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 ３．２ 平成１８年度完了共同研究の概要 
 
平成１８年度は、１６件の共同研究が完了しました。  
 

整理

№ 
件名(協定名) 

研究 

期間 
共同研究者 頁

67 
嫌気性消化プロセスを利用した処理場内

エネルギー自給率向上技術の開発 
H13～18 荏原環境エンジニアリング㈱ 43

73 
資源利用を目的とした下水及び汚泥から

のりん回収技術の実用化 
H15～18 アタカ大機㈱ 44

74 
資源利用を目的とした下水及び汚泥から

のりん回収技術の実用化 
H15～18

JFEエンジニアリング㈱ 

ユニチカ㈱ 

三菱化工機㈱ 

45

76 高度処理プロセスの効率的な制御方法 H15～18
㈱明電舎 

荏原環境エンジニアリング㈱
46

77 高度処理プロセスの効率的な制御方法 H15～18

新日本製鉄㈱ 

東亜ディーケーケー㈱ 

日本碍子㈱ 

富士環境エンジニアリング㈱

47

79 汚泥発生量低減技術の開発 H15～18 ㈱日立プラントテクノロジー 48

80 
難分解性物質等の環境リスク低減技術の

開発 
H16～18 ㈱タクマ 49

81 
難分解性物質等の環境リスク低減技術の

開発 
H16～18

特定非営利活動法人 

 日本オゾン協会 
50

84 バイオマスエネルギー利用技術の開発 H16～18 電源開発㈱ 51

85 下水処理施設の低コスト診断技術の開発 H16～18
大成建設㈱ 

㈱シー・エス研究所 
52

86 下水処理施設の低コスト診断技術の開発 H16～18
㈱関電工 

(財)電力研究所 
53
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整理

№ 
件名(協定名) 

研究 

期間 
共同研究者 頁

(提) 

94 

下水汚泥の燃料化を目的とした炭化技術

の開発（低温炭化に必要な炭化システム設

備の開発） 

H17～18 大同特殊鋼㈱ 54

97 
超微細気泡（マイクロバブル）を用いた新

たな下水処理技術の開発 
H17～18

アタカ大機㈱ 

㈱日立プラントテクノロジー

明電舎㈱ 

三菱電気㈱ 

55

101 
新たな生物反応等を用いた新たな下水処

理技術の開発 
H17～18 栗田工業㈱ 

非

掲

載

(提) 

105 
メンブレン式超微細気泡散気装置の開発 H17～18

ダイセン・メンブレン・シス

テムズ㈱ 
56

113 
下水処理施設の簡易な健全度測定技術の

開発 
H18 CTIサイエンスシステム 57
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６７ 荏原環境エンジニアリング（株）
嫌気性消化プロセスを利用したエネルギー自給率向上

技術の開発 

１）共同研究の目的 
本研究は、下水処理場におけるエネルギー自給率向上を目的としたものです。 

(1)超音波処理（ＵＳ）した余剰汚泥を消化槽に投入することで消化率を向上させ、消化ガス発生量を増

加させる。 

(2)消化ガスの固体高分子型燃料電池に対する適用法を確立する。 

２）共同研究の概要 

(1)超音波処理による消化ガス発生率の向上 
余剰汚泥等を超音波処理することにより汚泥の分解率を上げ、消化ガスの発生量を増加させる。 

(2)固体高分子型燃料電池を用いたエネルギー回収 

消化ガスを燃料として燃料電池コージェネレーションシステムによる電気と温水を発生させる。 

３）共同研究の成果 
(1)超音波処理は、消化槽への投入余剰へ照射する前処理法、汚泥循環系を利用した循環法、投入汚

泥に加温処理(約 50℃)後に照射する US+加温処理法の 3 方式において検証を行った。図-1 に SS
減溶化の比較、図-2 に VS 分解率とガス発生量の比較を示す。 

 超音波と加温処理方式を組み合わせるともっとも高い効果が得られた。 
処理条件 初沈：余剰＝1：1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     図-1 SS 減溶化の比較             図-2 VS 分解率とガス発生量の比較    
 

(2) 実稼動している消化施設に超音波処理装置

を組み込み、その効果を検証した。実証試験

施設のフローを図－3に示す。実機を使用した

試験では、超音波処理した汚泥の消化ガス発

生量は、未処理汚泥と比べ顕著な違いは確認

できなかった。 

(3) 固体高分子型燃料電池(PEFC 定格 1kW)
について、消化ガスを利用した場合の適用

性について連続試験にて評価。 
 ・ 精製後の消化ガスのＣＨ4濃度 84％以上と

なり、安定した発電ができた。 

 ・ 消化ガス利用で、都市ガスと同等の総合効

率88%(発電効率33%、排熱効率55%)を達成した。 

４）関連資料・報文等 
 山下ら：超音波処理による嫌気性消化法の性能向上, 第 41 回下水道研究発表会(2004)等 
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７３ アタカ大機（株） 
資源利用を目的とした下水及び汚泥からのりん回収技術の
実用化 

１）共同研究の目的 

りんは資源枯渇が懸念されており、下水や汚泥中からの回収技術が検討されている。また、汚

泥削減技術が環境調和型処理システムとして期待されているが、これに伴い放流水質の悪化が懸念

されている。こうした背景をもとに本共同研究では、中小規模下水道においてりんをヒドロキシア

パタイトとして資源回収することに加えて、汚泥削減技術を含めた複合的システムを確立する。 
２）研究の概要（図-1 参照） 

本技術は、まずオキシデーションディッチ槽の前段に嫌気槽を設け、明確な嫌気好気の区分を

作ることで生物学的脱りん作用を引き出した。次にりん放出した嫌気槽混合液の一部を嫌気性に保

ったまま固液分離して、分離液中のりんは晶析槽でヒドロキシアパタイトとして回収した。同時に、

返送汚泥の一部に汚泥削減方法としてアルカリ物理破砕処理をおこなって有機物を溶出させ、これ

を嫌気槽に投入することによってりん放出を促進させて、りん回収と汚泥削減の効果的な組み合わ

せを実現した。 
 

 
 

