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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
連続的に汚水が流入する汚水沈砂池と、雨天時に汚水が流入する雨水沈砂池とを備え、各
沈砂池に集砂手段と揚砂手段とをそれぞれ設けた沈砂処理設備において、前記集砂手段と
して、前記汚水沈砂池には池内に流入汚水を貯留した状態で集砂を行う水中集砂装置を、
前記雨水沈砂池には池内に流入した汚水を排出した状態で集砂を行うドライ集砂装置をそ
れぞれ設けるとともに、各沈砂池の水面より上方位置に貯水槽を配置し、前記水中集砂装
置及び前記ドライ集砂装置は、前記貯水槽から流下する流下水によって集砂を行う複数の
集砂水流出部を備え、各沈砂池に設けられる前記揚砂手段は、各沈砂池にそれぞれ設けら
れて前記各集砂手段によって集砂した沈砂を吸入する沈砂吸入管と、各沈砂吸入管に揚砂
弁を介してそれぞれ接続した沈砂貯留槽と、該沈砂貯留槽内の流体を流体排出弁を介して
吸引するエゼクタと、該エゼクタと前記沈砂貯留槽とに前記貯水槽内の水を昇圧して供給
するポンプと、該ポンプと前記エゼクタとをエゼクタ作動弁を介して接続したエゼクタ駆
動水供給経路と、前記ポンプと前記沈砂貯留槽とを排砂水供給弁を介して接続した排砂水
供給経路と、該排砂水供給経路から供給される排砂水に同伴させて前記沈砂貯留槽内から
沈砂を排出する沈砂排出経路と、該沈砂排出経路に排出された排砂水中の沈砂と水とを分
離する沈砂分離機と、該沈砂分離機で分離した水を前記貯水槽に返送する水返送経路とを
備え、前記水中集砂装置の前記集砂水流出部は、前記貯水槽から流下する流下水を前記ポ
ンプによって昇圧した水が供給されることを特徴とする沈砂処理設備。
【請求項２】
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前記汚水沈砂池の上流側に設けられた除塵機と、前記除塵機に捕捉されたし渣を回収する
回収槽と、該回収槽と前記沈砂貯留槽とを接続するし渣回収経路と、し渣を分離して脱水
処理を行うし渣分離脱水機とを備え、前記沈砂排出経路から分岐してし渣分離脱水機に接
続するし渣処理経路が設けられていることを特徴とする請求項１記載の沈砂処理設備。
【請求項３】
連続的に汚水が流入する汚水沈砂池と、雨天時に汚水が流入する雨水沈砂池とを備え、各
沈砂池に集砂手段と揚砂手段とをそれぞれ設けた沈砂処理設備において、前記集砂手段と
して、前記汚水沈砂池には池内に流入汚水を貯留した状態で集砂を行う水中集砂装置を、
前記雨水沈砂池には池内に流入した汚水を排出した状態で集砂を行うドライ集砂装置をそ
れぞれ設けるとともに、各沈砂池の水面より上方位置に貯水槽を配置し、前記水中集砂装
置及び前記ドライ集砂装置は、前記貯水槽から流下する流下水によって集砂を行う複数の
集砂水流出部を備え、各沈砂池に設けられる前記揚砂手段は、各沈砂池にそれぞれ設けら
れて前記各集砂手段によって集砂した沈砂を吸入する沈砂吸入管と、各沈砂吸入管に揚砂
弁を介してそれぞれ接続した沈砂貯留槽と、該沈砂貯留槽内の流体を流体排出弁を介して
吸引するエゼクタと、該エゼクタと前記沈砂貯留槽とに前記貯水槽内の水を昇圧して供給
するポンプと、該ポンプと前記エゼクタとをエゼクタ作動弁を介して接続したエゼクタ駆
動水供給経路と、前記ポンプと前記沈砂貯留槽とを排砂水供給弁を介して接続した排砂水
供給経路と、該排砂水供給経路から供給される排砂水に同伴させて前記沈砂貯留槽内から
沈砂を排出する沈砂排出経路と、該沈砂排出経路に排出された排砂水中の沈砂と水とを分
離する沈砂分離機と、該沈砂分離機で分離した水を前記貯水槽に返送する水返送経路とを
