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(57)【要約】
　上部領域と下部領域および、未処理のスラッジを成熟
したスラッジに変える反応チャンバーを有する消化タン
クと、スラッジを消化タンクに導入する取り入れ口と、
消化タンクの下部領域から消化タンクの上部領域にスラ
ッジを流通させる少なくとも一本の移送パイプであって
、消化タンク内に配置され、その長さ方向の少なくとも
一部が反応チャンバー内に配置されることで、少なくと
も一本の移送パイプが反応チャンバーを通るスラッジと
接触し、それによって少なくとも一本の移送パイプを移
動するスラッジから反応チャンバー内のスラッジに熱が
移動する結果となる少なくとも一本の移送パイプと、消
化タンクの下部領域に配置され、消化タンクから成熟し
たスラッジを排出する排出口とを備える、スラッジを嫌
気的に消化するデバイス。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上部領域と下部領域および、消化タンク内に配置され、未処理のスラッジを成熟したス
ラッジに変える反応チャンバーを有する消化タンクと、
　スラッジを消化タンクに導入する取り入れ口と、
　消化タンクの下部領域から消化タンクの上部領域にスラッジを流通させる少なくとも一
本の移送パイプであって、消化タンク内に配置され、その長さ方向の少なくとも一部が反
応チャンバー内に配置されることで、少なくとも一本の移送パイプが反応チャンバーを通
るスラッジと接触し、それによって、少なくとも一本の移送パイプを移動するスラッジか
ら反応チャンバー内のスラッジに熱が移動する結果となる少なくとも一本の移送パイプと
、
　消化タンクの下部領域に配置され、消化タンクから成熟したスラッジを排出する排出口
と
を備える、スラッジを嫌気的に消化するデバイス。
【請求項２】
　少なくとも一本の移送パイプは、少なくとも一本の移送パイプを上るスラッジから反応
チャンバー内のスラッジに熱が容易に移るように作られている請求項１のデバイス。
【請求項３】
　スラッジを、少なくとも一本の移送パイプを通して移動させる作動手段をさらに備える
請求項１または２のデバイス。
【請求項４】
　作動手段がスクリューポンプを備える請求項３のデバイス。
【請求項５】
　少なくとも一本の移送パイプが反応チャンバー内で支持されている請求項１乃至４のい
ずれかのデバイス。
【請求項６】
　さらに複数の移送パイプを備える請求項１乃至５のいずれかのデバイス。
【請求項７】
　排出口を通して消化タンクの外に出る成熟したスラッジの一部を、消化タンクに再導入
するリサイクル手段をさらに備える請求項１乃至６のいずれかのデバイス。
【請求項８】
　リサイクル手段が、取り入れ口と排出口とを接続するリサイクル配管を備える請求項７
のデバイス。
【請求項９】
　取り入れ口が、消化タンクの下部領域に配置されている請求項１乃至８のいずれかのデ
バイス。
【請求項１０】
　取り入れ口が、少なくとも一本の移送パイプと接続されている請求項９のデバイス。
【請求項１１】
　取り入れ口が、消化タンクの上部領域に配置されている請求項１乃至８のいずれかのデ
バイス。
【請求項１２】
　消化タンクが、反応チャンバー内を真空に保つよう作られている請求項１乃至１１のい
ずれかのデバイス。
【請求項１３】
　反応チャンバーが、スラッジの嫌気性消化が容易に行われるよう作られている請求項１
乃至１２のいずれかのデバイス。
【請求項１４】
　未処理のスラッジを成熟したスラッジと混ぜ合わせ、それによって混合スラッジを生成
する混合手段をさらに備える請求項１乃至１３のいずれかのデバイス。
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【請求項１５】
　混合手段が、消化タンクの下部領域に配置される混合領域を備え、前記混合領域は、反
応チャンバーから成熟したスラッジを受け入れ、取り入れ口から未処理のスラッジを受け
入れるよう作られている請求項１４のデバイス。
【請求項１６】
　混合手段が、消化タンクの下部領域に配置される取り入れ口を有する少なくとも一つの
スクリューポンプをさらに備える請求項１５のデバイス。
【請求項１７】
　スクリューポンプからの混合スラッジを加熱する熱交換機をさらに備える請求項１６の
デバイス。
【請求項１８】
　混合デバイスが、複数のスクリューポンプを備える請求項１６または１７のデバイス。
【請求項１９】
　消化タンクの上部領域に配置されるガス排出口をさらに備える請求項１乃至１８のいず
れかのデバイス。
【請求項２０】
　請求項１乃至１９のいずれかで定義されるデバイスに、未処理のスラッジを導入し、
　スラリーが嫌気的に消化されるのに充分な時間をかけてスラッジを反応チャンバーに通
し、
　移送パイプを介して、スラッジの一部を、消化タンクの下部領域から消化タンクの上部
領域へと流通させ、
　排出口を介して消化されたスラッジを排出する
ステップを備える、スラッジを嫌気的に処理するプロセス。
【請求項２１】
　デバイスの反応チャンバーが、スラッジの嫌気性消化を行うのに適した微生物を収容す
る請求項２０のプロセス。
【請求項２２】
　スラッジをスクリーニングして、未処理のスラッジをデバイスに導入するのに先立って
無機物を取り除くステップをさらに備える請求項２０または２１のプロセス。
【請求項２３】
　スラッジをデバイスに導入するのに先立って未処理のスラッジをシュレッドするステッ
プをさらに備える請求項２０乃至２２のいずれかのプロセス。
【請求項２４】
　有機廃棄物が、直径２０ｍｍ未満のサイズにシュレッドされる請求項２３のプロセス。
【請求項２５】
　シュレッドされた有機廃棄物が水と混ぜ合わされて、約１０％から約２０％の乾燥固形
物を一定して含有する未処理のスラリーを生成する請求項２０乃至２４のいずれかのプロ
セス。
【請求項２６】
　未処理のスラリーが消化されたスラッジと混ぜ合わされて混合スラッジを生成し、消化
装置の少なくとも一本の移送パイプを介して、その混合スラッジを消化タンクへと導入す
る請求項２０乃至２５のいずれかのプロセス。
【請求項２７】
　混合スラッジが、消化タンクに導入されるのに先立って加熱される請求項２６のプロセ
ス。
【請求項２８】
　消化されたスラッジ９部に対して未処理のスラリー少なくとも１部の割合で、未処理の
スラリーが消化されたスラッジと混ぜ合わされる請求項２６または２７のプロセス。
【請求項２９】
　反応チャンバーが、約５０℃から約６５℃の温度に保たれる請求項２０乃至２８のいず
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れかのプロセス。
【請求項３０】
　消化タンクから排出された成熟したスラッジを培養土に変えるステップをさらに備える
請求項２０乃至２９のいずれかのプロセス。
【請求項３１】
　培養土を作るステップが、成熟したスラッジに空気を混合し、加湿するステップを備え
る請求項３０のプロセス。
【請求項３２】
　成熟スラッジを構造材料と混ぜ合わせるステップをさらに備える請求項３０または３１
のプロセス。
【請求項３３】
　培養土を作るのに先立って、排出された成熟スラッジを脱水するステップをさらに備え
る請求項３０乃至３２のいずれかのプロセス。
【請求項３４】
　前記脱水は、発酵したスラッジにおける固形含有量が約２５％から約３０％となるまで
行われる請求項３３のプロセス。
【請求項３５】
　スラッジを嫌気的に消化するシステムであって、
　未処理の廃棄物から有機物を取り除くスクリーニング手段と、
　未処理の廃棄物のサイズを低減するシュレディング手段と、