３）研究の成果 

① 嫌気槽とオキシデーションディッチを組み合わせて、生物脱りんを実現できた。 
② 汚泥削減方法としてアルカリ物理破砕法、オゾン法、超音波法を比較検討し、りん回収との組み

合わせとして最も効果の高いアルカリ物理破砕法を選定した。 
③ 嫌気槽で放出したりんを晶析法で回収することで、流入 T-P の最大 53.7%のりんをヒドロキシ

アパタイトとして回収することができた。 
④ 回収した晶析物の性状は、く溶性りん酸含有率 30%以上で、重金属の含有量もきわめて少なく、

副産りん酸肥料としての利用価値が高いことがわかった。 
⑤ りん回収および汚泥削減の組み合わせシステムを運転し、りん回収と同時に汚泥発生量を流入

SS に対して最大 50.6%を削減することができ、さらに放流水質を T-P 1mg/L 以下、T-N 10mg/L
以下に抑えることができた。 

４）関連資料・報文等 

① 山下他、第 42 回下水道研究発表会講演集 p897-899(2005) 
② 小泉他、第 40 回日本水環境学会年会講演集 p467(2006) 
③ 舩石他、第 43 回下水道研究発表会講演集 p860(2006) 

図－1 パイロットプラントのフロー 
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７４ 

JFE エンジニアリング㈱ 

ユニチカ㈱ 

三菱化工機㈱ 

資源利用を目的とした下水及び汚泥からのりん回収技

術の実用化～汚泥可溶化技術を用いたりん回収および

嫌気性消化の効率化～ 

１）共同研究の目的 
本研究は嫌気性消化プロセスを汚泥からのりん溶出プロセスと捉え、可溶化技術を消化槽投入汚泥に

適用することによって、りんとアンモニアを効率良く溶出させ、これをりん酸アンモニウムマグネシウ

ム(以下、MAP と記す)として回収・資源化するシステムの実用化を目的とした。 

２）共同研究の概要 

■可溶化技術に関する検討：湿式ビーズミル法、超音波法および熱処理法等について比較・検討し、

本研究の目的に最適な技術を選択し、実用化する。 

■りん回収技術に関する検討：濃縮分離液および脱水ろ液中のりんを効率良く MAP として回収・資

源化するための晶析条件を確立する。 

■開発システムの最適化に関する検討：発酵残渣の脱水性および全体フローにおけるりん収支など、

下水処理システム全体への影響を考慮して、開発システムの最適化を図る。 

３）共同研究の成果 
（１）可溶化技術に関する基礎検討 

超音波法、湿式ビーズミル法および熱処理法等について比較・検討した結果、各方式ともほぼ同等の

消化促進効果が得られた。 

（２）開発技術の実証 

超音波法と酸発酵を組み合わせた汚泥可溶化技術による、消化処理の促進を狙ったシステムに関する

実証実験を実施した。その結果、消化槽の滞留時間を従来と同等とした場合には、残渣発生量の低減、

りん溶出量およびメタンガス発生量の増大といった効果が得られた。また、消化槽の滞留時間を従来の

約半分としても、残渣発生量がやや低減し、りんの溶出やメタンガスの発生に関しては従来とほぼ同等

の処理性能が得られることが確認された。 

（３）トータルシステムの構築 

発酵残渣の脱水特性および脱水ろ液中のり

んの MAP 晶析条件に関して、可溶化処理が顕

著な悪影響を及ぼさないことを確認した。また、

消化槽滞留時間を従来と同等とした場合での

全体フローにおけるりん収支検討の結果、脱水

ケーキとして系外に排出されるりんの量を低

減し、流入下水中のりんの約半分を MAP とし

て資源回収できるものと試算された(図-1)。 

４）関連資料・報文等 
 (1) 森ら，りん回収を前提とした消化処理における超音波可溶化処理の検討，第 41 回下水道研究発表

会講演集，pp.1056-1058(2004) 
 (2) 島田ら，りん回収を前提とした消化処理における超音波可溶化処理の検討 その 2，第 42 回下水

道研究発表会講演集，pp.1005-1007(2005) 
 (2) 島田ら，りん回収を前提とした消化処理における超音波可溶化処理の検討 その 3，第 44 回下水

道研究発表会講演集，pp.850-852(2007) 
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: 汚泥: 水,

1) 水処理 : A2O法を仮定

: 汚泥: 水,

1) 水処理 : A2O法を仮定

りん溶出量: 
従来比25%増大

脱水汚泥発生量: 
従来比21%減少

図-１　りんの収支(消化槽滞留時間を従来法と同等とした場合)