備え、前記汚水沈砂池の上流側に設けられた除塵機と、前記除塵機に捕捉されたし渣を回
収する回収槽と、該回収槽と前記沈砂貯留槽とを接続するし渣回収経路と、し渣を分離し
て脱水処理を行うし渣分離脱水機とを備え、前記沈砂排出経路から分岐してし渣分離脱水
機に接続するし渣処理経路が設けられていることを特徴とする沈砂処理設備。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、沈砂処理設備に関し、詳しくは、合流式下水道において、連続的に汚水が流
入する汚水沈砂池と雨天時に汚水が流入する雨水沈砂池とを備えた沈砂処理設備に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、下水処理場には、下水などの汚水中に含まれる砂などを除去するための沈砂
処理設備が設けられている。この沈砂処理設備は、汚水中の砂などを沈降させる沈砂池と
、該沈砂池の地底に沈降した砂など（沈砂）を沈砂池の地底の一部に設けられた沈砂ピッ
トに移送する集砂装置と、沈砂ピットに集められた沈砂を水と共に沈砂池から排出する揚
砂装置と、該揚砂装置で揚砂した沈砂と水とを分離する沈砂分離器とを備えている。前記
集砂装置としては、沈砂池の地底に、前記沈砂ピットの方向に向けて圧力水を噴射する複
数のノズルを設けたものが広く用いられている。また、前記揚砂装置としては、圧力水を
駆動源としたジェットポンプが多く用いられている（例えば、特許文献１，２参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３８２０８号公報
【特許文献２】特開２００９－３９６９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　通常、一つのポンプで昇圧した圧力水を、前記集砂装置に用いる集砂水と前記揚砂装置
に用いる揚砂水とに兼用することが行われているが、揚砂装置には高圧の圧力水を必要と
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するため、この高圧の圧力水を集砂装置のノズルから集砂水として噴射すると、地底に堆
積した沈砂を水中に巻き上げてしまうことがあり、集砂効率が低下するだけでなく、巻き
上げた沈砂を含む水が下流側に流れていかないように、集砂中には下流側の流路を遮断す
る必要もある。さらに、高圧の圧力水を得るために大容量のポンプを必要とすることから
、設備費や動力費が嵩むという問題もある。また、集砂装置に用いる圧力水と揚砂装置に
用いる圧力水とを別のポンプで昇圧する場合は、沈砂の巻き上げは回避できるものの、設
備費の上昇を招くことになる。
【０００５】
　そこで本発明は、ポンプの設備費や動力費を抑えながら集砂及び揚砂を効率よく行うこ
とができる沈砂処理設備を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記目的を達成するため、本発明の沈砂処理設備は、連続的に汚水が流入する汚水沈砂池
と、雨天時に汚水が流入する雨水沈砂池とを備え、各沈砂池に集砂手段と揚砂手段とをそ
れぞれ設けた沈砂処理設備において、前記集砂手段として、前記汚水沈砂池には池内に流
入汚水を貯留した状態で集砂を行う水中集砂装置を、前記雨水沈砂池には池内に流入した
汚水を排出した状態で集砂を行うドライ集砂装置をそれぞれ設けるとともに、各沈砂池の
水面より上方位置に貯水槽を配置し、前記水中集砂装置及び前記ドライ集砂装置は、前記
貯水槽から流下する流下水によって集砂を行う複数の集砂水流出部を備え、各沈砂池に設
けられる前記揚砂手段は、各沈砂池にそれぞれ設けられて前記各集砂手段によって集砂し
