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(57)【要約】
　本開示は、底部乾燥型汚泥乾燥装置（１）を提供する
。汚泥乾燥装置（１）は、ハウジングを備え、ハウジン
グには、ハウジングの内部空間を第１乾燥室（６ａ）お
よび第２乾燥室（６ｂ）に区画するための曲面を有する
仕切板（４）が設けられる。汚泥乾燥装置は、第１乾燥
室（６ａ）の上部に設けられた投入口（８）および排気
口（１０）、並びに第１乾燥室の周壁に設けられた排出
口（９）と、第２乾燥室（６ｂ）の側壁または底部に設
けられた給気口（１５）とを備える。曲面を有する仕切
板（４）は、凹部を有し、連通口（５）が凹部に形成さ
れ、連通口（５）の上方に橋状部材（４０１）を橋設す
ることによって、橋状部材（４０１）と仕切板（４）と
の間に側方開口を形成する。第１乾燥室（６ａ）に設け
られた汚泥撹拌組立体（７ａ、７ｂ）を備え、汚泥撹拌
組立体（７ａ、７ｂ）は、回転軸（７０１ａ、７０１ｂ
）と、回転軸に固定された撹拌部（７０２ａ、７０２ｂ
）とを有し、撹拌部（７０２ａ、７０２ｂ）は、汚泥を
切断、破砕および撹拌するように構成され、および／ま
た撹拌部（７０２ａ、７０２ｂ）は、回転するときにそ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底部乾燥型汚泥乾燥装置であって、
　ハウジングを備え、前記ハウジングには、前記ハウジングの内部空間を少なくとも１つ
の第１乾燥室および少なくとも１つの第２乾燥室に区画するための曲面を有する仕切板が
設けられ、
　前記少なくとも１つの第１乾燥室の上部に設けられ、乾燥を行う汚泥を投入するための
投入口および汚泥を乾燥した後の乾燥ガスを排出するための排気口、並びに前記少なくと
も１つの第１乾燥室の周壁に設けられ、乾燥された汚泥を排出するための排出口と、
　前記少なくとも１つの第２乾燥室の側壁または底部に設けられ、汚泥を乾燥する乾燥ガ
スを供給するための少なくとも１つの給気口とを備え、
　前記曲面を有する仕切板は、少なくとも１つの凹部を有し、少なくとも１つの連通口が
前記凹部に形成され、前記少なくとも１つの連通口の上方に橋状部材を設けることによっ
て、前記橋状部材と前記仕切板との間に少なくとも１つの側方開口を形成し、
　前記少なくとも１つの第１乾燥室に設けられた少なくとも１つの汚泥撹拌組立体を備え
、前記少なくとも１つの汚泥撹拌組立体は、回転軸と、前記回転軸に固定された少なくと
も１つの撹拌部とを有し、前記少なくとも１つの撹拌部は、汚泥を切断、破砕および撹拌
するように構成され、および／または前記少なくとも１つの撹拌部は、回転するときにそ
の先端が少なくとも１つの連通口内の汚泥または付近の汚泥を掻き取るように、その先端
を少なくとも１つの側方開口に面し且つ近接するように構成されている、汚泥乾燥装置。
【請求項２】
　前記仕切板は、湾曲板を含む、請求項１に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項３】
　前記曲面を有する仕切板の前記凹部は、円弧状である、請求項１または２に記載の汚泥
乾燥装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの連通口の長手方向は、前記ハウジングの長手方向と交差または直
交であり、
　前記橋状部材は、前記連通口の長手方向に沿って前記連通口の上方に橋設され、前記連
通口の長手方向と実質的に平行である、請求項１～３のいずれか１項に記載の汚泥乾燥装
置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの連通口と前記少なくとも１つの側方開口との間には、少なくとも
１つの湾曲経路が形成され、
　乾燥ガスは、前記少なくとも１つの湾曲経路を介して、前記少なくとも１つの第２乾燥
室から前記少なくとも１つの第１乾燥室に流入する、請求項１～４のいずれか１項に記載
の汚泥乾燥装置。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの側方開口は、２つの側方開口を含み、
　前記２つの側方開口の一方には、前記側方開口を通って前記第１乾燥室に流入する乾燥
ガスを阻止するための阻流板が設けられている、請求項１～５のいずれか１項に記載の汚
泥乾燥装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの汚泥撹拌組立体の前記少なくとも１つの撹拌部は、前記回転軸か
ら径方向外側に延在し、前記第１乾燥室内の汚泥を切断、破砕および／または撹拌するた
めの少なくとも１つのブレードまたはラチェットを有する、請求項１～６のいずれか１項
に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの汚泥撹拌組立体の前記少なくとも１つの撹拌部は、前記回転軸か
ら径方向外側に延在する少なくとも１つのブレードまたはラチェットを有し、
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　前記少なくとも１つのブレードまたはラチェットの先端の側縁は、前記少なくとも１つ
の側方開口付近の汚泥を掻き取るまたは部分的に掻き取るように構成されている、請求項
１～７のいずれか１項に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの汚泥撹拌組立体の前記少なくとも１つの撹拌部は、前記回転軸か
ら径方向外側に延在する少なくとも１つのブレードまたはラチェットを有し、
　前記少なくとも１つのブレードまたはラチェットの先端に取り付けられた掻き取り部材
の側縁は、前記少なくとも１つの側方開口付近の汚泥を掻き取るまたは部分的に掻き取る
ように構成されている、請求項１～８のいずれか１項に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項１０】
　前記仕切板に形成された前記少なくとも１つの連通口は、規則的な形状または不規則な
形状を有する、請求項１～９のいずれか１項に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項１１】
　前記橋状部材は、湾曲板と平坦板とを含む板部材である、請求項１～１０のいずれか１
項に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項１２】
　送風装置をさらに備え、
　前記送風装置は、前記少なくとも１つの給気口を介して前記第２乾燥室と連通する、請
求項１～１１のいずれか１項に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項１３】
　前記送風装置の上流側または下流側に設けられ、乾燥ガスを加熱するための加熱装置を
さらに備える、請求項１～１２のいずれか１項に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項１４】
　吸引装置をさらに備え、
　前記吸引装置は、前記排気口を介して前記第１乾燥室と連通する、請求項１～１３のい
ずれか１項に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの汚泥撹拌組立体は、平行に配置された複数の汚泥撹拌組立体を含