CH4発生量: 
従来比8%増大

104
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７６ 
株式会社明電舎 

荏原環境エンジニアリング株式会社 
高度処理プロセスの効率的な制御手法の開発 

１）共同研究の目的 

・窒素やりんの生物学的除去を行なう高度処理プロセスの効率的な制御方法を開発する。 

・個別の処理施設の条件に応じた最適な制御システム選定を支援する技術を確立する。 

・高度処理プロセスの制御に使用できる水質センサーを選定・評価する。 

２）共同研究の概要 

生物学的な窒素･りん除去を行なう高度処理プロセスに適用可能な、硝化制御と脱りん制御を組合

わせた新たな制御方法を提案した。その効果･影響について、活性汚泥モデル（ASM）を活用して机上

で検討すると共に、パイロットプラントにおける比較･評価を行なった。また、ここで使用した主要

な水質センサーについては、実下水処理場に設置して評価を実施した。さらに、個別の処理施設の条

件に応じた最適な制御システムを選定できる方法を提案した。 

３）共同研究の成果 

①硝化制御：好気タンクにおける硝化の安定化と運転管理費の削減を実現する制御アルゴリズム 

・水質センサーの測定値に基づく NH4-N の除去速度（硝化速度）を指標として風量制御を実施するこ

とで、曝気風量の過不足が少ない風量制御方法を開発した。表－１は、通常負荷運転時と高負荷運

転時の風量・電力量の削減率の比較結果である。 

②脱りん制御：雨天時における生物学的りん除去の悪化を抑制する制御アルゴリズム 

・生物学的りん除去を行う下水処理場における雨天時のりん除去悪化の影響を抑制するため、初沈バ

イパスを自動制御することで、通常運転時の処理水 PO4-P 濃度を低減すると共に降雨後の処理回復

を早める方法を開発した。表－２は、本制御の有無が処理水 PO4-P 濃度、汚泥発生量、曝気風量に

与える影響を比較した結果である。 

③個別の施設条件に応じた最適な制御システム選定技術の確立 

・各種制御方法において期待できる水質レベルと曝気風量などのランニングコストについて、ASM を

利用したシミュレーション予測により定量的に比較･評価する方法を提案した。 

④採水装置が不要で保守の容易な浸漬タイプ水質センサーによるフィールド検証 

・浸漬型の水質センサーを実下水処理場に設置し、精度・保守性・性能・制御への適用性について、

総合的に評価した。 

 

表－１ 通常負荷時と高負荷時の削減率の比較（夏季） 
 風量 (m3/h) 電力量 (kWh) 

流入負荷 対照系 実験系 削減率 対照系 実験系 削減率 
高 5.29  4.52 14.6% 4.78 4.10 14.2% 
通常 6.12  5.49 10.3% 5.01 4.36 13.0% 

 
表－２ 初沈バイパス制御の効果 

（バイパス率：75％、バイパス開始／停止流入 CODMn：50/60 mg/L） 

 
バイパス

有り 
バイパス

無し 効果 

PO4-P 除去率 [%] 77.5 60.1 17.4 %低減

汚泥発生量 [kg] 3.2 2.5 1.28 倍増加

曝気空気量 [m3] 15、462 14、874 1.04 倍増加
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７７ 

新日本製鐵株式会社 

東亜ディーケーケー株式会社 

日本碍子株式会社 

富士電機システムズ株式会社 

高度処理プロセスの効率的な制御手法の開発 

１）共同研究の目的 
生物学的な窒素･りん除去プロセスの安定化・省エネ化を目指し、従来の運転管理指標

（pH,DO,MLSS など）に加えて、ORP（酸化還元電位；Oxidation-Reduction Potential）を指標

とした管理/制御手法及び設計支援ツールの開発を行なう。 

２）共同研究の概要 
JS 技術開発実験センターにて、ORP 制御を組み込んだ嫌気-無酸素-好気法（A2O 法）のベンチ

プラント（処理量 2m3/日）およびパイロットプラント（処理量 20m3/日）実験を実施し、ORP 制

御による窒素・りん除去安定化効果や省エネルギー効果を実証した。また、同制御に適した自動洗

浄型 ORP センサーを開発し、実下水処理場において計測値の長期安定性などを評価した。 

 

 

 

 
図１ 制御フロー図 

３）共同研究の成果 
①嫌気槽における PO4-P 濃度（図２）、好気槽における NOx-N 濃度（図３）と各槽の ORP 計測値と

の間の相関性が立証され、高度処理における管理指標としての ORP の有用性を確認した。 
②嫌気槽の嫌気度が高く、かつ、好気槽の好気度が高い場合に限って、良好なりん除去性能が発揮さ

れ、両反応槽の状態の管理指標として ORP が有効であることを確認した。 
③好気槽末端の DO 濃度値が 1.5mg/L 以下であっても、ORP が管理値以上であれば硝化が進行して

いることから、従来よりも省エネルギーでの好気槽の運転が可能であることが確認された。 
④エアジェット方式の自動洗浄型 ORP 計により、嫌気槽・好気槽を問わず、長期間にわたって確度

の高い計測値を安定的に得ることができた。 
⑤ORP 制御における処理プロセスの挙動について、りん除去を中心に、活性汚泥モデルを用いて解

析した。 
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図２ 嫌気槽 ORP と PO4-P の関係    図３ 好気槽 ORP と NOx-N 比率の関係 

４）関連資料・報文等 
・加藤ら（2004）ORP による窒素・りん除去プロセスの管理/制御手法の開発，第 41 回下水道研究発表会講演集，pp.816-818 
・三木ら（2005）嫌気槽の ORP 制御による生物学的りん除去の安定化の検討，第 39 回日本水環境学会年会，pp.495 
・古屋ら（2005）りん除去安定化のための ORP による酢酸添加制御-活性汚泥モデルによる検証-，第 42 回下水道研究発表会講演集，pp.142-144 
・加藤ら（2005）下水高度処理の管理に適した ORP センサーの開発，第 42 回下水道研究発表会講演集，pp.798-800 
・加藤ら（2005）りん除去安定化のための ORP による酢酸添加制御-A2O 法による実験的検証-，第 42 回下水道研究発表会講演集，pp.801-803 
・高橋ら（2005）ORP による窒素・りん高度処理安定化と省エネ効果の検証，第 42 回下水道研究発表会講演集，pp.804-806 
・三木ら（2006）高度処理プロセスの ORP を用いた効率的制御手法の開発，第 18 回環境システム計測制御学会，V11(3) ，pp37-40 
・加藤ら（2006）下水高度処理プロセスの管理に適した ORP センサーの開発，第 18 回環境システム計測制御学会，V11(3) ，pp49-52 
・古屋ら（2006）ORP 制御を行った反応槽への活性汚泥モデルの適用，第 43 回下水道研究発表会講演集，pp.106-109 

