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―記者発表資料― 

 

平成 26 年 6 月 20 日 

日本下水道事業団 

 

JS 新技術として２技術を選定 
―資源循環・温室効果ガス排出低減など環境配慮型の新技術を積極的に導入します― 

 
 
 『新技術導入制度』により、民間企業において開発された汚泥処理に係る２技術を

新技術として選定しましたことをお知らせします。 
 今後、日本下水道事業団（ＪＳ）の受託建設事業において、従来選定した新技術に

加え、今回選定した新技術の積極的な導入を図って参ります。 
 なお、この制度で選定された技術は、ＪＳの受託建設事業における適用性を有して

いることを確認したもので、ＪＳの受託建設事業以外の場合における性能等を評価す

るものではありません。 

 
＜今回選定した新技術＞ （別紙参照） 

 
新技術Ⅱ類（公的な機関が関与し開発、評価された技術で、JSの技術確認を経たもの） 

 

●気泡式高効率二段燃焼炉  

 開発者：株式会社神鋼環境ソリューション 

 
●パッケージ型鋼板製消化タンク 

 開発者：株式会社神鋼環境ソリューション 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞ 

日本下水道事業団 技術戦略部 

新技術推進課長 圓
つぶら

谷
や

 秀夫 

TEL：03-6361-7838 
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 別紙  

 

● 今回の新技術の選定は、平成26 年5月 26 日開催のＪＳ技術委員会の審議を経た

ものである。 

 
● 各技術の概要等 
【気泡式高効率二段燃焼炉】 
 気泡式流動焼却炉への燃焼用空気を、一次空気、二次空気の2箇所に分けて供給し、

改良した空気分散板の採用や２次空気の吹き込み位置・方法を最適化することで、炉

内に局部高温域を形成し、温室効果ガスN2O 発生量の低減、補助燃料使用量及び電力

使用量を削減する技術である。 
（１）局所高温化による温室効果ガスN2O 発生量の低減 
（２）流動砂層の厚み低減による電力使用量の削減（設備消費電力従来比約 1～2 割

減） 
（２）低空気比での高温燃焼による、燃焼補助燃料使用量の削減 
（４）実績の多い気泡式流動床式焼却炉の技術をベースとしていることによる高い信

頼性 

 
【パッケージ型鋼板製消化タンク】 
従来のコンクリート製消化タンクに比べ、消化タンク本体を鋼板で製作することに

より、従来技術と同等の消化性能を維持した上で、建設工期の短縮や事業計画変更へ

の柔軟な対応を図る。また、インペラ式撹拌機の採用で省電力化を図り、各種センサ

ー類を組み合わせることで運転支援を行う技術である。 
（１）タンク本体を鋼板で製作することによる建設工期の短縮 
（２）建設コストの年価を増加させることなく、耐用年数の違いによる、事業計画変

更への柔軟な対応 
（３）インペラ式撹拌機の採用による、低動力化及び堆積物の排出運転の実現 
（４）各種センサー類の設置による、消化性能の維持及びタンク内面腐食の把握が可

能になる等の運転支援 
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技術の特徴

N2O低減 局所高温部生成により、N2O分解促進

省電力 独自の空気分散板により、砂層厚みを低減しブロワの省電力化（設備消費電力従来比約1～2割減）

燃料低減 低空気比で完全燃焼可能

安定運転 実績の多い気泡式流動床焼却技術を応用

二次空気吹込みにより局所高温化→N2O低減

低空気比により燃料削減

砂層厚み低減によりブロワ動力抑制

気泡式流動床焼却炉がベース

温室効果ガス削減とランニングコスト低減を両立させながら、
安定操業可能な新型汚泥焼却炉

二段燃焼
熱分解ゾーン
(流動床部)