み、
　前記複数の汚泥撹拌組立体の各々は、複数の撹拌部を有し、
　前記複数の撹拌部のうち少なくとも１つの撹拌部は、前記回転軸から径方向外側に延在
する少なくとも１つのブレードまたはラチェットを有し、
　前記少なくとも１つの連通口は、複数の連通口を含み、
　前記少なくとも１つの撹拌部は、前記複数の連通口の上方に設けられた橋状部材に対応
し、
　前記少なくとも１つのブレードまたはラチェットの先端の側縁もしくはブレードまたは
ラチェットに取り付けられた掻き取り部材の先端の側縁は、前記橋状部材の前記側方開口
付近の汚泥を掻き取るように構成されている、請求項１～１４のいずれか１項に記載の汚
泥乾燥装置。
【請求項１６】
　前記複数の汚泥撹拌組立体のうち少なくとも２つの汚泥撹拌組立体の各々は、複数の撹
拌部を備え、
　各撹拌部のブレードまたはラチェットの先端の側縁もしくはブレードまたはラチェット
に取り付けられた掻き取り部材の先端の側縁は、前記側方開口付近の汚泥を掻き取るよう
に構成され、
　前記少なくとも２つの汚泥撹拌組立体の一方の複数の撹拌部と他方の複数の撹拌部とは
、千鳥状に配置されている、請求項１～１５のいずれか１項に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項１７】
　汚泥を除去するための掃除口をさらに備え、
　前記掃除口は、前記第２乾燥室の周壁または底部に設けられる、請求項１～１６のいず
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れか１項に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項１８】
　前記第２乾燥室の底部は、円弧状断面を有する通路を画定し、
　前記第２乾燥室の端部に設けられた掃除口から汚泥を排出するための排出組立体が、前
記通路に設けられている、請求項１～１７のいずれか１項に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれか１項に記載の汚泥乾燥装置を用いて、汚泥を乾燥する方法で
あって、
　乾燥を行う汚泥を投入するための投入口を介して、少なくとも１つの第１乾燥室内に汚
泥を投入するステップと、
　前記少なくとも１つの第１乾燥室に設けられた少なくとも１つの汚泥撹拌組立体の少な
くとも１つの撹拌部を回転軸の周りに回転させ、汚泥を切断、破砕および撹拌して、前記
少なくとも１つの撹拌部の少なくとも１つのブレードまたはラチェットの先端もしくはブ
レードまたはラチェットに取り付けられた掻き取り部材の先端が側方開口付近の汚泥を掻
き取るステップとを含み、前記側方開口は、前記第１乾燥室と前記第２乾燥室とを区画す
る仕切板に形成された少なくとも１つの連通口の上方に設けられた橋状部材と、前記仕切
板とによって画定され、
　少なくとも１つの給気口を介して、乾燥ガスを前記第２乾燥室に流入させ、前記少なく
とも１つの連通口と前記側方開口との間に形成された湾曲経路を介して、第１乾燥室に流
入させるステップと、
　汚泥を乾燥した乾燥ガスおよび乾燥後の汚泥を前記第１乾燥室の排気口および排出口か
ら各々排出するステップと、
　汚泥を排出するための掃除口から、前記湾曲経路を介して前記第２乾燥室内に漏出した
汚泥を除去するステップとを含む、汚泥乾燥方法。
【請求項２０】
　送風装置を用いて、前記少なくとも１つの給気口を介して、乾燥ガスを前記第２乾燥室
に吹き込むステップをさらに含む、請求項１９に記載の汚泥乾燥方法。
【請求項２１】
　加熱装置を用いて、前記送風装置に進入する乾燥ガスまたは前記送風装置から送出され
る乾燥ガスを加熱するステップをさらに含む、請求項１９または２０に記載の汚泥乾燥方
法。
【請求項２２】
　吸引装置を持ちて、前記排気口を介して、前記第１乾燥室から汚泥を乾燥した乾燥ガス
を吸引するステップをさらに含む、請求項１９～２１のいずれか１項に記載の汚泥乾燥方
法。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つの第２乾燥室に設けられた排出組立体を動作させ、前記少なくとも
１つの第２乾燥室の底部の通路に沿って、前記第２乾燥室内の汚泥を前記第２乾燥室の端
部から排出する工程をさらに含む、請求項１９～２２のいずれか１項に記載の汚泥乾燥方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　分野
　本発明は、汚泥乾燥分野に関し、一般的に汚泥乾燥装置に関し、特に一体式の底部乾燥
型汚泥乾燥装置およびその汚泥乾燥装置を用いた汚泥の乾燥方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　背景
　下水処理プロセスには、効果的な汚泥処理が非常に重要である。汚水処理場は、通常、
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濃縮および脱水によって汚泥の含水量を９０％以上から６０％～８０％に低下させてから
、埋立、硬化または乾燥処理を実施する。埋立の場合、汚泥の発酵によって、二次的な環
境汚染を引き起こすことがある。既存の硬化装置または乾燥装置は、汚泥の粘性、集塊の
容易性および崩壊の困難性などの汚泥の特性によって、汚泥の処理に多量のエネルギーを
消費する必要があるため、コストの低減および効率の向上が困難である。
【０００３】
　中国発明特許ＣＮ１０１１８６４２２Ａは、循環式マルチ乾燥室流動床による汚泥乾燥
方法を開示した。この方法に採用された流動床は、大量のエネルギーを消耗し且つ非効率
的であり、連続的且つ大規模な汚泥乾燥処理を行うことが困難である。
【０００４】
　本願の出願人によって出願され、特許された中国実用新案ＣＮ２０１０００２６１Ｙは
、低温汚泥乾燥装置を開示した。この乾燥装置は、一定量の汚泥を乾燥することができる
が、時間がかかるため、多量のエネルギーを消費し、乾燥効率を向上させるいう目的を達
成することができない。
【０００５】
　中国実用新案ＣＮ２０３３１９８３８Ｕは、汚泥を硬化処理するための撹拌機を提供す
る。この撹拌機は、添加剤を汚泥に混合して、撹拌することによって、汚泥を硬化させる
。この工程は、汚泥から水分を除去しない上、汚泥の体積を増加し、硬化した汚泥がリサ
イクルできない。
【０００６】
　本願の出願人により出願された中国特許出願第２０１５１０００６４７９．４号は、底
部乾燥式の汚泥乾燥装置を開示した。この汚泥乾燥装置において、第１乾燥室に配置され
た撹拌組立体が汚泥を攪拌する際に、乾燥ガスが底部に形成された連通口を通って第２乾
燥室から第１乾燥室に流入し、下方から上方に沿って、底部上に置かれた汚泥を乾燥する
。しかしながら、汚泥を乾燥する間に、汚泥は、連通口を詰まらせることが多い。その結
果、乾燥ガスは、連通口を通ってスムーズに第１乾燥室に流入することが困難となり、汚
泥の乾燥が遅くなる。
【０００７】
　したがって、改善された底部乾燥型乾燥装置および汚泥乾燥効率を向上させる方法を提
供する必要がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　概要
　従来技術の欠点を克服するために、本開示は、一体式の底部乾燥型汚泥乾燥装置を提供
する。本開示の汚泥乾燥装置において、第１乾燥室に設けられた撹拌組立体は、汚泥を連