嫌気槽 無酸素槽 好気槽 原水 沈殿池 

ORP 有機物 空気 有機物 

（りん放出） （脱窒） （硝化+りん過剰摂取） 

（制御） 
ORP ORP

（制御） （制御）
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７９ (株)日立プラントテクノロジー 汚泥発生量低減技術の開発 

１）共同研究の目的 
 オキシデーションディッチ（ＯＤ）法等の長時間曝気法で発生する余剰汚泥を対象とし、酸と電解 

を組合せて汚泥微生物を殺菌・可溶化処理し、曝気槽に返送することで活性汚泥により炭酸ガスと水 

に分解して汚泥を減量化する技術の開発を目的とした。 

２）共同研究の概要 

 真岡市の JS 技術開発実験センター内にＯＤ試験設備（24ｍ３/日規模）を２系列設置。試験系に酸

性電解設備を設置し、余剰汚泥を重力濃縮した汚泥を電解槽で電解処理してＯＤ槽に返送し、ＯＤ槽

内の MLSS 量の変化、排出汚泥量、処理水としての SS 流出量に関するデータを収集して、物質収支

を求めた。試験系と対照系の汚泥発生量や処理水質を比較し、酸性電解法の適用性を評価した。 

３）共同研究の成果 
①流入固形物量に対する電解処理固形物量の割合を処理倍率、流入固形物量に対する汚泥発生量の割 

 合を汚泥発生率とし、処理倍率と汚泥発生率の関係を求めた。図-1 に示すように、処理倍率ゼロ（対 

 照系）の汚泥発生率が 70～75％程度であったのに対し、処理倍率をＵＰするにつれて汚泥の減量 

 化が進んで発生率が低下している。ただし、処理倍率が高くなると、処理水として流出する SS が 

 増加するため、10～15％が限界であった。 

②処理水の分析値は、表-1 に示すように、各項目とも電解処理を付加した試験系の方が高い値を示し 

 ている。特に、従来の汚泥減量化手段同様に、COD の濃度が高くなる傾向が顕著であった。 

③本処理方式では、電解質として食塩水を添加しており、大半は処理水または減量後の余剰汚泥とし 
 て排出される。処理水の塩化物イオン濃度は、対照系の約 50mg/L が試験系では 100～150mg/L 程 

 度に上昇しており、処理水を再利用する場合に留意する必要がある。また、排出汚泥の塩分濃度も 

 高くなるが、コンポストやセメントの原料としては特に問題はないと評価された。 

④同時凝集によるリン除去と本方式を組合せ、凝集汚泥を減量化後の余剰汚泥とともに引抜く方法に

ついて試験を行ったところ、リン除去性能は保持できるものの、汚泥の減量化率が 50％程度に低下

することが確認された。 

 

４）関連資料・報文等 
  第 43 回下水道研究発表会講演集 平成 18 年度、1007-1009 
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図-1 処理倍率と汚泥発生率の関係 

     　　　  表-1　水質分析値（平均値）

対照系 試験系
T-BOD 163 6.6 10.5
S-BOD 40 0.8 1.3

SS 153 8.2 10.7
T-CODMn 90.3 8.2 14.5
T-CODCr 325 18.3 33.7
S-CODCr 98.9 10.2 23.1

Ｔ-Ｎ 35.4 2.6 3.9
Ｔ-Ｐ 4.1 1.4 2.1

【単位：mg/L】

処理水
流入水
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８０ 株式会社タクマ 難分解性物質等の環境リスク低減技術の開発 

１）共同研究の目的 

従来技術（オゾン＋生物活性炭）よりも大幅に低いランニングコストで、処理水の CODＭｎ濃度

3mg/L 以下、かつ放流・再利用先での充分な安全性を確保すること。 

２）共同研究の概要 

オゾンよりも酸化分解および易生物分解化効

果の高い促進酸化処理法（オゾン/過酸化水素法）

と、生物活性炭を組み合わせたシステムにより、

上記目標を達成することを目的に検討を行った。

図―１に実験装置のフローを示す。 

・ 砂ろ過：浮遊物質等の除去を目的として設置。

形式は上向流移床型で凝集ろ過および 700～

1,000m/日の高速ろ過運転も行った。 

・ 前段促進酸化：少ない酸化剤量で高い処理効

果の得られる多段式（２塔式）とした。脱色・

殺菌、COD の低減、及び難生物分解性物質の生物

易分解化を目的として設置。 

・ 生物活性炭：前段促進酸化処理後の有機物低

減を目的として設置。 

・ 後段促進酸化：前段と同様 2 塔式とし、

残留有機物および微量汚染物質の低減、

確実な殺菌を目的として設置。 

なお、処理水質の安定とランニングコ

ストの低減のため、前段および後段の各

１塔目には溶存オゾン濃度計によりオゾ

ン注入率を制御し、溶存オゾン濃度を一

定となるよう運転した。 

３）共同研究の成果 

①促進酸化と生物活性炭の組合せに

より、処理水の CODＭｎ濃度 3mg/L 以

下、かつ大腸菌やノロウィルスなど

が不検出となるレベルにまで処理

可能であることが確認された。 

②二次処理水の濃度および目標処理

水質に応じて、処理条件の決定が可能

となった。例えば、二次処理水 CODMn6mg/L の場合、目標処理水質 CODMn3mg/L とする 2.7 円/m3となり、

従来方法と比較してランニングコストを 46%低減することが可能と試算された。 

４）関連資料・報文等    第 43 回下水道究発表会論文集 P1019～P1021  

    工程 

項目 

二次 

処理水 

砂ろ過 前段促

進酸化 

生物 

活性炭 

後段促

進酸化 

CODMn（mg/L） 8.2 6.0 4.2 2.8 2.4

大腸菌 

（MPN/100mL） 

2,000 <N.D. <N.D. <N.D. <N.D.

