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(57)【要約】
【課題】少ない量の生石灰によって有機性汚泥を十分に
乾燥することができ、カルシウム含有率の低い乾燥汚泥
を得ることができる有機性汚泥の処理方法を提供するこ
と。
【解決手段】有機性汚泥を脱水して脱水汚泥を得る脱水
工程と、得られた脱水汚泥と生石灰とをロータリーキル
ン２に仕込み、脱水汚泥中の水と生石灰との反応熱によ
って脱水汚泥中の水を蒸発させるとともに、発生する水
蒸気をロータリーキルン２から回収して蒸気過熱装置３
で過熱し、得られる過熱水蒸気をロータリーキルン２に
供給して、脱水汚泥および生石灰と接触させる一次乾燥
工程と、一次乾燥工程を経た汚泥をロータリーキルン２
から取り出して乾燥する二次乾燥工程とを含む。
【選択図】

図１

10

(2)

JP 2011‑72852 A 2011.4.14

【特許請求の範囲】
【請求項１】
脱水汚泥と生石灰とを攪拌混合機に仕込み、前記脱水汚泥中の水と前記生石灰との反応
熱によって当該脱水汚泥中の水を蒸発させるとともに、発生する水蒸気を前記攪拌混合機
から回収して蒸気過熱装置で過熱し、得られる過熱水蒸気を前記攪拌混合機に供給して、
前記脱水汚泥および前記生石灰と接触させる乾燥工程を含むことを特徴とする有機性汚泥
の処理方法。
【請求項２】
有機性汚泥を脱水して含水率が７０〜９０質量％の脱水汚泥を得る脱水工程と、
得られた脱水汚泥と生石灰とを攪拌混合機に仕込み、前記脱水汚泥中の水と前記生石灰
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との反応熱によって当該脱水汚泥中の水を蒸発させるとともに、発生する水蒸気を前記攪
拌混合機から回収して蒸気過熱装置で過熱し、得られる過熱水蒸気を前記攪拌混合機に供
給して、前記脱水汚泥および前記生石灰と接触させる一次乾燥工程と、
前記一次乾燥工程を経た汚泥を前記攪拌混合機から取り出して乾燥する二次乾燥工程と
を含むことを特徴とする有機性汚泥の処理方法。
【請求項３】
脱水汚泥と生石灰との仕込比率（質量）が１００：１０〜３０であることを特徴とする
請求項１または請求項２に記載の有機性汚泥の処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は有機性汚泥の処理方法に関し、さらに詳しくは、下水処理汚泥、し尿処理汚泥
などの有機性汚泥を生石灰を使用して乾燥する工程を含む処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、エネルギー消費量の少ない有機性汚泥の処理方法として、酸素不存在下で汚泥を
熱分解して燃料などの炭化物製品とすることが行われており、種々の炭化処理方法が提案
されている（特許文献１および２参照）。
【０００３】
有機性汚泥から炭化物を得る場合には、炭化処理する前の汚泥を乾燥する必要がある。
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また、有機性汚泥を他の用途に供する場合においても、含水率が９０〜１００質量％程度
である有機汚泥を乾燥して、含水率が２０〜３０質量％程度の乾燥汚泥を得る必要がある
。
【０００４】
有機性汚泥から乾燥汚泥を得る方法としては、通常、脱水機によって機械的に脱水して
含水率が７５質量％程度の脱水汚泥とし、この脱水汚泥を加熱乾燥することが行われてい
る（特許文献１−３参照）。
【０００５】
ここに、脱水汚泥を加熱乾燥する方法としては、加熱式乾燥機などを用いて脱水汚泥に
熱エネルギーを付与する方法、脱水汚泥に生石灰を接触させて、脱水汚泥中の水と生石灰
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との反応熱を利用して脱水汚泥中の水を蒸発させる方法がある。
【０００６】
生石灰と水との反応熱を利用する乾燥処理は、脱水汚泥と生石灰とを攪拌混合機（反応
器）に仕込み、脱水汚泥中の水と生石灰とを反応させ、その反応熱によって当該脱水汚泥
中の水を蒸発させる。この乾燥処理は、通常、連続的に実施され、また、反応器内のみで
実施することもできるが、反応器から排出後、二次乾燥（後乾燥）として、例えば屋外で
更に行うこともできる。
【０００７】
生石灰と水との反応熱を利用する乾燥処理は、熱エネルギーを外部から付与する必要が
ないために、エネルギーコストの点から有利である。
