下水汚泥は〝宝の山〟
した︒その他︑下水道法上の農業 も の が １ １ ７ ５ 万 人 ︵ 同 ９ ・ ２
促進︶について提案してみたい︒

地方創生︵新産業の創出と雇用の

①処理水の活用︵工業用水︑農業

地方創生に資する下水道資源は

向上と地方創生

■

下水道の付加価値

に拍車をかけて欲しい︒

和就

反応槽に投入し︑１８０℃︑

気

脱水された下水汚泥を亜臨界水

■下水汚泥の亜臨界水処理

することが必要である︒

グローバルウォータ・ジャパン代表︵国連テクニカルアドバイザー吉
︶ 村
２０１７年度末における日本の
集落排水施設等によるものが３４ ％︶となっている︒このように下

日本の汚水処理システム︵下水

既存下水道資産の活用

■

人口減少化における

・９％と
４万人︵同２・７％︶︑コミュニ 水道に係わる先人のたゆまない努

汚水処理人口普及率は

ティ・プラントによるものが

万 力により﹁世界に誇れる衛生的な

なり︑各処理別にみると︑下水道

かしその下水道は重大な危機に直
圧で 分間処理すると︑微細化さ

る︒Ｇ８インターナショナルの亜
臨界水処理装置を採用し︑道内の
木質資源︵シラカバ︑ヤナギな
ど︶から和牛の餌を生産してい

頭を飼育

る︒ 年から帯広畜産大学等の指
導を受け︑黒毛和牛
し︑良好な結果を得ている︒その
地域の有機資源で安全で安価な飼
料を提供できれば︑その地域の林
業や畜産業の活性化︑さらに食料
自給率の向上につながり︑まさに
地域創生である︒エースクリーン
ではさらに道内のあらゆる有機資
源から飼料生産と給餌の実証試験
を続けている︒