続的に切断、破砕および撹拌することによって、汚泥を乾燥ガスに頻繁に接触させ、汚泥
を乾燥する時に内部と外部との乾燥ムラを解消する。
【０００９】
　本開示の汚泥乾燥装置において、第１乾燥室と第２乾燥室とを区画する仕切板に連通口
を形成し、連通口の上方に橋状部材を設けることによって、橋状部材と仕切板との間に側
方開口を形成する。乾燥ガスは、連通口から側方開口までの湾曲経路を通って、第２乾燥
室から第１乾燥室に進入し、汚泥を底部から乾燥させる。撹拌組立体による切断、破砕お
よび撹拌によって、汚泥の粒度が絶えずに変化する。これによって、汚泥の膨軟性および
流動性が改善され、乾燥ガスによる汚泥の乾燥が加速される。
【００１０】
　撹拌組立体の撹拌部のブレードまたはラチェットの掻き取り先端の側縁もしくはブレー
ドまたはラチェットに取り付けられた掻き取り部材の先端の側縁を用いて、側方開口付近
の汚泥を掻き取ることによって、乾燥ガスが第２乾燥室から第１乾燥室にスムーズに流入
することができる。
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【００１１】
　本開示の汚泥乾燥装置において、送風装置、吸引装置および／または加熱装置を設ける
ことによって、乾燥室に乾燥ガスの流入速度を増加すると共に、乾燥室から乾燥ガスの流
出速度を増加する。これによって、乾燥ガスと汚泥との接触が促進され、乾燥効率を改善
する。
【００１２】
　本発明の乾燥装置は、実質的に一体式のものであってもよい。本発明の乾燥装置は、乾
燥効率が高く、エネルギー消費量が少なく、設置面積が小さく、適応性が高いなどの利点
を有し、現在の市場需要を完全に満たす。人口密度の高い都市には下水処理場が散在する
ため、既存の下水処理場の装置を最小限に改造して、本発明の一体式の汚泥乾燥装置を設
置することができる。
【００１３】
　本開示の汚泥乾燥装置および方法は、第１乾燥室に設けられた撹拌組立体を用いて、第
１乾燥室内の汚泥を絶えずに切断、破砕および撹拌すると共に、撹拌部のブレードまたは
ラチェットの掻き取り先端の側縁もしくはブレードまたはラチェットに取り付けられた掻
き取り部材の先端の側縁を用いて、側方開口付近の汚泥を掻き取ることによって、汚泥の
乾燥を加速する。本開示の汚泥乾燥装置および方法は、汚泥の高粘性、集塊の容易性およ
び崩壊の困難性という問題を解決することができる。本発明の汚泥乾燥装置および方法は
、汚泥から水分を大幅に除去すると共に、汚泥を粗大粒子から粉末に変えることによって
、汚泥の乾燥効率を向上させ、エネルギー消費を低減する。
【００１４】
　以下、図面を参照しながら、詳細な説明を用いて、好ましい実施形態に係る本発明の構
造、利点および効果を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本開示の底部乾燥型汚泥乾燥装置を示す縦断面図である。
【図２】図１の汚泥乾燥装置を示す横断面図である。
【図３】図１の汚泥乾燥装置の第１乾燥室を示す立体概略図である。
【図４】図３の第１乾燥室内に配置された撹拌組立体を示す立体概略図である。
【図５】汚泥乾燥装置の撹拌組立体の立体概略図である。
【図６】図１の円Ａで囲まれた橋状部材を示す拡大立体図である。
【図７】ハウジングの長手方向に沿って切断した図６の橋状部材を示す断面図である。
【図８】橋状部材の別の実施形態を示す局所断面図である。
【図９】図６の橋状部材をハウジングの長手方向に沿って見た図である。
【図１０】図１の汚泥乾燥装置の第２乾燥室を示す立体概略図である
【図１１】本開示の他の実施形態の底部乾燥型汚泥乾燥装置を示す横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　詳細な説明
　図１は、本開示の底部乾燥型汚泥乾燥装置の１つの好ましい実施形態を示している。図
２は、図１の汚泥乾燥装置の横断面図であり、一体式の汚泥乾燥装置を概略的に示してい
る。底部乾燥型汚泥乾燥装置１は、ハウジングを備え、ハウジングには、ハウジングの空
間を２つの室、すなわち、第１乾燥室６ａおよび第２乾燥室６ｂに区画する仕切板４が設
けられている。仕切板４には、第１乾燥室６ａおよび第２乾燥室６ｂを連通するための連
通口５が形成されいる。これによって、乾燥ガスは、第２乾燥室６ｂから第１乾燥室６ａ
に流入することができる。図示には、第１乾燥室６ａおよび第２乾燥室６ｂは、上下に配
置されているが、さまざまな態様で配置されてもよい。ハウジングは、本体２と、上蓋（
または蓋）３と、底板４ａとを備える。本体２の上部、上蓋３および仕切板４は、第１乾
燥室６ａを形成し、本体２の下部、仕切板４および底板４ａは、第２乾燥室６ｂを形成す
る。しかしながら、ハウジングは、さまざまな部材またはさまざまな方法で形成されても
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よい。例えば、本体２の上部を仕切板４と一体に形成し、仕切板の上面を第１乾燥室６ａ
の底部とし、本体２の下部を仕切板４に固定し、仕切板の下面を第２乾燥室６ｂの頂部と
して使用してもよい。また、本体２の下部を仕切板４と一体に形成してもよく、底板４ａ
を設けず、本体２を地面に設けてもよい。本体２は、矩形の形状を有するが、正方形、多
角形、楕円形または他の形状を有してもよい。
【００１７】
　図示のように、ハウジングの上蓋３には、乾燥を行う汚泥を第１乾燥室に投入するため
の投入口８と、汚泥を乾燥した排気ガスまたは乾燥ガスを排出するための排気口１０とが
設けられる。投入口８から離れた仕切板４付近の本体２の上部の端壁には、乾燥した汚泥
を排出するための排出口９が設けられている。別の実施形態において、必要に応じて、第
１乾燥室の投入口８および排気口１０は、本体２および上蓋３のいずれか一方の任意の位
置に、すなわち、第１乾燥室６ａの上部の任意の位置に設けられてもよい。同様に、排出
口９は、側壁および端壁を含む本体２の上部の任意の位置に、すなわち、第１乾燥室６ａ
の周壁の任意の位置に設けられてもよい。
【００１８】
　図３は、汚泥乾燥装置の第１乾燥室の好ましい実施形態を示している。この実施形態に
おいて、仕切板４には、複数の矩形の連通口５が間隔を空けて形成され、各連通口の上方
には、橋状部材４０１が設けられている。連通口５は、さまざまな形状、例えば、台形、
矩形、三角形、弓形および円形を有してもよい。連通口５は、１つであってもよく、複数
であってもよい。換言すれば、連通口５の形状または数に制限がなく、必要に応じて設け
ることができる。連通口の形状に応じて、連通口の上方に設けられた橋状部材を変更して
もよい。複数の連通口５は、ハウジングの長手方向Ｇに沿ってグループに分けられ、各グ
ループの連通口５は、互いに離間している。各連通口５の長手方向は、ハウジングの長手
方向Ｇと交差しており、好ましくはハウジングの長手方向Ｇと直交する。
【００１９】
　図４は、図３の第１乾燥室に設けられた撹拌組立体の好ましい実施形態を示している。
この実施形態において、汚泥を撹拌するための２つの撹拌組立体７ａ、７ｂが、ハウジン
グの長手方向Ｇに沿って、互いに平行に配置されている。２つの撹拌組立体７ａ、７ｂが
同様または類似の構成を有するため、２つの撹拌組立体のうちの１つ、例えば、撹拌組立
体７ａについて説明する。撹拌組立体７ａは、回転軸７０１ａと、回転軸７０１ａに固定