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また、生石灰との反応によって汚泥がアルカリ性を示し、有機物に由来する臭気が低減
される。特に、屋外において二次乾燥（例えば、天日乾燥）を行う場合に衛生面で有利で
ある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００８−４９３１８号公報
【特許文献２】特開２００８−２３８１２９号公報
【特許文献３】特開昭５８−１０１７９６号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
脱水汚泥中の水と生石灰との反応熱を利用する乾燥処理において、生石灰の添加量は、
水との反応熱によって十分な乾燥（水分の蒸発）が実現されるように、脱水汚泥の処理量
および含水率から決定される。
ここに、生石灰の添加量の一例を示すと、含水率７５質量％程度の脱水汚泥１００質量
部に対して２０質量部程度とされる。
【００１０】
しかしながら、含水率が７５質量％程度の脱水汚泥は粘土質の塊状物であるため、その
内部に生石灰を浸透させることができず、このため、乾燥処理後の汚泥（塊状物）の表面
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に、未反応の生石灰が付着残留している一方で、当該汚泥（塊状物）の内部には依然とし
て一定量の水分が残留したままとなって十分な乾燥が行われていないのが現実である。
【００１１】
発熱反応に寄与できない未反応の生石灰は、処理コストの点から好ましくないばかりか
、生石灰（カルシウム）の濃度が高くなることによって、得られる乾燥汚泥の用途が限定
され、例えば、燃料などとして利用する炭化物製品を得ることができなくなる。
なお、未反応の生石灰が汚泥に残留することを防止するために、生石灰の添加量を低減
すると、十分な乾燥（水分の蒸発）を実現することができなくなる。
【００１２】
このため、未反応の生石灰が乾燥汚泥に残留しない程度に少ない量の生石灰で、有機性
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汚泥を十分に乾燥することのできる処理方法が望まれていた。
【００１３】
本発明は以上のような事情に基いてなされたものである。
本発明の目的は、少ない量の生石灰によって有機性汚泥を十分に乾燥することができ、
カルシウム含有率の低い乾燥汚泥を得ることができる有機性汚泥の処理方法を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
第１の発明に係る有機性汚泥の処理方法は、脱水汚泥と生石灰とを攪拌混合機に仕込み
、前記脱水汚泥中の水と前記生石灰との反応熱によって当該脱水汚泥中の水を蒸発させる
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とともに、発生する水蒸気を前記攪拌混合機から回収して蒸気過熱装置で過熱し、得られ
る過熱水蒸気を前記攪拌混合機に供給して、前記脱水汚泥および前記生石灰と接触させる
乾燥工程を含むことを特徴とする。
【００１５】
このような処理方法によれば、
（１）過熱水蒸気は、塊状（ケーキ状）の脱水汚泥の内部に浸透し、当該脱水汚泥（塊状
物）を軟化・崩壊させる。これにより、脱水汚泥の内部に存在していた水分が、攪拌混合
機内の高温雰囲気と接触して水蒸気となり、これにより乾燥効率が向上する。
（２）過熱水蒸気による脱水汚泥の軟化・崩壊に伴って、その内部に存在していた水分の
一部が、脱水汚泥の表面に付着していた生石灰と反応して発熱し、攪拌混合機内の温度を
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上昇させ、これにより乾燥効率が向上する。
（３）過熱水蒸気の凝縮水が、脱水汚泥（塊状物）の表面に付着している生石灰と反応し
て発熱し、攪拌混合機内の温度を上昇させ、これにより乾燥効率が向上する。
（４）過熱水蒸気の有する熱エネルギーが攪拌混合機の内部温度を上昇させ、これにより
乾燥効率が向上する。
（５）過熱水蒸気は湿度が低いので、攪拌混合機内を湿潤化させることがない。
（６）過熱水蒸気により、生石灰と水（凝縮水および脱水汚泥の内部に存在していた水）
との接触効率が格段に向上するので、攪拌混合機内への生石灰の仕込量を少なくしても、
脱水汚泥を効率的に乾燥することができる。そして、生石灰の仕込量を少なくすることが
できるために、得られる乾燥汚泥中のカルシウム含有率を低くすることができる。

