する。真空乾燥機３は、さらに、その熱の接触により、そのボイラ
ー蒸気またはヒートポンプ蒸気を冷却して、そのボイラー蒸気またはヒートポンプ蒸気を
凝縮させ、そのボイラー蒸気またはヒートポンプ蒸気からドレン水を生成する。
【００９５】
　本発明による汚泥乾燥方法の実施のさらに他の形態は、汚泥乾燥装置５０により実行さ
れる。ユーザは、まず、下水または工場廃液，し尿・畜産汚泥，食品廃棄物などの有機性
汚泥を脱水することにより汚泥を生成し、その汚泥をケーキ貯留ホッパ１に貯留する。ケ
ーキ搬送ポンプ２は、ケーキ貯留ホッパ１により貯留された汚泥を真空乾燥機３の内部に
搬送する。真空乾燥機３は、その汚泥が内部に搬送されると、密封され、攪拌羽根を用い
てその汚泥を攪拌する。エゼクタ８は、真空乾燥機３が密封された後に、真空乾燥機３の
内部を排気することにより、真空乾燥機３の内部に減圧雰囲気を生成する。ダスタ６は、
その管路を介して真空乾燥機３から排気される排気からダストを回収し、そのダストが回
収された排気をヒートポンプ５４に供給する。
【００９６】
　ボイラー５２は、化石燃料を燃焼することにより、ドレン回収器５１から給水された温
水を加熱して、その温水からボイラー蒸気を生成し、そのボイラー蒸気を真空乾燥機３に
供給する。ヒートポンプ５４は、ボイラー５２がそのボイラー蒸気の生成を開始してから
所定時間経過後に、ダスタ６から供給される排気から真空乾燥機３により生成されるドレ
ン水に熱を移動させることにより、そのドレン水からヒートポンプ蒸気を生成し、そのヒ
ートポンプ蒸気を真空乾燥機３に供給する。ヒートポンプ５４は、さらに、その熱の移動
により、その排気を冷却して、乾燥した排気を生成してエゼクタ８に供給する。ボイラー
５２は、ヒートポンプ５４により生成されるヒートポンプ蒸気の熱量が汚泥を乾燥すると
きに必要である熱量以上になったときに、ボイラー蒸気を生成することを停止する。
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【００９７】
　真空乾燥機３は、供給される熱源蒸気から汚泥に熱を移動させることにより、その汚泥
を加熱して乾燥する。その熱源蒸気は、汚泥の乾燥の開始直後ではボイラー５２により生
成されたボイラー蒸気であり、その開始直後から所定時間経過後ではそのボイラー蒸気と
ヒートポンプ５４により生成されたヒートポンプ蒸気との混合物であり、さらに所定時間
経過後ではそのヒートポンプ蒸気である。エゼクタ８は、真空乾燥機３の内部を排気する
ことにより、その汚泥から蒸発する排気をダスタ６とコンデンサ７とに導いている。真空
乾燥機３は、さらに、その熱の移動により、そのヒートポンプ蒸気を冷却して、そのヒー
トポンプ蒸気を凝縮させ、そのヒートポンプ蒸気からドレン水を生成する。
【００９８】
　真空乾燥機３は、このような乾燥を所定の時間（たとえば、２０時間）継続することに
より、その汚泥から乾燥燃料を生成する。ユーザは、真空乾燥機３を用いてその汚泥を所
定の時間乾燥した後に、乾燥燃料を真空乾燥機３から乾燥燃料ホッパ５に搬送する。
【００９９】
　本発明による汚泥乾燥装置５０は、既述の実施の形態における汚泥乾燥装置１０と同様
にして、設置面積を低減し、製造コストを低減することができ、単位量の汚泥を乾燥する
ときに消費されるエネルギーを低減し、ランニングコストを低減することができる。
【０１００】
　既述の実施の形態における汚泥乾燥装置１０のコンデンサ７により生成される冷却排水
は、真空乾燥機３から排出される排気に比較して、熱量が小さい。このため、本発明によ
る汚泥乾燥装置５０は、さらに、既述の実施の形態における汚泥乾燥装置１０に比較して
、ヒートポンプ５４がそのヒートポンプ蒸気をより効果的に生成することができ、単位量
の汚泥を乾燥するときに消費されるエネルギーをより低減し、ランニングコストをより低
減することができる。
【０１０１】
　図７は、本発明による汚泥乾燥装置の実施のさらに他の形態を示している。その汚泥乾
燥装置６０は、既述の実施の形態における汚泥乾燥装置１０がさらに可溶化装置６１とコ