され、汚泥を撹拌するための撹拌部７０２ａとを備えている。撹拌部７０２ａは、４つの
ブレードまたはラチェット７０３ａを含み、各ブレードまたはラチェット７０３ａは、回
転軸７０１ａから径方向外側に延在する。したがって、回転軸７０１ａと共に回転する撹
拌部７０２ａは、輪郭上、プロペラのブレードと類似している。しかしながら、撹拌部７
０２ａの形状は、これに限定されず、歯車の形状と同様に形成されてもよい。１つ以上の
撹拌部７０２ａを回転軸７０１ａ上に設けてもよく、各撹拌部７０２ａは、１つ以上のブ
レードまたはラチェット７０３ａを備えてもよい。また、各撹拌部７０２ａの複数のブレ
ードまたはラチェット７０３ａは、回転軸７０１ａから異なる長さで延在してもよい。複
数の撹拌部７０２ａのうち少なくとも１つの撹拌部は、より長いブレードまたはラチェッ
トを有することができ、他の撹拌部は、より短いブレードまたはラチェットを有すること
ができる。図示のブレードまたはラチェットは、溶接によって回転軸７０１ａに固定され
ているが、ボルト締め、リベット止めまたは他の固定方法によって固定することができる
。例えば、ブレードまたはラチェットは、軸帯、軸鞘または軸頭（図示せず）に接続また
は固定され、その後、回転軸７０１ａに取り付けられてもよい。回転軸７０１ａの両端部
は、軸受を介して本体２の対向端壁に設けられた穴２０１ａおよび２０１ｂにそれぞれ取
り付けられてもよい。
【００２０】
　乾燥ガス（図１の矢印を参照）が仕切板４内の連通口５を介して第２乾燥室６ｂから第
１乾燥室６ａに流入し、汚泥を乾燥してから排出口１０を介して排出されるため、汚泥と
接触する機会が多くなる。しかしながら、投入口８を介して乾燥を行う汚泥を第１乾燥室
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６ａに投入し、仕切板４に堆積した後、撹拌組立体７ａ、７ｂの撹拌部７０２ａ、７０２
ｂによる撹拌および乾燥ガスによる作用によって、汚泥の一部が連通口５を介して第１乾
燥室６ａから第２乾燥室６ｂに落下または漏出する可能性がある。汚泥の漏出を低減する
ために、連通口５の上方に橋状部材４０１を設ける。このように、橋状部材４０１を用い
て、連通口を介して第２乾燥室６ｂに漏出する汚泥を防止することができる。図１０～１
２に示すように、第１乾燥室６ａと第２乾燥室６ｂとの間の仕切板４は、湾曲板であって
もよく、上面が凹んだ板であってもよい。ハウジングの長手方向Ｇから見た場合、仕切板
４の断面形状は、下方に湾曲するまたは凹む上面を有する。換言すれば、凹んだ湾曲部分
は、第１乾燥室６ａから第２乾燥室６ｂに下方に突出する、すなわち、第１乾燥室６ａは
、凹んだ底部を有する。したがって、仕切板は、ハウジングの長手方向Ｇに沿って凹んで
いる。図示のように、２つの撹拌組立体７ａ、７ｂに各々面する仕切板４の湾曲部分は、
凹んでおり、好ましくは、各凹部が撹拌部７０２ａまたは７０２ｂに対応する。各凹部の
形状は、円弧状であってもよい。連通口の上方に設けられた橋状部材は、平坦板、湾曲板
、ヘリンボン板などであってもよい。さらに、橋状部材４０１を１つ以上の連通口５の上
方に設けてもよい。連通口の数と橋状部材の数とは、同様でなくてもよい。
【００２１】
　橋状部材４０１は、連通口５の長手方向に沿って連通口５を跨ぎ、且つ、連通口５の長
手方向Ｘと略平行になるように構成される。橋状部材４０１は、連通口５よりも長いため
、連通口５の長手方向に沿って、橋のように連通口５の上方に橋設することができる。橋
状部材４０１の両端は、連通口の端縁付近の仕切板４に各々固定される。上述したように
、橋状部材４０１の中間部分が連通口５の上方に位置しているため、橋状部材４０１と仕
切板４との間に側方開口４０２を形成する。側方開口４０２は、橋状部材４０１の一方側
に形成されてもよく、橋状部材４０１の両側に各々形成されてもよい。連通口５の上方に
橋設した橋状部材４０１は、第１乾燥室６ａから第２乾燥室６ｂに落下または漏出する汚
泥を低減するが、側方開口付近に堆積された汚泥は、第２乾燥室６ｂから第１乾燥室６ａ
に流入する乾燥ガスを妨げる。乾燥ガスの流動を促進するために、撹拌部７０２ａ、７０
２ｂのブレードまたはラチェット７０３ａ、７０３ｂは、橋状部材４０１の側方開口４０
２付近の汚泥を掻き取ることができるように設計されている。各回転軸７０１ａ、７０１
ｂに設けられた撹拌組立体７ａ、７ｂの撹拌部７０２ａ、７０２ｂの間隔は、仕切板４上
の各列の複数の連通口または橋状部材間の距離によって決定される。これによって、回転
軸の回転中に、各撹拌部７０２ａ、７０２ｂの長いブレードまたはラチェット７０３ａ、
７０３ｂの先端の側縁もしくはブレードまたはラチェット７０３ａ、７０３ｂに取り付け
られた掻き取り部材７０４ａ、７０４ｂの先端の側縁は、橋状部材４０１の側方開口４０
２付近の汚泥を掻き取る。また、円盤状または歯車状の撹拌部の場合、外周または頂端上
の突起または歯の側縁を用いて、汚泥を撹拌してもよい。図２および４に示すように、２
つの撹拌組立体７ａ、７ｂは、第１回転軸７０１ａ上の第１撹拌部７０２ａと第２回転軸
７０１ｂ上の第２撹拌部７０２ｂとが間隔を空けて隔てられた２列の連通口５またはその
上方に設けられた橋状部材４０１に各々対応するように、構成されてもよい。連通口５を
介して第２乾燥室６ｂから第１乾燥室６ａに乾燥ガスをスムーズに流入させるために、撹
拌組立体７ａ、７ｂの撹拌部７０２ａ、７０２ｂのブレードまたはラチェット７０３ａ、
７０３ｂを、十分な長さを有するように設計してもよい。これによって、撹拌部７０２ａ
、７０２ｂが回転軸７０１ａ、７０１ｂと共に回転するときに、ブレードまたはラチェッ
トの先端の側縁は、側方開口４０２付近の汚泥を掻き取ることができる。一般的に、複数
の撹拌部７０２ａ、７０２ｂのうち少なくとも１つは、先端で汚泥を掻き取ることができ
る少なくとも１つのブレードまたはラチェット７０３ａ、７０３ｂを有してもよい。また
、撹拌部７０２ａ、７０２ｂの数と、連通口５の数またはその上方に設けられた橋状部材
４０１の数とは、同様でなくてもよい。
【００２２】
　図５は、撹拌組立体の別の実施形態を示している。この実施形態において、撹拌組立体
７は、回転軸７０１と、回転軸に固定された撹拌部７０２とを備え、撹拌部７０２は、ブ
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レードまたはラチェット７０３を有する。ブレードまたはラチェット７０３の先端は、汚
泥を掻き取ることができる。２つの撹拌部７０２のブレードまたはラチェット７０３に、
掻き取り部材７０４を取り付けてもよい。掻き取り部材を取り付けたブレードまたはラチ
ェットは、他のブレードまたはラチェットと同様の長さを有する。ブレードまたはラチェ
ットに取り付けられた掻き取り部材は、他のブレードまたはラチェットの先端と同様に機
能する。さらに別の実施形態において、撹拌部７０２のブレードまたはラチェットを異な
る長さに形成してもよく、必要に応じて、より短いブレードまたはラチェットに、例えば
その先端に掻き取り部材７０４を取り付けてもよい。
【００２３】
　図６および７は各々、図１の円Ａで囲まれた一部の橋状部材の立体図および断面図を示
している。これらの図は、橋状部材４０１と仕切板４との間に形成された側方開口４０２