濁度（度） 2.7 0.8 0.4 <0.25 <0.25

色度(度) 10.7 9.0 3.6 1.7 1.3

ノロウィルス 

（GⅠ）（ｺﾋﾟｰ/L） 

― 1.0×

105
3.2×

105 

不検出 不検出

臭気濃度(TON） 91 91 1 1 <1

処理条件  放流水基準 

放流水 CODMn 
濃度 

二次処理

水 CODMn
濃度 

前処理 前段促進酸化 生物活性

炭 

ランニング

コスト（1m3

あたり） 

親水用水 － 砂ろ過 

 

O3＝3mg/L 

H2O2=0.3mg/L 

－ 1.9 円 

3.0 mg/L 以下

目 標 値

2.5mg/L 

6mg／L 砂ろ過 

 

(1mg/L)

O3＝3mg/L 

H2O2=0.3mg/L 

(1.2mg/L) 

RT＝20 分 

 

(1.3mg/L) 

 

2.7 円 

3.0 mg/L 以下

目 標 値

2.5mg/L 

6mg／L 砂ろ過 

 

(1mg/L)

O3＝11mg/L 

 

(1.2mg/L) 

RT＝20 分 

 

(1.3mg/L) 

従来法（オゾ

ン＋生物活

性炭）5.0 円

図－１ 実験装置フロー 

 

Ｂ P 

 溶存オゾン濃度計 オゾン発生装置
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下水二次処理水
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洗浄排水
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Ｃ
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促進酸化 
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表－１ 処理水質例 

表－2 試算結果  カッコ内：CODMn 除去濃度） 
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８１ 特定非営利活動法人日本オゾン協会 難分解性物質の環境リスク低減技術の開発 

１）共同研究の目的 
オゾン処理条件やオゾン反応槽の最適化及び組合せ技術等の検討により、ウィルスの不活化や生物難

分解性物質の低減等、放流水質等に応じた最適オゾン処理の開発とその実証評価を目的とする。 

２）共同研究の概要

共同研究期間：平成 16 年 9 月 15 日から平成 19 年 3 月 31 日

研究内容を表－1 に、実証プラントのフローを図－１に、また実験条件を表－２に示す。 

 

３）共同研究の成果                

オゾン注入率 5mg/L 程度で、 

①色度、大腸菌群、UV254、内分泌

撹乱化学物質に対して良好な除去効

果が得られた。 

②ノロウイルスはオゾン処理水出口

（図-1 の SP④）で不検出となった。 
③オゾン処理の副生成物である臭素

酸生成は問題ないレベルであった。 

④アルデヒド類も後段の生物ろ過で

除去できた。 

 
 

 

 

研究項目 内容 
ウイルスの不活化 ノロウイルス等にて実験 

COD の低減 3mg/L 以下の可能性検討 
環境リスク

の低減 
生物難分解性微量有機物の低減 内分泌撹乱化学物質にて実験 

組合せ技術の検討 前段の砂ろ過や後段の生物ろ過と

の組合せ等 
オゾン処理条件と 
反応生成物の把握 

臭素酸、アルデヒド類等の生成特

性の把握 

オゾン処理 
システムの

最適化 
オゾン反応槽の最適化 向流・並流、水深、接触段数 

表－１研究内容 

項目 基本条件

向流・並流 向流
水深 3m

接触段数 2段

接触時間 10分(5分＋5分)

ｵｿﾞﾝ注入率 5mg/L

表－2 実験条件 

 

 
二次処理水 

原水槽 
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８４ 電源開発株式会社 バイオマスのエネルギーの利用技術の開発 

１）共同研究の目的 
石炭火力発電所において、下水汚泥を主原料とするバイオマス燃料を化石燃料の代替エネルギーと

して有効利用するため、製造された汚泥燃料品質等の石炭火力発電所への適用性評価手法を開発し、

下水汚泥燃料リサイクルシステムの普及促進を図る。 

２）共同研究の概要 

下水汚泥は、従来、建設資材・緑農地利用としての有効利用が主流となっているが、新たな利用方

法として、既設石炭火力発電所を利用したバイオマスエネルギー利用システムを開発する。下水汚泥

から油乾燥方式、炭化方式、乾燥造粒方式等により固形化燃料を製造し、製造された固形化燃料を石

炭火力発電所の化石燃料の代替エネルギーとして有効利用することにより、資源循環型社会の実現と

地球温暖化対策に貢献するため、下水汚泥燃料リサイクルシステムの確立を図る。 

３）共同研究の成果 
下水汚泥燃料化物の石炭火力発電所への適用性評価項目及び要求事項を以下に示す。 

評 価 項 目 要 求 事 項 

粉塵飛散 小粒径の割合が少ないこと 

自然発火性 自己発熱性が小さいこと 

発酵性 湿潤等による発酵性が小さいこと 

流動性 圧密しても付着や固まりにならないこと 

輸送性 かさ比重が大きいこと 

ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ性 

臭気性 臭気が少ないこと 

容量 給炭量がミル仕様以下であること 

粉砕性 粉砕粒度分布が小さいこと ミル特性 

発火性 発火温度が高いこと 

燃焼性 燃料比が小さいこと 

ｽﾗｯｷﾞﾝｸﾞ性 スラッギング指数が低いこと 

ﾌｧｳﾘﾝｸﾞ性 ファウリング指数が低いこと 
ボイラ特性 

腐食性 塩素分が少ないこと 

NOx 窒素分、燃料比が低いこと 

SOx 硫黄分が少ないこと 

集塵性 灰分が少ないこと、電気抵抗率が正常領域であること 
環境性 

排水性 有害物質含有量が少ないこと 

固化性 CaO の含有量が少ないこと 
灰特性 

有効利用性 有効利用基準以下であること 

 