ンプレッサ６２とをさらに備えている。ケーキ貯留ホッパ１は、汚泥を貯留する。その汚
泥は、下水を脱水することにより生成される固体であり、または、工場の廃液を脱水する
ことにより生成される固体である。このような汚泥は、含水率が８０％程度である。ケー
キ搬送ポンプ２は、ケーキ貯留ホッパ１により貯留された汚泥を可溶化装置６１に搬送す
る。
【０１０２】
　コンプレッサ６２は、大気を圧縮することにより圧縮空気を生成し、その圧縮空気を可
溶化装置６１に供給する。可溶化装置６１は、環境から内部を密封可能である容器に形成
され、ケーキ搬送ポンプ２により搬送された汚泥をその容器の内部に貯留する。可溶化装
置６１は、さらに、コンプレッサ６２により生成された圧縮空気を用いて、その汚泥を可
溶化し、その可溶化された汚泥を真空乾燥機３に搬送する。
【０１０３】
　真空乾燥機３は、環境から内部を密封可能である容器に形成され、可溶化装置６１によ
り可溶化された汚泥をその容器の内部に貯留する。真空乾燥機３は、図示されていない攪
拌羽根を備えている。その攪拌羽根は、その貯留された汚泥を攪拌する。真空乾燥機３は
、さらに、その貯留された汚泥を真空乾燥し、その汚泥から乾燥燃料を生成する。その乾
燥燃料は、含水率が１０％以下であり、燃料として利用される。乾燥燃料ホッパ５は、真
空乾燥機３により生成された乾燥燃料を貯留する。
【０１０４】
　真空乾燥機３は、既述の実施の形態における汚泥乾燥装置１０と同様にして、ダスタ６
とコンデンサ７とエゼクタ８とを備えている。エゼクタ８は、管路を介して真空乾燥機３
に接続されている。エゼクタ８は、その管路を介して真空乾燥機３の内部を排気すること
により、真空乾燥機３の内部に減圧雰囲気を生成する。その減圧雰囲気としては、水の沸
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点が４４℃である雰囲気、－９２ｋＰａＧが例示される。ダスタ６は、その管路の途中に
介設されている。ダスタ６は、真空乾燥機３から排気される排気からダストを回収し、そ
のダストが回収された排気をコンデンサ７に供給する。コンデンサ７は、その管路のうち
のダスタ６とエゼクタ８との間に介設されている。コンデンサ７は、ダスタ６から供給さ
れた排気を冷却して、その排気を凝縮する。
【０１０５】
　真空乾燥機３は、さらに、複数のヒートポンプ１１－１～１１－ｎと冷却水循環水槽１
２と冷却水循環ポンプ１４とを備えている。冷却水循環水槽１２は、冷却水を貯留してい
る。その冷却水の温度としては、３０℃が例示される。冷却水循環ポンプ１４は、冷却水
循環水槽１２に貯留されている冷却水をコンデンサ７に供給する。このとき、コンデンサ
７は、ダスタ６から供給される排気と冷却水循環ポンプ１４により供給される冷却水とを
熱的に接触させることにより、その排気からその冷却水に熱を移動させ、その排気を凝縮
する。コンデンサ７は、さらに、その熱の移動により、その冷却水を加熱して、その冷却
水から冷却排水を生成する。その冷却排水の温度としては、４０℃が例示される。
【０１０６】
　複数のヒートポンプ１１－１～１１－ｎの各ヒートポンプ１１－ｉは、ヒートポンプ蒸
気を生成する。このとき、可溶化装置６１は、ヒートポンプ１１－１～１１－ｎにより生
成されるヒートポンプ蒸気を汚泥に熱的に接触させることにより、そのヒートポンプ蒸気
からその汚泥に熱を移動させ、その汚泥を加熱する。その加熱温度としては、１７０℃が
例示される。可溶化装置６１は、さらに、コンプレッサ６２により生成された圧縮空気を
用いて、その汚泥を加圧する。その圧力としては、２ＭＰａＧが例示される。その汚泥は
、その加熱と加圧とにより、汚泥中の細胞が破壊され、その細胞中の水分が自由水となり
、可溶化される。可溶化装置６１は、さらに、その可溶化によりそのヒートポンプ蒸気を
冷却し、そのヒートポンプ蒸気から熱源蒸気を生成する。その熱源蒸気の温度としては、
１２０℃が例示される。
【０１０７】
　真空乾燥機３は、可溶化装置６１により生成された熱源蒸気を汚泥に熱的に接触させる
ことにより、その熱源蒸気からその汚泥に熱を移動させ、その汚泥を加熱して真空乾燥す