に位置している撹拌組立体のブレードまたはラチェット７０３の掻き取り先端を示してい
る。回転軸に固定された撹拌部７０２が橋状部材４０１に対応して設けられているため、
撹拌部７０２のブレードまたはラチェット７０３の掻き取り先端の側縁または撹拌部７０
２のブレードまたはラチェットに固定された掻き取り部材の先端の側縁は、橋状部材の側
方開口に面する。これによって、撹拌部７０２は、回転時に、橋状部材４０１の側方開口
４０２付近の汚泥を掻き取ることができ、連通口５に流入した乾燥ガスは、側方開口４０
２を介して第１乾燥室６ａにスムーズに進入することができる。撹拌部７０２ａ、７０２
ｂのブレードまたはラチェットは、汚泥の掻き取りに加えて、汚泥を切断、破砕および撹
拌するように機能する。さらに、掻き取り先端を有するまたはその先端に固定された掻き
取り部材を有する撹拌部のブレードまたはラチェットを２つの橋状部材４０１の間に設置
することができる。これによって、ブレードまたはラチェットの先端の側縁もしくはブレ
ードまたはラチェットに固定された掻き取り部材の先端の側縁は、２つの橋状部材４０１
の対向する側方開口４０２付近の汚泥を掻き取ることができる。
【００２４】
　図８は、橋状部材の別の実施形態を示している。この実施形態において、橋状部材４０
１の幅方向に、すなわち、ハウジングの長手方向Ｇとほぼ直交する方向に、阻流板４０３
を設けることによって、一方の側方開口４０２をブロックし、他方の側方開口４０２を開
放のままにする。これによって、乾燥ガスは、一方向に沿って、乾燥室６内に流入するこ
とができる。阻流板４０３は、乾燥ガスの流れを阻止するように、橋状部材４０１の長手
方向に沿って側方開口４０２内に配置される。これによって、撹拌組立体７の撹拌部７０
２は、側方開口４０２の一方側付近の汚泥を掻き取るだけでよい。このように阻流板４０
３を配置することによって、乾燥ガスは、一方向に沿って、側方開口４０２から第１乾燥
室６ａに進入し、乾燥ガスが反対側の開口から乾燥室６に進入することを防止し、汚泥の
漏出を低減する。
【００２５】
　図９は、ハウジングの長手方向から見た仕切板上の図６の橋状部材の位置を示している
。撹拌部のブレードまたはラチェット７０３の先端は、乾燥室の底部に近接している。掻
き取る範囲において、ブレードまたはラチェット７０３の先端と仕切板との間の距離は、
実質的に等しい。理解すべきことは、撹拌組立体の回転軸または回転軸を取り付けるため
の孔をハウジングの垂直方向に沿って調整する場合、回転軸の軸とブレードまたはラチェ
ットの先端との間の距離が変化する。したがって、ブレードまたはラチェットの長さを選
択することによって、ブレードまたはラチェットの先端と仕切板との間の距離を決定し、
掻き取る汚泥の量を決定することができる。換言すれば、回転軸の軸線と撹拌部の最も長
いブレードまたはラチェットの先端との間の距離ｒが湾曲した仕切板の下方に凹む円弧状
領域の半径Ｒよりも小さくなるように、撹拌組立体の寸法を選択することができる。撹拌
組立体７ａ、７ｂの回転軸７０１ａ、７０１ｂがハウジングの長手方向Ｇに平行に配置さ
れているため、回転軸は、連通口５の長手方向と交差または直交する。したがって、側方
開口４０２の開口方向は、回転軸の軸方向またはハウジングの長手方向Ｇと実質的に平行
である。乾燥ガスは、連通口５に流入した後、側方開口を迂回してから第１乾燥室６ａに
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到達する。同様に、汚泥も、側方開口４０２から連通口５までの湾曲経路を通らないと、
第１乾燥室６ａから第２乾燥室６ｂに漏出できない。これによって、汚泥の漏出量を大幅
に低減する。側方開口４０２付近の汚泥を掻き取ることによって、汚泥の漏出量を低減す
ると共に、乾燥ガスの流動を加速することができ、汚泥の乾燥効率を改善することができ
る。
【００２６】
　再び図４を参照して、千鳥状に配置された２つの撹拌組立体７ａ、７ｂにおいて、第１
回転軸７０１ａ上に設けられた第１撹拌部７０２ａのブレードまたはラチェットの掻き取
り先端もしくはブレードまたはラチェットに固定された掻き取り部材の先端は、第２回転
軸７０１ｂに近接し、且つ隣接する２つの第２撹拌部７０２ｂの間に位置する。逆も同様
である。これによって、第１回転軸７０１ａと第２回転軸７０１ｂとの間の距離を短くす
ることができ、第１撹拌部７０２ａと第２回転軸７０１ｂとの間の干渉を防止することも
できる。別の実施形態において、同一の回転軸上の隣接する２つの撹拌部をグループ化し
、第１回転軸７０１ａ上の各撹拌部グループ７０２ａと第２回転軸７０１ｂ上の各撹拌部
グループ７０２ｂとを千鳥状に配置し、且つ、第１回転軸７０１ａ上の各撹拌部グループ
７０２ａを第２回転軸７０１ｂ上の隣接する２つの撹拌部グループ７０２ｂの間に配置す
る。さらに別の実施形態において、同一の回転軸上の隣接する３つの撹拌部をグループ化
し、一回転軸上の各撹拌部グループと他の回転軸上の各撹拌部グループとは、千鳥状に配
置される。撹拌部がどのように回転軸上に配置されても、撹拌部の大部分を複数の連通口
５またはその上方の橋状部材４０１に各々対応するようにしなければならない。これによ
って、撹拌部７０２ａ、７０２ｂのブレードまたはラチェット７０３ａ、７０３ｂの掻き
取り先端もしくはブレードまたはラチェットに固定された掻き取り部材７０４ａ、７０４
ｂの先端は、橋状部材４０１の側方開口４０２付近の汚泥を掻き取ることができ、それに
よって乾燥ガスが第１乾燥室６ａ内にスムーズに流入することができる。簡潔に言えば、
仕切板上の連通口または橋状部材の位置は、回転軸上の撹拌部の位置と相関する。
【００２７】
　図示のように、第１撹拌組立体７ａおよび第２撹拌組立体７ｂの回転軸７０１ａ、７０
１ｂの一端には、伝動装置（図示せず）に接続された動力入力部が設けられている。外部
の動力装置は、伝動装置を駆動することによって、回転軸７０１ａ、７０１ｂを順次に回
転させる。回転軸７０１ａ、７０１ｂ上の動力入力要素、例えば歯車またはベルトプーリ
１８ａは、回転軸７０１ａ、７０１ｂのうち１つを回転させることによって、他方を回転
させる。第１回転軸７０１ａおよび第２回転軸７０１ｂは、互いに反対方向に回転しても
よく、共に同一方向に回転してもよい。
【００２８】
　図示のように、側方開口４０２の形状は、橋状部材４０１の形状および仕切板の凹み上
面に依存する。好ましくは、仕切板４の凹み部分の断面形状は、各撹拌組立体７ａ、７ｂ
の撹拌部７０２ａ、７０２ｂのブレードまたはラチェット７０３ａ、７０３ｂの掻き取り
先端もしくはブレードまたはラチェットに固定された掻き取り部材７０４ａ、７０４ｂの
先端の回転軌跡と一致する。例えば、橋状部材４０１が平坦板であり、仕切板４の凹み部
分が円弧状である場合、側方開口４０２は、三日月形状を有する。好ましくは、撹拌組立
体に面する湾曲面仕切板の円弧状凹み部分の半径Ｒは、回転軸の軸線と撹拌部の先端との
間の距離ｒよりも僅かに大きい。
【００２９】
　図１０は、汚泥乾燥装置の第２乾燥室の好ましい実施形態を示している。第２乾燥室６
ｂは、本体２の下部に設けられた給気口１５を含む。すなわち、給気口１５は、第２乾燥
室６ｂの側壁または底部に設けられ、汚泥を乾燥する乾燥ガスを第２乾燥室６ｂに導入す
る。給気口は、１つであってもよく、複数であってもよい。仕切板４上の連通口５の上方