10

【００１６】
第２の発明は、有機性汚泥を脱水して含水率が７０〜９０質量％の脱水汚泥を得る脱水
工程と、
得られた脱水汚泥と生石灰とを攪拌混合機に仕込み、前記脱水汚泥中の水と前記生石灰
との反応熱によって当該脱水汚泥中の水を蒸発させるとともに、発生する水蒸気を前記攪
拌混合機から回収して蒸気過熱装置で過熱し、得られる過熱水蒸気を前記攪拌混合機に供
給して、前記脱水汚泥および前記生石灰と接触させる一次乾燥工程と、
前記一次乾燥工程を経た汚泥を前記攪拌混合機から取り出して乾燥する二次乾燥工程と
を含むことを特徴とする。
【００１７】
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このような処理方法によれば、二次乾燥工程を経て得られる乾燥汚泥中の含水率を十分
に低いものとすることができる。
また、一次乾燥工程における過熱水蒸気の供給により、生石灰の仕込量を少なくするこ
とができるので、得られる乾燥汚泥中のカルシウム含有率を低くすることができる。
さらに、一次乾燥工程を経た汚泥が、生石灰と水との反応によってアルカリ性を示し、
有機物に由来する臭気を低減することができる。
【００１８】
本発明の処理方法において、攪拌混合機に仕込まれる脱水汚泥と生石灰との仕込比率（
質量）が１００：１０〜３０であることが好ましい。
【発明の効果】
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【００１９】
本発明の処理方法によれば、従来の使用量よりも少ない量の生石灰によって有機性汚泥
（脱水汚泥）を効率的に乾燥することができる。
本発明の処理方法により処理された乾燥汚泥は、カルシウム含有率を低くすることがで
きるので、種々の用途に適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の処理方法の一実施形態で使用する装置の全体構成を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
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図１において、１は脱水機、２はロータリーキルン（攪拌混合機）、３は蒸気過熱装置
、４は循環用送風機、５は排気部、６は屋外乾燥場である。
本実施形態の処理方法は、脱水工程と、一次乾燥工程と、二次乾燥工程とを含む。
【００２２】
（１）脱水工程：
本実施形態の処理方法を構成する脱水工程は、脱水機１により有機性汚泥を脱水して含
水率が７０〜９０質量％の脱水汚泥を得る工程である。
脱水工程に供される有機性汚泥は、下水処理場や食品製造工場から発生する汚泥であり
、その含水率は、通常９０〜１００質量％程度とされ、具体的な一例を示せば９５質量％
である。
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脱水機１としては、特に限定されるものではなく、従来公知の機械的な脱水機をすべて
使用することができる。好適な脱水機１として遠心分離を利用するものを挙げることがで
きる。
脱水工程を経て得られる脱水汚泥の含水率は７０〜９０質量％であり、好ましくは７０
〜８０質量％とされ、具体的な一例を示せば７５質量％である。
【００２３】
（２）一次乾燥工程：
本実施形態の処理方法を構成する一次乾燥工程は、脱水工程により得られた脱水汚泥と
、生石灰とをロータリーキルン２に仕込み、脱水汚泥中の水と生石灰とを反応させ、その
反応熱によって脱水汚泥中の水を蒸発させるとともに、発生する水蒸気をロータリーキル
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ン２から回収し、その一部を蒸気過熱装置３で過熱し、得られる過熱水蒸気をロータリー
キルン２に供給して（戻して）、脱水汚泥および生石灰と接触させる工程である。
【００２４】
本実施形態で使用するロータリーキルン２は、滞留物である脱水汚泥と生石灰とを混合
するための攪拌混合機である。
脱水汚泥および生石灰は、一定の比率で、ロータリーキルン２内に連続的に仕込まれる
。
脱水汚泥および生石灰の仕込比率としては、脱水汚泥の含水率などによっても異なるが
