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【環境特集】下水スラッジ  
 

LIFE－事例－下水スラッジの利用(英国) 
－ 高速酵素加水分解技術による農業肥料の作成 － 

 
はじめに 
 
 本稿では、EUの環境プロジェクトに対する助成制度「LIFE」で実施されたプロジェク
トの事例を紹介する。この事例は、2008年夏～2009年春にかけて終了したプロジェクト
の内、最良と評価されたものの一つである。なお、「LIFE」については、環境特集の別記
事「LIFE－政策－EUの環境プロジェクト助成制度」を参照していただきたい。 
 
 下水スラッジ（汚泥）とは、排水処理や下水処理の各過程で、沈殿またはろ過等により

取り除かれる泥状の物質で、有機物と無機物からなる。この処理方法には下記がある注1。 
① 埋め立て処分 
ただし、この方法には環境問題、埋め立て処分地の確保など多くの問題がある。 

② 建設資材化 
下水道工事の埋め戻し、セメント原料、コンクリート、骨材、ブロック、れんが等の原料 
③ 緑地・農地利用 
肥料や地力増進資材として農作物の生産力の維持に役立てる。下水スラッジには肥料の

原料となり得る物質が含まれている。 
④ 発電燃料・加温用ボイラー燃料（下水処理場内での利用） 
汚泥の有機分解などによって発生するメタンを発電用の燃料、加温用ボイラーの燃料と 
して使用。 

 
本稿で紹介する英国の事例は、上記の内、③の肥料への利用に関するものである。 

 
ここで、下水処理場への入力となる汚水には、下記のような種類がある。 
① 家庭排水 
② 工業排水 
③ 農業排水 
④ し尿 

 
種類により差があるものの、これらの汚水の中には、健康リスクを引き起こす病原菌や

重金属、有害物質が含まれるおそれがあるため、下水スラッジから肥料を作るにあたって

は細心の注意が払われなければならない。このため我が国でも安全を確保するための規制

                                                 
注1 社団法人日本下水道協会のWeb情報等を参照。http://www.jswa.jp/05_arekore/06_use/riyou/odei.html 
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があり、また様々な検討が行われている注2。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. プロジェクト情報 
 
プロジェクト実施者：United Utilities社 
組織の種類：国際的企業 
説明： United Utilities社は英国最大の上下水道事業者であり、安全で清潔な水を約 300

万戸の家庭や企業に供給している。 
 
プロジェクト・パートナー：AnoxKaldnes社（スウェーデン） 

 
関連する EC（欧州委員会）指令 
・土壌 

   Directive 86/278/EEC -"Protection of the environment, and in particular of the  
soil, when sewage sludge is used in agriculture”（下水スラッジ指令） 

・水 
   Directive 91/271/EC - "Urban waste water treatment" (21.05.91)（都市廃水指令） 
 
プロジェクト管理 
総予算：486万 7,592ユーロ 
LIFEによる出資額：144万 6,648ユーロ 
助成年度：2005年 
プロジェクトの実施期間：2005年 1月 15日～2007年 6月 30日 

                                                 
注2 農林水産省消費・安全局 汚泥肥料の規制のあり方に関する懇談会 報告書を参照。 

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_hiryo/odei_hiryo/index.html 
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欧州委員会のプロジェクト参照番号：LIFE05 ENV/UK/000124 
 
2. 概要 

 
先進国では下水スラッジ（汚泥）処理が大きな問題となっている。欧州連合(EU)の LIFE 

(The Financial Instrument for the Environment)の一環として実施された「MAD 注3 but 
better」プロジェクトは、持続可能な開発に対する欧州委員会の強い期待を満たすスラッ
ジ処理の新しい方法として、酵素加水分解技術(Enzymic Hydrolysis)の開発、導入、実証
に取り組むことを目指したものであった。2006年からは英国ブラックバーン(Blackburn)
において実証試験が行われ、この新技術によって健康リスクを引き起こす病原菌の