脱水汚泥

二次空気

一次空気

二次空気

排ガス

燃料

完全燃焼ゾーン
(フリーボード部) 独自の空気分散板の採用により流動床部全面

から均一に空気吹込が

可能で、従来より少ない

流動砂でも高い焼却効率

を維持できます。

⇒動力低減・省電力化

②独自の空気分散板を採用

二次空気吹込により、局所高温部を生成でき、

低空気比で運転可能です。

⇒N2O低減、燃費を向上

①二次空気吹込み

空気分散板
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① 建設工期の短縮

・槽基礎工事と並行した鋼板工場プレハブ製作

(RC製消化タンクと比較)

・土木機械同時発注

② 事業計画に合わせた
柔軟な改築

社会動向・人口推移の変化に適した改築が可能

耐用年数20年 (槽本体のみ)

③ 撹拌動力の低減

(従来スクリュー式撹拌機と比較)

インペラ式撹拌機 動力投入密度1.0W/m3以下

1

④ 消化タンクの運転支援

・堆積物高さの測定が可能
・堆積物排出運転で有効容量確保

内面塗装変化や槽側面板厚測定が可能

・温度ムラ検知⇒槽内汚泥均一化

・MAP発生時も運転を継続 等
・異常発泡の早期確認・処置

④-1 堆積物測定・排出運転

④-2 トラブルの未然防止

④-3 定量的な長寿命化診断

<従来> 堆積物の高さ・量・形状の確認が
難しく、蓄積する場合があった。

<本技術>

<従来> 槽内塗装の経年変化の有無を
浚渫後しか確認できなかった。

<本技術> 運転停止や、浚渫することなく

<従来> 槽内の状況が確認できず
異常の察知が難しかった。

<本技術>

鋼板製であることを活かし、センサ類を使用して
消化タンク内の状況を可視化
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 参考  新技術導入制度 
  JSでは新技術を受託建設事業に積極的に導入し、「技術の善循環」を円滑に実施するため、従来

の新技術導入制度（いわゆるA 技術、B 技術）の制度を拡充し、平成 23 年から運用しています。

この制度では新技術をⅠ類【JS が固有、共同研究によって開発した技術】、Ⅱ類【公的な機関が関

与し開発、評価された技術】、Ⅲ類【民間企業が独自に開発した技術】に分けて登録することとして

います。 
 (１）新技術Ⅰ類の導入フロー 

民間企業との共同研究等によりJSが開発した新技術Ⅰ類を導入するフローを図－１に示します。

迅速な導入を図るため、JSが開発した新技術のうち有望な技術については、開発者からの申請に基

づく審議を経て、新技術に選定し、案件形成を進めることとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 新技術Ⅰ類の導入フロー 

 (２）新技術Ⅱ類、Ⅲ類の導入フロー  

公的な機関が関与し開発、評価された技術や、民間企業が独自に開発した技術である新技術Ⅱ・

Ⅲ類の導入フローを図－２に示します。開発者からの申請を受け、「技術確認」を実施し、その技術

に信頼性があることに加え、JS の 受託建設事業に適応可能と判断された場合に新技術として選定

し、案形形成を進めることとしています。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－２ 新技術Ⅱ・Ⅲ類の導入フロー 

なお、平成26年5月1日付で、新技術選定審査に要する費用をご負担頂く改正を行っております。 
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ＪＳ新技術に登録されている技術一覧 

 類型

Ⅰ
アナモックス反応を
利用した窒素除去
技術

JS、大阪市、（株）タク
マ、（株）日立プラントテ
クノロジー、メタウォー
ター（株）

 「アナモックス細菌」を利用し、アンモニア性窒素と亜硝酸性
窒素から直接窒素を除去する技術。硝化脱窒法と比べ、有機
物を必要としない、必要酸素量が少ない、発生汚泥量が少な
いなどの利点を有する。

Ⅰ
高速吸着剤を利用
したリン除去・回収
技術

JS、旭化成ケミカルズ
（株）

特殊な多孔構造の高速リン吸着剤を用いて、2次処理水から
リンを極低濃度にまで除去できる。脱着により、肥料や代替リ
ン鉱石として利用可能なリン酸が回収できる。

Ⅰ 循環型多層燃焼炉 JS、メタウォーター（株）

焼却炉の循環部に後燃焼部を付加し、全体を3つのゾーン
（層）に分けて、それぞれのゾーンに送る燃焼用空気量を制
御する。これにより、燃焼の 適化を図り、燃費、温室効果ガ
スN2O発生を削減できる。