、例えば、脱水汚泥１００質量部に対して生石灰が５〜３０質量部であることが好ましく
、更に好ましくは５〜２０質量部とされる。
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【００２５】
脱水汚泥に対する生石灰の仕込み量が過少である場合には、脱水汚泥中の水分との反応
が十分に行われないために、ロータリーキルン２内の雰囲気温度を十分に上昇させること
ができず、効率的な乾燥処理を行うことができない。
一方、脱水汚泥に対する生石灰の仕込み量が過剰である場合には、最終的に得られる乾
燥汚泥中におけるカルシウムの含有率が高くなり、乾燥汚泥の用途が制限される。
【００２６】
ロータリーキルン２内において、脱水汚泥中の水と生石灰とが反応して消石灰が生成さ
れ（ＣａＯ＋Ｈ2 Ｏ→Ｃａ（ＯＨ）2 ）、そのときの反応熱によって脱水汚泥に含まれる
水分が蒸発する。これにより発生する水蒸気の一部は、管路Ｐ１をとおって蒸気過熱装置
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３に供給され、水蒸気の残部は、管路Ｐ２を通って排気部５から排気される。
排気部５には、粉体を回収するフィルタ（図示省略）が設けられており、これにより、
水蒸気とともに排気部５に流入した消石灰を分離して回収することができる。
消石灰が分離された後の水蒸気は、大気中に排気されるが、熱源として利用することも
可能である。
【００２７】
一方、蒸気過熱装置３に供給された水蒸気は、蒸気過熱装置３で過熱されて過熱水蒸気
となり、管路Ｐ３を通ってロータリーキルン２に供給され、脱水汚泥および生石灰と接触
する。
蒸気過熱装置３から排出された直後の過熱水蒸気の温度は、例えば２００〜３５０℃と
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され、ロータリーキルン２内に供給されるときには１５０〜１７０℃程度に維持されてい
る。
【００２８】
ロータリーキルン２内に滞留する脱水汚泥に過熱水蒸気を接触させることにより、湿度
の低い過熱水蒸気は、脱水汚泥の表面を濡らすことなく、脱水汚泥の内部に浸透する。
そして、過熱水蒸気が浸透した後の脱水汚泥は、軟化してほぐされた状態（沸騰状態）
となって崩壊する。これに伴って、脱水汚泥の内部に閉じ込められていた水分が、ロータ
リーキルン２内の高温雰囲気と接触し、加熱されて水蒸気となる。
また、軟化・崩壊する前の脱水汚泥（塊状物）の内部に閉じ込められていた水分の一部
が、脱水汚泥（塊状物）の表面に付着していた生石灰と反応して発熱し、ロータリーキル
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ン２内の温度を更に上昇させる。
また、過熱水蒸気の凝縮水が、脱水汚泥（塊状物）の表面に付着している生石灰と反応
して発熱し、ロータリーキルン２内の温度をさらに上昇させる。
また、過熱水蒸気自体の有する熱エネルギーがロータリーキルン２の内部温度をさらに
上昇させる。
なお、過熱水蒸気は湿度が低いために、供給された過熱水蒸気がロータリーキルン２内
を湿潤化することはない。
以上のように、ロータリーキルン２に供給される過熱水蒸気は、脱水汚泥に含まれる水
分を蒸発させるための熱エネルギーの供給源として機能するのみでなく、脱水汚泥の塊状
物を崩壊させることによって内部に閉じ込められていた水分を蒸発させたり、生石灰と反
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応させたりする機能と、脱水汚泥の塊状物に付着していた生石灰と発熱反応する凝縮水の
供給源としての機能とを兼ね備えている。そして、これらの相乗効果により、過熱水蒸気
を供給しないときと比較して脱水汚泥の乾燥効率が格段に向上する。
【００２９】
ここに、過熱水蒸気の代わりに常圧水蒸気（１００℃）を使用する場合には、常圧水蒸
気が脱水汚泥の塊状物の表面で凝縮してしまい、内部に浸透することはできない。このた
め、脱水汚泥の内部に閉じ込められた水分を蒸発させたり、生石灰と反応させたりするこ
とは不可能である。また、常圧水蒸気は、脱水汚泥の塊状物の表面を濡らしてしまうとと
もに、ロータリーキルン内を湿潤化してしまう。従って、常圧水蒸気をロータリーキルン