た沈砂を吸入する沈砂吸入管と、各沈砂吸入管に揚砂弁を介してそれぞれ接続した沈砂貯
留槽と、該沈砂貯留槽内の流体を流体排出弁を介して吸引するエゼクタと、該エゼクタと
前記沈砂貯留槽とに前記貯水槽内の水を昇圧して供給するポンプと、該ポンプと前記エゼ
クタとをエゼクタ作動弁を介して接続したエゼクタ駆動水供給経路と、前記ポンプと前記
沈砂貯留槽とを排砂水供給弁を介して接続した排砂水供給経路と、該排砂水供給経路から
供給される排砂水に同伴させて前記沈砂貯留槽内から沈砂を排出する沈砂排出経路と、該
沈砂排出経路に排出された排砂水中の沈砂と水とを分離する沈砂分離機と、該沈砂分離機
で分離した水を前記貯水槽に返送する水返送経路とを備え、前記水中集砂装置の前記集砂
水流出部は、前記貯水槽から流下する流下水を前記ポンプによって昇圧した水が供給され
ることを特徴としている。また、この発明に加えて、前記汚水沈砂池の上流側に設けられ
た除塵機と、前記除塵機に捕捉されたし渣を回収する回収槽と、該回収槽と前記沈砂貯留
槽とを接続するし渣回収経路と、し渣を分離して脱水処理を行うし渣分離脱水機とを備え
、前記沈砂排出経路から分岐してし渣分離脱水機に接続するし渣処理経路が設けられてい
ることを特徴としている。
【０００７】
  さらに、本発明の沈砂処理設備は、連続的に汚水が流入する汚水沈砂池と、雨天時に汚
水が流入する雨水沈砂池とを備え、各沈砂池に集砂手段と揚砂手段とをそれぞれ設けた沈
砂処理設備において、前記集砂手段として、前記汚水沈砂池には池内に流入汚水を貯留し
た状態で集砂を行う水中集砂装置を、前記雨水沈砂池には池内に流入した汚水を排出した
状態で集砂を行うドライ集砂装置をそれぞれ設けるとともに、各沈砂池の水面より上方位
置に貯水槽を配置し、前記水中集砂装置及び前記ドライ集砂装置は、前記貯水槽から流下
する流下水によって集砂を行う複数の集砂水流出部を備え、各沈砂池に設けられる前記揚
砂手段は、各沈砂池にそれぞれ設けられて前記各集砂手段によって集砂した沈砂を吸入す
る沈砂吸入管と、各沈砂吸入管に揚砂弁を介してそれぞれ接続した沈砂貯留槽と、該沈砂
貯留槽内の流体を流体排出弁を介して吸引するエゼクタと、該エゼクタと前記沈砂貯留槽
とに前記貯水槽内の水を昇圧して供給するポンプと、該ポンプと前記エゼクタとをエゼク
タ作動弁を介して接続したエゼクタ駆動水供給経路と、前記ポンプと前記沈砂貯留槽とを
排砂水供給弁を介して接続した排砂水供給経路と、該排砂水供給経路から供給される排砂
水に同伴させて前記沈砂貯留槽内から沈砂を排出する沈砂排出経路と、該沈砂排出経路に
排出された排砂水中の沈砂と水とを分離する沈砂分離機と、該沈砂分離機で分離した水を
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前記貯水槽に返送する水返送経路とを備え、前記汚水沈砂池の上流側に設けられた除塵機
と、前記除塵機に捕捉されたし渣を回収する回収槽と、該回収槽と前記沈砂貯留槽とを接
続するし渣回収経路と、し渣を分離して脱水処理を行うし渣分離脱水機とを備え、前記沈
砂排出経路から分岐してし渣分離脱水機に接続するし渣処理経路が設けられていることを
特徴としている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の沈砂処理設備によれば、連続的に汚水が流入する汚水沈砂池と、雨天時に増水
した汚水の一部が流入する雨水沈砂池とにそれぞれ最適な集砂手段を設置し、揚砂手段で
揚砂した排砂水中の沈砂と水とを沈砂分離装置で分離し、分離した水を貯水槽に返送して
エゼクタ駆動水や集砂水として利用することにより、水の有効利用が図れる。また、エゼ