る。真空乾燥機３は、さらに、その熱の移動により、その熱源蒸気を冷却して、その熱源
蒸気を凝縮させ、その熱源蒸気からドレン水を生成する。ヒートポンプ１１－ｉは、真空
乾燥機３により生成されるドレン水を加熱することにより、そのドレン水からそのヒート
ポンプ蒸気を生成する。ヒートポンプ１１－ｉは、さらに、コンデンサ７により生成され
る冷却排水を冷却することにより、その冷却排水から冷却水を生成し、その冷却水を冷却
水循環水槽１２に供給する。すなわち、ヒートポンプ１１－ｉは、電力を用いてその冷却
排水からそのドレン水に熱を移動させることにより、そのヒートポンプ蒸気を生成し、そ
の冷却水を生成する。
【０１０８】
　本発明による汚泥乾燥方法の実施のさらに他の形態は、汚泥乾燥装置６０により実行さ
れる。ユーザは、まず、下水または工場廃液，し尿・畜産汚泥，食品廃棄物などの有機性
汚泥を脱水することにより汚泥を生成し、その汚泥をケーキ貯留ホッパ１に貯留する。ケ
ーキ搬送ポンプ２は、ケーキ貯留ホッパ１により貯留された汚泥を可溶化装置６１の内部
に搬送する。可溶化装置６１は、その汚泥が内部に搬送されると、密封される。ヒートポ
ンプ１１－１～１１－ｎは、その汚泥が可溶化装置６１の内部に密封されると、コンデン
サ７により生成される冷却排水から真空乾燥機３により生成されるドレン水に熱を移動さ
せることにより、そのドレン水からヒートポンプ蒸気を生成し、そのヒートポンプ蒸気を
可溶化装置６１に供給する。ヒートポンプ１１－１～１１－ｎは、さらに、その熱の移動
により、コンデンサ７により生成された冷却排水から冷却水を生成し、その冷却水を冷却
水循環水槽１２に供給する。
【０１０９】
　可溶化装置６１は、コンプレッサ６２により生成された圧縮空気を用いてその汚泥を加
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圧し、ヒートポンプ１１－１～１１－ｎにより生成されたヒートポンプ蒸気をその汚泥に
熱的に接触させることにより、その汚泥を加熱する。その汚泥は、その加圧と加熱とによ
り可溶化される。可溶化装置６１は、さらに、その可溶化により、そのヒートポンプ蒸気
を冷却し、そのヒートポンプ蒸気から熱源蒸気を生成し、その熱源蒸気を真空乾燥機３に
供給する。
【０１１０】
　このとき、ユーザは、可溶化装置６１により汚泥が可溶化されている最中に、その汚泥
をケーキ貯留ホッパ１に搬入する。可溶化装置６１は、その可溶化が終了すると、その可
溶化された汚泥を真空乾燥機３に搬送する。
【０１１１】
　真空乾燥機３は、その汚泥が内部に搬送されると、密封され、可溶化装置６１により生
成される熱源蒸気と汚泥とを熱的に接触させることにより、その熱源蒸気からその汚泥に
熱を移動させ、その汚泥を加熱する。このとき、エゼクタ８は、真空乾燥機３の内部を排
気することにより、その汚泥から蒸発する排気をダスタ６とコンデンサ７とに導いている
。真空乾燥機３は、さらに、その熱の移動により、その熱源蒸気を冷却して、その熱源蒸
気を凝縮させ、その熱源蒸気からドレン水を生成する。
【０１１２】
　ダスタ６は、その管路を介して真空乾燥機３から排気される排気からダストを回収し、
そのダストが回収された排気をコンデンサ７に供給する。冷却水循環ポンプ１４は、冷却
水循環水槽１２に貯留されている冷却水をコンデンサ７に供給する。コンデンサ７は、ダ
スタ６から供給される排気と冷却水循環ポンプ１４により供給される冷却水とを熱的を接
触させることにより、その排気からその冷却水に熱を移動させ、その排気を凝縮する。コ
ンデンサ７は、さらに、その熱の移動により、その冷却水を加熱して、その冷却水から冷
却排水を生成する。
【０１１３】
　ヒートポンプ１１－１～１１－ｎは、それぞれ、コンデンサ７により生成される冷却排
水から真空乾燥機３により生成されるドレン水に熱を移動させることにより、そのドレン
水からヒートポンプ蒸気を生成し、そのヒートポンプ蒸気を可溶化装置６１に供給する。
ヒートポンプ１１－１～１１－ｎは、さらに、その熱の移動により、コンデンサ７により