  主な下水汚泥燃料化方式別の石炭火力発電所への適用性評価結果を以下に示す。 
評価項目 油乾燥方式 低温炭化方式 乾燥造粒方式 

ハンドリング性 ○ ○ 臭気性× 
ミル特性 ○ ○ ○ 
ボイラ特性 ○ ○ ○ 
環境性 ○ ○ ○ 
灰特性 ○ ○ ○ 
経済性 ○ ○ ○ 

総合評価 ○ ○ △ 
臭気に係る関係者との調整必須
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８５ 大成建設㈱，㈱ｼｰ･ｴｽ研究所 
「下水処理施設の低コスト診断技術の開発」 

リスクを考慮した下水道施設の LCC 評価手法の開発 

１）共同研究の目的 
低コスト診断技術の開発の一環として、簡易で低コストな点検･診断に基づく、実用的な下水道

施設の「リスクを考慮した LCC 評価手法（以下、LCC/RM 評価手法）」の方法論を確立するとともに、

同手法に基づく維持管理計画支援システムのプロトタイプを開発する。 

２）共同研究の概要 

共同研究者が保有する LCC/RM 評価手法の方法論及びシステムを基礎として、下水道施設の特殊性を

考慮した変更を加え、下水道施設用のシステム･プロトタイプ（以下、システム）を開発するとともに、

試計算を実施して、その適用性･有用性を検証した。 

３）共同研究の成果 
本システムは、劣化進行、補修対策、リスク等をモ

デル化し、複数の対策戦略を代替案とするシミュレー

ションを実施することにより、コスト、リスク（損傷

発生に伴う損失の期待値）、トータルコスト（コスト+
リスク）といった複数の評価指標に基づく代替案比較

情報を出力するものである。図 1～3 に、下水道用にカ

スタマイズされたシステムからの出力図を例示する。 
図 1～2 は、単一部材（硫酸腐食環境下の 初沈殿池

の頂版）を対象とした試算例である。図-1 は、補修間

隔を 15 年とした場合の状態の遷移を、確率論的に予測

したものである（ランク R0 が も健全）。同図からは、

補修周期 15 年の間に、ライニングの防食機能が低下し、

RC 部の硫酸腐食が急激に進行する様子が読み取れる。 
図-2 は、トータルコストを指標とした対策戦略代替

案の比較結果である。グラフからは、代替案 2（ここで

は点検･補修周期 10 年案）がコストとリスクの和を

小にする対策戦略であることがわかる。 
図-3 は、水処理施設の 1 系列を構成する複数の構造

物を群管理する際の、点検･補修の基本周期（5 年･7 年）

を代替案とするシミュレーション結果である。このよ

うな出力により、系列として機能を果たす複数構造物

の補修時期の同期性を考慮した、現実的な維持管理計

画の立案が可能になる。 
以上、本研究を通じて、LCC/RM 評価手法の下水道施設への適用性･有用性が確認され、また、効率

的かつ計画的な予防保全の実現に資する、実用的な分析ツールの基本形が構築できたと考える。 

４）関連資料・報文等 
・ 「リスクを考慮した下水道施設のＬＣＣ評価手法の開発」  （第 43 回下水道研究発表会） 
・ 「リスクを考慮した下水道施設のＬＣＣ評価手法の開発（2）」（第 44 回下水道研究発表会） 

図-1 確率論的劣化予測：状態遷移図（例） 

図-3 水処理系全体の補修の基本周期の比較

図-2 対策代替案のトータルコスト比較（例）
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情報の不確実性を考慮した対象設備の余寿命評価

警報レベルの色分け表示機能

危険 

注意

安定

安全

不具合発
生時間の
確率区間
の評価 

点検情報入力インターフェース 

図-2 点検データ入力画面 

図-1 設備の不具合発生確率表示

８６ ㈱関電工，(財)電力中央研究所
下水処理施設の低コスト診断技術の開発（下水道処理施

設のリスク情報システムに関する検討） 

１）共同研究の目的 

本共同研究は、リスク評価に有効な保全履歴データを収集するシステムを構築し、信頼性重視保全

（RCM）を基にした実践的なリスク評価法を活用することで、合理的な保全作業を提案するシステムを

確立することを目的とした。 

 

２）共同研究の概要 

対象施設（汚泥乾燥機）の「点検」、「補修」などの保全実績などに基づき、リスク評価モデルを構築

した。そして、この評価結果や設備の重要度などを勘案することで、信頼性を維持しながら、「点検間

隔の延伸」など具体的な保全作業の合理化案を提示するなどの保全作業を支援するシステムを開発した。 

 

３）共同研究の成果 

本共同研究では、RCM をもとにした保全合

理化のためのシナリオ分析手法を提案し、こ

の提案手法により、①実務者の意見を取り入

れた対象設備の重要度のランク付けや、②保

全作業の優先順位付けを可能とした。そして、

点検間隔を延伸化など、設備の稼動効率を上

げ点検コストを削減できる現実的な保全合理

化案を示し、かつ、その合理化案が、信頼性

水準を維持できるかを定量的に分析する手法

を確立した。 

また、下水処理施設に適用可能なリスク情

報システムを提案し、そのプロトタイプを構

築した。提案したリスク情報システムは、保

全履歴データのデータベースとしての機能を

有するとともに、①不具合発生時間の確率分

布を推定して評価結果の不確実性の程度を視

覚的に示すこと（図-1）、②保全履歴データを

蓄積すること(図-2)により、自動的に評価精

度を向上させることを可能とした。 

 