99.999%を破壊できるということが示された。処理後の生成物は重金属含有量が少なく、
EC指令 6/278/EECの改正案の内容に合致したものとなった。この技術を用いると、従来
の消化処理技術と比べて 2～3 倍の速度で処理が可能であり、再生可能エネルギーの生産
量も 24%程度増加する。また、その他の同様の技術と比べて単位原価がもっとも低いうえ
に、二酸化炭素の排出量も最も少ない。 
 
3. 序論 
 
欧州では毎年 900万トンの下水スラッジが発生しており、これらのスラッジには、1,700
万世帯分の電力および暖房の需要を満たせるだけのエネルギーが含まれている。また、こ

れらの残留固形物を肥料として使えば、英国とウェールズで生産される穀物の半分を育て

ることが可能であり、農家は肥料にかかる費用を 2億 6,000万ポンド以上節約できるよう
になる。しかしスラッジの処理が環境上、細心の注意を払うべき問題であるということが、

このような利用に対する障壁となっている。 
 
下水スラッジの発生量は欧州各国で増え続けており、スラッジの土地材料としての利用

は、この問題に対するもっとも適切な解決方法だと考えられている（「Urban Waste Water 
Directive 91/271/EEC（都市廃水指令）」を参照）。また最近では、土壌を改良する肥料と
して、スラッジの農業的な価値に対する認識も高まってきた。しかし、排泄物由来の病原

菌や、工業由来の重金属が含まれることから、スラッジはしばしば健康リスクの原因とし

て認識されている。スラッジの農業用製品への利用は環境上、細心の注意を払うべき問題

であり、市民の支持を得るとともに、規制の順守を通して信用を得ることが必要である。 
 

EUの LIFEの一環として実施された「MAD but better」プロジェクトは、持続可能な
開発に対する欧州委員会の強い期待を満たす新しい処理方法の開発、導入、実証を目指し

たものであった。同プロジェクトは特に、この技術により以下のことが可能であると示す

ために実施された。 
                                                 
注3  Mesophilic Anaerobic Digestion. 中温嫌気性消化。 
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• 安全で高品質な土壌改良材や肥料が作製できることを保証する。 
• 今後予測されるスラッジの増加に対応することのできる処理能力を実現する。 
• 重要な再生可能エネルギー源としてバイオガスの生産量を最大限に高める。 
 
4. 背景 
 
欧州では、下水スラッジの処理が大きな課題として論議や政治討論のテーマとなってい

る。より高度な処理技術を開発・導入する必要性が明らかになっており、この問題はまた、

下水スラッジの農業への利用に関する重要な規制である Directive 86/278/EEC の改正に
際しても主要な論点となった。近年スラッジの処理技術では、生成物の品質の向上、病原

菌の分解速度の改善、処理量の増加といった新しい目標に重点が置かれるようになった。

現在、欧州各地で採用されている下水スラッジ処理技術には、乾燥や石灰添加、また従来

の中温嫌気性消化(Mesophilic Anaerobic Digestion：MAD)処理など、さまざまなものが
ある。しかし、これらの手法はいずれもコストがかかる上にエネルギー消費量が多く、発

生する臭気のために社会的な迷惑となっているケースも少なくない。 
 

1998年、スラッジを農業に利用することによって生じる健康リスクの問題に取り組むた
めに、英国政府は、水道業界、食糧生産業者、その他の関係者を結集させた。この結果、

各関係者らは自主的な実施基準に同意し、この基準は「Safe Sludge Matrix」として知ら
れるようになった。「Safe Sludge Matrix」では、スラッジ処理基準に関する要件が、次の
ように定められている。 
 
• 「conventionally treated（従来の処理）」 
スラッジ中に含まれる大腸菌の数を 99%以上減らし、最終的な生成物において乾燥固形
物1グラム(g)あたりの大腸菌数が100,000未満になるようにスラッジが処理されること。 