　未処理の廃棄物をスラリーに混ぜ込むことと、
　請求項１乃至１９のいずれかで定義される未処理のスラリーを嫌気的に消化するデバイ
スと
を備えるシステム。
【請求項３６】
　スクリーニング手段が、スクリーニングサイズが約１５０であるロータリー・スクリー
ンを備える請求項３５のシステム。
【請求項３７】
　スクリーニング手段が、鉄材を取り除く電磁石を備える請求項３５または３６のシステ
ム。
【請求項３８】
　前記嫌気性消化で生成されるバイオガスの燃焼で得られるエネルギーを、電気に変える
発電機ユニットをさらに備える請求項３５乃至３７のいずれかのシステム。
【請求項３９】
　前記燃焼で得られる熱を、消化タンクへと流通される未処理のスラッジの一部に移動す
る熱交換機ユニットをさらに備える請求項３８のプロセス。
【請求項４０】
　スラッジの消化で生成されるバイオガスを貯蔵するガス貯蔵ユニットをさらに備える請
求項３５乃至３９のいずれかのシステム。
【請求項４１】
　消化タンクから排出される成熟スラッジを培養土に変える培養土ユニットをさらに備え
る請求項３５乃至３９のいずれかのシステム。
【請求項４２】
　前記培養土ユニットが、
　スラッジから水を取り除く脱水ユニットと、
　ウッドチップを脱水ユニットで処理されたスラッジと混ぜ合わせる混合スクリューと、
　ウッドチップと混ぜ合わされたスラッジを培養土に変える培養土デバイスと
を備える請求項４１のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、広くは、廃棄物処理の分野に関し、より詳しくは、有機性スラッジの嫌気性
消化のためのデバイス、プロセスおよびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　嫌気性消化は、有機性廃棄物の処理のために広く用いられているプロセスである。農業
廃棄物、家庭廃棄物および工業廃棄物を含めて、多くの種類の有機性廃棄物を嫌気性消化
で処理することができる。有機性廃棄物の消化を行う主要な目的の１つは、スラッジ固形
物を、環境への排出に適切なきれいな廃液に変えることである。嫌気性消化プロセスの副
産物として、可燃性燃料であるメタンを生成することもまた、嫌気性消化工場を操業する
上で重要な観点であり、それは工場の運営費を下げるのに役立つ。有機性廃棄物は、工業
都市、商業都市および農業都市のいずれからも大量に生成されるので、嫌気性消化を介し
て有機性廃棄物を処理することは、廃棄物の始末／処理およびリサイクリングの方法とし
て経済的に魅力があるものとなる。
【０００３】
　好気性消化プロセスに比べて、嫌気性消化は、一般にスラッジ固形物を取り除くのによ
り効率的であり、したがって好気性消化よりも生成するスラッジが少ない（米国特許第４
，８８５，０９４号を参照）。しかしながら、嫌気性消化は、典型的には、嫌気性細菌が
スラッジ中の有機物を分解できるだけの長い滞留時間を必要とする（米国特許第５，６３
７，２１９号を参照）。効率を考慮するのを基本とすれば、バッチの嫌気性消化装置は、
通常、大規模に処理をすることで実現可能になるので、大きな設置面積を必要とし、一方
、連続して処理をする消化装置は、メタンガスと生物培養土を安定して供給し、より小さ
くてコンパクトな敷地での処理となるので、より好まれる。
【０００４】
　嫌気性連続消化装置は、典型的には、一段階連続攪拌タンク反応装置（「ＣＳＴＲ」）
か、ピストン型タンク反応装置（「ＰＦＴＲ」）かをモデルとして作られる。前者は、通
常低レベルのスラッジ固形物（典型的には１０％未満の乾物）を含むスラッジを処理する
のに用いられ、一方、後者は、固形物の含有量が高いスラッジを処理するのに広く用いら
れる（米国特許第６，６７３，２４３号を参照）。ピストン型反応装置において、スラッ
ジは、消化装置を通って連続して取り入れ口から排出口に向かい、新鮮な未消化のスラッ
ジと断続的に混ざることもない。反応装置において充分に長い滞留時間を取ることで、ス
ラッジは、理想的には、排出口に到達するときに完全に消化される。
【０００５】
　消化装置においてスラッジを消化するのに用いられる嫌気性細菌の種類によって、消化
装置が効率的に処理をするのに最適な温度範囲が決まる。中温菌は、約２０℃から約４５
℃の処理温度を好み、一方、高温菌は、約５０℃から６５℃の処理温度を好む。処理温度
が最適範囲外になると、メタンの収率が低下する。高温菌の温度範囲で処理をする消化装
置には、滞留時間がより短いという利点があるが、周囲温度または室温よりも約３０℃か
ら４０℃高い温度を維持するために、高価なエネルギーの入力が必要となる。
【０００６】
　このため、高温菌の消化は、たいてい、スラッジを処理するには経済的に魅力が無いと
考えられており、それは、未処理のメタンガス（腐食性の成分を含む）や培養土を生成す
ることで経済的な利益が得られても、消化装置に処理をさせるのに熱源が必要であって、
めったなことで満足な理由にはならないからである。廃棄物の嫌気性消化を実施する上で
の問題に取り組む様々な試みが過去になされている。
【０００７】
　ＵＳ６，６７３，２４３には、連続して配置される３つの直列のチャンバーを備えるピ
ストン型嫌気性消化装置が開示されており、各チャンバーは、嫌気性微生物が、効率的に
スラッジを消化するのに適切な環境を提供している。各チャンバーの容積は、消化の異な
る段階でスラッジの相対的な滞留時間を制御するよう設計されている。発酵性のおよび加
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水分解の消化という初期の段階は、酢酸発生およびメタン発生という後期の段階よりも迅
速に行われるので、第一のチャンバーは、第二および第三のチャンバーよりも滞留時間が
短くなるように設計されている。外部から加熱されておらず、それは、流入するスラッジ
が、気候に依存する周囲温度で処理されることを意味する。
【０００８】
　ＵＳ６，９２９，７４４には、内側筒型塔を備え、それが外側筒型塔内に配置され、そ
れによって中央の筒型チャンバーと外側の環状チャンバーとが定められている、パイロッ
ト規模の消化装置が記述されている。未処理のスラッジが、閉じられた容器内において、
３日間、３５℃で培養され、消化装置の底の環状チャンバーに導入され、そしてフロー・
ディストリビュータの補助で中央チャンバーへとあふれ出るまで、ポンプでくみ上げられ
る。
【０００９】
　米国特許出願第２００５／００７７２３８号には、通気管を有する卵型の嫌気性消化装
置が記述されており、通気管が消化装置内に配置されることで、スラッジを、消化装置の
頂部および底部から中間部へと運ぶことが可能になっている。通気管によって消化プロセ
スが制御されるものとなり、適切に管理されなければ消化装置内での混合に有害であろう
浮きかすおよび泡の形成が受け入れられている。
【００１０】
　米国特許第６，６３２，３６２号には、断面に格子を有する多段階嫌気性消化装置が記
述されており、それは、消化装置の長さ方向に沿っての、異なる消化相に浮いている媒体
を分離する。未処理のスラッジが消化装置の頂部に送り込まれ、それは次第に消化装置を
下っていって消化される。濃縮した消化スラッジは、消化装置の底に沈んで排出される。
生成されたメタンは、メタン分離装置において不純物が取り除かれ、得られた純粋なメタ
ンを使ってボイラーが運転され、今度はそれを用いて、未処理のスラッジを加熱する。し
かしながら、未処理のスラッジを加熱するために、不純物が取り除かれたメタンを用いる
のは経済的ではなく、というのも、不純物取り除き装置の運転には費用がかさみ、また、
