
ま え が き
�����１�10�の�	�である
���
�����も������の��により����
が��しており��の���が�く められてい
る!この"#として�$�%&で�'の���を
メタンガスとして()した*�+��をそのまま
,-�しての.�などが/められている!しかしな
がら�$�%&は0123が2045678であるた
め%&789:が;きいこと�$��が<+�=
であるため>�?が@�できず;Aな���ができ
ないこと�メタンガスのBC$��がDEのFGを

HけるためIJKLが;きく��M.��のNOが
P<であることQのRSがある!ただし�$�%&
は
��T�でUVエネルギ()WXな%&であり�
6YのRSがZ[できれば\*]^が_`できる!

��レセルシステム��
abではcd$��TにおけるRSをZ[するた
め�ノルウェーの Cambibよりefしたg��Z
プロセスをhiんだ��Tシステムjレセルシス
テムkをlmした!
�１にレセルシステムのnopなフローをqす!
cdの$��Tは�
��T�の��Trからms
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汚泥減量化システム

―レセルシステム�―
"RESER� System" for Sludge Volume Reduction

}~vwのO�や��の��が;きな�Sとしてクローズアップされている\4���sごみ

Qの�>���=�	�の�����M.�やエネルギ�が�v�b���に�け;きなRSとなっ

ている!そのRSZ[のため�cdの�$�x�に�����とg��Zプロセスで��される

�W����をh�わせたレセルシステムをlmした!
��T�において����を��し�

�W����の2834���������?52�の��がえられた!また���の�$�%

&に� な¡¢が78ないこともN£した!

Reduction and recycle of the organic waste with high moisture content is the main theme in these days
when conservation of global environment and depletion of resources are public concern. The system,
designed for the solution, is the combination of the conventional sludge digestion system and the
sludge solubilization system composed of a thickened sludge concentrator and the hydrolysis unit. The
result on the demonstration test, using sewage sludge confirmed the steady operation for 283 days and
sludge reduction rate of 52�. The test also proved that simply adding the sludge solubilization system
could retrofit the conventional sludge digestion system without special reconstruction.

Key Words¤

�  � � � Sludge reduction
W � � Solubilization
$ � Digestion
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する��を����	
��	���というフロー
で��をおこなうが�レセルシステムは�
�の�
で�������	����プロセス�����２
つ�わせて������� !と"す#を$�� 
する%この����	������ 	
��	
���をすべて&んだ����'(をレセルシステ
ムと"している%
����������

������ のフローを�２に)す%����
�� は������*�パルパー�リアクタ�フ
ラッシュタンクの+,-.���/�をコントロー
ルするスラッジクーラで0に12される%
ここでは������*で��を345��615
7まで��した8�パルパーでその�������
を9け:れ�リアクタの;<=>により6100?ま
で@Aをおこなう%Bに�リアクタで=>をもちい
て�/C�+のDE�で��FのGHIをJKし�
��を���DEにする���この��を����
��!と"す#�	
１#%フラッシュタンクは�リ
アクタよりLMされる�����をNOする%ここ
ではP+にQるため�6100?の/�となるが�ス
ラッジクーラでARS8�
�にTUな/�にして
345��6107で
��へVWする%
����������の��

������ をXY
��の�����として

$�� し=>をもちいて��を���DEにする
ことで�
��でのZ5��[が�まり�\]
�
��にくらべ
�ガス^Z_が`えるとともに��
aのb*5_がcdし�345_がcdする%
また��*では+e,をfげればfげるほどg
くhることができ����&�iをjcでき�&
�iは657k�までjcできる%
この
��での345_jc��*での&�i
jcの２つのlmにより���_がncできる%
�えて�\]
���では
��F/�をopに
qつため�
�ガスを
���/rボイラーstと
してurしているが�vwそのur_は>/のxy
を9け�>/の�いz{にはdなく�>/のjい|
{には}くなるといった{~��のxyを�きく9
け��pしてbl�rできる
�ガス_が�られる%
o��レセルシステムは�
�ガスを����プ
ロセスの�/C�+rのボイラーstとしてurす
る%したがい����なものを�/すること��A
する-.が�さいことから
�ガスur_が��を
�して�pする%これにより�
�ガス^Z_が`
�することとur_が�pしていることから�;<

�ガスによる^��のbl�rがやりやすく��
pしてbl�rできる
�ガス_は�\]
���
にくらべ1.4��fになる%
また������は�345��が6107となり�
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�１ レセルシステム��フロー

