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１． 試験研究調査 

 １．１ 平成１９年度試験研究調査一覧 

開発基本目標 試験研究テーマ 区分 
実施予定 

期間 
研究担当 頁 

高度処理技術の省エネルギー化・コンパクト化に関す

る技術調査 
固有 H18～21 

村上孝雄 

糸川浩紀 
11 

新たなシミュレーション技術を用いた既設処理場の

高機能化に関する調査 
固有 H18～19 

村上孝雄 

糸川浩紀 
12 

水再生・利活用システ

ム技術の開発 

（水処理技術） 

新技術導入の事後評価に関

する調査 

担体を用いた窒素除

去方法 
固有（技術評価） H18～20 

村上孝雄 

川口幸男 
13 

未利用バイオマスの活用によるエネルギー自立型処

理場の開発に関する調査 
固有 H18～20 

島田正夫 

猪木博雅 
14 

地球温暖化防止等に

向けた資源回収・省エ

ネルギー型汚泥処理

システムの開発 

（資源リサイクル技

術） 

新技術導入の評価に関する

調査 
固形燃料化システム 固有（技術評価） H19 

山本博英 

茨木 誠 
15 

ライフサイクルコスト削減を目的とした技術に関す

る調査 
固有 H17～21 

遠山晃二 

持田雅司 
16 サステイナブル下水

道実現のための再構

築技術開発 

（機能改善技術） 
新技術導入の評価に関する

調査 

耐硫酸コンクリート

技術 
固有（技術評価） H17～19 

遠山晃二 

持田雅司 
17 

新技術導入の事後評価に関

する調査 
オゾン減量化 固有（技術評価） H18～19 

島田正夫 

猪木博雅 
18 

新技術を用いた処理施設の改築・機能高度化に関する

調査 
受託（国交省） H19 

村上孝雄 

糸川浩紀 
19 

未普及地域解消のための簡易な処理方式の開発に関

する調査 
受託（国交省） H19 

村上孝雄 

糸川浩紀 
20 

石炭代替燃料としての下水汚泥の固形燃料化に関す

る調査 
受託（国交省） H19 

山本博英 

橋本康弘 
21 

下水道施設における総合的な省エネ対策検討調査 受託（国交省） H19 
〔金子 均〕

田中松生 
22 

雨天時活性汚泥法の活性汚泥沈降性と清澄機能に関

する調査 
受託（国交省） H19 

遠山晃二 

岡本 順 
23 

その他 

下水道工事設計積算基準

化調査 

土壌脱臭法の臭気物質除

去システムの検討 
受託（国交省） H19 

遠山晃二 

三宅十四日
24 

地方受託 広島市返流水処理技術調査 受託（広島市） H18～20 
村上孝雄 

糸川浩紀 
非掲載

 名古屋市西山処理場高度処理調査 受託（名古屋市） H19～20 
村上孝雄 

葛西孝司 
非掲載

 
琵琶湖ステップ流入式多段硝化脱窒プロセスの 適

運転手法に関する調査 
受託（滋賀県） H19 

村上孝雄 

葛西孝司 
25 

岡山県児島湖流域下水道に係る技術的援助 受託（岡山県） H19～20 
村上孝雄 

葛西孝司 
非掲載

札幌市雨天時下水活性汚泥法に関する調査 受託（札幌市） H17～ 
遠山晃二 

岡本 順 
26 

豊橋市雨天時活性汚泥法導入検討調査 受託（豊橋市） H18～20 
遠山晃二 

岡本 順 
27 

 

下水汚泥嫌気性消化の適用可能性に関する調査 受託（兵庫県） H18～ 
島田正夫 

水田健太郎
28 

 下水汚泥焼却灰の有効利用調査 受託（兵庫県） H16～ 
島田正夫 

水田健太郎
29 

 
埼玉県流域下水道下水汚泥有効利用基本計画策定業

務 
受託（埼玉県） H19～ 

山本博英 

茨木 誠 
非掲載
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開発基本目標 試験研究テーマ 区分 
実施予定 

期間 
研究担当 頁 

      

千葉県下水汚泥利活用方策の検討調査 受託（千葉県） H19～ 
山本博英 

橋本康弘 
30 

白山市松任中央浄化センター処理状況実態調査 受託（白山市） H18～20 
村上孝雄 

岩崎 旬 
非掲載

長野県諏訪湖流域における汚泥焼却灰有効利用に関

する調査 受託（長野県） H19～ 
島田正夫 

堀 泰匡 
31 

秋田県下水バイオマス利活用計画策定業務 受託（秋田県） H19～ 
山本博英 

茨木 誠 
32 

秋田県下水バイオマス利活用計画策定業務 
― 下水汚泥焼却灰有効利用調査 ― 受託（秋田県） H19～ 

島田正夫 

小池秀三 
33 

名古屋市バイオマス固形燃料化に関する調査 受託（名古屋市） H19～20 

山本博英 

堀 泰匡 

水田健太郎

非掲載

佐世保市中部下水処理場に係る技術的援助 受託（佐世保市） H19 
遠山晃二 

持田雅司 
34 

名古屋市における雨天時下水放流水の消毒方法に関す

る調査 受託（名古屋市） H19～ 
遠山晃二 

三宅十四日
35 

地上受託 

宍道湖流域下水道単体ディスポーザ設置に伴う影響

検討調査 受託（島根県） H19 
遠山晃二 

持田雅司 
36 

 その他 ８件 非掲載

 合計３９テーマ 
固有  ８テーマ

受託３１テーマ
平成１９年度完了１５テーマ 
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研究課題名 高度処理技術の省エネルギー化･コンパクト化に関する調査 