生成された冷却排水から冷却水を生成し、その冷却水を冷却水循環水槽１２に供給する。
【０１１４】
　真空乾燥機３は、このような減圧と加熱とを所定の時間継続することにより、その汚泥
を乾燥し、その汚泥から乾燥燃料を生成する。ユーザは、真空乾燥機３を用いてその汚泥
を所定の時間乾燥した後に、乾燥燃料を真空乾燥機３から乾燥燃料ホッパ５に搬送する。
【０１１５】
　可溶化装置６１は、真空乾燥機３により汚泥が乾燥されている最中に、他の汚泥を可溶
化する。すなわち、ケーキ搬送ポンプ２は、可溶化装置６１により可溶化された汚泥が可
溶化装置６１から真空乾燥機３に搬送された後に、ケーキ貯留ホッパ１により貯留された
汚泥を可溶化装置６１の内部に搬送する。可溶化装置６１は、その汚泥が内部に搬送され
ると、密封され、コンプレッサ６２により生成された圧縮空気を用いてその汚泥を加圧し
、ヒートポンプ１１－１～１１－ｎにより生成されたヒートポンプ蒸気をその汚泥に熱的
に接触させることにより、その汚泥を加熱する。
【０１１６】
　このような汚泥乾燥方法によれば、汚泥乾燥装置６０は、既述の実施の形態における汚
泥乾燥装置１０と同様にして、単位量の汚泥を乾燥するときに消費されるエネルギーを低
減し、ランニングコストを低減することができる。
【０１１７】
　図８は、可溶化されていない汚泥が乾燥されているときにその汚泥の含水率の変化を示
している。その変化６５は、その可溶化されていない汚泥が乾燥されているときにその汚
泥の含水率が単純に減少することを示し、その汚泥が時間とともに乾燥されることを示し
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ている。変化６５は、さらに、その可溶化されていない汚泥の含水率が比較的に緩やかに
減少していることを示している。
【０１１８】
　図８は、さらに、可溶化された汚泥が乾燥されているときにその汚泥の含水率の変化を
示している。その変化６６は、その変化６５と同様に、その可溶化されていない汚泥が乾
燥されているときにその汚泥の含水率が単純に減少することを示し、その汚泥が時間とと
もに乾燥されることを示している。変化６６は、さらに、変化６５に比較してその変化が
急であることを示し、その可溶化されていない汚泥に比較して、その可溶化された汚泥が
より速く乾燥されることを示している。可溶化された汚泥（変化６６）は，汚泥中の細胞
が破壊されているため、その細胞中の水分が自由水となっているため，可溶化されていな
い汚泥（変化６５）に比較して高温乾燥期間が長くなり，減率乾燥期間が短くなったこと
から，可溶化された汚泥がより速く乾燥されていることを示している。
【０１１９】
　すなわち、このような汚泥乾燥方法によれば、汚泥乾燥装置６０は、既述の実施の形態
における汚泥乾燥装置に比較して、汚泥をより速く乾燥することができ、汚泥を乾燥する
ときに消費されるエネルギーをより低減し、ランニングコストをより低減することができ
る。
【０１２０】
　図９は、汚泥の乾燥時間を示している。その乾燥時間は、汚泥を各種の条件でそれぞれ
加熱加圧して調製された複数の汚泥を用いて測定される。その調製された複数の汚泥は、
それぞれ、含水率が測定された後に、電子天秤を用いて重量が測定されながら９５℃で加
熱され、その重量の変化が測定される。その複数の汚泥の乾燥時間は、その重量の変化に
基づいて含水率の変化が算出され、その汚泥の含水率が７０％に到達した時刻から１０％
に到達した時刻までの時間を示している。その乾燥時間６７は、未処理の（加熱加圧して
いない）汚泥の乾燥時間を１とすると、１５０℃・１０ＭＰａＧで加熱加圧された汚泥の
乾燥時間比は、０．８６であり、１７０℃・２ＭＰａＧで加熱加圧された汚泥の乾燥時間
比は、０．４９であり、２００℃・２ＭＰａＧで加熱加圧された汚泥の乾燥時間比は、０
．４６であり、２００℃・５ＭＰａＧで加熱加圧された汚泥の乾燥時間比は、０．４９で
あることを示している。
【０１２１】
　図９は、さらに、汚泥の蒸発速度を示している。その蒸発速度は、単位量の汚泥から水
分が蒸発する速度を示し、その乾燥時間に基づいて算出される。その蒸発速度６８は、未