 
• 「enhanced treated（強化された処理）」 
大腸菌を 99.9999%以上減らし、最終的な生成物に含まれる大腸菌の数が、乾燥固形物
1gあたり 1,000未満になるようにスラッジが処理されること。また、これらの生成物に
は、サルモネラ菌も含まれていてはならない。 

 
「従来の処理」の施されたスラッジ(conventionally treated sludge)を農業で利用する場
合、それらは耕地において、耕されなければならない。土地の表面に散布する場合には「強

化された処理」の基準に従って処理されたスラッジを利用する必要がある。これらの要件

は、北米における現行の規制と類似している。 
 
新しくより厳しい規制の施行が予想される中で、リスクを克服し、社会の懸念に対処す

るために、United Utilities社は、高速酵素加水分解(High Rate Enzymic Hydrolysis：
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HREH)による前処理消化技術を開発した。この技術は、欧州で一般的な既存の技術である
「嫌気性消化(anaerobic digestion：AD)」のプラントに組み込みことができるように設計
されている。高速酵素加水分解は、これまでの技術の欠陥を克服するための打開策をもた

らした。 
 
5. 酵素加水分解を使った処理 
 

United Utilities社は 1990年代に、下水スラッジの消化処理の特性と性能を見直す研究
プログラムを開始した。この取り組みにより、この工程が温度と処理時間によって著しく

影響を受けるということが解った。中温菌に適した温度範囲（摂氏 32度～42度）におい
ては、大腸菌やサルモネラ菌などの病原菌は短ければ 2日間で効果的に根絶された。MAD
を使った従来の手法では、この処理に 30日もかかっていた。 
 
図 1は、(a)従来の消化処理、(b)酵素加水分解を用いて従来の基準を達成する場合の消化
処理、(c)酵素加水分解を用いて「Safe Sludge Matrix」で定められた高い基準を満たす場
合の消化処理のそれぞれの工程を示している。 
 
酵素加水分解の原理 
 
嫌気性消化とは、臭気、病原菌、質量の減少を可能にしたスラッジの安定化処理であり、

一連の複雑な生化学反応によって有機化合物をメタンと二酸化炭素に変換するものである。

これらの反応性を最大限に高めるために必要とされる温度条件および酸・塩基（アルカリ）

の条件は、それぞれの生化学反応によって異なる。従来の消化技術では、通常、大型の単

一処理槽が利用されるため、個々の反応に合わせた条件を実現することができなかった。

United Utilities社の特許技術では、6つの小型の処理槽を連結することで、各反応に適し
た条件に制御することが可能になっている。この技術により、作業の加速化と、ガス生産

の増量が可能になった。 
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図 1 さまざまな消化処理の工程経路図 
 
 
プラグフロー型反応器注4 
 
複数の反応器で構成されており、各反応器内の条件を個別に管理できることから、さま

ざまな成分の反応に応えることができる。6 つの別々の反応器を連結してプラグフロー型
の処理を行い、微生物と最適な反応が自然に選択されるように、必要な条件を整える。プ

ラグフロー型の設計ではまた、消化に必要な反応器の合計容積が最小化される。 
 
病原菌の破壊 
 
消化反応容器内の液体は大腸菌などの病原菌に対して毒性を持っており、反応時の温度

が少しでも上昇すると、これらの菌の破壊が加速される。 
 

                                                 
注4 plug flow reactor. 供給された原料が、その前後に供給された（される）原料と混ざることなく、ピストン
で押し出されていくように流れる反応器。日本語で「押し出し流れ反応器」などとも呼ばれる。 

従来の消化技術 

酵素加水分解 

強化酵素加水分解 

原料 

原料 

原料 

一次処理

摂氏 35度
で 16日間

二次処理

14日間

消化処理

摂氏 35度
で 12日間

消化処理

摂氏 35度
で 12日間

摂氏 42度で 2日間

摂氏 42度で 1日、 
摂氏 55度で 1日 

熱 

熱 熱

スラッジケーキ

とバイオガス 

Safe Sludge Matrixにおけ
る「conventional(従来の処
理)」の基準を満たしたスラ
ッジケーキとバイオガス

Safe Sludge Matrixにおけ
る「enhanced(強化された
処理)」の基準を満たしたス
ラッジケーキとバイオガス
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6. プロジェクトの実施 
 