不純物が取り除かれたメタンは売ることができるからである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、前述した全ての従来技術の欠点の、少なくともいくつかに対処する代
替の嫌気性スラッジ消化装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
（発明の概要）
　本発明の第一の観点によると、嫌気的にスラッジを消化するデバイスが提供される。そ
のデバイスは、上部領域と下部領域とを有する消化タンク、および未処理のスラッジを成
熟したスラッジに変える反応チャンバーを備える。消化タンクは、未処理のスラッジを消
化タンクへと導入する取り入れ口、および消化タンクの下部領域に配置され、成熟したス
ラッジを消化タンクから排出する排出口を有する。移送パイプが少なくとも一本あって、
スラッジを消化タンクの下部領域から消化タンクの上部領域へと流通させる。その移送パ
イプは消化タンク内に配置され、少なくともその長さ方向の一部が反応チャンバー内に配
置されることで、反応チャンバーを通るスラッジと接触させられ、その結果、反応チャン
バーを通るスラッジと、少なくとも一本の移送パイプ内のスラッジとの間で熱の移動が起
こる。
【００１３】
　発明の第二の観点は、スラッジを嫌気的に処理するプロセスに向けられているが、それ
には、発明によるデバイスに、未処理のスラッジを導入することが含まれている。スラリ
ーを嫌気的に消化するのに充分な時間をかけて、スラッジを反応チャンバーに通す。スラ
ッジの一部は、デバイス内にある少なくとも一つの移送パイプを介して、消化タンクの下
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部領域から消化タンクの上部領域へと流通させられる。成熟したスラッジが、排出口を介
して消化タンクから排出される。
【００１４】
　発明の第三の観点は、スラッジを嫌気的に消化するシステムに向けられている。このシ
ステムは、未処理のスラッジから無機物を取り除くスクリーニング手段と、未処理のスラ
ッジを縮小するシュレディング手段と、本発明による未処理のスラッジを嫌気的に消化す
る装置とを備える。
【００１５】
　本発明のデバイスには、従来技術の消化装置には無いいくつかの利点がある。第一に、
消化タンク内に配置される移送パイプは、消化装置の正味のエネルギー必要量を下げ、か
つ消化装置内で未処理のスラッジから成熟したスラッジに容易に熱が移るようにすること
によって、消化装置全体を通して温度をほぼ均一に保つのに役立つ。このように、熱交換
を経て予め加熱された未処理のスラッジは、消化装置を上方に流れるとき、成熟したスラ
ッジに熱を供給し、そして、消化タンクにおいて嫌気性消化を開始するのに適切な温度と
なって、消化装置の頂部から排出される。加えて、捨てられた食材、動物の糞、食肉処理
場の廃棄物、野菜廃棄物、園芸作物の残り、有機性産業廃棄物、下水スラッジおよび有機
性分別家庭廃棄物等を含む広範な範囲にわたる有機性廃棄物を、完全に処理して、肥料と
して使うことのできる培養土にすることができ、それによって、炭素を土に戻して再利用
およびリサイクリングすることが容易となる。生成される排水は、全て完全に回収され、
リサイクルされ、再利用されるので、システムから排水が排出されることはない。構造材
料は、消化されたスラッジと完全に混合されて、培養土生成プロセスの間、消化されたス
ラッジを空気にさらして成熟させるのに役立っているが、それもまた回収され再利用され
る。これらの利点は、正味必要な材料の量を下げ、それによって稼動費用を下げる助けと
なっている。廃棄物の嫌気性消化によって生成されるバイオガスは、リサイクルするか、
（地方自治区の加熱のような）熱生成または送電線網における発電機の駆動のために用い
ることができる。加えて、消化が行われるのに、内部の攪拌機構は、必要とされない。こ
れによって、整備による停止時間を最小限しか必要としない、低整備、高効率、連続操業
の消化装置が確保される。したがって、発明によって、有機性廃棄物の、環境に優しい処
理が容易になるだけではなく、それはまた、プロセスを経済的に持続可能なものとして、
再生可能なエネルギーを提供し、メタンや二酸化炭素のような温室効果ガスの生成を抑制
しようと試みてもいる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　明細書の文脈において、「未処理のスラッジ」または「未処理のスラリー」という用語
は、消化タンクに導入されている、処理されていないまたは消化されていないスラッジを
表す。「未処理の」という用語は、シュレッドしてスラッジの平均サイズを低減するとか
、スラッジ中の病原菌を低減するために加熱処理をするというような、スラッジが前処理
されている可能性を除外するものではない。「成熟スラッジ」または「成熟したスラッジ
」という用語は、「処理されたスラッジ」または「消化されたスラッジ」という用語と交
換可能に用いられ、それは、消化タンクの反応チャンバーを通る少なくとも一つの経路を
通過しており、そうして少なくとも部分的には嫌気的に消化されているスラッジを表す。
【００１７】
　本発明のデバイスは、内部にスラッジの嫌気性消化が行われる反応チャンバーを有する
消化タンクを備える。消化タンクは、一つの段階でスラッジを連続して処理できる反応チ
ャンバーを収容するのに適切な大きさを有する容器を備える。通常は、連続するプロセス
が好ましく、それは、スラッジが連続して処理され、メタンと培養土が安定して供給され
るからである。例えば、消化タンクは、実質的に垂直に配向された反応柱の形をとる。
【００１８】
　消化タンクは、上部領域と下部領域とを備える。上部領域は、その中間より上に位置す
る消化タンクの部分を表し、それに対応して、下部領域は、中間より下に位置する消化タ
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ンクの部分を表す。消化タンクは、取り入れ口を有し、それを通して未処理のスラッジが
消化タンクに導入され、かつ排出口を有し、それは、消化タンクの下部領域に配置されて
、消化タンクから成熟したスラッジを排出し、また、消化タンクは、好ましくは熱の損失
を最小に抑えるため絶縁されている。取り入れ口は、必要なデザインに応じて、下部領域
か上部領域かまたは双方に配置されている。
【００１９】
　消化タンク内に配置される反応チャンバーは、嫌気性細菌がスラッジを消化するのに適
切な環境を提供する役割を果たす。処理されるべきスラッジの量に応じて、消化タンクの
大きさが選択され、消化されるべき量のスラッジを収容する。反応チャンバーの容量は、
典型的には、スラッジを消化するのに必要とされる相対的な滞留時間を制御するよう選択
される。各所の大きさは、消化タンクを通る単一の経路またはいくつかの経路でスラッジ
が嫌気的に消化されるように選択される。反応チャンバーは、消化タンク内に収容される
ので、通常、反応チャンバーの大きさによって、消化タンクの大きさが決められる。反応
チャンバーは、消化タンクの一区分を備えるかまたは、消化タンク内に別途定められる仕
切り部を備える。
【００２０】
　本発明において、消化タンクの下部領域から消化タンクの上部領域にスラッジを流通さ
せるために、少なくとも一つの移送パイプ、より好ましくは複数の移送パイプが設けられ
る。各移送パイプは、消化タンク内に配置され、消化タンクの内壁かまたはその他のとこ
ろに載置され、少なくともその長さ方向の一部が、反応チャンバー内に配置されている。
そのようにしている目的は、反応チャンバーを通って下がりつつあるスラッジ（以後、「