処理の汚泥の蒸発速度を１とすると、１５０℃・１０ＭＰａＧで加熱加圧された汚泥の蒸
発速度比は、１．１２であり、１７０℃・２ＭＰａＧで加熱加圧された汚泥の蒸発速度比
は、１．７２であり、２００℃・２ＭＰａＧで加熱加圧された汚泥の蒸発速度比は、１．
７６であり、２００℃・５ＭＰａＧで加熱加圧された汚泥の蒸発速度比は、１．６５であ
ることを示している。
【０１２２】
　乾燥時間６７と蒸発速度６８とは、汚泥を加熱加圧することにより、乾燥しやすくなる
ことを示している。すなわち、このような汚泥乾燥方法よれば、汚泥乾燥装置６０は、既
述の実施の形態における汚泥乾燥装置１と比較して、汚泥をより速く乾燥することができ
、汚泥を乾燥するときに消費されるエネルギーをより低減し、ランニングコストをより低
減することができる。
【０１２３】
　図１０は、汚泥から生成された乾燥燃料の硫化水素の濃度を示している。その濃度は、
汚泥を各種の条件でそれぞれ加熱加圧して調製された複数の汚泥から生成された乾燥燃料
を用いて測定される。その濃度７１は、常温常圧で処理された汚泥から生成された乾燥燃
料の硫化水素の濃度と、常温・２ＭＰａＧで処理された汚泥から生成された乾燥燃料の硫
化水素の濃度と、１７０℃・２ＭＰａＧで処理された汚泥から生成された乾燥燃料の硫化
水素の濃度とが概ね等しいことを示している。
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【０１２４】
　図１０は、さらに、汚泥から生成された乾燥燃料の硫化メチルの濃度を示している。そ
の濃度は、汚泥を各種の条件でそれぞれ加熱加圧して調製された複数の汚泥から生成され
た乾燥燃料を用いて測定される。その濃度７２は、常温・２ＭＰａＧで処理された汚泥か
ら生成された乾燥燃料の硫化メチルの濃度と、１７０℃・２ＭＰａＧで処理された汚泥か
ら生成された乾燥燃料の硫化メチルの濃度とが常温常圧で処理された汚泥から生成された
乾燥燃料の硫化メチルの濃度より小さいことを示している。
【０１２５】
　図１０は、さらに、汚泥から生成された乾燥燃料の二硫化メチルの濃度を示している。
その濃度は、汚泥を各種の条件でそれぞれ加熱加圧して調製された複数の汚泥から生成さ
れた乾燥燃料を用いて測定される。その濃度７３は、常温・２ＭＰａＧで処理された汚泥
から生成された乾燥燃料の二硫化メチルの濃度と、１７０℃・２ＭＰａＧで処理された汚
泥から生成された乾燥燃料の二硫化メチルの濃度とが常温常圧で処理された汚泥から生成
された乾燥燃料の二硫化メチルの濃度より小さいことを示している。
【０１２６】
　図１０は、さらに、汚泥から生成された乾燥燃料のメチルメルカプタンの濃度を示して
いる。その濃度は、汚泥を各種の条件でそれぞれ加熱加圧して調製された複数の汚泥から
生成された乾燥燃料を用いて測定される。その濃度７４は、常温・２ＭＰａＧで処理され
た汚泥から生成された乾燥燃料のメチルメルカプタンの濃度と、１７０℃・２ＭＰａＧで
処理された汚泥から生成された乾燥燃料のメチルメルカプタンの濃度とが常温常圧で処理
された汚泥から生成された乾燥燃料のメチルメルカプタンの濃度より小さいことを示して
いる。
【０１２７】
　図１１は、汚泥から生成された乾燥燃料のアンモニアの濃度を示している。その濃度は
、汚泥を各種の条件でそれぞれ加熱加圧して調製された複数の汚泥から生成された乾燥燃
料を用いて測定される。その濃度７５は、１７０℃・２ＭＰａＧで処理された汚泥から生
成された乾燥燃料のアンモニアの濃度が常温常圧で処理された汚泥から生成された乾燥燃
料のアンモニアの濃度および常温・２ＭＰａＧで処理された汚泥から生成された乾燥燃料
のアンモニアの濃度より小さいことを示している。
【０１２８】
　図１２は、汚泥から生成された乾燥燃料の臭気濃度を示している。その臭気濃度は、汚
泥を各種の条件でそれぞれ加熱加圧して調製された複数の汚泥から生成された乾燥燃料を
用いて測定される。その臭気濃度７７は、常温・２ＭＰａＧで処理された汚泥から生成さ
れた乾燥燃料の臭気濃度と１７０℃・２ＭＰａＧで処理された汚泥から生成された乾燥燃