EU LIFEプロジェクト「MAD but better」は、ブラックバーンの実環境でこの新技術
の本格的なテストを行い、高速酵素加水分解(High Rate Enzymic Hydrolysis)のもたらす
利益を実証する目的でスタートした。ブラックバーンは英国北部の主要なスラッジ処理セ

ンターである。ここでは、ブラックバーンおよびサウスランカシャー州南部に暮らす 50
万の人口のために毎年 13,500 トンのスラッジが処理され、土壌改良材や肥料として農業
用に安全にリサイクルされている。1998年末に「Safe Sludge Matrix」が導入されたこと
により、スラッジ内の病原菌の処理に対する新しいガイドラインが示された。2003年以降、
病原菌の破壊を強化し、安全性を向上させるために、消化処理後に石灰が添加されるよう

になった。石灰を利用すると、費用が嵩（かさ）み、生成物の臭気が増し、土壌の pH値
が影響を受けるほか、処理終了後の生成物の容積も増えることから、スラッジ処理に対す

る石灰の長期的な利用は持続可能なものではない。酵素加水分解処理を用いれば、スラッ

ジに必要な品質基準が達成できるだけでなく、バイオガス生産量の増加、処理時間の短縮、

輸送されるスラッジ重量の削減、臭気の低減などといった追加的な利益も実現できること

から、この処理技術は既存の消化技術に組み込むのに理想的なものだといえる。 
 
このプロジェクトは、 2004 年 3 月に開始された Blackburn Sludge Quality 

Improvement Programmeという 700万ポンド（1,000万ユーロ）の投資を受けたプログ
ラムの一環として実施された。United Utilities 社は技術サービス業の Montgomery 
Watson Harza社とともに、設計およびプロジェクト管理に取り組んだ。この複雑な技術
プロジェクトは、実際に稼働している既存の運転現場で進められ、Alliance Framework 
Contractor という提携請負契約に基づいて実施された。この契約を受託したのは Kier 
Construction、Murphy Pipelines、Interserveからなる共同事業体であり、これらの企業
が、研究設備の配備にあたって必要な全ての資源を提供した。United Utilities 社はさら
に、酵素加水分解のプラント設備と、そこでのプロセス制御に必要な支援を受けるために、

専門請負業者であるMonsalとも包括的な契約を結んでいる。プラントの建設は 2005年 1
月 15日に着工し、同年 8月 1日に完成した。 
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図 2 - ブラックバーンに建設された強化酵素加水分解(Enhanced Enzymic Hydrolysis)の

プラント設備 
 
プロジェクトのパートナーは、スウェーデンの Lundに拠点を置く大手研究開発企業、

AnoxKaldnes AB である。AnoxKaldnes は、下水スラッジ処理に関わる生化学的プロセ
スに関する高度な独自のノウハウをプロジェクトに取り入れ、処理性能の評価・報告を可

能にした。同社は、プロジェクト・パートナーとして、実証モニタリング・プログラムお

よび普及活動に全面的に参加している。実証モニタリング・プログラムは United Utilities
社と AnoxKaldnes 社の連帯責任の下で実施され、チームは、双方の組織のメンバーによ
って構成された。プログラムは 18ヵ月間（2006年 1月～2007年 6月）にわたって実施
され、期待どおりの成果が得られたかどうかが評価された。このプログラムにはまた、開