成熟しつつあるスラッジ」または「消化しているスラッジ」という用語と交換可能に用い
られる）が移送パイプと接触することを可能にすることである。反応チャンバーを通って
下がりつつあるスラッジは、通常、反応チャンバーを下るときに熱を失うので、嫌気性消
化温度を最適に保つために、混合されたスラッジを、反応チャンバー移送パイプに導入す
る前に、予め加熱しておくことが可能である。混合されたスラッジを、前の反応チャンバ
ー内のスラッジよりも高い温度に加熱することによって、反応チャンバーにおけるスラッ
ジが、混合されたスラッジよりも低い温度となる。そうして、冷たくて下がりつつあるス
ラッジと、温かくて未処理の／混合された、移送パイプを通って上りつつあるスラッジと
の間に温度勾配が存在する。この温度勾配の結果、移送パイプを上りつつある温かくて混
合されたスラッジから、反応チャンバー内の下がりつつある成熟スラッジに熱が移動する
。このようにして、反応チャンバーの成熟スラッジは、加熱された混合スラッジによって
一定の温度に保たれる。他方、加熱された混合スラッジは、成熟スラッジに熱を奪われる
ので、その温度は、それが移送パイプを通過する間中低下する。未処理のスラッジが上方
領域で移送パイプから排出されるとき、その温度は、高温菌の消化が行われるのに適切な
所定の温度へと低下しているであろう。移送パイプに混合スラッジを送るに先立ってその
温度を上昇させる熱源は、例えば生成されたメタンによって駆動されるガスエンジンが熱
を供給する熱交換器から得られる。
【００２１】
　一実施例において、少なくとも一つの移送パイプが作られて、少なくとも一つの移送パ
イプを上るスラッジから反応チャンバーを下るスラッジに熱が容易に移るものとし、それ
によって反応チャンバーのスラッジに熱が移る効率を向上させる。例えば、移送パイプは
、外表面にフィンを含んでもよく、下がりつつあるスラッジと接触して利用できる表面積
を増大し、または少なくとも一つの移送パイプが、直線パイプまたはコイル状のパイプ構
成を含む、適切な構成をとることで、反応チャンバーにおけるスラッジとの接触を最大限
にしても良い。
【００２２】
　少なくとも一つの移送パイプを通してスラッジをポンプでくみ上げるために、作動手段
が提供されても良い。作動手段の例には、スクリューポンプ、ピストンポンプ、ダイヤフ
ラムポンプ等が含まれている。移送パイプは、消化タンクの上部領域における１つまたは
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いくつかの位置で混合スラッジを排出するが、オプションとして、反応チャンバーにおい
て混合スラッジを均等に分配する分配器手段を補助に用いても良い。そして、排出された
混合スラッジは、反応チャンバーに入り、消化装置へと下っていく工程を開始し、それは
、典型的には１５日から２１日あるいはそれ以上かかる。
【００２３】
　反応チャンバーの底に到達するとき、混合スラッジにおける未処理の有機物は、消化さ
れているであろうが、すなわち、未処理のスラッジにおける複雑な有機性分子は、複雑な
形からより簡単な形へと分解されており、それによって混合スラッジは成熟スラッジへと
変えられている。成熟スラッジは、消化タンクの下部領域に位置する排出口から消化タン
クの外に出る。成熟スラッジの大部分は、消化タンクへとリサイクルされ、一方で少量が
抜き取られて、培養土化され、成熟されて、病原菌の無い高級な生物培養土が生成される
。
【００２４】
　嫌気性消化を容易とするために、いかなる嫌気性微生物を用いても良い。嫌気性消化に
用いられる細菌の種類には、通常、加水分解細菌、発酵性細菌、メタン生成細菌および酢
酸生成細菌が含まれている。細菌の特別な例には、メタノバクター・フォルミシカム（me
thanobacter formicicum）、メタノバクター・ソエンゲニ（methanobacter soehngenii）
、メタノバクター・ルミナチウム（methanobacter ruminatium）、メタノコッカス・マゼ
イ（methanococcus mazei）、バニエリ（vanielli）、メタノサルシナ・メタニカ（metha
nosarcina methanica）およびメタノサルシナ・サーモフィリア（methanosarcina thermo
philia）が含まれている。消化を容易とするのに、通常のカビや菌類を用いても良い。
【００２５】
　たいていの条件において、故意に細菌を加える必要は無い。成熟スラッジの一部を未処
理のスラッジと混ぜることによって、成熟スラッジに自生する細菌が未処理のスラッジに
導入され、既に細菌が適合している条件の下で、未処理のスラッジに作用させることがで
きる。消化装置の反応チャンバーにおいて初期の細菌の数を確保するために、初期の滞留
時間を約２１日にするのに必要な流速で、消化装置に有機性廃棄物を送る。
【００２６】
　嫌気性消化を行うために、反応装置における酸素濃度を最小限に、好ましくはゼロに保
つ。例えば、消化タンクを確実に密封し、好ましくは、わずかな真空中に保つことによっ
て、これを行う。消化タンクの頂部（ここに、生成されたガスが蓄積する）からガスを抜
き取ることによって、これを達成する。加えて、一実施例において、反応チャンバーがわ
ずかに負の圧力を維持するよう作られている消化タンクを提供することも可能である。こ
れが達成されるのは、平坦またはドーム型の蓋で補助して消化タンクを密封し、その蓋に
は、ガス排出口が組み込まれていて、消化で生成されるガスが連続して取り除かれるよう
にすることによる。その代わりに、酸素の量を減らすために、窒素のような不活性ガスを
消化タンクに連続して導入することも可能である。
【００２７】
　未処理のスラッジを消化タンクに加えるに先立って、嫌気性細菌を未処理のスラッジに
導入するために、未処理のスラッジは、好ましくは、成熟スラッジと混合される。その混
合は、混合物を混合タンクで攪拌したり、スラッジミキサーを通して混合スラッジを流通
させたりするなどの、適切なやり方で行うことができる。その混合は、消化タンク内か消
化タンクの外かで行うことができる。熱の損失を低減するために、混合は、例えば消化タ
ンク内で行っても良い。
【００２８】
　一実施例において、混合手段は、消化タンクの底部領域に配置される混合領域を備え、
その混合領域は、反応チャンバーから成熟したスラッジを受け取り、取り入れ口から未処
理のスラッジを受け取るように作られている。未処理のスラッジを消化装置の底部領域に
導入することによって、未処理のスラッジを「作付け」し、高温菌および成熟したスラッ
ジと混ぜることが可能となり、それによって混合スラッジが生成される。混合した後、混
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合スラッジは一本以上の移送パイプを通って消化タンクの上部領域に送られる。代替とし
て、移送パイプを上るように直接送られる代わりに、この「作付け」された未処理のスラ
ッジを一つ以上のスクリューポンプ（それを経ると完全な混合が行われる）を介してこの
混合領域から引き出し、そして消化装置の上部領域への移送パイプに送る前に熱交換器で
加熱しても良い。この構成は、消化装置に送られる前に予め別々に混合するプロセスを避
けるのに役立つのみならず、混合スラッジの温度を急上昇させて、反応チャンバーにおけ
る消化スラッジの温度より高くすることで、混合スラッジから消化スラッジに熱が移動し
、それによって反応チャンバーにおける消化温度を維持するのに役立つ。
【００２９】
　代替として、混合手段は、少なくとも一つのスクリューポンプまたはより好ましくは複