料の臭気濃度とが常温常圧で処理された汚泥から生成された乾燥燃料の臭気濃度より小さ
いことを示している。
【０１２９】
　図１２は、さらに、汚泥から生成された乾燥燃料の臭気指数を示している。その臭気指
数は、汚泥を各種の条件でそれぞれ加熱加圧して調製された複数の汚泥から生成された乾
燥燃料を用いて測定され、値が大きいほど感覚的臭気が高いことを示している。その臭気
指数７７は、常温・２ＭＰａＧで処理された汚泥から生成された乾燥燃料の臭気指数と１
７０℃・２ＭＰａＧで処理された汚泥から生成された乾燥燃料の臭気指数とが常温常圧で
処理された汚泥から生成された乾燥燃料の臭気指数より小さいことを示している。
【０１３０】
　図１０～図１２は、汚泥から可溶化された汚泥から生成された乾燥燃料が比較的臭わな
いことを示し、本発明による汚泥乾燥方法により生成された乾燥燃料がハンドリングしや
すいことを示している。
【０１３１】
　このような汚泥乾燥方法によれば、汚泥乾燥装置６０は、可溶化された汚泥を乾燥して
いる最中に汚泥を可溶化しており、単位時間当たりに乾燥される汚泥を増加することがで
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き、ランニングコストを低減することができる。
【０１３２】
　図１３は、本発明による汚泥乾燥装置の実施のさらに他の形態を示している。その汚泥
乾燥装置８０は、既述の実施の形態における汚泥乾燥装置１０の真空乾燥機３が真空乾燥
機８１とコンプレッサ８２とに置換されている。ケーキ貯留ホッパ１は、汚泥を貯留する
。その汚泥は、下水を脱水することにより生成される固体であり、または、工場の廃液を
脱水することにより生成される固体である。このような汚泥は、含水率が８０％程度であ
る。ケーキ搬送ポンプ２は、ケーキ貯留ホッパ１により貯留された汚泥を真空乾燥機８１
に搬送する。
【０１３３】
　コンプレッサ６２は、大気を圧縮することにより圧縮空気を生成し、その圧縮空気を真
空乾燥機８１に供給する。真空乾燥機８１は、環境から内部を密封可能である容器に形成
され、ケーキ搬送ポンプ２により搬送された汚泥をその容器の内部に貯留する。真空乾燥
機８１は、さらに、コンプレッサ６２により生成された圧縮空気を用いて、その汚泥を可
溶化する。真空乾燥機８１は、さらに、図示されていない攪拌羽根を備えている。その攪
拌羽根は、その貯留された汚泥を攪拌する。真空乾燥機８１は、さらに、その貯留された
汚泥を真空乾燥し、その汚泥から乾燥燃料を生成する。その乾燥燃料は、含水率が１０％
以下であり、燃料として利用される。乾燥燃料ホッパ５は、真空乾燥機８１により生成さ
れた乾燥燃料を貯留する。
【０１３４】
　真空乾燥機８１は、既述の実施の形態における汚泥乾燥装置１０と同様にして、ダスタ
６とコンデンサ７とエゼクタ８とを備えている。エゼクタ８は、管路を介して真空乾燥機
８１に接続されている。エゼクタ８は、その管路を介して真空乾燥機８１の内部を排気す
ることにより、真空乾燥機８１の内部に減圧雰囲気を生成する。その減圧雰囲気としては
、水の沸点が４４℃である雰囲気、－９２ｋＰａＧが例示される。ダスタ６は、その管路
の途中に介設されている。ダスタ６は、真空乾燥機８１から排気される排気からダストを
回収し、そのダストが回収された排気をコンデンサ７に供給する。コンデンサ７は、その
管路のうちのダスタ６とエゼクタ８との間に介設されている。コンデンサ７は、ダスタ６
から供給された排気を冷却して、その排気を凝縮する。
【０１３５】
　真空乾燥機８１は、さらに、複数のヒートポンプ１１－１～１１－ｎと冷却水循環水槽
１２と冷却水循環ポンプ１４とを備えている。冷却水循環水槽１２は、冷却水を貯留して
いる。その冷却水の温度としては、３０℃が例示される。冷却水循環ポンプ１４は、冷却
水循環水槽１２に貯留されている冷却水をコンデンサ７に供給する。このとき、コンデン
サ７は、ダスタ６から供給される排気と冷却水循環ポンプ１４により供給される冷却水と
を熱的に接触させることにより、その排気からその冷却水に熱を移動させ、その排気を凝
縮する。コンデンサ７は、さらに、その熱の移動により、その冷却水を加熱して、その冷