研究期間      平成１８年度～平成２１年度 研究費目      試験研究費 

研究担当者 村上孝雄（研究主任），糸川浩紀 

 
１．目的 

現在、下水処理における窒素除去技術として様々な変法が実用化されているが、その主体は微生物による硝

化･脱窒反応を利用した生物学的除去法である。これらは、従来の有機物のみを対象とした除去法に比べて、施

設容量や必要酸素量の増大といったコスト増加因子があり、より低コストな除去技術に対する要請は大きい。

ここで、近年になって新規に見出された窒素の生物学的変換反応として、アナモックス（anammox；嫌気性ア

ンモニア酸化）反応が注目されている。本反応では、従来の硝化･脱窒とは全く異なる経路により、アンモニア

性窒素と亜硝酸性窒素が単一の独立栄養細菌（アナモックス細菌）により窒素ガスへと変換される。本反応を

排水からの窒素除去へ適用すれば、(a) 有機物が不要、(b) 硝化に係る酸素消費量を削減、(c) 汚泥発生量を削

減、などによるコスト低減効果を期待できる。ただし、(a) 反応を担うアナモックス細菌の増殖速度が極めて小

さく細菌保持に工夫が必要、(b) アンモニア性窒素に加えて亜硝酸性窒素が必要なため前処理として亜硝酸まで

の硝化が必要、などの課題もある。 
本調査では、このような新規の生物反応を利用することで、従来技術に対して運転コストを20%程度低減可

能な窒素除去技術を開発することを目的とする。 
 
２．過年度の研究成果 

平成１８年度は、高濃度のアンモニア性窒素を含む消化汚泥脱水ろ液を原水として、２種類のアナモックス

プロセス（①包括固定化担体を使用、②固定床担体を使用）の亜硝酸化工程、アナモックス工程を模した連続

処理実験を行ない、各工程の最適な運転条件などを検討した。 
 
３．本年度の研究成果 

本年度は、２種類のアナモックスプロセスについて、実下水処理場の消化汚泥脱水ろ液を対象としたパイロ

ットスケールの連続処理実験を継続して実施した。 
（１）包括固定化担体を用いたアナモックスプロセスでは、運転開始後、亜硝酸化工程は約１ヶ月で、アナモッ

クス工程は約２ヶ月で反応速度が十分に上昇し、同プロセスの立上げ期間に係る情報を得た。また、以降の定

常運転において、それぞれ1.7、5.1 kgN/m3/dの平均速度が得られ、両工程を合わせた総合窒素除去率は平均

85%であった。 
（２）固定床担体を用いたプロセスでは、亜硝酸化工程において、原水の窒素負荷1.0 kgN/m3/dに対して80%

以上の亜硝酸転換率を得た。また、アナモックス工程では、亜硝酸化の安定化につれて窒素除去率が上昇し、

90%程度に達したことを確認した。両工程を合わせたプロセス全体の窒素除去率は、最大80%程度であった。

 
３．今後の課題 

今後は、亜硝酸化とアナモックスとを

組合わせた窒素除去システムについて、実

排水を用いた連続処理実験を継続し、制御

方法やその効果を確認する。更に、同プロ

セスの数値シミュレーションを行ない、各

種環境条件･運転条件などの影響を解析す

る。これらの知見を統合し、本システムの

設計･維持管理方法を提案する。 
 

１．２ 試験研究調査結果の概要 
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図－１  アナモックス･プロセスの各工程における 
無機性窒素濃度の変化の例 
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研究課題名 新たなシミュレーション技術を用いた既設処理場の高機能化に関する調査 

研究期間      平成１８年度～平成１９年度 研究費目      試験研究費 

研究担当者 村上孝雄（研究主任），糸川浩紀（主担当），川口幸男 

 
１．目的 

活性汚泥モデルなどのシミュレーション技術は、任意の条件を設定して処理水質などを予測できることか

ら、既設処理場の高機能化を検討する際の強力な支援ツールとなる。JSでは、活性汚泥モデルの実務利用に当

っての基本的な考え方を整理してきており、今後は、実務利用の普及促進に向けた用途･適用対象の拡大や予測

結果の評価方法などが重要な課題となる。そこで、本調査では、数値流体力学（CFD）などのモデル化･シミュ

レーション技術と活性汚泥モデルとを組合わせた新たなシミュレーション技術を提案すると共に、予測結果の

新たな解析手法を提示することを目的とする。 
 
２．過年度の研究成果 

平成１８年度は、活性汚泥モデルなどのシミュレーション技術の新たな解析手法として、「不確かさ」を予

測結果に盛込むためのモンテカルロ･シミュレーション法について、３種の活性汚泥プロセス（標準活性汚泥法、

オキシデーションディッチ法、膜分離活性汚泥法）を対象に検討を行なった。 
 
３．本年度の研究成果 

本年度は、CFDの反応項に活性汚泥モデル（ASM）を盛込むことで両モデルを統合し、これを使用して下

水処理場の反応タンク内の流れ状況および溶解性基質の分布状況を同時に解析することを試みた。また、最終

沈殿池における活性汚泥の凝集･沈降状況をモデル化するための新たなアプローチとしてフラクタル理論に着

目し、複数の下水処理場から採取した活性汚泥について諸特性を測定し、これを同理論に基づき解析した。 
（１）L/W 比が異なる 6 種の無酸素タンクについて、ASM と CFD の統合モデルによりシミュレーションを実

施した結果、全てのタンクにおいて NO3-N 濃度の分布が生じるとの結果を得た。これは、従来の ASM の利

用などにおいて前提とされてきた反応タンクの完全混合近似に疑問を呈する結果であり、今後、実施設におけ

る検証が必要である。 
（２）複数の活性汚泥について画像解析を行ない、汚泥の凝集状態のモデル化に対するフラクタル次元の適用性

について実験的に検討した。活性汚泥の粒径と沈降特性の関係がフラクタル次元によって表現できることが明

らかになり、最終沈殿池シミュレーションのための基礎式を提示できる可能性が示された。 
 

キーワード シミュレーション，活性汚泥モデル，CFD，フラクタル 

[mg/L][mg/L][mg/L]

 
図－１  無酸素タンクのNO3-N濃度分布の 

シミュレーション結果（L/W比＝1.0）
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図－２  界面沈降時の粒子捕捉イメージ図 
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研究課題名  新技術導入の事後評価に関する調査（担体を用いた窒素除去方法）  

研 究 期 間      平成１８年度～平成２０年度 研 究 費 目     技術評価等調査費  

研究担当者  村上孝雄（研究主任），川口幸男  

１．目的  
平成 5 年 10 月に「包括固定担体を用いた硝化促進循環変法「ペガサス」の評価を契

機に、様々な担体や担体を用いた汚水処理法(担体添加法)が開発･実用化されている。

本調査は、現在実用化されている硝化細菌の固定化担体を活性汚泥混合液に添加する

担体添加法を対象として、個々の担体性能等に応じた適切な設計・維持管理方法を確立

するため、担体の性能評価手法および設計手法について調査検討する。  

２．過年度の経緯  
H18 年度は、実用化されている固定化担体と担体添加活性汚泥法の種類、および下

水道事業への普及状況と課題を把握する 3 つのアンケート調査を実施し、性能評価試

験方法 (案 )を作成した。  

３．本年度の研究成果  
H19 年度は、処理場実態調査を実施し、担体添加活性汚泥法の運転管理上の課題の

整理および担体の性能確認試験方法の実証的検証を行った。  
（１）実態調査の結果、特記すべき事項としては次のようなも

のがあった。 

○担体添加活性汚泥法の運転管理上の主な課題として、担体

分離スクリーンの設計・保守点検方法、および担体流失の

検知方法の確立が上げられた。 

○担体の管理方法や反応槽の設備構造等により、担体の寿命

が影響を受けることが懸念された。 

（２）性能確認試験方法の実証的検証では以下の結果を得た。 

○担体材料試験は概ね当初案でほぼ良好な試験結果が得ら

れたので、微細な修正のみを行った。 

○処理性能試験は、担体単独試料も併せて測定することが合

理的であり、３種類の試料を一括して測定する方法に変更

した。また、操作の一部が煩雑であることが判明し、装置

の改良を加えることとした。 

○設備性能試験は、設備構造上、当初案に示した試験方法は

ほとんど適用できないことが明らかになった。代替案とし

て、しさ・担体分離装置については「デジタルカメラを用

いた撮影」、反応タンクについては「固定化担体添加率の測

定」を提案した。  

４．今後の課題  
次年度は、処理場実態調査等から明らかになった次の課題の解決を図るとともに、担

体添加活性汚泥法の性能試験方法 (案 )および同設計指針 (案 )を取りまとめる。  
○しさ・担体分離装置の設計・保守点検方法の確立  
○担体流亡の防止および確認方法の確立  
○固定化担体の取扱い方法の確立  
 

 
写真  担体添加率

計量器具例 

キーワード  担体添加活性汚泥法，硝化促進型循環変法，ペガサス，固定化担体  
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研究テーマ名  未利用バイオマス等活用によるエネルギー自立型処理場の開発に関する調