ど︶は︑先に述べたように各々の

源︶③農業資源︵下水汚泥の肥料

よる発電︑乾燥汚泥による燃料資

②エネルギー資源︵メタン発酵に

コンポストより２〜４倍の成長を

の肥効性比較は︑従来の下水汚泥

亜臨界水処理された乾燥汚泥で

得られる︒

れた含水率

に注目している︒﹁微生物はウソ

︵東京都品川区︑吉村俊治社長︶

い試みに挑戦している共和化工

だが︑常に地方創生に向けて新し

微生物はウソをつかない

場で活躍してきたが︑国内の汚水

化︑リンの回収︑窒素肥料︑土壌

示している︒汚泥中の肥効成分が

用水︑都市用水︑環境修復用水︶

下水道の本来の目的﹁汚水の処

処理システムは共通の課題に直面

改良剤︶︑④熱の利用︵下水熱回

亜臨界水処理により低分子化され

道︑農業集落排水処理︑浄化槽な

理と雨水の排除︑都市の健全な発

している︒人口減少に伴う処理対

収︑融雪用水︶⑤炭酸ガスの利用

面している︒

達および公衆衛生の向上﹂から︑

象水量の減少︑必要な処理能力の

︵植物工場︑作物の加速栽培︶な

周年の中堅の水処理企業

しかし︑その足下をみると大き

くなっている︒誰が考えても︑汚

の増加などから持続可能性が難し
証中である︒

どがあり︑すでに実施︑または実

作物への吸収が良いと思われる︒

をつかない﹂をモットーに全国５

創立

︱︱共和化工の挑戦

■

下水道政策は新しい時代の動き

稼働率の低下︑使用料金収入の低

％の乾燥汚泥が

に︑いかにマッチさせるかが問わ

下︑老朽化による改築・更新費用

〜

れてきている︒

な壁に直面している︒①人口減少

状況④下水道インフラの老朽化︑

国や地方公共団体等の厳しい財政

生︑局地的な集中豪雨の頻発︶③

害への対策・対応︵大地震の発

効率化を図るべきである︒これら

カ所︶をフルに活用し汚水処理の

ある下水処理場︵全国約２２００

る︒これからは汚水処理の主役で

化は避けられないのが事実であ

水処理の統合化︑汚泥処理の統合

これからは︑資本投下が少なくて

が︑前述のように︑人口減少下の

テムで実施され成果を上げてきた

の活用は︑大都市の大規模なシス

ばならない︒今までの下水道資源

と食料の三位一体﹂で考えなけれ

道資源の活用は﹁水とエネルギー

筆者の提案は︑これからの下水

いるが︑汚泥を亜臨界水処理で前

りメタン発酵で発電し収入を得て

固定価格買取制度︵ＦＩＴ︶によ

処理場では︑再生可能エネルギー

現在︑汚泥量の多い大きな下水

得ている︒全国のコンポストセン

元の農家や園芸家から高い評価を

完熟肥料として肥効性が高く︑地

い

システム︵超高温好気性菌︶を使

ーの残渣などを受け入れ︑独自の

間︑堺市︶にコンポストセンター

カ所︵南砺︑高知︑長崎︑佐呂

化社会での資本投下減少②自然災

下水汚泥メタン発酵の前

その更新費用やメンテナンス費用

についてはすでに多くの下水道関

分／バッチ処理︶を

〜１１０℃で発酵させるため

ん尿︑農作物の残渣︑給食センタ

を自社で建設︑下水汚泥や家畜ふ

の増大などである︒今までの下水

係者から提案され︑汚泥の集中処

処理︵

■処理に最適な亜臨界水処

道は巨大な資本を投下することに

済む地方創生に合致した個別分散
型システムの活用が必須である︒

すると発生メタンガスが約２倍に

ターは売れ残りや臭いの問題で迷

理

よって成り立ってきたが︑これか
理やビストロ下水道構想︑ＭＩＣ
Ｓ事業などで実践・実証されてい

〜

らは過去に投資した下水道処理シ
ステムから︑いかに付加価値を生

惑施設になっているのと大違いで
ある︒国交省初のＤＢＯ方式で︑

増加する試験結果が出ている︒亜

ビストロ下水道で有名な下水汚泥

以下に一例を紹介する︒

臨界水処理にて低分子化された有

堆肥化施設︵佐賀市︶も共和化工

るシステムも多い︒さらなる広域

機物がメタン菌に吸収分解されや

のシステムである︒同社の環境微

み出すかが問われている︒今回は

すくなるからである︒このように

されている︒下水汚泥は最高の有

から︑毎日多くの下水汚泥が排出

全国２２００カ所の下水処理場

■おわりに

展開している︒

ラン﹁和饗﹂︵品川区五反田︶も

れた農作物を提供する和食レスト

でいる︒また同社の肥料で育成さ

の成長︑栄養価の向上に取り組ん

どの測定を行い︑さらなる農作物

ルタイムＰＣＲを用いて微生物な

亜臨界水処理は下水汚泥のもつポ