却水から冷却排水を生成する。その冷却排水の温度としては、４０℃が例示される。
【０１３６】
　複数のヒートポンプ１１－１～１１－ｎの各ヒートポンプ１１－ｉは、ヒートポンプ蒸
気を生成する。このとき、真空乾燥機８１は、ヒートポンプ１１－１～１１－ｎにより生
成されるヒートポンプ蒸気を汚泥に熱的に接触させることにより、そのヒートポンプ蒸気
からその汚泥に熱を移動させ、その汚泥を加熱する。その加熱温度としては、１７０℃が
例示される。真空乾燥機８１は、さらに、コンプレッサ６２により生成された圧縮空気を
用いて、その汚泥を加圧する。その圧力としては、２ＭＰａＧが例示される。その汚泥は
、その加熱と加圧とにより、汚泥中の細胞が破壊され、その細胞中の水分が自由水となり
、可溶化される。真空乾燥機８１は、さらに、その可溶化によりそのヒートポンプ蒸気を
冷却し、そのヒートポンプ蒸気からドレン水を生成する。そのドレン水の温度としては、
１２０℃が例示される。
【０１３７】
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　真空乾燥機８１は、エゼクタ８により内部が減圧されているときに、ヒートポンプ１１
－１～１１－ｎにより生成されたシートポンプ蒸気を汚泥に熱的に接触させることにより
、そのシートポンプ蒸気からその汚泥に熱を移動させ、その汚泥を加熱して真空乾燥する
。真空乾燥機８１は、さらに、その熱の移動により、そのヒートポンプ蒸気を冷却して、
そのヒートポンプ蒸気を凝縮させ、そのヒートポンプ蒸気からドレン水を生成する。ヒー
トポンプ１１－ｉは、真空乾燥機８１により生成されるドレン水を加熱することにより、
そのドレン水からそのヒートポンプ蒸気を生成する。ヒートポンプ１１－ｉは、さらに、
コンデンサ７により生成される冷却排水を冷却することにより、その冷却排水から冷却水
を生成し、その冷却水を冷却水循環水槽１２に供給する。すなわち、ヒートポンプ１１－
ｉは、電力を用いてその冷却排水からそのドレン水に熱を移動させることにより、そのヒ
ートポンプ蒸気を生成し、その冷却水を生成する。
【０１３８】
　本発明による汚泥乾燥方法の実施のさらに他の形態は、汚泥乾燥装置８０により実行さ
れる。ユーザは、まず、下水または工場廃液，し尿・畜産汚泥，食品廃棄物などの有機性
汚泥を脱水することにより汚泥を生成し、その汚泥をケーキ貯留ホッパ１に貯留する。ケ
ーキ搬送ポンプ２は、ケーキ貯留ホッパ１により貯留された汚泥を真空乾燥機８１の内部
に搬送する。真空乾燥機８１は、その汚泥が内部に搬送されると、密封される。ヒートポ
ンプ１１－１～１１－ｎは、その汚泥が真空乾燥機８１の内部に密封されると、コンデン
サ７により生成される冷却排水から真空乾燥機８１により生成されるドレン水に熱を移動
させることにより、そのドレン水からヒートポンプ蒸気を生成し、そのヒートポンプ蒸気
を真空乾燥機８１に供給する。ヒートポンプ１１－１～１１－ｎは、さらに、その熱の移
動により、コンデンサ７により生成された冷却排水から冷却水を生成し、その冷却水を冷
却水循環水槽１２に供給する。
【０１３９】
　真空乾燥機８１は、コンプレッサ６２により生成された圧縮空気を用いてその汚泥を加
圧し、ヒートポンプ１１－１～１１－ｎにより生成されたヒートポンプ蒸気をその汚泥に
熱的に接触させることにより、その汚泥を加熱する。その汚泥は、その加圧と加熱とによ
り可溶化される。真空乾燥機８１は、さらに、その可溶化により、そのヒートポンプ蒸気
を冷却し、そのヒートポンプ蒸気からドレン水を生成し、そのドレン水をヒートポンプ１
１－１～１１－ｎに供給する。
【０１４０】
　その可溶化が終了すると、コンプレッサ６２は、圧縮空気の生成を停止し、エゼクタ８
は、真空乾燥機８１の内部を排気することにより、その汚泥から蒸発する排気をダスタ６
とコンデンサ７とに導く。真空乾燥機８１は、さらに、ヒートポンプ１１－１～１１－ｎ
により生成されたヒートポンプ蒸気をその汚泥に熱的に接触させることにより、その汚泥
を加熱して、その汚泥を真空乾燥する。真空乾燥機８１は、このとき、そのヒートポンプ