４）関連資料・報文等 

 土木学会第 60 回年次学術講演会（平成 17

年度全国大会）「下水道処理場の改築更新事業

の現状とリスク評価の必要性について」他 
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９４ 大同特殊鋼株式会社 
下水汚泥の燃料化を目的とした炭化技術の開発（低温炭化に

必要な炭化システム設備の開発）に関わる共同研究 

１）共同研究の目的 

①下水汚泥（脱水汚泥）を乾燥後、低温で炭化することにより、従来の高温炭化に比べ高いカロリー

（未消化汚泥にて 4,000[kcal/kg]以上）を残した炭化物を製造する、低温炭化システムの開発。 

②従来炭化システムの乾燥工程での化石燃料使用量抑制を目的する、新乾燥システムの検討。 

２）共同研究の概要 

①低温炭化システムの開発 

高カロリー炭化製品の製造、設備の安定運転、炭化製品の環境性能・安全性能（自己発熱抑制）・

燃焼性能の確認。 

②低燃費炭化システムの開発 

従来炭化システムのドラム回転式乾燥機に対し、炭化炉排ガスを直接利用する気流乾燥方式を検討。 

３）共同研究の成果 

①高カロリー炭化製品製造 

・レトルト内温度 400℃付近にて、炭化製品発熱量 4,000[kcal/kg]以上を達成。（未消化汚泥） 

②設備の安定運転 

・レトルト内温度 400℃にて延べ 3日間の連続操業を実施。炉内にタール等の付着無し。 

・排ガス分析：大気汚染防止法、悪臭防止法をクリア 

③炭化製品の環境性能（残存臭気）、安全性能（自己発熱抑制）、燃焼性能 

・炉内の温度分布の均一化などにより、汚泥臭残存を消失できる。 

・炭化製品への、無機系薬剤およびバインダによる表面処理にて、自己発熱抑制効果を確認。薬剤

による表面処理（コーティング）により、大気雰囲気の酸素と炭化製品表面活性部位とを遮断。 

自己発熱対策品の真発熱量 4,250[kcal/kg-DS] 

  ・燃焼試験の結果、石炭に数%混合して使用することに対して、一般性状、粉砕性、未燃率、排ガ

スへの影響（NOx、SOx）、自然発熱性は問題ないレベルである。 

④燃費改善 

 ・実験プラント仕様（処理規模：3[t/d]） 

 
従来炭化システム 

（高温、低温） 

低燃費炭化システム 

（高温、低温） 

脱水汚泥処理能力 3[t/日]（125[kg/h]、at 含水率 80[%]） 

乾 燥 機 攪拌翼付ドラム回転方式 気流乾燥方式 

熱 風 炉 円筒横型直火式 （炭化炉排ガス直接利用） 

脱 臭 装 置 （熱風炉にて兼用） 脱臭剤噴霧 

・燃費試算 

 従来高温炭化 従来低温炭化 低燃費低温炭化 

熱風発生炉 L/h 182.6 176.8 － 

炭化炉 L/h 20.7 60.7 131.3 

L/h 203.3 237.5 131.3 合計 

L/t 48.8 57.0 31.5 

  脱水汚泥（汚泥種：分流式・未消化、含水率：80[%]、可燃分：80.4[%]、処理規模：100[t/d]） 
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９７ 

アタカ大機株式会社 

株式会社 日立ﾌﾟﾗﾝﾄﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 

株式会社明電舎 

三菱電機株式会社 

超微細気泡(マイクロバブル)を用いた新たな下水処

理技術の開発 

１）共同研究の目的 

活性汚泥法による下水処理や発生する汚泥の処理について、マイクロバブルの保有する機能を活

用することで、従来の方式よりも機能の向上や効率化を可能とする技術を開発する。 

 

２）共同研究の概要 

（１）活性汚泥法の空気等酸素含有気体をマイクロバブル化し、酸素供給機能とともに 
マイクロバブルが有する生理活性効果等を活用した新しい活性汚泥法。 

（２）空気またはオゾンをマイクロバブル化し、気泡の圧壊時に得られるとされる高温、高圧状態 
やラジカルを活用した汚泥減量化技術。 

（３）マイクロバブルが保有する（２）と同様の機能により、有害物質や色度成分である微量有機物を

分解する技術や消毒技術。上記の技術の効果や適用性を把握する。 

 

３）共同研究の成果（結果報告） 

（１）活性汚泥の活性：マイクロバブル（MB）系では、

MB が持つと言われる生理活性効果により、酸

素利用速度の増大が期待されたが、約１ヶ月間

の連続運転を行っても確認できなかった。酸素

利用速度や硝化速度で比較して、エアストーン

散気（対照系１）、MB 系の通気なし（対照系２）

とほぼ同等の値であり、活性汚泥に MB で空気

を供給しても、通常の散気に対し有意差や優位

性は認められなかった。 
（２）汚泥の可溶化：下水汚泥にオゾン供給する手段

として MB と一般的な散気管の可溶化効果を比

較した。オゾンの溶解効率は MB が高いものの、

同一のオゾン消費量で比較すると有機物濃度上

昇などの可溶化効果は同程度であった。MB 発生

のための動力は非常に大きく、オゾン発生の為の

電力を加味しても散気管の 10 倍以上の電力が必

要であり、実用化には投入エネルギーの大幅な削

減が必要と考えられる。 
（３）微量有機物の分解：メチレンブルー溶液の MB 単独処理では、MB 量に関わらず分解はほとんど

進行しない。超音波併用処理では、添加剤なし・食塩添加の系において、MB 量が多い運転条件

が最もメチレンブルーの分解が進行した。しかしながら、今回の試験装置では、オゾン酸化（文

献値）と単位体積あたりの分解ｺｽﾄを比較すると、1000 倍以上の大幅なｺｽﾄを要し、実用性に乏

しい結果となった。 

図-2 オゾン処理前後の有機物濃度
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１０５ ﾀﾞｲｾﾝ・ﾒﾝﾌﾞﾚﾝ・ｼｽﾃﾑｽﾞ㈱ メンブレン式超微細気泡散気装置の開発 