査 

研 究 期 間       平 成 １ ８ 年 度 ～ 平 成 ２ ０ 年 度 研 究 費 目     試験研究費  

研 究 担 当 者       島田正夫（研究主任），猪木博雅（主担当）、水田健太郎  

１．調査の目的 

都市内に張り巡らされた管きょ網を活用して近隣の未利用バイオマスを集約、これを既

存の下水汚泥処理施設を使って効率的にエネルギー転換、活用することで処理場における

エネルギー自給率の向上を図るとともに、温室効果ガス削減に貢献するシステムの構築を

目的とする。 

２．調査の概要 

 本年度は、以下の内容について調査を行った。 

 ・生ごみと下水汚泥の複合メタン発酵に関する調査 

 ・未利用バイオマスの受け入れ手法に関する検討 

 ・未利用バイオマス受け入れにおける嫌気性消化効率化の検討 

３．本年度の成果 

（１）複合メタン発酵に関する調査 

昨年度調査で発酵特性と有効利用率等か

ら受入れ価値の高いと判断した生ごみを対

象とする、下水汚泥との複合メタン発酵試験

を実施した。図 1 に回分試験結果の一例を示

す。生ごみの嫌気性醗酵においては初期に急

激な酸醗酵が生じ、ガス発生量は多いものの

その大半は CO2 である。ｐH 低下によりメタ

ン醗酵が阻害される可能性があることが懸

念された。 

しかし、十分に馴致された消化汚泥であれ

ば当初からメタンガスも安定して発生し、有

機物負荷が 1.5～2.0 倍の高負荷になっても

処理可能で有ると考えられた。また、生ごみ

は嫌気性消化によりその固形分の 80％以上が分解減少すると推定された。 

連続試験の結果では、高温消化により有機物負荷を 1.4 倍以上高くすることで相対的に

より多くの消化ガス発生が期待できるものの、有機物分解率や投入有機物量当りのガス発

生量には中温消化と比べ顕著な差は見られなかった。 

（２）受け入れ手法に関する検討 

 未利用バイオマスの受入れ手法としてディスポーザーを介する方法について検討した。

回収方法として、既存の最初沈殿池を使用する方法と新たにろ過装置を設ける場合につい

て検討し、70～90％の SS 回収が可能と考えられた。 

（３）嫌気性消化効率化の検討 

 未利用バイオマスを受容れた際、バイオマスをより分解率を向上させる技術、短期間で

分解させる技術について、昨年度に引き続き開発を行った。 

 消化汚泥を熱可溶化処理により分解率を向上させる技術では、VSS 負荷を 1.64 倍にし消

化ガス発生量が 1.51 倍に増大したにもかかわらず、発生汚泥量は 2 割減少するという良好

な結果を得た。 

 短期間に分解を促進させるため担体を使用した技術では、消化日数 4～5 日でも安定した

運転を行うことができ、VS 分解率は 61～66％、ガス発生量については 610～700Nｍ3/t-VS

という概ね良好な結果を得た。 

 

キーワード  生ごみ、嫌気性消化、エネルギー利用、複合消化  
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研究課題名 新技術導入の評価に関する調査（固形燃料化システム） 

研 究 期 間      平成１９年度 研 究 費 目      技術評価等調査費 

研究担当者 山本博英（研究主任），茨木 誠 
１．目的 

二酸化炭素の抑制技術として有力な手法は、石油等の化石燃料に代わる再生可能なエネルギーの

導入である。これらの代替エネルギーとして注目されるのは、太陽光、風力、バイオマスが代表さ

れる。とりわけバイオマスは再生可能なエネルギーの中で特別な性格を有している。 
バイオマスのひとつに下水汚泥がある。国内の下水汚泥発生量は、平成 17 年度に年間 222 万 7

千トン（発生時乾燥重量）に達し、そのうち約 70％が有効利用されているが、その大半が建設資材

等のマテリアルとしての利用に集中しており、エネルギー利用としては、その処理過程において発

生するエネルギーを利用する程度であった。今後は、長期的に安定して汚泥の有効利用を促進する

新たな手法が求められている。 
下水汚泥固形燃料化は、乾燥または炭化プロセスを利用し下水汚泥から固形燃料を製造する技術

であり、製造された下水汚泥固形燃料は石炭火力発電所等で石炭等の代替燃料として利用されるこ

とで化石燃料由来の温室効果ガス排出量削減に寄与する。 
下水汚泥固形燃料化技術は、下水汚泥の燃料としての変換技術であり下水汚泥の有効利用を推進

するとともに、環境負荷の低減、循環型社会の形成、汚泥燃料化物が有価物になることから汚泥処

理コストの低減が見込まれている。 
このような背景から、下水汚泥固形燃料化システムの実用化推進を目的とし、燃料化技術に要求

されるシステムの性能や製造される下水汚泥固形燃料、及び利用における効果と留意事項等につい

て技術評価を行い、今後の下水汚泥固形燃料化システムの開発、計画、導入、維持管理に資する基

礎情報を体系化した。 
２．本年度の研究成果 
「下水汚泥固形燃料化システム」の技術評価評価報告書は、第一章から第九章で構成されており、

各章の内容は以下のとおりである。 
第一章では、下水汚泥固形燃料化事業の特徴と日本下水道事業団が取り組んだ経緯を紹介してい

る。 
第二章では、評価した対象技術と新エネルギーのひとつである下水汚泥の燃料としての定義をお

こなった。 
第三章では、日本下水道事業団が共同研究で実施した下水汚泥固形燃料化システムの運転データ

に基づいて作成した物質・熱収支、温室効果ガス排出量と削減量収支から排出抑制効果を整理した。

第四章では、固形燃料としての基本特性を分析調査した。下水汚泥から燃料を製造する場合に、

下水汚泥の有するエネルギー量は重要な因子である。水分、灰分や工業分析値、元素分析値等の基

本物性、発熱量、燃料比、破砕性指数等の燃料特性、汚泥が燃料として扱われるのであれば安全性

は第一に考えなければならない事項である。発熱特性の評価は「下水汚泥固形燃料発熱特性評価試

験マニュアル」（平成 20 年 3 月日本下水道事業団）に基づいて整理した。 
第五章では、下水汚泥燃料を微粉炭ボイラで石炭と混合して利用することを想定し、粉砕性、燃

焼性、ボイラへの影響を実験し整理した。 
第六章では、施設設計上の留意事項を整理し、当該処理場から発生する下水汚泥の事前試験の必

要性や発熱に対して、運搬・貯蔵の安全対策の考え方を示した。 
第七章では、システム運転時の留意事項では、固形燃料化システムを設置する場合の法令等を示

すとともに、貯蔵・運搬時の留意事項として水分管理、温度管理、可燃性ガス濃度管理を整理した。

第八章では、下水汚泥固形燃料化システムの建設費を示した。建設費は規模別、評価範囲を示し、

評価時の参考価格として整理した。 
第九章では、法令・資格等を整理し官公庁への届出事項を示した。 
後に本報告書の中での用語の解説を整理した。燃料化では、従来の下水道用語の範囲外の部分が

多いため、出典先と文献を提示した。 
 
キーワード 下水汚泥固形燃料 
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研究テーマ名  ライフサイクルコスト削減を目的とした技術に関する調査  