クタによって内部の流体を排出して減圧した沈砂貯留槽に沈砂を吸い込むようにしている
ので、エゼクタで沈砂貯留槽内を減圧できる水を供給できる容量のポンプを設置すればよ
く、従来の高圧の圧力水を得るための大容量のポンプに比べて小容量のポンプを設置すれ
ばよく、設備費や動力費を削減できる。また、集砂手段に貯水槽から流下した水あるいは
従来に比べて小容量のポンプからの水を集砂水として使用することにより、沈砂を巻き上
げることもなくなる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の沈砂処理設備の一形態例を示す説明図である。
【図２】汚水沈砂池に設けた水中集砂装置の一例を示す斜視図である。
【図３】雨水沈砂池に設けたドライ集砂装置の一例を示す斜視図である。
【図４】揺動型沈砂吸入管の一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１に示すように、本形態例に示す沈砂処理設備は、連続的に汚水が流入する汚水沈砂
池１０と、雨天時に雨水が合流して増水した汚水の一部が流入する雨水沈砂池２０とを備
えている。汚水沈砂池１０及び雨水沈砂池２０にそれぞれ設けられる集砂手段として、汚
水沈砂池１０には、該汚水沈砂池１０内に流入した汚水を貯留した状態で池底に沈殿した
沈砂を水中でピット１１に向けて集砂する水中集砂装置１２が設けられており、雨水沈砂
池２０には、該雨水沈砂池２０内に流入した雨水を排出した状態で池底に堆積した沈砂を
ピット２１に向けて集砂するドライ集砂装置２２が設けられている。また、汚水沈砂池１
０の上流側及び下流側には、止水ゲート１３がそれぞれ設けられるとともに、上流側には
除塵機１４が設けられている。一方、雨水沈砂池２０の上流側には止水ゲート２３が設け
られ、下流側には除塵機２４が設けられている。
【００１１】
　図２に示すように、前記水中集砂装置１２は、汚水沈砂池１０の池底に、前記ピット１
１に向かう下り勾配を有する複数のコンクリート製のトラフ基礎１５と、該トラフ基礎１
５の内部に設けられた給水通路１６と、前記トラフ基礎１５の上部を覆うように設けられ
た金属製のトラフ本体１７と、前記給水通路１６に下り勾配下端側から集砂水を供給する
集砂水供給管１８と、前記給水通路１６内に供給された集砂水をトラフ本体１７の上面に
ピット１１方向に向けて吐出する複数の集砂水ノズル１９とを備えている。
【００１２】
　また、図３に示すように、前記ドライ集砂装置２２は、ピット２１に向かう下り勾配を
有する池底に、ピット２１に流れ方向に対して平行に区画された複数のトラフ２５と、該
トラフ２５の最上流部に設けられた給水通路２６と、該給水通路２６に集砂水を供給する
集砂水供給管２７と、前記給水通路２６内に供給された集砂水を各トラフ２５の最上流部
にそれぞれ吐出する集砂水吐出口２８と、該集砂水吐出口２８を開閉する開閉扉２９とを
備えている。
【００１３】
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　各ピット１１，２１に集砂された沈砂を各沈砂池１０，２０の上部に揚砂するための揚
砂手段３０は、下端が各ピット１１，２１に至る長さの沈砂吸入管３１ａ，３１ｂと、各
沈砂吸入管３１ａ，３１ｂに揚砂弁３２ａ，３２ｂを介してそれぞれ接続した沈砂貯留槽
３３と、該沈砂貯留槽３３内の流体を減圧経路３４から吸引するエゼクタ３５と、各沈砂
池１０，２０の水面より上方に設けられた貯水槽３６と、該貯水槽３６内の水を昇圧して
送出するポンプ３７と、該ポンプ３７で昇圧した水を前記エゼクタ３５に駆動水として供
給する駆動水供給経路３８と、前記ポンプ３７で昇圧した水を前記沈砂貯留槽３３に排砂