	
１ ������ �8の��������２ ������ フロー
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����と��すると�３�の	
�で��へ�
�を��することになる�したがい����の�
��も�３�の	
�になることと����も
�わって������の�３�の	��でも�
として��なく� が�!である�したがい�"じ
�#$であれば���%&が1'3に()するこ
とが�!である�
なお����の���は������とく
らべて*+,
�が�３�になるが�����に
より-�はほぼ"じであり�./の��012を
そのまま34できる�
�������プロセスの����

�567プロセスの� 89は�すでに$9ヨー
ロッパで:2;<=の:>からえられた?@やA�
のBCD１EをFGとし�:HにIJち�:KLレベ
ルで89MNのOPQKを:RしたSでTUしてい
る�
その� 89について	３にVWをもちいてXす�
この	３の89としては���YZとなる����
[の�\が50]55^で���_2,��が1.0

]1.3 kgVS/m3�d`�a�#$b30]23#cdE
の�����としては��e	��の89�f5
��g5\が80^とhUしている�これにYし�
レセルシステムでは�����[と"じ��%&
を3い��_2,��を"Da	
�
iにより
�#$が85]66#cdへjkEとしてリアクタl
�mnoをpさせたときの��をXす�
�\a�ガスqr\Eについては�s��l
�が165tuvまではSwするが�それをxえると
��=のたんぱくyDがspzし�r,67しにく
い{67z,yが|くなり�\は}がる�この
165tで�\が60]70^となり����にとっ
て~�なl�となる�
V��f5��のg5\については�s��l�
をSげればSげるほど���の��が�み�f5z
が�Sする�f52の2�にもよるが�s��l�
�230tでg5\50^�も�!である�
このレセルシステムでは�もっともエネルギ��
\が	くa�ガスqr�が|いE���=の_2
,�*+,�を�)でき�����の(いa{67
z,y�の�ないE 165 ta����no0.6
MpaagEEというl�anoEを� 89として�
�した�この���f5��g5\は�f52の2
�にもよるが�もっともn�oの	いスクリュープ
レスf52で�65^まで()することができる�

��
 � � 
���と2002�７�に "¡¢£�を¤¥のうえ�

¦
§}¨¨©}5ªk«¬センターにおいて�
¨�}520 000 m3/d の®¯な:HQKを:Rし
た�
���
����

	４にk«¬センターの°±フローおよび:H
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	４ レセルシステム:HQKフロー

	３ �567プロセス� 89



�フローを�す����は��	
��が��さ
れており�����は������
�����の
��から��され�２��で��されている�この
����の１��へ����� !を"#$!し�
%&の��'と��(を)�し�*+,の-.を/
0し�12$3とした�4��２5

��'は�２�２6��'41 590 m35のみを7
�し�89��':;の1<3で=>��をおこなっ
た���'?@(A��BCポンプ,は%&の$3
を7�し���(は%&のベルトプレス��(を7
�した�
これにより�89����4DEF89�GとH
す5とレセルシステム��4DEF/I�GとHす5
に����をわけることができ�J��をKLして
MNをおこなった�
���������

OPの/I12QRを	１に�す�
また�S/I/2のT�を	２に�す�

���
 � � �

2003U３VからWX/IYZを[\し���'へ
の�����]^_�`を7.9aからbcの10aへ
dげ�������eもfg��eのh33aから
h50aへijをdげた�８Vkに�����BC
eが���':;1 590 m3 の３lになる4 770 m3 に
mnしたことで���'が/I�の��にほぼoれ
pわり�システムとしてのMNができる>qになっ
た�4５5

MNrsについては�システムtちdげuvwの
2003U９Vx12Vとした�
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５ �����]^_�`と��'�;BCeの��

	１ /I/2QR

8 9 � / I �

A�����)o�e 4m3/d5 40 000

/IYZrs 2003U１Vx2004U３V

MNrs 2003U９Vx12V4４ヶVs5

������e��� 4m3/d5 80x120 80x120

��'�o��e��� 4m3/d5 80x120 30x45

��':; 4m35 4 730 1 590

��'�` 4�5 35x384��5 35x384��5

���� 4d5 39x59 35x53

��'�(_ij4kg-VS/m3�d5 0.6x0.9 1.9x2.7

	２ /I/2T�

� T T � � T �

�WX�bYZ
WX�bYZ

30�Dd
��`��<#���プロセス
�ポンプ,�(�の�b
��

����e��
� e � �

50x60a
���e���の��

��２ /I$34#���プロセス5



�６に�����の��を�す	

 ������������の������
は��3.9 t/d と����となったが�����

�の����の !が"しく�����とし
ては80#120 m3/d とかなり !したが$%は&�
'(でき�ほぼ)*���の+���を,-でき
た	
. /0���123から45する/0���は�
ほぼ6�しており�����の78に9:をきた
さなかった	;0<も=>��382?に'して
123で@70?と6�してABすることができ
た	
C DEガス�DEガスの45�はFG��のHI
��JのKL EMび78NOJにPQされる
ため�12RのDEガス45�がややASであった
が�１RにGり@2 200 m3/d で6�してきた	�
�TUでの��では@2 000 m3N/d で6�しており�
また�メタン�もほぼ60?で6�して��し
た	
このVW���XYNOのもと�Zである30[\
]の^-78を_きく]`る122[Uの^-78が
abできた	なお�cち]げTUも;めたde78
[fは�gh283[Uとなった	
����������

2003i９R#12Rの^-6�78TUでの�jk
9をlmした	�jk9VWを�７に�す	

nopqソリューションrs Vol. 1 No. 2t2005u2v12

�７ �jk9VW

�６ �����の��



この��より������	
のほぼ1�2を�
�で��しているので���と���から�	す
る����
を��し����
��を��した�
���
��は����と��して��より�	
する����
の�
���を�すものであり� 
!の"で#$する�
�
��%&'����	��
(���	

��
)�����	��
*+100
ここで����,��については��８に-すよう
に./ベルトプレス��0を12し���3��
�に45な678を9#する:;をおこなった�:
;にはメーカの<なる４=の678を12した�
この���678 C は��>と?@が<なり�
AB�も��>の1.5C2.0DEFとなったが,��
はG３=にくらべ２HI げることがJKであった�
よって�LMの�
��のNOには�678 C を
P2したQの����の,��をP2した�
したがい�������より�	する����

は����R10.5 t/d���R5.1 t/d であり��
��
��は52Hとなった�
&'10.5(5.1)�10.5*+100%52H

この��よりSTである���
��50C60Hは
ほぼUVできたとWえる�
�����ガス�����	

�９にX�Y2ガス
のZ[を-す�これらのZ

[のうち�\]を^して_#Y2できる4`
は�
���で800 m3N/d���では1 127 m3N/d で��
�が���にくらべてa1.4Dとなった�
LMの�:;では�レセルシステムの3�bc
dを1�3にしたefgなhiであるにもかかわらず�
エネルギMjのklでもmれたシステムであること
がnoできた�
�����
�スペース

3�bにおけるhip�qTとその��を�３に
-す�レセルシステムのrst]uにおいて�hi
p�qTである3�ガスメタン�v�3��� pH�
3���w�?X0x�v�3���アンモニア�
vは�いずれもhip�qTをyzし�ほぼ_#し
てZ[した�
また�3�b{|0についても./{|0#}f
gのa60Hであり����の{|0とほぼ~じf
gであること����の3���と�vがほぼ~じ
であること'�����R139 mPa�S/レセルシステ
ムR142 mPa�S)からレセルシステム2に��に�
�することなく./�2JKであることがわかった�
したがって�3�bcd1�3にしたX0�fga
３Dのefg��でも3�を_#してhiできた�

む す び
LMの�:;により��システムの_#��h
i?と�	する����の���をnoすることが
できた�また�3�ガスX�Y2
の�
�3�b
�スペース��の���な��についてもnoでき�
�システムの�2�にほぼS�がたった�
L�は�����とコストダウンに�め��0と
して��していただきやすい/�に��げていく�
4�にレセルシステムの�~��を�めるにあた
り ¡なご¢£�ご¤¥をいただいた¦§¨©ª«
¬® �¯°�±²³�センターの´µ¶·に¸
く¹ºの»を�します�

�����

１)¼½¾�¿ÀUÁRÂÃÄÅ?��のÆÇ?3�にÈ
ぼすÉÊ��およびËÌÍ]のÎÏÐ��Ñ�Ò��Ó
12Ô２Õ'1989)
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�９ 3�ガスX�Y2


�３ 3�bhip�qT

hip�qT Û Ü � �

3�ガスメタン�v
3��� pH
3��� VFA�v
3��� N-NH4�v

55C65'H)
7.2C8.2

Ý3 000'mg/L)
Ý4 000'mg/L)

Þß60'H)
Þß7.5
Þß500'mg/L)
Þß3 200'mg/L)

�８ ����,��Z['6789#:;,)