研 究 期 間       平成１７年度～平成２１年度 研 究 費 目     試験研究費  

研 究 担 当 者       遠山 晃二（研究主任）、持田 雅司  

１．目的  

 下水道施設に特有な硫黄酸化細菌により生成された硫酸によるコンクリート腐食・劣化

の対策技術として、腐食抑制技術（腐食環境の改善等）、防食技術（ライニング等）が開

発・実用化されている。日本下水道事業団は、平成１９年７月に、「下水道コンクリート

構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュアル」を改訂し、既設コンクリート構

造物の補修に関して、断面修復材に耐硫酸性を付与することを規定した。近年、新設工事

は減少し改築工事が増加する傾向にあり、作業環境としては劣悪なものとなる事例が増え

ている。このような環境下では、従来の防食技術での作業が困難となる場合がある。また

稼働中の施設においては工期の短縮が望まれる。  
 本研究では、下水道のコンクリート施設のライフサイクルコスト低減を目的に、診断技

術を含む劣化防止技術の確立および耐硫酸コンクリートの開発等を行うものである。 

２．過年度の調査概要  

① 平成 15 年に下水処理場流入水路で耐硫酸

モルタルによる防食工法を試験的に行った。

施工後 3 年の追跡調査を実施した結果、モル

タル表面の腐食はわずかで、良好な結果が得

られた。  
② 硫酸腐食が発生する箇所について現地調  

査を行い、硫酸発生に対する様々な影響因  
子に関するデータを収集した。  

３．今年度の内容  

①現地調査を継続して行った。 

②劣化の激しい施設（消化タンク）において  
コンクリートの診断を行った。  

③硫化水素の発生が原因と考えられる陥没事故  
の調査を行った。  

４．まとめ       

①これまでに開発した５倍の耐硫酸性を持つモルタルの長期耐久性を試験施工及び暴露試

験で確認したところ、試験施工後４年経過しても、試験施工を行った流入水路において

は、劣化、剥離などの不具合は見られず、引き続き高い耐硫酸性を維持していることが

確認できた。  
 流域幹線人孔で実施した箇所についても、試験施工後 3 年が経過しているがやはり劣化、

剥離などの不具合は無く、耐硫酸性を維持していることが確認できた。  
②消化タンク内のコンクリートは液相部では全く問題なかった。気相部については、コン

 クリート表面に若干の剥離や錆汁が確認できた。また採取したコアから、アルカリ骨材

 反応が確認できた。コアの圧縮強度は問題なく、全体的には良好な状態にあり、早急の

 躯体補修は必要ないと判断した。  
③自然流下区間において平均で 400ppm、最高で 1,000ppm 以上の高濃度の硫化水素を観

測した。DO、BOD、硫酸イオン等の測定を行い、硫化水素の発生要因を確認した。  
 

キーワード  コンクリート腐食、耐硫酸モルタル、防食工法  

図１  耐硫酸モルタル試験施工  
（4 年経過）  

写真左：アルミナセメント系  
写真右：ポルトランドセメント系  
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研究テーマ名  新技術導入の評価に関する調査(耐硫酸コンクリート技術) 

研 究 期 間       平成１７年度～平成１９年度 研 究 費 目     技術評価等調査費  

研 究 担 当 者       遠山 晃二（研究主任）、持田 雅司  

１．目的  

 下水道施設に特有な硫黄酸化細菌により生成された硫酸によるコンクリート腐食対策技

術として、腐食抑制技術（腐食環境の改善等）、防食技術（ライニング等）が開発・実用化

されている。これら既存技術は、新設工事での施工性には問題はないが、近年増加傾向に

ある改築更新では、施工が困難となる事例がある。工事には仮設設備等の運転管理費や建

設費が高価となり、供用施設の補修工では多額の費用が必要となることがある。  
 本研究では、過年度までの調査でほぼ実用化段階に達したと考えられる耐硫酸モルタル

の評価行った。 

２．過年度の成果  

(1) 耐硫酸モルタルの腐食機構の解明  
 耐硫酸モルタルは腐食速度を遅らせることで供用年数を引き伸ばすものである。実用化

段階にある耐硫酸モルタルのうちポルトランドセメント系とアルミナセメント系について

腐食メカニズムを文献調査および実験により明らかにした。  
 (2) 耐硫酸モルタル防食工法の設計手法の確立 

耐硫酸モルタル防食工法を、①耐硫酸モルタル単独による防食工法、②耐硫酸モルタル

と防食樹脂を組み合わせた防食工法の 2 つに分類し、それぞれの工法概念を整理した。  

３．本年度の研究成果  

(1)耐硫酸モルタルの性能確認

手法の確立 

 モルタルの耐硫酸性は 5wt%硫

酸浸漬試験により評価される場

合が多いことから、本調査におい

ても 5wt%硫酸浸漬試験を実施し

てきたが、硫酸濃度と腐食との関

係 を 明 ら か に す る た め に 、

0.5wt%、1wt%、3wt%、5wt%、10wt%

硫酸による浸漬実験を行なった。

図１に普通モルタルとアルミナ

セメント系耐硫酸モルタルの硫       

酸濃度毎に浸漬した場合での中性  
化係数を示す。これより、0.5wt％～10wt%硫酸濃度では、中性化の進行度は比例関係に

あることが明らかとなった。したがって腐食促進試験として、5wt%は妥当な条件である。

(2)耐硫酸モルタル設計手法 

 5wt％硫酸浸漬試験の結果を用いて、耐硫酸モルタルの必要断面厚を決定するための手

法を提案した。今回の調査で行ったアルミナセメント系耐硫酸モルタルの場合、3mm／年

の腐食環境下で 10 年の供用年数を得るためには耐硫酸モルタル厚は 7.3mm となった。  

４．まとめ  

①普通モルタルの 5 倍程度の硫酸性能を持つモルタルとして、ポルトランドセメント系、

アルミナセメント系について性能を確認した。  
②耐硫酸モルタル必要断面厚さ決定方法を確立した。 

キーワード  硫化水素、硫酸浸漬試験、耐硫酸モルタル防食工法  

図１ 硫酸濃度と中性化係数 
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研究テーマ名  新技術導入の事後評価に関する調査（オゾン減量化） 

研 究 期 間       平成１８ 年度～平 成１９年 度 研 究 費 目     試験研究費  

研 究 担 当 者       島田正夫（研究主任）、猪木博雅（主担当）、水田健太郎  

１．調査の目的 

オゾン減量化技術は JS と民間企業との共同研究により開発してきた技術で、平成 16

年度に技術評価書が出された。その後、本システムを導入した処理場での運転実績が増

えてきたことから、その稼動状況を調査し技術評価書の内容を検証するものである。  

２．調査の概要 

  本年度は、オゾン汚泥減量化施設を導

入している６処理場（全て OD 法）に対

し、①汚泥減量機能②水処理機能③維持

管理性の各実態についてヒアリング等

を実施した。 

３．本年度の成果 

（１）減量システムの運転実態 

 減量処理するためオゾン処理施設へ

の汚泥投入倍率は、技術評価で検討され

た 3.4 倍より大きくなる可能性が示唆さ

れた。 

 減量化処理を導入した処理場で必要

となる空気量は、減量化を行っていない

処理場に比べ多くなる。しかし実際に供

給されている空気量は設計上想定され

た空気量より少なく、水処理は特に問題

なく実施されていた。 

（２）活性汚泥の有機分率低下 

 減量化処理を行うことで、活性汚泥中

の有機分率（MLVSS/MLSS）は低下し、60％

以下になる事例も確認された。オゾン処

理でも分解されない無機分が蓄積する

ためである。 

 減量化処理を行っている処理場では、

流入無機分量の約 1/3 に相当する 5～7g/流入水 m3 の無機分が蓄積していた。 

 活性汚泥中の無機物蓄積は、水処理能力低下を招く恐れがあり、年数回汚泥を引抜き、

適度な有機分率を確保することが望ましい。このため、汚泥の減量化率を 100％確保する

ことは困難であり、無機物蓄積量に応じ適切な減量化率を設定する必要がある。図１に

減量率 100％の能力を持つ処理場で、各有機分率を保つために設定する減量化率の一例を

示す。 

（３）透視度改善 

 減量化処理により透視度が低下する減少が確認された。これは、処理水 SS が増加した

ことに起因するものであり、凝集剤添加により一時的に改善の傾向が見られた（図２）。

４．まとめ 

 オゾン減量化施設の実態について把握したが、汚泥減量は所期の効果が発揮されてい

るものの、活性汚泥の有機分率低下、処理水特に透視度の悪化などの現象が確認された。

オゾン減量化導入にあたっては 100％減量を目指すのではなく、汚泥を引抜くことを前提

とした運転をすることが望ましい。 

キーワード  オゾン減量化、汚泥減量化率、有機分率、無機分蓄積  

図１  減量化率試算例  
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図２  凝集剤投入による透視度改善  
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表－１  数値シミュレーションの対象フロー 
No. 生物処理 循環 フロー図 