Ⅰ
熱改質高効率嫌気
性消化システム

JS、三菱化工機（株）
嫌気性消化システムに可溶化装置を追加し、消化汚泥を水
熱反応により熱改質することで、再消化しやすくする。これに
より、汚泥の減量・消化ガスの増量ができる。

Ⅰ
担体充填型高速メタ
ン発酵システム

JS、メタウォーター（株）

消化タンク内に担体を充填し、高温で嫌気性消化を行うこと
で、滞留日数を短縮し汚泥分解率や消化ガス発生量を従来
の消化プロセスと同等とすることができる。また、自動発酵制
御（NH4－Ｎ濃度制御、投入負荷量制御）を行うことで、安定
発酵と運転管理の負担を軽減できる。

Ⅰ
圧入式スクリュープ
レス脱水機（Ⅲ型）

JS、（株）石垣

脱水汚泥の低含水率化と変動する汚泥性状に対して安定し
た処理が可能な技術である。濃縮部での凝集汚泥の高濃度
化や、脱水部を長くすることで脱水時間が延長され、脱水性
能の向上が図れる。

Ⅱ 多層燃焼流動炉
東京都下水道局、メタ
ウォーター（株）

気泡式流動炉本体の炉底部、炉中部、炉上部の3箇所から
燃焼用空気を供給する。これにより、燃焼の効率化を図り、燃
費、温室効果ガスN20発生を削減できる。

Ⅱ
過給式流動燃焼シ
ステム

（独）土木研究所、（独）
産業技術総合研究所、
月島機械（株）、三機工
業（株）

排ガスタービン過給機により焼却炉内部を加圧状態にするこ
とで、燃焼ガス容積が減り、炉が小型化できるとともに、燃焼
速度が速くなることで、炉内温度を高くできる。また、流動ブロ
アー、誘引ブロアーが不要となる。これにより、電力、燃費、
温室効果ガスN20発生が削減できる。

Ⅱ
気泡式高効率二段
焼却炉

（株）神鋼環境ソリュー
ション、（財）下水道新
技術推進機構

気泡式流動焼却炉への燃焼用空気を、一次空気、二次空気
の2箇所に分けて供給し、改良した空気分散板の採用や２次
空気の吹き込み位置・方法を 適化することで、炉内に局部
高温域を形成し、温室効果ガスN2O発生量の低減、補助燃料
使用量及び電力使用量を削減する。

Ⅱ
パッケージ型鋼板製
消化タンク

（株）神鋼環境ソリュー
ション、（財）下水道新
技術推進機構

消化タンク本体を鋼板で製作することにより、従来技術と同等
の消化性能を維持した上で、建設工期の短縮や事業計画変
更への柔軟な対応を図る。また、インペラ式撹拌機の採用で
省電力化を図り、各種センサー類を組み合わせることで運転
支援を行う。

Ⅲ
高効率二段燃焼汚
泥焼却炉

（株）神鋼環境ソリュー
ション

前段燃焼炉で抑制燃焼を行い、N2Oの発生を抑制し、後段2
次燃焼室において局所高温部（約900℃）を形成し、完全燃焼
させる。これにより、燃料、温室効果ガスN2O発生が削減でき
る。

Ⅲ
高速砂ろ過システム
 （高速上向流移床
型砂ろ過）

（株）タクマ

下水二次処理水の浮遊物質（SS)の除去を目的とした技術。
従来の砂ろ過装置から、ろ過砂・装置や機器の構造を改良す
ることで、ろ過速度の高速化を図る。これにより、省スペース・
省エネルギー化と建設費が削減できる。

平成26年6月10日

技　　術　　名

平成25年3月26日

技　術　概　要選　 定　 日 開　　発　　者

平成25年3月26日

平成24年5月7日

平成24年5月7日

平成24年5月7日

平成24年5月7日

平成24年5月7日

平成24年7月20日

平成25年7月26日
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