■料製造︱︱エースクリー

亜臨界水処理で和牛の飼

技術である︒

生物学研究所︵町田市︶ではリア

化・統合などで下水道資産の活用

いの発生など資源量は多いものの

テンシャルを最大限に引き出せる

下水道のポテンシャルを活用し︑

カ国︶である︒

北海道北見市のエースクリーン

れる︒このシステムには多様なバ

問題も多い︒その点︑下水汚泥は

ンの挑戦
管理された処理場で集中処理がで

ポンプ場の清掃など廃棄物の収集

︵１︶下水汚泥は最高のバイオ

・運搬︑中間処理を手掛ける企業

マス資源である︒バイオマス資源

る︒しかしながら下水汚泥だけで

イオマス資源が活用できる︒それ

は資源量が不足するので︑表に示

である︒

らの市場規模は︑表の通りであ

運搬コスト低減と資源の存在密度

したようなバイオマス資源や浄化

入し︑亜臨界状態の水の加水分解

である︒他のバイオマス資源は点

槽汚泥などを添加し安定量を確保

力で︑低分子化する技術である︒

Ｇ８インターナショナル社製の

在しており︑季節変動が大きく︑

︵中井英治社長︶は︑下水汚泥や

亜臨界水処理装置の納入実績は︑

質も変動する︒また貯留すると臭

き︑最適なバイオマス資源であ

ースは糖類に︑脂肪は低級脂肪酸

日本で２基︑台湾２基︑中国２

の活用において︑重要なのは収集

に分解される︒もちろん高温・高

基︑マレーシア２基の計８基︵４

本邦初の面白い挑戦をしてい

圧で処理するために︑腐敗菌やウ

る︒

気圧以下の水蒸気を反応槽に注

17
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60

20

21

人︵同０・２％︶︑浄化槽による 日本﹂を作り上げてきたのだ︒し

1

タンパク質はアミノ酸へ︑セルロ

20

15

によるものが１億 万人︵普及率

水の安全保障戦略機構にて中央大学研究開発機構 松下潤教授による講演より

90
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Ỉ

・８％︶と初めて１億人を突破

亜臨界水処理による汚泥
■処理︱︱Ｇ８インターナ

ショナルの挑戦
亜臨界水処理技術は︑古くから
使われている技術で︑有名なのは

（乾物重量）

下水道展

みに期待したい︒

参考

横浜出展情報

域創生に貢献する果敢なる取り組

捨てて新しい技術開発とともに地

ムはどうあるべきか︑固定観念を

域に根差した個別分散型のシステ

で︑どんな肥料が必要かなど︑地

地域の農産物・果実などへの栽培

地産エネルギーの創出︑さらに︑

基づき︑汚水の浄化はもちろん︑

と食料の三位一体﹂のポリシーに

り返しになるが﹁水とエネルギー

になれる可能性を秘めている︒繰

しい技術の採用で地域創生の主役

機資源であり︑宝の山である︒新

㈨ᩱᥦ౪䠖ᰴᘧ♫䜶䞊䝇䜽䝸䞊䞁

ス・Ｃ５５０︶

ス・Ｃ５４９︶▽共和化工︵ブー

▽Ｇ８インターナショナル︵ブー

19

約1000億円
下水汚泥

12
䞉

約2000億円
林地残材

イルスは死滅︑臭い成分も分解さ

䠄ᾏ㐨䞉ぢᕷ䛾䝅䝷䜹䝞∵䠅

コーヒー豆からカフェインを取り

ᮌ㉁䛛䜙㣫ᩱ䜈䛾ᐇドᴗ䝰䝕䝹

除く︵デカフェ︶処理である︒具

•
•

約1200億円
食品残渣

最大5000億円
約10,017万トン
総計

約800億円

8200万トン
1200万トン
400万トン
217万トン
家畜糞尿

30

90

体的には温度２００℃以下で圧力

バイオマス種別 国内年間発生量 年間市場規模／試算
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ள⮫⏺Ỉᛂ⨨䠄䝞䝑䝏ᘧ䠅䠖2m3ᅽຊᐜჾ
䠄 ᗘ190Υ䠈ᅽຊ13Ẽᅽ䠈ฎ⌮㛫30ศ䠅
㯮ẟ∵17㢌䛾㣫㣴ᐇド䠖2014ᖺ~2015ᖺ䠄235᪥㛫䠅
᪂ᮌ㉁㣫ᩱ䛾ရ㉁䠖ཎᛶᚤ⏕≀䜔᭷ᐖ≀䛺䛧
ྍᾘᡂศTDN䠙32%䠈䛭䛾䛖䛱⧄⥔ศ⏬䠙72.5%
ቑయ㔜ຠᯝ䠖ᚑ᮶㣫㣴ἲ䠙0.53kg/᪥䠈᪂ᮌ㉁㣫ᩱ䠙0.58kg/᪥
•
•

バイオマス資源の市場規模（推計）
表
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﹁水とエネルギーと食料の三位一体﹂で有効活用

下水道の付加価値向上と地方創生
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