水として供給する排砂水供給経路３９と、エゼクタ３５から流出した水を前記貯水槽３６
に返送する水返送経路４０と、前記排砂水供給経路３９から供給される排砂水に同伴させ
て前記沈砂貯留槽３３内から沈砂を排出する沈砂排出経路４１と、該沈砂排出経路４１に
排出された排砂水中の沈砂と水とを分離する沈砂分離機４２とを備えている。
【００１４】
　また、本形態例に示す沈砂処理設備では、前記除塵機１４に捕捉されて回収槽１４ａに
回収したし渣を分離して脱水処理を行うためのし渣分離脱水機４３が設けられている。前
記回収槽１４ａには、前記沈砂貯留槽３３に接続するし渣回収経路４４が設けられ、沈砂
排出経路４１からは、し渣分離脱水機４３に接続するし渣処理経路４５が分岐している。
さらに、沈砂分離機４２で沈砂を分離した水及びし渣分離脱水機４３でし渣を分離した水
を、前記水返送経路４０を介して前記貯水槽３６に返送する分離水返送経路４６が設けら
れている。
【００１５】
　図４に示すように、各沈砂池１０，２０の各ピット１１，２１から沈砂を吸い上げる沈
砂吸入管３１ａ，３１ｂは、各沈砂吸入管３１ａ，３１ｂの上部を支点として沈砂池幅方
向に揺動可能に形成した揺動型沈砂吸入管を使用している。各ピット１１，２１の底面１
１ａ，２１ａは、揺動時の各沈砂吸入管３１ａ，３１ｂの下端が描く軌跡に対応した円弧
状に形成されている。
【００１６】
　このような構成を有する沈砂処理設備は、汚水沈砂池１０の両止水ゲート１３は常時開
状態で、雨水沈砂池２０の止水ゲート２３は雨天時以外は閉状態で運転される。下水道な
どからの汚水は、上流側の止水ゲート１３を通り、除塵機１４で浮遊物や粗大ゴミが除去
されてから汚水沈砂池１０に流入する。流入部に比べて幅方向が拡がった汚水沈砂池１０
では、流速が低下することによって汚水中の土砂が地底に向かって沈降し、汚水中から分
離される。土砂を分離した汚水は、下流側の止水ゲート１３を通って次の排水処理設備に
送られる。
【００１７】
　また、合流式下水道で雨天時に水量が増大したときには、雨水沈砂池２０の止水ゲート
２３が開いて雨水沈砂池２０に汚水が流入する。この雨水沈砂池２０においても、流速の
低下によって汚水中の土砂が沈降分離され、土砂を分離した汚水は、前記同様に排水処理
設備に送られる。
【００１８】
　汚水沈砂池１０の地底に堆積した沈砂は、水中集砂装置１２によってピット１１に集め
られた後、揚砂手段３０の沈砂吸入管３１ａによって汚水沈砂池１０から排出される。ま
ず、水中集砂装置１２による集砂は、貯水槽３６の給水弁３６Ｖ及び集砂水供給管１８の
集砂水供給弁１８Ｖを開き、貯水槽３６内の水を集砂水として集砂水供給管１８から給水
通路１６の勾配下部側に供給する。給水通路１６の勾配下部側に供給された集砂水は、各
トラフ本体１７の勾配下部側に位置する集砂水ノズル１９から順番に吐出され、トラフ本
体１７の上面に堆積した沈砂を、勾配下部側から順々にピット１１に向けて流下させる。
【００１９】
　このように、勾配下部側から流下させることにより、堆積した沈砂を少量ずつ円滑にピ
ット１１に流下させることができる。また、集砂水供給管１８から全ての給水通路１６に
同時に集砂水を供給してトラフ本体１７上の全てトラフに対して集砂を行うようにしても
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よく、集砂水供給管１８を弁を介して複数に分岐し、適宜に組み分けした給水通路１６あ
るいは一つずつ独立させた給水通路１６毎に集砂水を順次供給することにより、一つのト
ラフに大量の集砂水を供給することができるので、圧力が低い集砂水であっても、トラフ
上の沈砂をピット１１に向けて確実に流下させることができる。