１）共同研究の目的 
下水処理施設において曝気に要する電力は、処理場全体の総電力の３０～６０％を占めており、そのほ

とんどがブロワによる消費である。効率の良い散気装置を開発することは、電力を削減することにより、

温室効果ガスの排出を抑制し、将来にわたる地球温暖化防止に寄与することができる。本研究は、既存

設備を再利用でき、効率の良いメンブレン式超微細散気装置を開発することを目的とする。 

２）共同研究の概要 

既存設備を再利用できるメンブレン式超微細気泡散気装置として、パネルタイプ（P300，P300R）、

ディスクタイプ（D09）、チューブタイプ（T10）を選定し、基準条件（清水、20℃、溶存酸素 0mg/L）
での酸素移動効率を、送風量、設置密度、水深等の条件を変化させて測定した。本試験は日本下水道

事業団 技術開発実験センター（栃木県 真岡市）の大型実験水槽（最大有効容積 432m3有効水深 6ｍ）

にて、2006 年 3 月から同年 12 月の期間で井水を用いて実施した。 
 

３）共同研究の成果 

清水を用いた酸素異動効率は、何れのタイプでも開発目標値を満足した。各製品の測定結果は以下の

とおりであった。 
 ①パネルタイプ 
 ・全面エアレーション方式（P300） 
   基準条件における酸素移動効率は、標準通気量範囲 20～60Nm3/m2/h において 26～39%であり、

開発目標値 26～31%を満たす結果が得られた。 
   また、設置密度 5%,10%,15%の条件で酸素移動効率を測定したが、結果はほぼ同等であった。 
・旋回流方式（P300R） 
 基準条件における酸素移動効率は、標準通気量範囲 20～60Nm3/m2/h において 23～34%であり、

開発目標値 23～29%を満たす結果が得られた。 
   また、設置密度 5%,10%の条件で酸素移動効率を測定したが、結果はほぼ同等であった。 
 ②ディスクタイプ 
・全面エアレーション方式（D09） 

基準条件における酸素移動効率は、標準通気量範囲 20～60Nm3/m2/h において 24～37%であり、

開発目標値 24～29%を満たす結果が得られた。 
   また、設置密度 6%,8%,10%の条件で酸素移動効率を測定したが、結果はほぼ同等であった。 
 ③チューブタイプ 
 ・全面エアレーション方式（T10） 
   基準条件における酸素移動効率は、標準通気量範囲 25～90Nm3/m2/h において 24～40%であり、

開発目標値 22～37%を満たす結果が得られた。 
・旋回流方式（T10） 

   基準条件における酸素移動効率は、標準通気量範囲 25～90Nm3/m2/h において 21～35%であり、

開発目標値 21～34%を満たす結果が得られた。 
   また、設置密度 5%,10%の条件で酸素移動効率を測定したが、結果はほぼ同等であった。 
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１１３ ㈱ＣＴＩサイエンスシステム 下水道施設の簡易な健全度測定技術の開発 

 
１）共同研究の目的 
 水処理施設におけるエアレーション設備は、水処理の中心設備であり、この設備の健全な稼動が水処

理の性能を決めるといってよい。このエアレーション設備を対象に、主たる音源の送風機脈動音と散気

状態の水中音を測定し、その健全な状態との相違点を測定・評価し、点検業務の負荷軽減を目指す技術

の開発を行なう。 
 
２）共同研究の概要 
提案技術は、送風機脈動音とエアレーションタンク内の水中音（散気音）を観測し、その健全状態と

異常時（散気管の目詰まりや破損、堆積等による散気不良）の音特性を比較することによって不良状態

を検出するものである。健全･異常状態の周波数帯域別音圧値を用いて、それらの相違程度を抽出･整理

して健全度評価を行うこととした。 
本年度は実験水槽を用いて、エアレーション設備における健全状態と異常状態の音圧レベルの測定か

ら、異常検出の特性把握及び脈動音特性等の基礎的知見を得た。また、既設処理場での新・旧散気装置

の音圧測定を行い、新・旧及び風量による変化等の知見を得ると共に、ブロア施設で簡易な周波数計測

を行い、音圧の知見を得た。 
 

３）共同研究の成果                              
散気装置の水中音圧特性の傾向は、表-１に示すように一応の成果が得られたものの、当初の想定に反

して気泡に起因する水中音圧が背景音圧に比較し相対的に小さかったことが影響して、計測結果に明確

な傾向を見出すことはできなかった。また、ブロワについては、運転に起因する周波数帯に概ねピーク

が確認された。なお、背景音圧の発生は主にブロアに起因し、運転時の回転数およびブロアの羽枚数で

発生する周波数帯が決まると考えられる。しかし、一部、発生原因が特定できない背景音圧も測定され

ている。 
全体的な傾向を要約すると以下のようになる。 

①散気装置に近づく（水深の増加）に従い、音圧は上昇する傾向にある。 
②風量の変化に対しては、音圧特性に明確な傾向が現れない。 
③新品と使用品（目詰品）で音圧特性に顕著な差異は現れない。 
 

表-1 各種実験における水中音特性の傾向評価 

 多目的実験水槽 
（全面曝気） 

A 浄化 
センター 

（旋回曝気） 

小規模 
実験設備 

（基礎実験）

タイプ ディスク パネル チューブ パネル チューブ 
風量特性 △ △ △ △ ○ 
水深特性 ○ ○ △ △ ○ 
新・使用品 ― ― ― ― △ 

○：傾向が明確に現れる   △：傾向が明確に現れない 
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