数のスクリューポンプを備え、消化タンクにおける混合領域からの吸入を行って、成熟し
たスラッジと未処理のスラッジの双方が消化タンクから取り出されても良い。スクリュー
ポンプの排出口は、移送パイプに接続されていて、混合スラッジを、消化が始まる消化タ
ンクの頂部に送る。
【００３０】
　スラッジの消化によってバイオガスが生成され、そのパーセンテージの多くはメタンガ
スを含んでいる。メタンガスは、上部領域に配置される排出口を介して消化タンクから放
出される。この文脈で、バイオガスという用語は、消化タンクの排出口から引き出される
ガスの混合物を表し、嫌気性消化から生成されるガスのみに限られるものではない。これ
らのガスは、反応チャンバー内で起こる無数のプロセスから得られ、それには、呼吸、嫌
気性発酵およびスラッジに作用する様々な種類の細菌によるアルコールおよび水素の生成
が含まれる。
【００３１】
　発明の他の観点は、スラッジを嫌気的に処理するプロセスおよびシステムに向けられて
いる。そのプロセスは、発明の第一の観点によるデバイスに未処理のスラッジを導入し、
未処理のスラッジが成熟スラッジに充分にさらされ、それによって高温菌が種付けされる
のに充分な時間をかけて未処理のスラッジを反応チャンバー（底部）に通すステップを備
える。消化が始まる消化タンクの上部領域に導入されるのに先立ち、未処理のスラッジは
、消化された成熟スラッジとスクリューポンプで混合されて、混合スラッジを生成する。
この混合の目的は、自生する嫌気性の細菌（高温菌）を未処理のスラッジに完全に混ぜ込
み、それによって、消化装置の上部に導入されるとき、それを消化タンクにおける嫌気性
消化に適したものとすることである。
【００３２】
　嫌気性消化には、典型的に３つの基本ステップが含まれている。第一のステップには、
嫌気性消化のための固形廃棄物の有機性断片を準備することが含まれており、かつ通常、
分類して分離し、サイズを低減することが含まれている。第二のステップには、湿気およ
び栄養分を加えること、混ぜること、ペーハーを約６．７に調整すること、スラリーを加
熱すること、および１５日から２１日の間の任意の期間、内容物が充分に混合されるよう
に流れが連続する反応装置における嫌気性消化が含まれている。第三のステップには、消
化プロセスの間に放出されたガス成分を捕獲し、蓄積し、かつ必要であるならば分離する
ことが含まれている。第四のステップは、消化されたスラッジを培養土として成熟させる
ことである。
【００３３】
　発明のプロセスにおいてデザインのために考慮すべきことには、シュレッドされる未処
理のスラッジのサイズ、混合の度合いおよび未処理のスラッジにおける固形有機物のパー
センテージが含まれている。考慮すべき他の重要な要因には、水圧式の滞留時間および未
処理のスラッジを装填する割合が含まれている。
【００３４】
　発明のプロセスにおける１つの特長は、混合スラッジを、消化タンクの下部領域から消
化タンクの上部領域に送るべく、少なくとも一本の移送パイプに流通させることである。
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少なくとも一本の移送パイプは、その長さ方向の１区分が消化タンクの反応チャンバーに
配置されている。反応チャンバーを通っているスラッジが、加熱された混合スラッジを収
容している移送パイプと接触するとき、温度勾配によって、熱が移動する結果となり、そ
れによって消化装置内の処理温度が均一で最適であることが確認され、その消化装置は、
モニターして制御することができ、それによって消化プロセス全体において用いられるエ
ネルギーを最小限とする。
【００３５】
　所望の熱交換並びに消化タンクのサイズに依存して、複数の移送パイプが消化タンクに
据えつけられて良い。例えば、２本から３本、４本、５本の範囲にある任意の本数の移送
パイプまたはそれ以上の本数の移送パイプが、消化タンクに据え付けられて良い。熱を容
易に移動させるために、好ましくは、パイプは、高導電率であると同時に耐腐食性の材料
で作られる。そのような材料の例には、ステンレス鋼および銅が含まれる。
　たいていの消化装置において、スラッジを消化するのに用いられる嫌気性の細菌によっ
て、消化装置がピークの効率で稼動する最適の温度が決められる。高温性の消化が行われ
るには、温度範囲は、典型的には約５０℃と約６５℃の間である。気候の変化によって、
スラッジが処理される温度に変化がもたらされる。もしそのような変化が起きて、反応チ
ャンバー内の条件が、この高温温度範囲外になってしまうとメタンの収率が低下する。こ
のため、消化装置のデザインにおいては重大な配慮がなされて、反応チャンバーにおいて
スラッジが加工される温度が効率的に制御される。より好ましくは、反応チャンバー内の
処理温度は、高温性の嫌気性消化が行われるために約４９℃から５７℃の範囲に保たれる
。冷たい気候では、消化から得られるバイオガスの一部が用いられて、この温度範囲を制
御して保つために湯沸かし器を運転する。嫌気性の細菌が効率的に機能し続けるために、
スラッジのｐＨが、好ましくは約６から８の範囲に保たれる。
【００３６】
　反応装置の性能を良好なものとするために可能な一つのアプローチは、消化タンク内の
反応チャンバー空間が、できる限り生物分解性の材料で占められるのを確認することであ
る。これは、消化可能ではなく、それでメタンを生成しない非生物分解性の材料が、消化
に先立って未処理のスラッジからできる限り取り除かれるべきであることを意味する。消
化タンクの処理能力を最適化するために、金属、プラスチック、石および木材のような非
生物分解性の材料は、機械的に分離される。サイズ、重量および密度の違いに基づいて分
離が行われる。スクリーニング、空気分離および空力分離またはこれら３つ全ての組み合
わせを含む、様々な機械的分離方法がこの目的で用いられる。スクリーニングは、無機物
を取り除くのに好ましい方法であり、機械的、光学的分離または浮揚分離を介して行われ
る。
【００３７】
　１つの実施例において、スクリーニングは、ロータリー・スクリーンとシュレッダーを
備える。好ましくは、ロータリー・スクリーンは、直径が約１４０ｍｍと約１６０ｍｍと
の間でより好ましくは約１５０ｍｍであり、そしてシュレッダーは、廃棄物の直径を約１
４ｍｍと１６ｍｍの間に低減する。例えば、トロンメルと振動スクリーンを用いて、望ま
しくない無機物品をスラッジから低減し、取り除く。鉄材は、電磁石を用いて分離する。
【００３８】
　スラッジを消化タンクに加えるのに先立って、処理されるスラッジのサイズを低減し、
その後、そこからスラリー／スラッジ混合物を生成すると利点がある。サイズを低減する
目的は、消化のためにできる限り大きな表面領域を提供することであり、サイズや組織に
おいて程よく均一で、したがって栽培媒体として土や土壌との混和性が確実なものとなる
最終製品の培養土を得ることである。これを達成する１つの方法は、スラッジを５０ｍｍ
未満、好ましくは３０ｍｍ未満、さらに好ましくは２０ｍｍ未満の平均サイズにシュレッ
ドすることである。それに続いてシュレッドされたスラッジに水が加えられ、スラリーの
混合物を生成する。１つの実施例において、シュレッドされたスラッジは水と混ぜられて
、濃度が約１０％から約２０％の乾物を含有する未処理のスラリー／スラッジを生成する
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。シュレディングは、スラッジが消化タンクに導入される前ならばいつでも行われて良い
が、好ましくはスクリーニングの後に行われる。この目的で、二段階・粗‐細・低スピー
ドシュレッダー並びにサイズが大きすぎる材料の選別とリサイクルを行う単一段階シュレ