内に常圧蒸気が存在しても、乾燥効率の向上を十分に図ることができない。
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【００３０】
また、本実施形態の処理方法によれば、過熱水蒸気を供給することにより、生石灰と水
（過熱水蒸気の凝縮水および脱水汚泥内部に閉じ込められていた水）との接触効率を格段
に向上させることができるので、ロータリーキルン内への生石灰の仕込量を少なくしても
、脱水汚泥を十分に乾燥することができる。そして、生石灰の仕込量を少なくすることが
できるので、得られる乾燥汚泥中のカルシウム含有率（未反応の生石灰および反応後の消
石灰に由来するカルシウムの合計含有率）を低くすることができる。
【００３１】
ロータリーキルン２から蒸気過熱装置３を経てロータリーキルン２に戻る（過熱）水蒸
気の流量は、循環用送風機４への供給電力を調整することにより制御することができる。
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また、ロータリーキルン２へ供給される過熱水蒸気の温度および流量は、更に、蒸気過熱
装置３への供給電力を調整することにより制御することができる。
循環用送風機４および蒸気過熱装置３への供給電力が大きいほど、過熱水蒸気による熱
エネルギーが増大して効率的な乾燥を行うことができる。但し、供給電力が過大であると
、この電力を得るために過大なエネルギーコストが発生する場合がある。
例えば、循環用送風機４への供給電力を０．７５ＫＷ、蒸気過熱装置３への供給電力を
１．５ＫＷと設定することにより、１５０〜１７０℃程度の過熱水蒸気を３〜５ｋｇ／ｈ
ｒの流量でロータリーキルン２内に供給することができる。
【００３２】
ロータリーキルン２内における乾燥効率は、ロータリーキルン２内の雰囲気温度や滞留
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している汚泥の温度に依存する。
ここに、ロータリーキルン２内に滞留する汚泥の温度としては、脱水汚泥および生石灰
の仕込量・仕込比率、過熱水蒸気の供給量などによっても異なるが、７０℃以上であるこ
とが好ましく、過熱水蒸気を供給しない場合よりも５℃以上高いことが好ましい。
一次乾燥工程において、脱水汚泥および生石灰は、ロータリーキルン２に連続的に仕込
まれ、一定時間滞留した後、ロータリーキルン２から排出される。
一次乾燥工程に要する時間、すなわち、ロータリーキルン２内での脱水汚泥および生石
灰の滞留時間は３〜２０分間であることが好ましく、更に好ましくは７〜９分間とされる
。
一次乾燥工程を経てロータリーキルン２から排出される汚泥の含水率は２０〜７０質量
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％とされ、好ましく３０〜５０質量％とされる。
【００３３】
（３）二次乾燥工程：
本実施形態の処理方法を構成する二次乾燥工程は、一次乾燥工程を経てロータリーキル
ンから取り出された汚泥を屋外で天日乾燥する工程である。この工程によって含水率の低
い乾燥汚泥を確実に得ることができる。
本実施形態においては、過熱水蒸気を利用した効率的な乾燥処理が一次乾燥工程で実施
されているので、二次乾燥工程における処理時間を短縮することができる。
また、一次乾燥工程を経た汚泥が、生石灰と水との反応によってアルカリ性を示すので
、有機物に由来する臭気を低減することができる。
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二次乾燥工程に要する時間は、温度・湿度などによっても異なるが、例えば８〜５０時
間とされる。
【００３４】
本実施形態の処理方法で得られる乾燥汚泥の含水率は５０質量％以下、好ましくは２０
〜３０質量％とされる。
本実施形態の処理方法で得られる乾燥汚泥は、一次乾燥工程における生石灰の仕込量を
少なくすることができることから、生石灰を利用した従来の処理方法で得られる乾燥汚泥
と比較してカルシウムの含有率が低く、未反応の生石灰に由来するカルシウムの含有率は
実質的に０である。このように低カルシウムの乾燥汚泥は種々の用途、例えばセメント原
料、道路基材、化石燃料代替に適用することができる。