Ａ１－１
循環法/ 
A2O 型 １段 

Ｒ１

嫌気槽 無酸素槽 好気槽 膜分離槽

Ａ２－１
循環法/ 
A2O 型 ２段 

Ｒ１ Ｒ２

嫌気槽 無酸素槽 好気槽 膜分離槽

Ａ２－２
循環法/ 
A2O 型 ２段 

Ｒ１
Ｒ２

嫌気槽 無酸素槽 好気槽 膜分離槽

Ａ２－３
循環法/ 
A2O 型 ２段 

Ｒ１
Ｒ２

嫌気槽 無酸素槽 好気槽 膜分離槽

Ａ３－１
循環法/ 
A2O 型 ３段 

Ｒ１
Ｒ２ Ｒ３

嫌気槽 無酸素槽 好気槽 膜分離槽

Ｕ２－１ UCT 型 ２段 

Ｒ１ Ｒ２

嫌気槽 無酸素槽 好気槽 膜分離槽

Ｕ３－１ UCT 型 ３段 

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３

嫌気槽 無酸素槽 好気槽 膜分離槽
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T
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P
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m
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A1-1（A2O１段）
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A2-2（A2O２段#2）
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A3-1（A2O３段）

U2-1（UCT２段）

U3-1（UCT３段）

図－１  各種条件でのシミュレーションにおける 
処理水の窒素･りん濃度の関係 

研究課題名 新技術を用いた処理施設の改築･機能高度化に関する調査 

研究期間      平成１９年度 研究費目      受託研究調査費（国土交通省） 

研究担当者 村上孝雄（研究主任），糸川浩紀（主担当），猪木博雅 

 
１．目的 

膜分離活性汚泥法（MBR）は、コンパクトな施設

で高度な処理水質を達成可能な技術である。我が国で

は平成１７年以降、小規模下水処理施設を対象に導入

されてきたが、今後、中･大規模施設の改築･高機能化

などの場面でも適用されることが期待される。本調査

では、このようなMBRの適用対象拡大に向けた技術

開発を行なう。また、MBR による既設高度化などを

検討する際に有力な支援ツールとなる活性汚泥モデ

ル（ASM）を利用したシミュレーション技術につい

ても併せて検討し、より高効率･低コストな施設検討

を可能とする。 
 
２．過年度の研究成果 

平成１８年度は、①海外の下水処理施設へのMBR
導入状況調査、②ハイブリッド型 MBR（従来処理方

式との並列処理）による既設高度化のケーススタデ

ィ、③極小規模MBRの基本仕様検討、の３点を中心

に検討した。 
 
３．本年度の研究成果 
（１）MBR を既存の中･大規模施設へ導入することを

想定したシステム構成について、(a)前処理設備（微

細目スクリーン、流量調整、最初沈殿池）、(b)反応タ

ンク、(c)膜分離装置、(d)最終沈殿池、(e)その他（ブ

ロワ、循環ポンプ、計装･制御設備）の施設区分ごと

に基本的な考え方を提示した。 
（２）活性汚泥モデルを利用して、各種処理フロー･条

件での MBR の数値シミュレーションを実施し、処

理フロー、流入水質、DO濃度、嫌気タンク容量、反

応タンクの混合特性、膜の設置箇所などが窒素･りん

除去状況へ与える影響を比較･解析した。 
 
３．今後の課題 

次年度は、実際の中･大規模下水処理施設を対象

に、MBR 導入のケーススタディを実施する予定であ

る。また、民間企業４者との共同研究により実施中の

MBR の大規模化のためのパイロット･スケールの実

験的検討結果も踏まえた上で、中･大規模下水処理施

設への膜分離活性汚泥法の導入方法を提案する。 
 

キーワード MBR，ハイブリッド型膜分離活性汚泥法，活性汚泥モデル，高度処理 



JS 技術開発部年報（平成 19 年度） 

－ 20 － 

研究課題名 未普及地域解消のための簡易な処理方式の開発に関する調査 

研究期間      平成１９年度 研究費目      受託研究調査費（国土交通省） 

研究担当者 村上孝雄（研究主任），糸川浩紀（主担当），猪木博雅 

 
１．目的 

下水道未普及地域における下水道整備には、迅速かつ低コストな技術が要求される。そのための手法として

小規模分散型の下水道システムが考えられるが、膜分離活性汚泥法は無人運転により良好な処理水質を安定し

て達成可能であることから、小規模分散型システムに適した処理技術である。そこで本調査では、下水道未普

及地域のための小規模分散型下水処理システムへ適用することを想定した安価かつ維持管理が容易な膜分離活

性汚泥法として、極小規模型膜分離活性汚泥法（PMBR）を提案し、その実機化のための技術開発を行なう。

 
２．研究成果 

本調査では、①極小規模下水処理施設の流入水量変動の実態調査、②PMBR の基本仕様の検討、③市販施

設利用処理施設との比較、④活性汚泥モデルによるPMBRの性能評価、の４点を主たる検討内容とした。 
（１）PMBRの導入に係る現地調査 

PMBRの対象規模と同等の計画処理人口を有する下水処理場に対し、その流量変動実態を調査した。その

結果、(a)流入水量が小さいほどピーク係数が大きくなる、(b)流入水量が最大となる日とピーク係数が最大と

なる日は必ずしも一致しない、などの傾向を見出した。さらに、各処理場ごとに、反応タンクへの流入水量を

完全に平滑化させるための流量調整タンクの所要容量を算出したところ、日最大流入水量に対するHRTとし

て2.9～5.7 hrの範囲であった。 
（２）PMBRの基本仕様の検討 

未普及地域に、より低コストでかつ機動的に処理

場を建設する手法として PMBR の基本コンセプト

を提示するとともに、設計方針、仕様などについて

整理した。 
PMBR のタイプとして、(a)コスト縮減に重点を

置き鋼板製･地上置きを前提とした「Ｔｙｐｅ-Ⅰ」、

(b)寒冷地等を想定してコンクリート構造物･地下構

造物を有する「Ｔｙｐｅ-Ⅱ」、の2点を提案した。ま

た各機器の基本仕様を提示し、平面図などを提示し

た（図－１）。 
（３）市販施設利用処理施設との比較検討 

極小規模の排水処理施設として市販浄化槽を対象に、これを利用した処理施設について、実際の極小規模

下水処理区を用いたケーススタディを行なった。 
建設費ではPMBRが小さかったものの、LCCでは、浄化槽が小さくなった。しかし、(a)13℃以下の水温

条件に対する対応性の不明確さ、(b)維持管理性、(c)不具合時の改造の容易性、(d)ブロワやポンプ類の耐用年

数の不明確さなど、浄化槽を下水道用処理施設として利用する際にコスト比較以外に考慮すべき課題が多いこ

とを明らかした。 
（４）活性汚泥モデルによるPMBRの性能評価 

PMBR の基本的な設計条件、流入条件、運転条件などについて、数値シミュレーションを利用した比較･

評価を行なった。反応タンク水温、反応タンク容量、流入水量、流入水質およびその時間変動、内部循環比、

好気タンクDO濃度を個別に変化させたシミュレーションにより、各々の因子が硝化･脱窒状況に与える影響

について、日平均水質だけでなく、時間変動のピーク係数などに基づく解析が可能となった。 
 
３．今後の課題 

実施設の設計･建設･運転において、最新の開発動向を踏まえながら、今回提示した基本コンセプトを検証

し、修正を加えていく。 

キーワード 下水道未普及地域解消，膜分離活性汚泥法，MBR，活性汚泥モデル 

図－１ PMBR（Ｔｙｐｅ‐Ⅰ）平断面図 
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題 名 石炭代替燃料としての下水汚泥の固形燃料化に関する調査  