ッダーのような、通常のシュレディング装置のいずれを用いても良い。
【００３９】
　消化装置への導入に先立って、培養された細菌を未処理のスラッジに加えることによっ
て、嫌気性の細菌を未処理のスラッジに導入しても良い。代替として、未処理のスラッジ
を成熟したスラッジと混ぜ合わせて、消化タンクの排出口を出たところで混合スラッジを
生成する。前者に対して後者の利点は、成熟したスラッジには、消化タンク内の条件に既
に適合しており、それゆえに未処理のスラッジを効率的に消化するに違いない消化タンク
に自生する細菌を含んでいるということである。混合スラッジが、移送パイプを介して消
化タンクの上部領域に運ばれることで、混合スラッジは、消化タンクにおいて嫌気性消化
を受ける。一実施例において、未処理のスラッジ約１部に対して消化されたスラッジ９部
という割合で、未処理のスラッジは消化されたスラッジと混合される。
【００４０】
　消化タンクから排出された成熟したスラッジは、培養土化されてさらに分解され、乾燥
して扱いやすい培養土となる。培養土化するプロセスには、消化されたスラッジを広げて
乾かし、または空気吹き込み装置において消化されたスラッジを乾燥させることが含まれ
ている。好ましくは、培養土化することには、消化されたスラッジに空気を吹き込み加湿
することが含まれている。培養土化するプロセスを改善するために、スラッジの多孔性を
増すための空気の吹き込みに先立って、成熟スラッジがウッドチップと混ぜられても良い
。
【００４１】
　培養土にすることに先立って、細菌が豊富な水を回収し、リサイクルするために消化さ
れたスラッジから水を抽出することが可能である。そうすることでまた、消化されたスラ
ッジをより速く乾かすことも可能となる。一実施例において、発酵したスラッジにおける
乾燥固形物の含有量が約２５％から約３０％になるまで脱水が行われる。典型的には、例
えばスクリュープレスやその他の同等な装置において、消化されたスラッジを機械的に絞
ることで脱水が行われる。
【００４２】
　本発明のこれらの観点および利点は、以下の記述、図面、および発明を制限しない例を
参照してより完全に理解される。
【００４３】
　本発明を理解し、それが実際にどのように実施されるのかを示すために、添付した図面
を参照して、発明を制限しない例のみによって好ましい実施例を以下に記述する。
（好ましい実施例の詳細な説明）
【実施例１】
【００４４】
　図１は、発明によるデバイスの第一の実施例を示す。この実施例において、デバイス１
００は、矢印１０４で示される上部領域と矢印１０５で示される下部領域とを有する消化
タンク１０２を備える。消化タンク１０２内に配置されるのは、スラッジの嫌気性消化が
行われる反応チャンバー１０７である。未処理スラッジ流１０９が、下部領域１０５に位
置する取り入れ口１１２を介して消化装置に導入され、排出口１１４を介して消化タンク
の外に出る。成熟したスラッジの一部は、排出流１１６を介して排出され、一方、成熟し
たスラッジの残りの部分は、リサイクル流１１８を介してリサイクルされる。リサイクル
流１１８は、取り入れ口１１２で未処理スラッジ流１０９と合流し、それによって、成熟
スラッジを未処理のスラッジと混ぜ合わせる（以降、混合スラッジとして知られる）。こ
れによって、未処理のスラッジに、それが消化されるのに必要とされる嫌気性の細菌が提
供される。混合スラッジは、取り入れ口１１２を介して消化タンク１０２に入る。取り入
れ口１１２は、混合スラッジを上部領域１０４に運ぶ移送パイプ１２０に接続される。移
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送パイプ１２０は、消化タンクの壁１０１に沿って配置され、少なくともその長さ方向の
一部が、反応チャンバー１０７内に位置するものとなる。移送パイプは、反応チャンバー
１０７を下降する成熟スラッジと接触し、それによって反応チャンバー１０７の成熟スラ
ッジと移送パイプの温かい混合スラッジとの間での熱の移動が容易となる。これによって
消化装置のスラッジは、最適な高温性消化が行われるのに適切な均一で一定の温度に保た
れる。消化装置の上部および下部領域の間にほとんど温度差が生じない。
【００４５】
　混合スラッジは、移送パイプから排出されて反応チャンバー１０７に入り、消化タンク
１０２を下降し始める。反応チャンバーにおいて、混合スラッジの複雑な生物学的な分子
を細菌が分解する。とりわけ、炭素を基本とする物質がメタンに変えられる。反応チャン
バーで行われる嫌気性消化、およびその他の複雑なプロセスで放出されるメタンと他のガ
スは、消化タンクの上部領域へと上昇し、ガス排出口１２４を介して取り除かれる。理想
的な条件の下では、消化タンクの底に達すると、混合スラッジは完全に消化／成熟される
。基台１２２は、中心に向けて傾斜しており、成熟スラッジが排出口１１４に向かうもの
とされ、やはりそれは、部分的に排出されるかリサイクルされるかする。
【実施例２】
【００４６】
　図２は、発明のさらなる実施例を示し、そこではデバイス２００が、消化タンク内に配
置される第一の移送パイプ２２０と第二の移送パイプ２２１とを備える。移送パイプは、
各々デバイスの下部領域に位置する取り入れ口２１２に接続される。スラッジは、取り入
れ口１１２を介して消化装置に入り、排出口２１４を介して消化タンクの外に出る。成熟
したスラッジの一部は、排出流２１６を介して排出され、一方、成熟したスラッジの残り
の部分は、リサイクル流２１８を介してリサイクルされる。リサイクル流２１８は、未処
理スラッジ流２０９と合流してスラッジポンプ２２７へと引き上げられる。反応チャンバ
ーを上昇するスラッジを別にして、スラッジポンプ２２７もまたミキサーとして働き、そ
こでは、成熟したスラッジが未処理のスラッジと良く混ぜ合わされて、混合スラッジを生
成する。
【００４７】
　各取り入れ口２１２における混合スラッジは、移送パイプ２２０、２２１を介して、消
化タンクの上部領域に位置する分配器２３１に移送される。分配器は、混合スラッジを反
応チャンバー２０７に均等に分配する複数のノズル２３４を備える。この実施例において
、ガス排出口は、消化タンク２０２の頂部２０９の中央から外れて配置される。
【実施例３】
【００４８】
　図３は、発明の別の実施例を示し、そこでは、消化タンク内で未処理のスラッジと成熟
スラッジとの間の混合が行われる。デバイス３００は、取り入れ口３１２と排出口３１４
とを備える。消化タンク３０２に入る未処理のスラッジは、反応チャンバー３０７から近
付いてくる成熟スラッジと混合領域３４１で混合され、それによって混合スラッジを生成
する。混合スラッジは、傾斜した基台３２２によって、スクリューポンプ３４１の吸い込
み口３３７に向かうように仕向けられる。スクリューポンプ３４１によって混合スラッジ
がさらに混合され、混合スラッジを熱交換器３４５へと移送し、そこでは、混合スラッジ
が加熱され、そして消化タンクへと戻され、そこで混合スラッジは、移送パイプ３２０を
通して消化タンクの上部領域へと届けられる。混合スラッジは、反応チャンバー３０７で
次第に消化される。収集ポイント３４３が取り入れ口の上に備えられて、いくぶんかの成
熟スラッジを排出のための排出口３１４へと流通させる。
【実施例４】
【００４９】
　図４は、発明の別の実施例であるデバイス４００の断面図を示し、そこでは消化タンク
４０２は、４つの移送パイプ４１８、４１９、４２０、４２１（この図には示されていな
い）を備え、その各々が、消化タンク４０２の内部に載置され、取り入れ口４１２に接続