に設けられた橋状部材４０１および撹拌部７０２ａ、７０２ｂのブレードまたはラチェッ
トの掻き取り先端もしくはブレードまたはラチェットに固定された掻き取り部材７０４ａ
、７０４ｂの先端による橋状部材４０１の側方開口４０２付近の汚泥の掻き取りによって
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、第１乾燥室６ａから第２乾燥室６ｂに落下する汚泥の量を低減したが、一部の汚泥が側
方開口４０２から連通口５までの湾曲経路を通って第２乾燥室６ｂに漏出する可能性があ
る。第２乾燥室６ｂに漏出した汚泥を除去するために、本体の下部の一端に掃除口１５ａ
を設ける。すなわち、掃除口１５ａは、第２乾燥室６ｂの底部に近い端壁に設けられてい
る。掃除口１５ａは、第２乾燥室６ｂに蓄積された汚泥を除去するためのものである。ま
た、掃除口１５ａは、側壁と端壁を含む周壁に設けられてもよく、底部に設けられてもよ
い。排出組立体２５が、底板４ａに近接して第２乾燥室６ｂに設けられている。排出組立
体２５は、螺旋コンベヤであってもよく、または帯式コンベヤ、チェーンコンベヤ、ガス
コンベヤなどであってもよい。螺旋コンベアは、回転軸２５ａと、回転軸２５ａに固定さ
れた螺旋２５ｂとを有する。回転軸２５ａは、本体２の下部の端壁に支持されている。回
転軸２５ａの一方の端部は、動力入力要素に接続され、他方の端部は、掃除口１５ａ内に
延在している。回転軸２５ａが伝動装置の駆動により回転すると、螺旋２５ｂは、汚泥を
第２乾燥室６ｂの一端に設けられた掃除口１５ａに搬送し、ハウジングから排出する。第
２乾燥室６ｂの断面は、略漏斗状を有する。第２乾燥室６ｂの側壁、すなわち、本体２の
下部の側壁は、底板４ａに向かって徐々に狭くなる。底板４ａ近くの狭窄部の形状は、円
弧または半円である。円弧または半円の半径は、螺旋２５ｂの外周の回転軌跡の半径より
も僅かに大きい。これによって、第２乾燥室６ｂの底部に、円弧状の断面を有する長手通
路またはチャネルが形成される。側方開口４０２を通って第１乾燥室６ａから漏出した汚
泥は、円弧状断面の長手通路に蓄積され、長手通路内に設けられた螺旋コンベアによって
ハウジングから容易に排出される。また、第２乾燥室６ｂに漏出した汚泥は、第２乾燥室
６ｂ内の乾燥ガスによって再乾燥または二次乾燥され、汚泥の含水量をさらに低減するこ
とができる。別の実施形態において、本体２の下部の側壁には、排出口と、排出口を閉塞
するための脱着板とを設けてもよい。第２乾燥室６ｂに汚泥が過剰になる場合、脱着板を
取り外して、汚泥を除去することができる。これによって、第２乾燥室６ｂ内の乾燥ガス
のスムーズな流れを保証することができる。第２乾燥室６ｂを密閉状態に維持するため、
掃除口１５ａの外側に可動阻流板２９を設けることによって、乾燥ガスの漏れを防止する
ことができる。汚泥を排出するときに、可動阻流板２９は、開放される。
【００３０】
　再び図２を参照して、汚泥乾燥装置１は、図１に示されていない送風装置１２をさらに
備える。送風装置１２は、配管１２ａおよび給気口１５を介して第２乾燥室６ｂと連通し
、乾燥ガスを第２乾燥室６ｂに吹き込む。また、汚泥乾燥装置１は、吸引装置１３をさら
に備えてもよい。吸引装置１３は、配管１３ａおよび排気口１０を介して第１乾燥室６ａ
と連通する。第２乾燥室６ｂに搬送された乾燥ガスは、熱ガス、化学物質を含むガス、熱
風、常温ガスまたは低温ガスなどの乾燥媒体であってもよく、特別に調製された乾燥媒体
であってもよい。送風装置１２は、第２乾燥室６ｂに流入する乾燥ガスの速度を加速し、
吸引装置１３は、第１乾燥室６ａからの排ガスの流出を促進する。典型的には、送風装置
は、送風機またはファンであってもよく、吸引装置は、吸気ファンであってもよい。送風
装置１２に代えて、加圧装置を使用して、所定の圧力で乾燥ガスを第２乾燥室６ｂに搬送
し、高速で乾燥ガスを第１乾燥室６ａに流入させる。同様に、吸引装置１３に代えて、減
圧装置を使用して、排ガスの流動を加速し、汚泥の乾燥効率を向上させることもできる。
【００３１】
　汚泥の乾燥を促進するために、第２乾燥室６ｂに搬送される乾燥ガスを加熱してもよい
。加熱装置（図示せず）は、送風装置の上流側または下流側に単独に設けられてもよく、
送風装置と一体に形成されてもよい。加熱後の乾燥ガスは、送風装置または加圧装置によ
って第２乾燥室６ｂに搬送され、第２乾燥室内の汚泥を再乾燥することができる。加熱さ
れた乾燥ガスが第２乾燥室６ｂに落下または漏出した汚泥を再乾燥すると共に、一部の熱
が金属製の本体２および仕切板４を介して仕切板４上に堆積されている汚泥に伝わり、第
１乾燥室６ａ内の汚泥を補助的に乾燥する。
【００３２】
　図１および２を参照して、本開示の一体式の底部乾燥型汚泥乾燥装置１を用いて、汚泥
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を乾燥することができる。図示しない搬送装置によって、乾燥を行う汚泥を第１乾燥室６
ａに投入すると、外部の動力装置は、伝動装置および動力入力部を介して回転軸を駆動し
、撹拌部を回転させる。撹拌部の各ブレードまたはラチェットは、汚泥を絶えずに撹拌す
る。撹拌部が汚泥を絶えずに切断、破砕および撹拌すると共に、拌部のブレードまたはラ
チェットの掻き取り先端もしくはブレードまたはラチェットの先端に固定された掻き取り
部材が一定の時間間隔で側方開口４０２付近の汚泥を掻き取る。送風装置１２は、管路１
２ａおよび給気口１５を介して、乾燥ガスを第２乾燥室６ｂに送り込む。第２乾燥室６ｂ
に進入する乾燥ガスの流速は、送風速度に依存する。撹拌部のブレードまたはラチェット
の先端の側縁もしくはブレードまたはラチェットの先端に固定された掻き取り部材の先端
の側縁による側方開口４０２付近の汚泥の掻き取りは、第１乾燥室６ａに流入する乾燥ガ
スを促進する。第１乾燥室６ａ内の撹拌部のブレードまたはラチェットによる汚泥の切断
、破砕および撹拌並びに乾燥ガスによる汚泥の乾燥によって、汚泥の粒度が徐々に粗大粒
子から粉末に変化していくため、汚泥の乾燥度合が高くなる。汚泥の乾燥が完了した後、
乾燥ガスは、吸引装置１３によって、第１乾燥室６ａの上部に設けられた排気口１０およ
び管路１３ａを介して大気に導入され、または後処理を行うためにガス処理システムに導
入される。乾燥後の汚泥は、著しく低い含水量を有し、排出口９から排出される。
【００３３】
　撹拌組立体の撹拌部のブレードまたはラチェットの先端もしくはブレードまたはラチェ
ットに取り付けられた掻き取り部材の先端の回転軌跡を、湾曲の仕切板４に設けられた連
通口５または橋状部材４０１付近の凹部の円弧形状と一致するように構成することによっ
て、第１乾燥室６ａに投入された乾燥を行う汚泥は、円弧状凹部の下方に容易に堆積する
。撹拌部のブレードまたはラチェットの掻き取り先端の側縁もしくはブレードまたはラチ
ェットに取り付けられた掻き取り部材の先端の側縁が側方開口４０２を通過して、側方開
口４０２付近の汚泥を除去した後、掻き落され汚泥および撹拌された汚泥は、仕切板の円
弧状輪郭に沿って、第１乾燥室６ａ内の下方の低い位置に容易に落下する。これによって
、乾燥ガスと汚泥との接触頻度が高くなる。
【００３４】
　排出組立体２５ａを連続的にまたは断続的に作動させることによって、側方開口４０２