研 究 期 間      平成１９年度  研 究 費 目      受託研究調査費（国土交通省）  

研究担当者   山本博英（研究主任）、橋本康弘  

1.目的 

平成１７年４月に京都議定書目標達成計画が閣議決定され、政府全体として地球温暖

化対策の推進、中でもカーボンニュートラルであるバイオマスを積極的に利活用してい

くことが喫緊の課題として位置付けられた。「下水道ビジョン２１００」の施策方針におい

ても、処理場のエネルギー自立、地球温暖化防止等に貢献する「資源のみち」の創出が盛り

込まれた。 

本調査は下水汚泥から製造される炭化物などの固形燃料を、石炭火力発電所等で石炭と混

焼利用することで、安定した有効利用と地球温暖化防止に貢献する事業手法について、主に

技術的側面から効果を調査分析するものである。 

２．本年度の研究成果 

実施内容は燃料化システムの整理、固形燃料の物性に関する評価、固形燃料製造時、有効

利用時の環境に関する評価、固形燃料の安全性に関する評価である。 

（１）燃料化システムの整理 

固形燃料化システムとしての技術を整理した。 

①造粒乾燥、②低温炭化、③中温炭化 

（２）固形燃料の物性調査 

 固形燃料の基本物性、燃料特性、発熱特性を分析し、石炭と比較評価を行った。固形

燃料は石炭と比較し炭素量が少なく、灰分が多い事が確認された。炭化物の灰分は石炭

灰と比較しカルシウム、マグネシウム、リンなどの割合が多いことが確認された。固形

燃料は、石炭の約半分～約２／３の発熱量を有することが確認された。 

 固形燃料の比熱、熱伝導率等を分析し、これらの分析結果から固形燃料の貯留、運搬

時の発熱挙動のシミュレーションを行った。固形燃料は、発熱と蓄熱により発火する可

能性があることが確認された。また、システム、発熱対策により発火の有無、発火に至

る時間が異なることが確認された。 

固形燃料の貯留時のガス（Ｈ2、ＣＨ4、ＣＯ）発生を分析した結果、Ｈ2、ＣＯはほと

んど発生しないこと、ＣＨ4 はわずかながら発生し、加湿により若干増加することが確認

された。  
（３）環境負荷 

固形燃料化製造時のエネルギー収支、燃料炉から発生する温室効果ガス排出量を評価

した。  
燃料化炉は、使用燃料が焼却炉より多くなるが、固形燃料としてエネルギーを回収で

きることより、焼却炉と比較して、エネルギー効率がいいことが確認された。  
燃料化炉は、還元雰囲気下で熱処理を行い、炭化工程で発生する乾留ガスはシステム

の燃料として完全燃焼されるため焼却炉等と比較して温室効果の高い一酸化二窒素 N2O
の発生量は小さく、固形燃料を石炭代替利用することで石炭使用量が削減でき、温室効

果ガスの排出量が大変小さいことが確認された。  
（４）安全性 

固形燃料の物性調査より、固形燃料は、発火する可能性を有するため、発熱や可燃性

ガス発生等の特性を適切に把握し、安全対策を十分講じる必要がある。関連する法令に

定められた規準を遵守するとともに①水分管理、②温度管理、③可燃性ガス濃度管理を

行う必要がある。  
その他、本調査において消防法等の規制を整理した。  
 

キーワード  バイオマス、固形燃料、温室効果ガス  
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研究課題名 下水道施設における総合的な省エネ対策検討調査 

研 究 期 間      平成１９年度 研 究 費 目      受託研究調査費（国土交通省） 

研究担当者 事業統括部 金子均（研究主任），田中 松生（主担当）， 
東日本設計センター 計画設計課 久保田 仁 

１．目 的 
下水道普及率が向上する一方で、下水の収集･処理過程では、大量のエネルギーが消費され、その

消費電力量は、全国の総電力量の約 0.7%に達している（H17）。下水道事業における地球温暖化･省

エネ対策は、水環境保全と共に取組まなければならない重要課題である。本調査は、下水道施設に

おけるエネルギー消費動向を解析し処理原単位を整理し、これらを基調とし下水道事業者自らが評

価を行い省エネに取組むことの出来るツール開発を行ったものである。 
２．本年度の研究成果 
（１）省エネ診断解析システムの構築  

省エネ診断解析システムは、個々の下水処理場、ポンプ場におけるエネルギー消費原単位を算出

し、バックボーンデータ（以下：BD）との対比により、乖離度を判定する機能を有する。省エネの

取組みは、正確な消費動向に基づく管理基準の作成、運転管理と共に、設備更新時に、より効率性

に優れた機器･プロセスの導入を検討することが重要と考えられ。本システムでは、「データ入力・

演算」「省エネ診断グラフ表示」の機能と伴に、「省エネガイダンス表示」機能の中で省エネ改善

提案を表示させる機能を有した。表－１の施設区分（場内ポンプ、水処理施設、汚泥処理施設、共

通・管理棟）、A：全体解析 B：施設区分解析に応じ計算、乖離度判定を行う。 

   表－１ 施設区分とグラフ表示機能 

 
（２）バックボーンデータの整理  

上述のシステムは、H16 年度下水道統

計データから作成された BD を有し、そ

れぞれの処理方式において、施設規模に

対するエネルギー消費原単位関数（平均

曲線,平均＋２σ）が求められている。図

－１に示すとおり、ある一定規模以上

で、横軸に漸近する傾向を示し、原油換

算処理原単位は標準法（分流式）0.086
～0.116KL／千ｍ３、標準法（合流式）0.068
～ 0.121KL ／ 千 ｍ ３ 、 OD 法 0.159 ～

0.195KL／千ｍ３の値に漸近した。また原

油 1,500KL/年以上消費する管理指定工場

が、下水道施設全体の約 75％のエネルギ 
ーを消費した。              図－１ ＯＤ法 統計値解析例：プロットと関数作成  
３．今後の取組み  

本システムは、全国の下水道管理者へ配布され、評価対象となる下水道施設における電力･燃料、

様々な施設情報、維持管理状況の入力・演算結果を回収し、更に詳細なエネルギー消費構造、CO2

発生原単位等の解析を行う予定である。 

キーワード エネルギー消費原単位曲線 診断解析システム 原油換算量 CO2 排出量 
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研究課題名  雨天時活性汚泥法の活性汚泥沈降性と清澄機能に関する調査  