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されている。消化タンク４０２は、補強されたプラットフォーム４５１上に据え付けられ
ている。基台４２２は、中心に向かって傾斜しており、中心では、基台は、水平なプラッ
トフォーム４５１と約２°の角度を成す。消化タンクの中間近くおよび頂部近くにそれぞ
れ配置される通路４５３、４５５によって、サンプリング・ポイントおよび消化タンク４
０２にはめ込まれたプローブへのアクセスが可能となり、メンテナンスを行うことができ
るように様々な動作パラメータを測定する。
【実施例５】
【００５０】
　図５は、デバイス４００の側面図を示し、消化タンク４０２の外側に示されていて、消
化タンクへのアクセスを可能とする取り入れ口４１２、排出口４１４およびマンホール４
５７の相関的な部分を図示する。複数のテスト・ノズル４６０、温度制御装置４６２およ
び圧力制御装置４６４が、消化タンクの下部領域、中間および上部領域に配置されている
。テスト・ノズル４６０によって、試験的なテストのために、消化タンクから周期的にス
ラッジを抜き取ることが可能となる。
【００５１】
　図６は、図４に示される消化タンク４０２の上面図を示す。マンホール４５７が、消化
タンク４０２の頂部４０９に備えられており、移送パイプ４２０の各々の近くに配置され
ている。中央ガス排出口４２４が備えられて、消化の過程で生成されるガスが取り出され
る。消化タンク内で圧力が高まるのを防止する安全措置として、安全バルブ４６６が備え
られている。圧力が高まると、安全バルブが作動して消化タンク内のガスを放出する。そ
れに続いて発火システムが作動してガスを燃焼させる。温度制御装置４６２および圧力制
御装置４６４もまた、頂部４０９に備えられる。
【００５２】
　図７および図８は、発明の一実施例において用いることのできる選別装置を示す。適切
なサイズのスクリーニングができ、入手できる一般の種類の選別装置を用いることができ
る。
【実施例６】
【００５３】
　図９は、発明による簡略化されたプロセス・フロー図を示す。未処理スラッジ流５０９
とリサイクル流５１８が、消化タンク５００に入る。未処理スラッジ流５０９は、消化タ
ンクにおいて嫌気的に消化されるべき未処理のスラッジを含み、一方、リサイクル流５１
８は、生きた嫌気性細菌を含む成熟スラッジを含む。混合によって混合スラッジを生成す
るとき、成熟スラッジ中の生きた嫌気性細菌が、未処理のスラッジに導入される。混合ス
ラッジは、移送パイプ５２０を介して消化タンクの上部領域に移送され、そこでは、混合
スラッジの嫌気性消化が始められる。混合スラッジは、そこにある未処理のスラッジが嫌
気的に消化されて成熟したスラッジを生成するのに充分な時間だけ、消化タンクの反応チ
ャンバー内に留まることが可能である。成熟したスラッジの一部は、排出口５１４を介し
て培養土処理のために排出され、一方、成熟したスラッジの残りの部分は、リサイクル流
５１８を介して消化タンクへとリサイクルされる。この実施例において、リサイクル流５
１８と未処理スラッジ流５０９とは双方とも、消化タンクに入るまでに、熱交換器５９０
を介して高温菌の温度またはその近くまで加熱される。
【実施例７】
【００５４】
　図１０は、発明によるプロセスの別の実施例のプロセス図を示す。そのプロセスは、以
下のものを備えるシステムにおいて実施される。すなわち、システムは、発明によるスラ
ッジの嫌気的な消化を行うデバイスと、未処理のスラッジから無機物を取り除くスクリー
ニング手段と、未処理のスラッジのサイズを低減するシュレディング手段と、消化タンク
で生成されるバイオガスを燃焼させて発電するガス発電装置と、燃焼で得られる熱を未処
理のスラッジの一部に伝える熱交換機と、バイオガスを蓄積するガス蓄積装置と、消化タ
ンクから放出される成熟スラッジを培養土にする培養土装置と、スラッジから水を取り除
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く脱水手段と、脱水装置で処理されたスラッジとウッドチップを混ぜ合わせる混合スクリ
ューと、ウッドチップと混ぜ合わされたスラッジを培養土に変える培養土デバイスとを備
える。
【００５５】
　農場、養殖場、食堂街、工場、レストラン等のような様々な収集ポイントから得られる
固形有機廃棄物は、耐久性のあるプラスチックの廃棄物収集バッグに詰められる。これら
の廃棄物収集バッグは、典型的には１００ｋｇまでの固形廃棄物が入れられて、嫌気性消
化装置の敷地に運び込まれる。バッグは、ホッパーに入れられ、それは、バッグを自動耐
久バッグ開封装置６１０に送り、それは、バッグを開けて中の有機廃棄物を露呈させる。
開封されたバッグとその中身は、一連のコンベアを介して選別装置６２０に運ばれる。選
別装置６２０は、開封されたプラスチックバッグと無機物を固形有機廃棄物から選別して
取り除き、その有機物の含有量を最大化する。そして、選別された有機廃棄物は、有機物
貯蔵サイロ６３０へと運ばれ、さらなる処理を待つ。分離された無機物には、金属、プラ
スチック、ゴム、砂および紙材が含まれており、無機物蓄積ホッパーへと運ばれ、そこで
それは、大きな容器に排出され、そしてトラックで持ち出されて、リサイクルされるか埋
め立て地または焼却工場で処分されるのを待つ。
【００５６】
　有機廃棄物は、コンベアを介して有機物貯蔵サイロ６３０から有機物シュレッダー６４
０へと移送され、そしてそのシュレッダーは、有機物スラッジをより小さなサイズ、好ま
しくは２０ｍｍ未満にシュレッドする。シュレッドされたスラッジには水が加えられ、乾
物の含有量が約１０％と約２０％の間の均一なスラリー／スラッジが提供される。スラリ
ーは、１つ乃至６つの取り入れ口を通って消化タンク６００の底部領域に導入され、そこ
で未処理のスラリーは「種付け」され、高温菌および成熟したスラッジと混ぜ合わされる
。未処理のスラリー／スラッジを、高温の嫌気性消化が行われるのに適した温度（典型的
には、約５２℃から５５℃の範囲）に加熱するために、未処理のスラリー／スラッジが、
スクリューポンプ（そこで完全な混合が行われる）に接続されている１つ乃至６つの排出
口を通して底部から引き出され、そして熱交換機で約５５℃に加熱され、その後、消化装
置の上部領域に届けられるように移送パイプへと送り込まれる。熱交換機には、消化装置
で生成されたメタンを燃焼して加熱された湯を供給することができる。加熱された混合ス
ラッジは、移送パイプを上っていくので、加熱された未処理のスラリーは、熱を消化装置
のスラッジに移動させ、それによってスラッジは最適の処理温度に保たれ、それは、この
スラッジは、それが上部から下部に移るときに熱を失うからである。それで加熱された未
処理のスラリーは、移送パイプを上るときに成熟スラッジを加熱し、それを約５２℃また
はその他の温度、好ましくは約５２℃と約５５℃の間に保つ。混合スラッジが移送パイプ
から排出されて反応チャンバーに入ると、嫌気性消化が開始される。反応チャンバー内の
条件は、嫌気性消化が行われるのに適しており、例えば温度は適当に高く、かつわずかな
真空が保たれて酸素ガスの濃度が低く保たれる。
【００５７】
　消化が進むと、約６５％までの純度のメタンガスが生成される。消化タンクは、上部領
域に配置されるガス排出口を有し、それを通してメタンガスが集められ、ガス収集装置８
００で処理される。メタンガスは、真空のもとで取り出され、ガス貯蔵タンク６５０のよ
うなガス貯蔵装置に貯蔵される。生成される全てのメタンは、ガス発電機で使われて、発
電し、これらの発電機からの熱は、消化に先立って未処理のスラッジを加熱するための水
を加熱するのに用いられる。ガス発火安全システム６６０がガス収集装置に組み込まれ、