から連通口５までの湾曲経路を介して、第１乾燥室６ａから第２乾燥室６ｂに落下または
漏出した汚泥を除去することができる。したがって、第１乾燥室６ａから第２乾燥室６ｂ
に漏出した汚泥は、傾斜した側壁に沿って、第２乾燥室６ｂの底部に設けられた弧状断面
を有する長手通路に落下し、排出組立体によって、ハウジングの端部に設けられた掃除口
１５ａを介して排出される。
【００３５】
　一体式の底部乾燥型汚泥乾燥装置において、汚泥を乾燥するために、しばしば高温の乾
燥ガスを使用する。乾燥ガスは、加熱装置によって加熱された後、送風装置によって第２
乾燥室６ｂに供給されてもよく、送風装置によって搬送された乾燥ガスは、加熱装置を通
過してもよい。
【００３６】
　本開示のの底部乾燥型汚泥乾燥装置は、さまざまな構成を有してもよい。例えば、図１
１は、汚泥乾燥装置の別の実施形態を示している。汚泥乾燥装置１は、１つの第１乾燥室
６ａと、２つの第２乾燥室６ｂ１、６ｂ２とを備える。第１乾燥室６ａには、２つの撹拌
組立体７ａ、７ｂが平行して設けられている。各撹拌組立体７ａ、７ｂの撹拌部７０２ａ
、７０２ｂは、仕切板４の円弧状凹部に対応している。仕切板４の各々の円弧状凹部に連
通口５を形成して、連通口５の上方に橋状部材４０１を設ける。第２乾燥室６ｂ１および
６ｂ２は、仕切板４の各凹部に対応して、各凹部の下方に配置され、第１乾燥室６ａから
漏出した汚泥を受け取り、第１乾燥室６ａに乾燥ガスを搬送する。換言すれば、各第２乾
燥室６ｂ１、６ｂ２と第１乾燥室６ａの対応する部分との組み合わせは、構造および機能
の点で上述し汚泥乾燥装置１と同様である。言うまでもなく、当業者であれば、底部乾燥
型汚泥乾燥装置の他の構成を想到することができるだろう。
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【００３７】
　さらに、図１に示すように、汚泥の乾燥効果を改善するために、好ましくは、上蓋３の
投入口８は、ハウジングの一端に近い位置に設けられ、排出口９は、ハウジングの他端に
設けられ、排気口１０は、投入口８と同一端に設けられる。さらに、撹拌組立体７ａ、７
ｂは、汚泥を撹拌すると共に、ハウジングの長手方向Ｇに沿って汚泥を移動させることが
できるものを採用してもよい。乾燥を行う汚泥が投入口８を介して第１乾燥室６ａに投入
され、仕切板４上に載置されると、連通口５から側方開口４０２までの湾曲経路を通って
、第２乾燥室６ｂから第１乾燥室６ａに流入する乾燥ガスによる乾燥、および撹拌組立体
７ａ、７ｂによる切断、破砕および撹拌によって、汚泥の粒度は、粗大粒子から粉末に徐
々に変化し、含水量も徐々に減少する。撹拌組立体７ａ、７ｂは、汚泥を撹拌すると共に
、汚泥を排出口９に向けて押し出す。このため、汚泥は、排出口９に近いほどより乾燥で
ある。このため、乾燥ガスは、排出口９近傍の側方開口４０２を介して第１乾燥室６ａに
よりスムーズに流入することができる。乾燥ガスは、排出口９近傍の汚泥を通過した後、
ハウジングの長手方向Ｇに沿って、排出口から投入口までの汚泥の表層を乾燥することが
でき、乾燥ガスと汚泥との接触時間を増やすことができる。
【００３８】
　本開示は、複数の好ましい実施形態を開示しているが、本発明は、本開示の記載に限定
されない。当業者なら、本開示の範囲内で、本開示の底部乾燥型汚泥乾燥装置の要素また
は部材に対して変形または改変を容易に行うことができ、そのような変形または改変は、
本開示の範囲内に含まれる。

【図１】 【図２】



(14) JP 2018-502713 A 2018.2.1

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】 【図１１】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年8月4日(2017.8.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　底部乾燥型汚泥乾燥装置であって、
　ハウジングを備え、前記ハウジングには、前記ハウジングの内部空間を少なくとも１つ
の第１乾燥室および少なくとも１つの第２乾燥室に区画するための曲面を有する仕切板が
設けられ、
　前記少なくとも１つの第１乾燥室の上部に設けられ、乾燥を行う汚泥を投入するための
投入口および汚泥を乾燥した後の乾燥ガスを排出するための排気口、並びに前記少なくと
も１つの第１乾燥室の周壁に設けられ、乾燥された汚泥を排出するための排出口と、
　前記少なくとも１つの第２乾燥室の側壁または底部に設けられ、汚泥を乾燥する乾燥ガ
スを供給するための少なくとも１つの給気口とを備え、
　前記曲面を有する仕切板は、少なくとも１つの凹部を有し、少なくとも１つの連通口が
前記凹部に形成され、前記少なくとも１つの連通口の上方に橋状部材を設けることによっ
て、前記橋状部材と前記仕切板との間に少なくとも１つの側方開口を形成し、
　前記少なくとも１つの第１乾燥室に設けられた少なくとも１つの汚泥撹拌組立体を備え
、前記少なくとも１つの汚泥撹拌組立体は、回転軸と、前記回転軸に固定された少なくと
も１つの撹拌部とを有し、前記少なくとも１つの撹拌部は、汚泥を切断、破砕および撹拌
するように構成され、および／または前記少なくとも１つの撹拌部は、回転するときにそ
の先端が少なくとも１つの連通口内の汚泥または付近の汚泥を掻き取るように、その先端
を少なくとも１つの側方開口に面し且つ近接するように構成されている、汚泥乾燥装置。
【請求項２】
　前記仕切板は、湾曲板を含む、請求項１に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項３】
　前記曲面を有する仕切板の前記凹部は、円弧状である、請求項１または２に記載の汚泥
乾燥装置。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの連通口の長手方向は、前記ハウジングの長手方向と交差または直
交であり、
　前記橋状部材は、前記連通口の長手方向に沿って前記連通口の上方に橋設され、前記連
通口の長手方向と実質的に平行である、請求項１～３のいずれか１項に記載の汚泥乾燥装
置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの連通口と前記少なくとも１つの側方開口との間には、少なくとも
１つの湾曲経路が形成され、
　乾燥ガスは、前記少なくとも１つの湾曲経路を介して、前記少なくとも１つの第２乾燥
室から前記少なくとも１つの第１乾燥室に流入する、請求項１～４のいずれか１項に記載
の汚泥乾燥装置。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの側方開口は、２つの側方開口を含み、
　前記２つの側方開口の一方には、前記側方開口を通って前記第１乾燥室に流入する乾燥
ガスを阻止するための阻流板が設けられている、請求項１～５のいずれか１項に記載の汚
泥乾燥装置。
【請求項７】
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　前記少なくとも１つの汚泥撹拌組立体の前記少なくとも１つの撹拌部は、前記回転軸か
ら径方向外側に延在し、前記第１乾燥室内の汚泥を切断、破砕および／または撹拌するた
めの少なくとも１つのブレードまたはラチェットを有する、請求項１～６のいずれか１項