研 究 期 間      平成１９年度  研 究 費 目     受託研究調査費（国土交通省）

研究担当者  遠山晃二（研究主任）、岡本順  

１．目的  
雨天時活性汚泥法は、反応タンクの既存ステップ水路を活用し、ゲートの電動化など比

較的軽微な改造によって導入が可能な技術であり、雨水滞水池などと比較してきわめてコ

ストパフォーマンスの高い施策である。しかし、雨天時活性汚泥法は全ての処理場で直ち

に導入することは困難な技術である。  
 本調査は、雨天時活性汚泥法の一層の適用性拡大を図っていくため、処理水量の増加や

活性汚泥の凝集性改善が可能な技術など、一層の適用性拡大の可能性がある既往技術につ

いて調査し整理を行う。  
 また、全国自治体が合流改善施策として雨天時活性汚泥法の導入を図っていくにあたり、

有効な導入をはかるための技術マニュアルの整理を行う。     
２．本年度の研究成果  
（１）既往汚泥沈降促進技術の整理 

 ・傾斜板（管）沈殿池 最終沈殿池内に傾斜板（管）等    

の沈殿装置を挿入して、一種の多段層式沈殿池を構成し、

沈殿除去率を高める装置である。沈降板の例を図―１に示

す。 

 ・オゾン添加法 活性汚泥の沈降性状を改善する技術の  
ひとつとして、オゾンを添加して糸状性細菌を抑制する技

術である。今回、実下水を用いた室内試験によって、SVI
の低下、糸状菌の減少を確認した。  
（２）雨天時活性汚泥法導入のための技術マニュアル 

 ・基礎調査  
計画水量、現況処理状況を年報、月報、日報等から把握する。また、放流先河川の計画

水位も把握しておく。MLSS、SV30、SVI 等の変化から年間の活性汚泥の沈降性を活性汚

泥界面沈降速度推定式より把握する。現地調査を行い、現況施設状況、ステップ水路、雨

天時運転方法、返送汚泥状況および余剰汚泥処理状況を把握する。  
水理検討を行い、反応タンク流入可能水量を把握し、必要流入水量が確保できない場合は

改造等を検討する。  
・実証実験  
沈降筒（高さ 2m、直径 0.2m 以上）を用い、対象処理場の MLSS 濃度における汚泥沈

降速度を求め、流入可能水量を把握する。実施設を使い、雨天時活性汚泥法の実証実験を

行い、最初沈殿池流入・流出、最終沈殿池流出および放流等の各種水質測定をし、負荷削

減効果等を実証する。なお、反応タンク流入水量は、全体で 3Qsh（Qsh：時間最大水量）

処理できるとは限らないため、流入量限界量を把握する。  
 ・運転管理手法の検討  

雨天時活性汚泥法は、活性汚泥の沈降性の良否を把握してから運転を行う。汚泥界面高

さ（最終沈殿池）を監視することにより、早期に汚泥流出の兆候を察知することが必要で

ある。処理水質の監視としては、自動濁度計、UV 計による方法が有効である。あらかじ

め設定した水質上限値を超える計測値が継続する場合は、運転を中止する。  
３．まとめ (今後の課題 ) 

本調査は、雨天時活性汚泥法適用拡大に有効と考えられる最終沈殿池の汚泥沈降促進技

術の整理、雨天時活性汚泥法導入のための技術マニュアル作成の 2 点を主たる内容とした。

今後、雨天時活性汚泥法の普及に向けて更なる検討を続けると共に、運転管理マニュア

ルを作成する予定である。 

キーワード  雨天時活性汚泥法、汚泥沈降促進技術、技術マニュアル  

図―１傾斜板沈殿装置の例 
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研究課題名  土壌脱臭法の臭気物質除去システムの検討  

研 究 期 間      平成１９年度  研 究 費 目     受託研究調査費（国土交通省）

研究担当者  遠山  晃二（研究主任）、三宅  十四日  

１．目的 

土壌脱臭装置は、活性炭吸着方式や薬液洗浄方式など他の脱臭装置と比べると建設費は

安価であり、適切な維持管理により脱臭性能も良好である。現在は主に水処理施設の低濃

度臭気あるいは水処理･汚泥処理を合わせた混合臭気の脱臭に採用されているが、汚泥処理

等の高濃度臭気への対応も可能であると考えられる。さらに、今まで十分な検討がなされ

ていない寒冷地での対応を明らかにすることにより、導入範囲を拡大化することが可能で

あると考えられる。  
本調査では、効率的・経済的な脱臭設備として土壌脱臭装置を位置付けるために、土壌

脱臭方式の適用範囲･設計諸元・設計手法・維持管理手法について明確にし、設計や維持管

理を最適化することを目的とする。  
２．本年度の研究成果 

（１）実態調査による現況把握 

① 運転状況 

土壌脱臭装置の様々な異常は、通気抵抗の上昇や急激な低下となって現れることが多い。

実態調査において、殆どの土壌脱臭装置の通気抵抗は設計値より十分低い値であったが、

通気抵抗が高い施設が数箇所見られ、その殆どに土壌床の短絡が確認された。これは、高

い圧力が土壌床にかかることにより、土壌の圧力臨界を超過し、土壌床の短絡が生じたも

のと考えられた。なお。実態調査の結果から判断すると、土壌の通気抵抗が 1.0kPa を超

過すると、明らかな短絡が生じている場合が多く、降雨（散水）時と晴天時の通気抵抗の

差が 0.5kPa 程度以上あるような場合は、十分注視しなくてはならないと考えられた。  
② 脱臭性能 

汚泥系臭気において、原臭設定値を上回る事例が見られたが、処理臭では、臭気強度 2.5
相当値以下であり、設計を満足できる除去率が得られていた。ただし、高負荷（高濃度の

原臭および大きな流入風量）により十分な脱臭性能が得られていない施設があり、特に、

生物脱臭等で不得意とされているメチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチルは除去

されていなかった。  
 水処理系臭気では、硫化水素において原臭設定値より高い場合があったが、その他の項

目では原臭設定値と同等以下であり、処理臭においても、問題になる値は見られなかった。

③  寒冷地の状況 

外気温が－30℃近くまで低下した場合でも、土壌中の温度は零下になることはなく、ま

た、土壌脱臭装置の土壌床内温度の日間変動は小さく、脱臭効果も得られていた。なお、

脱臭ファンの夜間停止をしている施設において、流入ガス（ダクト内温度）の夜間の温度

低下は見られたが、土壌床内温度は安定していた。  
（２）設計および維持管理における留意事項の検討 

 設計・維持管理の留意事項として、土壌脱臭装置の性能は土壌性状に依存するところが

多いが、付随的に考えられる散水・排水設備や表面仕上げ材等の土壌へ与える影響も無視

できず、適切な設計・維持管理が必要であることがわかった。 

３．まとめと今後の課題 

実態調査の結果、通気抵抗や流入風量を把握することは土壌脱臭装置の性能を把握・維

持するために重要な項目であり、適切な状況の把握により土壌床等の性能変化を早めに察

知できることがわかった。また、汚泥系臭気を原臭とする場合や寒冷地においても土壌脱

臭装置の適応が可能であることがわかった。 

 なお、高濃度の汚泥系臭気や、寒冷地での原臭濃度が高い場合においては、十分な検討

が成されていないため、実証実験等による連続調査を実施する必要がある。  

キーワード  土壌脱臭、実態調査、設計、維持管理  
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研究テーマ名 琵琶湖ステップ流入式多段硝化脱窒プロセスの最適運転手法に関する調査 