20

【実施例】
【００３５】
以下、本発明の実施例について説明するが本発明はこれらに限定されるものではない。
なお、以下の実施例および比較例において、「部」および「％」は、それぞれ「質量部」
および「質量％」を意味する。
【００３６】
＜実施例１＞
図１に示したような装置を使用して、脱水工程、一次乾燥工程および二次乾燥工程を実
施した。
（１）脱水工程：
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遠心分離機からなる脱水機１を使用して、含水率９５％の有機性汚泥２６１ｔを８時間
かけて連続的に脱水処理することにより含水率７５％の脱水汚泥５１ｔを得た。
【００３７】
（２）一次乾燥工程：
脱水工程を経て脱水機１から排出された脱水汚泥を、順次、生石灰と共にロータリーキ
ルン２（直径＝０．９ｍ、長さ＝５．５ｍ）に仕込み、ロータリーキルン２内で脱水汚泥
中の水と生石灰とを反応させ、その反応熱によって脱水汚泥中の水を蒸発させるとともに
、発生した水蒸気をロータリーキルン２から回収し、回収した水蒸気の一部を循環用送風
機４により蒸気過熱装置３に供給して過熱し、得られた過熱水蒸気をロータリーキルン２
に供給して脱水汚泥および生石灰と接触させ、他方、回収した水蒸気の残部を排気部５か
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ら排気する操作を、脱水工程と並行して８時間にわたり連続的に行った。
【００３８】
ここに、ロータリーキルン２への脱水汚泥と生石灰との仕込比率は、平均で１００：１
４．１（質量）であり、ロータリーキルン２内での脱水汚泥および生石灰の滞留時間を８
分間とした。
また、循環用送風機４への供給電力を０．７５ｋＷ、蒸気過熱装置３への供給電力を１
．５ｋＷとすることにより、１５０℃程度の過熱水蒸気を３ｋｇ／時間の流量でロータリ
ーキルン２内に供給した。
一次乾燥工程での乾燥効率の指標として、ロータリーキルン２内に滞留する汚泥の温度
を測定したところ６０．８℃であった。
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【００３９】
（３）二次乾燥工程：
一次乾燥工程を経てロータリーキルン２から排出された汚泥を屋外乾燥場６にて２４時
間にわたり天日乾燥を行い、含水率２５％の乾燥汚泥２８．８ｔを得た。二次乾燥工程中
の最高気温は３０℃（湿度６８％）、最低気温は２４℃（湿度９０％）であった。
得られた乾燥汚泥において、未反応の生石灰によるカルシウムの残留は認められなかっ
た。
【００４０】
＜比較例１＞
（１）脱水工程：
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遠心分離機からなる脱水機１を使用して、含水率９５％の有機性汚泥２８８ｔを８時間
かけて連続的に脱水処理することにより含水率７５％の脱水汚泥５６．４ｔを得た。
【００４１】
（２）一次乾燥工程：
脱水工程を経て脱水機１から排出された脱水汚泥を、順次、生石灰と共にロータリーキ
ルン２に仕込み、ロータリーキルン２内で脱水汚泥中の水と生石灰とを反応させ、その反
応熱によって脱水汚泥中の水を蒸発させ、発生した水蒸気を排気部５から排気する操作を
、脱水工程と並行して８時間にわたり連続的に行った。
ここに、ロータリーキルン２への脱水汚泥と生石灰との仕込比率は、平均で１００：１
７．０（質量）であり、ロータリーキルン２内での脱水汚泥および生石灰の滞留時間を８
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分間とした。
一次乾燥工程での乾燥効率の指標として、ロータリーキルン２内に滞留する汚泥の温度
を測定したところ５４．５℃であった。
【００４２】
（３）二次乾燥工程：
一次乾燥工程を経てロータリーキルン２から排出された汚泥を、実施例１（３）と同様
の条件下で天日乾燥を行い、含水率３５％の乾燥汚泥３８．４ｔを得た。
得られた乾燥汚泥において、未反応の生石灰によるカルシウムの残留が認められた。
【００４３】
この比較例１は、ロータリーキルン内への過熱水蒸気の供給を行わなわずに、生石灰の
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仕込比率を高くした比較例である。
【００４４】
＜比較例２＞
（１）脱水工程：
遠心分離機からなる脱水機１を使用して、含水率９５％の有機性汚泥２７０ｔを８時間
かけて連続的に脱水処理することにより含水率７５％の脱水汚泥５２．９ｔを得た。
【００４５】
（２）一次乾燥工程：
脱水工程を経て脱水機１から排出された脱水汚泥を、順次、生石灰と共にロータリーキ
ルン２に仕込み、ロータリーキルン２内で脱水汚泥中の水と生石灰とを反応させ、その反
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応熱によって脱水汚泥中の水を蒸発させ、発生した水蒸気を排気部５から排気する操作を
、脱水工程と並行して８時間にわたり連続的に行った。
ここに、ロータリーキルン２への脱水汚泥と生石灰との仕込比率は、平均で１００：１
４．１（質量）であり、ロータリーキルン２内での脱水汚泥および生石灰の滞留時間を８
分間とした。
一次乾燥工程での乾燥効率の指標として、ロータリーキルン２内に滞留する汚泥の温度
を測定したところ１５〜１８℃と低いものであった。
【００４６】
（３）二次乾燥工程：
一次乾燥工程を経てロータリーキルン２から排出された汚泥を、実施例１（３）と同様
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の条件下で天日乾燥を行い、含水率４５％の乾燥汚泥２１．５ｔを得た。
得られた乾燥汚泥において、未反応の生石灰によるカルシウムの残留が認められた。
この比較例２は、ロータリーキルン内への過熱水蒸気の供給を行わなかった比較例であ
る。
以上の結果を表１にまとめて示す。
【００４７】
【表１】
10

20

30

40

【符号の説明】
【００４８】
１

脱水機

２

ロータリーキルン

３

蒸気過熱装置

４

循環用送風機

５

排気部
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６

屋外乾燥場

【図１】
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