発された技術が既存の処理設備に簡単に組み込めるかどうかを実証するという目的もあっ

た。 
 
7. 性能 
 
7.1 技術面での指標 
 
プロジェクトが終了した時点で、具体的な目標の多くが達成されていた。ブラックバー

ンのスラッジ処理工程は、実証期間を通して問題なく動作した。消化処理にかかる時間は

10.2日～16.8日であった。病原菌をさらに減らすための二次的な消化処理が必要ないこと
から、従来の技術と比べて消化処理の時間が 2～3倍速くなった。 
 
前処理技術が強化されたことで大腸菌除去率が 99.9999%となり、サルモネラ菌の除去
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率も Directive 86/278/EEC 改正案の基準を満たすようになったことが、このプロジェク
トによって証明された。 
 

 
図 3 - 酵素加水分解および強化酵素加水分解を使った前処理によって消化されたスラッ

ジ内の大腸菌注5 
（ブラックバーンには 4つの消化槽があり、Dの右側の番号は異なる消化槽を示している。） 

 
ブラックバーンの消化プラントにおけるエネルギー回収効率は、57～63%の範囲内であ
った。従来の消化処理におけるエネルギー回収効率は通常 30～50%であったことから、こ
の数字はかなり高いものであった。ブラックバーンのスラッジを分析した結果、炭水化物

のレベルが高く、脂肪含有量が少ないために熱量が低くなっていることがわかった。脂肪

とタンパク質は、消化処理の中でそのままバイオガスに変換できるが、細菌細胞壁を構成

する炭水化物は、酵素の攻撃に対して極めて強い耐性を持つ。そのため、食品廃棄物など、

細菌性細胞をほとんど含まない廃棄物を使った場合には、より高いエネルギー回収率の実

現が期待できる。 
 
合計 8,490トンの処理済みスラッジ（乾燥固形物）がケーキ状の製品として生産された。

この最終生産物は、品質保証プロセスの全ての要件を満たしていた。このプロセスとは、

法規制・基準の不履行によるリスクを減らすために、HACCP 注6のガイドラインによって

                                                 
注5 横軸の数値については説明がないが、年月日を表しているとも考えられる。 
注6 Hazard Analysis Critical Control Point. 食品製造における危害（食中毒や異物混入など）の発生を予防す
ることを目的として NASA（米国航空宇宙局）によって開発された衛生管理システムであり、国際標準とし
ての導入が進んでいる。「ハサップ」、「ハセップ」などと呼ばれる。 

大腸菌(cfu/乾燥固形物 1g当たり) 

強化された処理 従来の処理 
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定められているものである。 
 
栄養レベル注7の測定値は、消化処理されたスラッジケーキとしての正常範囲内にあった。

また重金属の含有量は、欧州理事会(European Council)の指令 86/278/EEC「下水スラッ
ジ金属レベル基準( Sewage Sludge Metal Level Standards)」で定められている上限と、
米国環境保護局(Environmental Protection Agency：EPA)の定める農業用バイオソリッド
に対する重金属含有量の上限を大幅に下回っていた。この最終生産物は、環境に優しく安

全な、非常に優れた土壌改良材であることが証明された。ブラックバーンで作られたスラ

ッジケーキは、主にランカシャー地方のフィルデ(Fylde)地域内でリサイクルされている。
これらの強化された処理を施されたスラッジケーキは、2006年を通して、トウモロコシや
ムギなどの穀物の苗床用肥料として利用された。これらのケーキは、臭気が著しく改善さ

れている。臭気が少ないことが確認され、住宅地域に極めて近い場所で草地の表面に散布

することも可能になった。 
 
7.2 環境面での指標 
 
ブラックバーンにおけるスラッジ処理計画の環境アセスメント(Environmental Impact 

Assessment：EIA)は、United Utilities社のためにWRcのコンサルタントによって実施
された。評価は、この技術が「利用可能な最高の技術(best available technology：BAT)」
であるかどうか、また「最善な実用的選択肢(best practical environmental option：BPEO)」
であるかどうかを判定することによって行われた。WRcはMASTARのコンピュータモデ
ルを使って、さまざまなスラッジ廃棄方法にかかる費用と、それらによる環境に対する影