【００２０】
　また、雨水沈砂池２０の地底に堆積した沈砂をピット２１に集める際には、止水ゲート
２３を閉じて汚水の流入を遮断した後、雨水沈砂池２０内の汚水を排出してからドライ集
砂装置２２を作動させる。ドライ集砂装置２２による集砂は、貯水槽３６の給水弁３６Ｖ
及び集砂水供給管２７の集砂水供給弁２７Ｖを開き、貯水槽３６内の水を集砂水として集
砂水供給管２７から給水通路２６に供給し、開閉扉開閉装置２９ａによって開閉扉２９を
開き、集砂水吐出口２８からトラフ２５の上面に集砂水を吐出させる。
【００２１】
　この雨水沈砂池２０では、トラフ２５に水が溜まっていない状態で集砂を行うため、ト
ラフ２５の傾斜方向最上部から集砂水を流下させるだけでトラフ２５の上に堆積した沈砂
をピット２１に流下させることができる。また、この雨水沈砂池２０においても、全ての
開閉扉２９を開いて全てのトラフ２５に同時に集砂水を供給して集砂してもよく、各開閉
扉２９を順番に開いて各トラフ２５毎に大量の集砂水を流下させるようにしてもよい。
【００２２】
　このようにして各ピット１１，２１に集められた沈砂は、揚砂手段３０を作動させてピ
ット１１，２１内から吸い上げて汚水沈砂池１０や雨水沈砂池２０から排出する。揚砂手
段３０による揚砂は、以下の操作手順で行われる。
【００２３】
　まず、沈砂貯留槽３３内を所定圧力に減圧するための減圧操作を行う。この減圧操作で
は、減圧経路３４の減圧弁３４Ｖ、前記駆動水供給経路３８のエゼクタ作動弁３８Ｖ及び
エゼクタ出口弁３５Ｖを開いて他の弁を閉じた状態とし、貯水槽３６内の水を前記ポンプ
３７で昇圧し、駆動水供給経路３８を介してエゼクタ３５に駆動水として供給する。これ
により、エゼクタ３５の吸引作用で前記沈砂貯留槽３３内の空気が減圧経路３４を介して
吸引され、沈砂貯留槽３３内が減圧される。エゼクタ３５から吐出された気液混合水は、
水返送経路４０を通って貯水槽３６に循環し、空気を分離した後に再利用される。
【００２４】
　前記減圧操作で沈砂貯留槽３３内を十分に減圧した後、ポンプ３７を停止して弁を全て
閉じた状態としてから、揚砂を行うピットに対応した揚砂弁のみを開いて沈砂吸上操作を
行う。例えば、汚水沈砂池１０のピット１１から沈砂を吸い上げる場合は、沈砂吸入管３
１ａの揚砂弁３２ａを開くことにより、沈砂貯留槽３３内とピット１１との圧力差でピッ
ト１１内に集めた沈砂を水と共に沈砂吸入管３１ａに吸入し、沈砂吸入管３１ａから沈砂
貯留槽３３内に沈砂と水とを吸い上げる。この沈砂吸上操作は、沈砂貯留槽３３内があら
かじめ十分に減圧された状態で開始するので、沈砂貯留槽３３内とピット１１との圧力差
を大きくでき、強い吸引力で沈砂を沈砂吸入管３１ａに吸い上げることが可能であり、比
較的大きな砂利、小石等も確実に沈砂貯留槽３３内に吸い上げることができる。さらに、
沈砂吸入管３１ａをピット１１の下端を幅方向に揺動させることにより、ピット１１の全
体から沈砂を吸い上げることができる。また、この沈砂吸上操作を行っている間、ポンプ
３７を停止させることなく、減圧弁３４Ｖ、エゼクタ作動弁３８Ｖ及びエゼクタ出口弁３
５Ｖも閉じることなく、沈砂貯留槽３３内を排気する減圧操作を継続するようにしてもよ
い。
【００２５】
　砂吸上操作を行った後、沈砂貯留槽３３内に貯留された沈砂を沈砂分離機４２に送出す
る排砂操作を行う。この排砂操作では、他の弁を閉じた状態で排砂水供給経路３９の排砂
水供給弁３９Ｖと前記沈砂排出経路４１の排砂弁４１Ｖとを開き、ポンプ３７を作動させ
て貯水槽３６内の水を排砂水として排砂水供給経路３９から沈砂貯留槽３３内に供給する
。これにより、沈砂貯留槽３３内の沈砂が排砂水に同伴されて沈砂排出経路４１に排出さ