蒸気を冷却して、そのヒートポンプ蒸気を凝縮させ、そのヒートポンプ蒸気からドレン水
を生成する。
【０１４１】
　ダスタ６は、その管路を介して真空乾燥機８１から排気される排気からダストを回収し
、そのダストが回収された排気をコンデンサ７に供給する。冷却水循環ポンプ１４は、冷
却水循環水槽１２に貯留されている冷却水をコンデンサ７に供給する。コンデンサ７は、
ダスタ６から供給される排気と冷却水循環ポンプ１４により供給される冷却水とを熱的を
接触させることにより、その排気からその冷却水に熱を移動させ、その排気を凝縮する。
コンデンサ７は、さらに、その熱の移動により、その冷却水を加熱して、その冷却水から
冷却排水を生成する。
【０１４２】
　ヒートポンプ１１－１～１１－ｎは、それぞれ、コンデンサ７により生成される冷却排
水から真空乾燥機８１により生成されるドレン水に熱を移動させることにより、そのドレ
ン水からヒートポンプ蒸気を生成し、そのヒートポンプ蒸気を真空乾燥機８１に供給する
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。ヒートポンプ１１－１～１１－ｎは、さらに、その熱の移動により、コンデンサ７によ
り生成された冷却排水から冷却水を生成し、その冷却水を冷却水循環水槽１２に供給する
。
【０１４３】
　このような汚泥乾燥方法によれば、汚泥乾燥装置８０は、既述の実施の形態における汚
泥乾燥装置１０と同様にして、単位量の汚泥を乾燥するときに消費されるエネルギーを低
減し、ランニングコストを低減することができる。このような汚泥乾燥方法によれば、汚
泥乾燥装置８０は、既述の実施の形態における汚泥乾燥装置６０と同様にして、可溶化さ
れた汚泥を乾燥することにより、汚泥をより速く乾燥することができ、汚泥を乾燥すると
きに消費されるエネルギーをより低減し、ランニングコストをより低減することができる
。このような汚泥乾燥方法によれば、汚泥乾燥装置８０は、さらに、既述の実施の形態に
おける汚泥乾燥装置６０と同様にして、生成された乾燥燃料をハンドリングしやすくする
ことができる。
【０１４４】
　汚泥乾燥装置８０は、さらに、既述の実施の形態における汚泥乾燥装置６０と比較して
、真空乾燥機３と別個の可溶化装置６１を備えておらず、設置面積を低減し、製造コスト
を低減することができる。
【０１４５】
　なお、本発明による汚泥乾燥装置は、汚泥を減圧雰囲気下で真空乾燥しているが、大気
圧雰囲気で乾燥することもできる。このとき、真空乾燥機に供給される蒸気は、ヒートポ
ンプを用いて、汚泥を加熱することによりその汚泥から蒸発する排気の熱を用いて加熱さ
れる。このような汚泥乾燥装置は、汚泥を減圧雰囲気下で真空乾燥する汚泥乾燥装置と同
様にして、単位量の汚泥を乾燥するときに消費されるエネルギーを低減し、ランニングコ
ストを低減することができる。
【符号の説明】
【０１４６】
　１　：ケーキ貯留ホッパ
　２　：ケーキ搬送ポンプ
　３　：真空乾燥機
　５　：乾燥燃料ホッパ
　６　：ダスタ
　７　：コンデンサ
　８　：エゼクタ
　１０：汚泥乾燥装置
　１１－１～１１－ｎ：ヒートポンプ
　１２：冷却水循環水槽
　１４：冷却水循環ポンプ
　２０：汚泥乾燥装置
　２１：ドレン回収器
　２２：ボイラー
　２３：熱交換器
　２４：ヒートポンプ
　２６：変化
　２７：変化
　３０：汚泥乾燥装置
　３１：ドレン回収器
　３２：ボイラー
　３４：ヒートポンプ
　４０：汚泥乾燥装置
　４１：ドレン回収器



(28) JP 2010-158616 A 2010.7.22

10

　４２：ボイラー
　４４：ヒートポンプ
　４５：減圧弁
　５０：汚泥乾燥装置
　５１：ドレン回収器
　５２：ボイラー
　５４：ヒートポンプ
　６０：汚泥乾燥装置
　６１：可溶化装置
　６２：コンプレッサ
　６５：変化
　６６：変化
　６７：乾燥時間
　６８：蒸発速度
　８０：汚泥乾燥装置
　８１：真空乾燥機
　８２：コンプレッサ

【図１】 【図２】
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