響の推定、比較を行った。この調査により、費用と環境影響を総合的に考えて、既存の消

化設備に組み込む技術として酵素加水分解がもっとも好ましい選択肢であることが明らか

になった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
注7 窒素、リン酸、カリ等 
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       図 4 - 主要なスラッジ処理手法毎の二酸化炭素排出量の比較 
 
7.3 経済面での指標 
 
英国では、スラッジの 65%以上が農業用地へリサイクルされている。しかし、リサイク
ルをさらに増やす方法や、それらのリサイクルを環境的にも経済的にも社会的にも持続可

能なやり方で行っていく方法を見出すことが今後の課題となっている。ブラックバーン・

プロジェクトに関する経済面の分析が実施された。ブラックバーンには最初から従来のイ

ンフラがあり、設備機器があったため、設備資本コスト(Capital Expenditure：CAPEX)
は推定の交換コスト（精度+/- 30%）となっている。表 1は、ブラックバーンに建設された
新しいスラッジ処理センターの推定資本コストである。表 2は、同処理センターの推定運
用コストである。消化処理のプロジェクトでは、通常、消化処理にかかるコスト（加熱を

含む）が資本投資の約 30%を占める。設備資本コストが高いということはまた、収益の半
分近くが利子の支払いに充てられるということを意味している。リサイクルにかかる費用

（輸送および散布）は、収益からの支出のうち 15.7%に過ぎない。興味深いことに、維持
費の 25%以上が、再生可能クレジット付の電力販売によって相殺されている。 
 
全体で、単位あたりの処理コストは、乾燥固形物 1トンあたり 166英ポンド（240ユー
ロ）である。現在の平均的な埋め立て処理費が乾燥固形物 1トンあたり 288ポンド（418
ユーロ）（この数値は、スラッジケーキ 1トンあたりの処理費 60ポンド（86ユーロ）に、
ケーキの圧縮費と輸送費を加えたもの）であることを考えると、これは非常に好ましい数

字だといえる。注目すべきは、英国においては通常、スラッジ製品が農家に無料で供給さ

従来の消化処理 強化酵素加水分解

を使った消化処理
石灰添加 焼却 

温室効果ガスの排出量 
乾燥固形物 1トンあたりの二酸化炭素排出純量(kg) 
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れるという点である。スラッジには植物栄養素と、土壌の構造、水はけ、保水力などの改

良に役立つ有機物が含まれており、窒素、リン、硫黄などといった微量元素の優れた供給

源となる。下水スラッジを肥料の代わりに使うことによって、農家は通常、1 ヘクタール
あたり 120ポンド（175ユーロ）を節約することができる。 
 
表 1 - ブラックバーンにおける新しいスラッジ処理プロジェクトに対する推定資本コスト 
（平均処理量：一日 540立方メートル（ピーク時は、一日 740立方メートル）） 

項目 費用の内容 費用（1,000ポンド） 
GBTユニット 交換（推定） 1,684
EEHプラント 実費用 2,200
消化槽 交換（推定） 3,006
遠心分離機 交換（推定） 2,384
ボイラー加熱混合 交換（推定） 1,071
CHPユニット 実費用 1,477
スラッジ貯蔵・ポンピング 交換（推定） 509
ガス貯蔵・処理 実費用 916
フレアスタック注8 実費用 57
土地購入 N/A 
小計  13,304
内部配管  2,114
地盤整備  337
立地コスト  90
設計・管理 小計の 7.5% 998
設備・委託料 小計の 12.5% 1,663
総資本コスト  18,506
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
注8 flare stack. ガス処理施設や製油所などで出た余剰ガスを無害化するために焼却する処理や、そのための設
備、あるいはその処理によって出る炎のこと。 
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表 2 - ブラックバーンにおけるスラッジ処理工程の推定運用コスト 
項目 費用の内容 費用（1,000ポンド） 