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を停止させて沈砂貯留槽３３内に残る排砂水を別途設けたドレンなどから排出する。また
、沈砂分離機４２で沈砂から分離した水は、本形態例では、し渣分離脱水機４３を介して
分離水返送経路４６を通り、前記水返送経路４０を通って貯水槽３６に返送される。
【００２６】
　前記沈砂吸上操作で沈砂吸入管３１ａの揚砂弁３２ａに代えて沈砂吸入管３１ｂの揚砂
弁３２ｂを開くことにより、前記同様の操作で雨水沈砂池２０のピット２１に集めた沈砂
を吸い上げて排出することができる。また、揚砂弁３２ａ及び揚砂弁３２ｂを閉じた状態
でし渣回収経路４４のし渣回収弁４４Ｖを開くことにより、回収槽１４ａ内のし渣を沈砂
貯留槽３３に吸い上げることができる。
【００２７】
　このようにして集砂及び揚砂を行うように形成したことにより、前記減圧操作では、比
較的長時間を掛けて沈砂貯留槽３３内を十分に減圧できればよいことから、ポンプ３７や
エゼクタ３５として小型のものを用いることができ、従来の揚砂ポンプに比べて設備コス
トや消費エネルギーを大幅に低減することができる。さらに、両汚水沈砂池１０の上部に
設けた貯水槽３６内の水を水頭差で集砂水として利用することにより、池底に堆積した沈
砂を巻き上げることがなくなり、集砂効率を向上させることができる。
【００２８】
　また、ポンプ３７の吐出側から給水弁３６Ｖの下流側に接続する昇圧水供給経路４７を
設けておき、集砂時に給水弁３６Ｖを閉じた状態でポンプ３７を作動させるとともに昇圧
水供給経路４７の昇圧水供給弁４７Ｖを開くことにより、ポンプ３７で昇圧した水を集砂
水として供給することもできる。この場合も、従来の揚砂用の圧力水を得るための大容量
のポンプに比べて、エゼクタ３５を介して沈砂貯留槽３３内を減圧するための小容量のポ
ンプ３７で昇圧した水であるから、池底の沈砂を巻き上げることはほとんどない。
【００２９】
　なお、図１では、主となる汚水沈砂池１０を上に、従となる雨水沈砂池２０を下に記載
しているが、雨水沈砂池２０を汚水沈砂池１０より高い位置に設けておくことにより、雨
水沈砂池２０内の汚水を自然流下で汚水沈砂池１０に排出できるので、雨水沈砂池２０か
らの汚水の排出を容易に行うことができ、排水用のポンプも省略することができる。また
、雨水沈砂池２０を高位置に設けた場合は、貯水槽３６と汚水沈砂池１０との水頭差が大
きくなるので、水中集砂装置１２に供給する集砂水の圧力を、ドライ集砂装置２２の集砂
水の圧力より高くすることができ、ポンプによる送水を行わなくても十分な集砂能力を得
ることが可能となる。
【符号の説明】
【００３０】
　１０…汚水沈砂池、１１…ピット、１２…水中集砂装置、１３…止水ゲート、１４…除
塵機、１４ａ…回収槽、１５…トラフ基礎、１６…給水通路、１７…トラフ本体、１８…
集砂水供給管、１９…集砂水ノズル、２０…雨水沈砂池、２１…ピット、２２…ドライ集
砂装置、２３…止水ゲート、２４…除塵機、２５…トラフ、２６…給水通路、２７…集砂
水供給管、２８…集砂水吐出口、２９…開閉扉、２９ａ…開閉扉開閉装置、３０…揚砂手
段、３１ａ，３１ｂ…沈砂吸入管、３２ａ，３２ｂ…揚砂弁、３３…沈砂貯留槽、３４…
減圧経路、３５…エゼクタ、３６…貯水槽、３７…ポンプ、３８…駆動水供給経路、３９
…排砂水供給経路、４０…水返送経路、４１…沈砂排出経路、４２…沈砂分離機、４２ａ
…ホッパー、４３…し渣分離脱水機、４４…し渣回収経路、４５…し渣処理経路、４６…
分離水返送経路、４７…昇圧水供給経路
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