ガスエンジンが運転できないときにメタンガスを消費する。
【００５８】
　ガス送風機６７０は、ガス貯蔵部６５０からガスを吸い、ガス発電機６８０の噴射装置
にガスを送る。ガス発電機６８０は、熱と電力を生成するためにメタンを燃焼する。電力
は、送電線網に接続される変電所に送られ、一方、熱は、さまざまなアプリケーションに
用いられ、それには、熱交換機６９０を介して消化タンクに送るに先立って未処理のスラ
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ッジを予め加熱すること、消化タンクを高温菌の消化に必要な温度に保つこと、局部加熱
、局部冷却であって、それによって熱を液体乾燥剤の再生に用いること、または約８５℃
から９５℃の範囲の低温加熱を必要とするその他のアプリケーションが含まれる。いくつ
かの実施例においては、ガス発電機が運転できないときは、燃料にガスまたは油を使うボ
イラー７００および給湯システム７１０が熱を供給する。冷却システム７２０は、ガス発
電機の過熱を防ぐために含まれている。
【００５９】
　消化タンク６００には、混合スラッジが連続して送り込まれる。未処理のスラッジを消
化するのに必要な滞留時間は、およそ１６日から２１日である。消化されたスラッジは、
ここではダイジェステート（成熟したスラッジ）とも称され、連続して排出される。１日
３００トンという食料廃棄物／レストラン廃棄物の処理速度を達成するために、例えば、
内径約１２ｍで内高約２８ｍの消化タンクが用いられる。この例において消化装置は、５
２℃でかつ０．０５バールの圧力で運転される。
【００６０】
　成熟したスラッジの一部はリサイクルされて（未処理のスラリー／スラッジと混ぜ合わ
せられ）、一方、残部は培養土ユニット９００に入る。一般に、培養土ユニットは、成熟
したスラッジから水を取り除いてろ液を乾燥させる脱水ユニットと、構造材料を乾燥した
ろ液に混ぜる混合デバイスと、乾燥したろ液を培養土化する培養土デバイスとを備える。
培養土ユニットは、脱水スクリュープレス７３０に送られ、遊離水を搾り出し、それによ
って、乾燥したろ液が約２５％から３０％の乾燥固形物を含有するようにする。ダイジェ
ステート（成熟したスラッジ）から搾り出される遊離水は、シュレッドした未処理のスラ
ッジとスラリーを形成するのに再利用される。その後、乾燥したろ液は、構造材料との混
合を行う混合デバイスに届けられる。
【００６１】
　構造材料との混合は、乾燥したろ液を容易に培養土にするために行われ、本実施例にお
いては、適量の空気を確実に混和するために、構造材料をろ液に均等に分配するよう設計
された混合スクリュー７４０において混合が行われる。そして、混合されたろ液は、培養
土用の建物の床上の山７５０に積まれる。その山は、建物または培養土のために割り当て
られた土地に適した形に整えられる。培養土が容易に空気と混和されるように、例えば２
日から３日の間隔で山を動かして再混合する培養土畝反転装置を用いて、規則的な間隔で
山がひっくり返される。
【００６２】
　例えば、土地が乏しい地域や臭いに対して寛容でない地域において、培養土プロセスの
速度を速めるために空気に晒された固定堆積培養土作りが行われ、培養土に絶え間なく空
気を供給する特別に造られた床を有する閉鎖培養土ユニットにおいて、山が培養土に変え
られる。そのような培養土ユニットの床は、空気パイプに接続されている空気混合ノズル
を有する。乾燥したろ液に空気が浸透し、一方、水撒き機によって培養土プロセスの温度
を制御するのに必要な水分が供給される。培養土ユニットの条件、例えば、温度や湿度は
、監視され、水撒き機を介して供給される水の量、および空気混合ノズルが供給する空気
の量を変えることによって制御される。
【００６３】
　約４週間培養土化を行うと、山は、消化されたスラッジから肥料として用いるのに適切
な成熟生物培養土に変わる。培養土は、培養土分離装置７６０において選別され、構造材
料を回収するが、それは続いてリサイクルされ、スクリュープレスから新たに来る乾燥し
たろ液とともに用いられる。選別された培養土は、バルク培養土としてバンカーに貯蔵さ
れ、それに続いて袋詰め工場に送られ、そこで２５ｋｇ用の袋に詰められて、１トンのロ
ットとしてパレット上に載せられる。
【００６４】
　手短に述べると、本発明により、嫌気的にスラッジを消化するデバイス、プロセスおよ
びシステムが提供され、それらは、炭素が中立で、廃棄物がゼロで、経済的に持続可能で
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水は全て、消化タンクに送られるスラリー／スラッジを形成するのに再利用されているの
で、廃水が出されることはない。臭いが出る全ての領域は、エアダクトを介しての送風機
による吸い出しにさらされていて、臭いが処理されるので、異臭は最小限になる。これに
含まれるのは、消化装置に先立って処理される有機廃棄物が腐敗したり、培養土プロセス
で生成されたりする不快なガスであり、それらは、有機物洗浄機において取り出され、不
純物が取り除かれて処理される。ガス発電機から発するノイズは、工場の外側の境界で５
５デシベル以下に定められている。培養土を作るのに用いられる構造材料もまた、完全に
リサイクルされ、それにより、廃棄物がさらには生成されなくなる。
【００６５】
　この発明は、好ましい実施例によって説明されているが、以下の特許請求の範囲に記述
されるような、この発明の精神および範囲から逸脱することなく、変更および修正を加え
ても良いことが理解されなければならない。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】成熟スラッジを含むリサイクル流が、消化タンクの外で未処理スラッジ流と混ぜ
合わされる、発明によるデバイスの実施例を示す図である。消化タンク内に一本の移送パ
イプがあって、混合スラッジを消化タンク内で上方に移送する。
【図２】消化タンク内に２本の移送パイプがある別の実施例を示す図である。
【図３】未処理のスラッジが消化タンク内に導入されて、消化タンク内の混合領域で成熟
したスラッジと混ぜ合わされる、発明によるデバイスのさらに別の実施例を示す図である
。
【図４】４本の移送パイプがある、発明によるデバイスの一実施例を示す様々な図の１つ
である。この実施例において、未処理のスラッジが成熟したスラッジと混ぜ合わせられる
のは、消化タンク内の混合領域および消化タンク外の混合デバイスにおいてである。
【図５】４本の移送パイプがある、発明によるデバイスの一実施例を示す様々な図の１つ
である。この実施例において、未処理のスラッジが成熟したスラッジと混ぜ合わせられる
のは、消化タンク内の混合領域および消化タンク外の混合デバイスにおいてである。
【図６】４本の移送パイプがある、発明によるデバイスの一実施例を示す様々な図の１つ
である。この実施例において、未処理のスラッジが成熟したスラッジと混ぜ合わせられる
のは、消化タンク内の混合領域および消化タンク外の混合デバイスにおいてである。
【図７】選別機の側面図および斜視図である。
【図８】選別機の側面図および斜視図である。
【図９】発明によるプロセスの簡略化されたフロー図である。
【図１０】発明によるシステムに備えられる様々なユニット、並びにそのようなシステム
で実施されるプロセスを示す簡略化されたフロー図である。
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【図９】 【図１０】
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