利息 総資本コストの 6% -1,110
減価償却 定額法 -420
人件費 1.5人 -75
ポリマー 8kg/tds -295
電力 0.05ポンド/kWh -153
維持費  -384
リサイクル費 10ポンド/ケーキ 1トン -348
電力による収入 ROC 注9クレジットを含む 566
収益からの支出の合計  -2,220
単位原価 ポンド/乾燥固形物 1トン -166
 
8. 普及活動 
 
この処理技術について、またこの技術の可能性について、政策担当者、水道業者、エネ

ルギー業界、農家に情報を提供すること、また、下水スラッジの農業への利用に対する国

民の信頼を確保することという両方の意味で、普及活動はプロジェクトの重要な側面であ

った。規制機関や水道会社の水道技術者および科学者、エネルギー技術者、農家、一般市

民など、プラントはさまざまな人の訪問を受けた。Blackburn Enhanced Enzymic 
Hydrolysisプロジェクトが完成し、実証試験が行われている間に、欧州諸国ほか世界の 9
ヵ国から約150人がこの場所を訪れた。サイト内にはビジターセンターが開設され、英語、
ポーランド語、ドイツ語のパンフレットが用意された。 

 
LIFE のプロジェクトが終了した後も、種々の会議で発表される技術論文に関連して、
また、サイト訪問者の受け入れなどを通して、普及活動は続けられる。 
 
英国には 500以上の消化処理プラントが存在しているが、これらの施設では現在、前処

理がまったく行われていない。これらの施設は、病原菌の除去性能が不十分であり、エネ

ルギー回収率も低い。この EU LIFEの「MAD but better」プロジェクトによって、強化
酵素加水分解が既存の処理プラントに簡単に組み込める技術であるということが実証され

たことは、英国内、ひいては EU全体の産業に対し、処理されたスラッジの安全性を高め
つつ、エネルギー回収率を改善するチャンスをもたらした。また、酵素加水分解技術を導

入すれば、この業界における二酸化炭素排出量の大部分を占める、二次消化処理による温

室効果ガスの排出もなくなる。実証期間中、この新技術の稼働状況を見るために多くの人々

がブラックバーンを訪れた。その結果、スラッジ前処理用の酵素加水分解プラントが 5基、
United Utilities 社以外の水道会社によって購入された。今後さらに、欧州各国や北米な
                                                 
注9 Return On Carbon. 炭素利益率。 
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どで既存の処理施設への導入が進んでいく可能性が大いにある。 
 

2007年 8月の時点で、4基の Enzymic Hydrolysisプラントが United Utilities社によ
って建設され、運転が開始した。またこのほか、5 基のプラントが英国のほかの水道会社
によって注文され、うち 3基の試運転が実施された。英国国外からもまた、関心が寄せら
れている。 
 

United Utilities 社はまた、小さな農村社会の需要を満たすためや、豊富なエネルギー
源になりうる生産工程を持つ産業（たとえば食品、医薬品、製紙など）向けにこのプラン

トの小規模化にも目を向けている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集：久我 健二郎 翻訳：桑原 未知子 
 
 
 
 

図 5 消化処理されたスラッジケーキ 図 6 スラッジケーキの土地への散布 

図 8 下水スラッジで施肥された土地で 
育つ小麦（中央の小区画は調整用） 

図 7 ブラックバーンの熱電併給プラント
（容量 1MW） 
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出典： 
The demonstration of high rate enzyme hydrolysis as the safest and most 
environmentally friendly way to treat sewage for theland recycling   
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.creat
ePage&s_ref=LIFE05%20ENV/UK/000124&area=2&yr=2005&n_proj_id=2831&cfid=2
9961&cftoken=85a2d807f56210a4-00DBC7AC-BB24-6BD8-882160155D9C1C19&mod
e=print&menu=false 
 
LIFE – “MAD but better” Layman’s report.   
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.show
File&rep=laymanReport&fil=LIFE05_ENV_UK_000124_LAYMAN.pdf 
Pictures used with permission from United Utilities. 
 