に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの汚泥撹拌組立体の前記少なくとも１つの撹拌部は、前記回転軸か
ら径方向外側に延在する少なくとも１つのブレードまたはラチェットを有し、
　前記少なくとも１つのブレードまたはラチェットの先端の側縁は、前記少なくとも１つ
の側方開口付近の汚泥を掻き取るまたは部分的に掻き取るように構成されている、請求項
１～７のいずれか１項に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの汚泥撹拌組立体の前記少なくとも１つの撹拌部は、前記回転軸か
ら径方向外側に延在する少なくとも１つのブレードまたはラチェットを有し、
　前記少なくとも１つのブレードまたはラチェットの先端に取り付けられた掻き取り部材
の側縁は、前記少なくとも１つの側方開口付近の汚泥を掻き取るまたは部分的に掻き取る
ように構成されている、請求項１～８のいずれか１項に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項１０】
　前記仕切板に形成された前記少なくとも１つの連通口は、規則的な形状または不規則な
形状を有する、請求項１～９のいずれか１項に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項１１】
　前記橋状部材は、湾曲板と平坦板とを含む板部材である、請求項１～１０のいずれか１
項に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項１２】
　送風装置をさらに備え、
　前記送風装置は、前記少なくとも１つの給気口を介して前記第２乾燥室と連通する、請
求項１～１１のいずれか１項に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項１３】
　前記送風装置の上流側または下流側に設けられ、乾燥ガスを加熱するための加熱装置を
さらに備える、請求項１２に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項１４】
　吸引装置をさらに備え、
　前記吸引装置は、前記排気口を介して前記第１乾燥室と連通する、請求項１～１３のい
ずれか１項に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの汚泥撹拌組立体は、平行に配置された複数の汚泥撹拌組立体を含
み、
　前記複数の汚泥撹拌組立体の各々は、複数の撹拌部を有し、
　前記複数の撹拌部のうち少なくとも１つの撹拌部は、前記回転軸から径方向外側に延在
する少なくとも１つのブレードまたはラチェットを有し、
　前記少なくとも１つの連通口は、複数の連通口を含み、
　前記少なくとも１つの撹拌部は、前記複数の連通口の上方に設けられた橋状部材に対応
し、
　前記少なくとも１つのブレードまたはラチェットの先端の側縁もしくはブレードまたは
ラチェットに取り付けられた掻き取り部材の先端の側縁は、前記橋状部材の前記側方開口
付近の汚泥を掻き取るように構成されている、請求項１～１４のいずれか１項に記載の汚
泥乾燥装置。
【請求項１６】
　前記複数の汚泥撹拌組立体のうち少なくとも２つの汚泥撹拌組立体の各々は、複数の撹
拌部を備え、
　各撹拌部のブレードまたはラチェットの先端の側縁もしくはブレードまたはラチェット
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に取り付けられた掻き取り部材の先端の側縁は、前記側方開口付近の汚泥を掻き取るよう
に構成され、
　前記少なくとも２つの汚泥撹拌組立体の一方の複数の撹拌部と他方の複数の撹拌部とは
、千鳥状に配置されている、請求項１～１５のいずれか１項に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項１７】
　汚泥を除去するための掃除口をさらに備え、
　前記掃除口は、前記第２乾燥室の周壁または底部に設けられる、請求項１～１６のいず
れか１項に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項１８】
　前記第２乾燥室の底部は、円弧状断面を有する通路を画定し、
　前記第２乾燥室の端部に設けられた掃除口から汚泥を排出するための排出組立体が、前
記通路に設けられている、請求項１～１７のいずれか１項に記載の汚泥乾燥装置。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれか１項に記載の汚泥乾燥装置を用いて、汚泥を乾燥する方法で
あって、
　乾燥を行う汚泥を投入するための投入口を介して、少なくとも１つの第１乾燥室内に汚
泥を投入するステップと、
　前記少なくとも１つの第１乾燥室に設けられた少なくとも１つの汚泥撹拌組立体の少な
くとも１つの撹拌部を回転軸の周りに回転させ、汚泥を切断、破砕および撹拌して、前記
少なくとも１つの撹拌部の少なくとも１つのブレードまたはラチェットの先端もしくはブ
レードまたはラチェットに取り付けられた掻き取り部材の先端が側方開口付近の汚泥を掻
き取るステップとを含み、前記側方開口は、前記第１乾燥室と前記第２乾燥室とを区画す
る仕切板に形成された少なくとも１つの連通口の上方に設けられた橋状部材と、前記仕切
板とによって画定され、
　少なくとも１つの給気口を介して、乾燥ガスを前記第２乾燥室に流入させ、前記少なく
とも１つの連通口と前記側方開口との間に形成された湾曲経路を介して、第１乾燥室に流
入させるステップと、
　汚泥を乾燥した乾燥ガスおよび乾燥後の汚泥を前記第１乾燥室の排気口および排出口か
ら各々排出するステップと、
　汚泥を排出するための掃除口から、前記湾曲経路を介して前記第２乾燥室内に漏出した
汚泥を除去するステップとを含む、汚泥乾燥方法。
【請求項２０】
　送風装置を用いて、前記少なくとも１つの給気口を介して、乾燥ガスを前記第２乾燥室
に吹き込むステップをさらに含む、請求項１９に記載の汚泥乾燥方法。
【請求項２１】
　加熱装置を用いて、前記送風装置に進入する乾燥ガスまたは前記送風装置から送出され
る乾燥ガスを加熱するステップをさらに含む、請求項１９または２０に記載の汚泥乾燥方
法。
【請求項２２】
　吸引装置を持ちて、前記排気口を介して、前記第１乾燥室から汚泥を乾燥した乾燥ガス
を吸引するステップをさらに含む、請求項１９～２１のいずれか１項に記載の汚泥乾燥方
法。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つの第２乾燥室に設けられた排出組立体を動作させ、前記少なくとも
１つの第２乾燥室の底部の通路に沿って、前記第２乾燥室内の汚泥を前記第２乾燥室の端
部から排出する工程をさらに含む、請求項１９～２２のいずれか１項に記載の汚泥乾燥方
法。
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【要約の続き】
の先端が連通口（５）内の汚泥または付近の汚泥を掻き取るように、その先端を側方開口（４０２）に面し且つ近接
するように構成されている。また、本開示は、汚泥乾燥装置を用いて、汚泥を乾燥する方法を提供する。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