研 究 期 間       平成１９年度 研 究 費 目     受託研究調査費（滋賀県） 

研 究 担 当 者       村上 孝雄（研究主任）、葛西 孝司（主担当）、岩崎 旬 

１．目的  
 琵琶湖流域下水道東北部浄化センターの既存施設を凝集剤添加ステップ流入式多段硝化

脱窒＋後脱窒プロセスに改造するために、最適な槽割を検討するとともに、同プロセスの

最適運転手法を確立するものである。  
２．調査概要  
 活性汚泥モデル（ASM ：Activated Sludge 

Model）を用いたシミュレーションにより最適

な槽割を検討する。また、添加したメタノー

ルおよびＰＡＣの挙動を把握することで薬品

類の最適な添加方法を提案する。  
３．本年度の研究成果  
（1）最適な槽割の検討 

 槽割のパターンは、設計指針による案１、設

計指針によるが現有の隔壁を残置する案２、現

有隔壁を活用する案３の 3 種類で検討した。シ

ミュレーションでは、第 1 好気槽のＤＯによっ

て処理水窒素濃度が変動したが、処理水質と処

理の安定性から案 3 が有利との結果であった。

これは、凝集剤添加ステップ流入式多段硝化脱

窒＋後脱窒プロセスでは、返送汚泥中の硝酸濃

度が低いため、第１無酸素槽の容積が小さくで

きるためである。  
（2）メタノール添加の効率化 

 添加したメタノールが槽内の上部に滞留し

ている状況が確認されたが、その程度は、処理

に影響を及ぼすほどではなかった。（図 2）ま

た、時間帯によって脱窒対象となる硝酸性窒素

濃度が変動するため、第３好気槽に硝酸性窒素

センサーを設置して、センサーの値でメタノー

ルの添加量を制御することを提案する。 

（3）ＰＡＣ添加 

 活性汚泥中の酸可溶性アルミニウムとりん

酸性りんとの関係から生物学的りんの吐き出

し取り込みが若干行われていることが確認さ

れた。反応タンク内のりん酸性りんの濃度が低

いため、りん酸性りん計を用いて PAC 添加量

を制御することは難しいと考えられる。  
(4) 処理水に残留する難分解性有機物 

 有機物を５種類に分画する方法を用いて凝

集剤による有機物除去効果を確認したところ、 
ＰＡＣよりもポリ鉄が難分解性有機物の除去に優れていることがわかった。これは、酸性

物質などが鉄イオンによって凝集除去されるためと考えられる（図―３）。  
 ＰＡＣ添加による硝化細菌の活性の低下が懸念されること、ポリ鉄の過剰添加は色度の

上昇を招くことから、ポリ鉄とＰＡＣの併用による処理を提案した。  

キーワード  琵琶湖流域下水道、ステップ流入式多段硝化脱窒法、ASM 
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研究テーマ名  札幌市雨天時下水活性汚泥法に関する調査  

研 究 期 間  平成１７年度～平成１９年度 研 究 費 目     受託研究調査費（札幌市）

研 究 担 当 者  遠山晃二（研究主任）、岡本 順  

１．目 的 

札幌市は、合流式下水道からの雨天時排出汚濁負荷削減施策の一つとして、雨天時活性

汚泥法の導入を計画している。雨天時活性汚泥法は、処理場における合流改善技術のひと

つであり、既存の処理施設を利用して比較的簡易に導入が可能であり、費用対効果の高い

技術である。現在複数の都市で導入あるいは導入検討調査を行っている。  
本調査は、札幌市の 6 合流式水再生プラザ（以下、「プラザ」という）を対象に、雨天

時活性汚泥法導入による処理可能水量について、水理学的見地から検討を行ったものであ

る。また、平成 18 年度実施した新川プラザ第 2 施設の実証実験結果などを参考として、

新川プラザを対象として雨天時活性汚泥法の運転管理手法の検討を行ったものである。  
２．過年度の研究成果 

・平成 17 年度 

合流式 6 プラザの雨天時活性汚泥法適用可能性を既存資料から比較検討し、新川プラ

ザ第 2 施設を対象に選定して、水理学的検討を行った。  
・平成 18 年度 

新川プラザ第 2 施設において、雨天時活性汚泥法の実証実験を 2 回行い、負荷削減効

果の確認や N-BOD の発現などの課題を抽出した。また、創成川プラザ、豊平川プラザ

を対象に、現地調査を踏まえ、水理学的観点から雨天時活性汚泥法適用可能水量の検討

を行った。  
３．本年度の調査内容 

 新川プラザ第 1 施設、伏古川プラザ、茨戸プラザ、手稲プラザを対象に水理学的観点か

ら雨天時活性汚泥法適用可能水量の検討を行い、全 6 プラザの適用可能性の整理（処理可

能水量、概算工事費、負荷削減効果、余剰汚泥増加量および課題）を行った。また、新川

プラザを対象に H18 年度の実験結果と既存資料、現況施設状況を踏まえ、雨天時活性汚

泥法の運転管理方法の検討を行った。  
４．まとめ 

合流式 6 プラザの水理学的観点から導かれた雨天時活性汚泥法適用可能水量を表‐1 に

示す。  
 表‐1 合流式 6 プラザの雨天時活性汚泥法適用可能水量（Q３ :時間最大水量）  

創成川  豊平川  新川  水再生  
プラザ名  第 1 第 2 

伏古川
第 1 第 2 第 1 第 2 

手稲  茨戸  

処理可能水量  2Q３  4.4Q３  2Q３  1.2Q３ 2Q３  1.6Q３ 2Q３  1.8Q３  2.7Q３

 
 運転管理方法の検討では、運転実施可否判断の資料

として、汚泥の沈降速度を水温，MLSS、SV、SVI
の関数として表す経験式を利用した処理可能水量の

判定グラフを作成した（図‐1）。また、運転監視方

法として実験及び過去の実績を踏まえて、汚泥界面高

さ 2ｍを管理基準値と定め、運転中に界面高さがこれ

を超える場合は運転を中止することを提案した。あわ

せて、処理水質に関する指標としては、現況の指標に

準拠して、既存の処理水濁度計の指示値が濁度 50 度を

越える場合は、運転を中止することとした。  

キーワード  雨天時活性汚泥法、処理可能水量、水理検討、汚泥界面高さ  
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研究課題名  豊橋市雨天時活性汚泥法導入検討調査  

研 究 期 間      平成１８年度～平成２０年度 研 究 費 目     受託研究調査費（豊橋市）  

研究担当者  遠山晃二（研究主任）、岡本順（主担当）、三宅十四日  

１．目的 

本業務は、合流式下水道における雨天時汚濁負荷削減手法として、中島下水処理場に雨  
天時活性汚泥法を導入するため一部系列を使用して同法の実証実験（2 回）を行った。 

本報では、実験結果と考察を報告する。  
２．過年度の経過 

中島処理場に雨天時活性汚泥法を導入するにあたり、処理可能水量把握のため、活性汚泥

沈降速度を算定式（日本下水道事業団が実験結果を基に提案）にて算出した。  
中島処理場の活性汚泥を試料とし沈降筒を用いて沈降速度を求めた。また、雨天時活性汚

泥法の導入を行った場合を想定し、水理的な処理水量を計算した。以上の考察の結果、雨

天時活性汚泥法処理可能水量は 2.0Qsh（Qsh：時間最大水量）と決定した。  
３．本年度の研究成果 

（１）実験概要 

昨年度の沈降速度試験検討結果と水理計算等検討結果を踏まえて中島処理場の実施設

（9 池、10 池）にて、雨天時活性汚泥法の実証実験を行った。  
昨年の検討結果より、反応タンク流入水

量 2.0Qsh の予定であった。しかし、簡易

放流を開始すると最初沈殿池出水水位が

低下するため、反応タンク前段からの流入

水量が 0.48Qsh まで低下し、結果として

反応タンク全流入水量は最大 1.38Qsh と

なった。  
（２）水質の変動（１回目） 

 最 終 沈 殿 池 出 水 に つ い て は 、 BOD 、  
NH4-N は、雨天時活性汚泥法実験開始 2
時間経過した付近から上昇したがステッ

プ水量を減じたことと、最終沈殿池汚泥引

き抜き操作により回復した（図 1、2）。  
 雨天時活性汚泥法の排出負荷は簡易処

理時と比較して、BOD 削減率 58%、C-BOD
削減率は 85%となった。 BOD 削減率が

C-BOD 削減率より低いことは、反応タン

クへの流入水量の増加による滞留時間の

短縮に伴って、硝化反応が不完全となりア

ンモニア性窒素が流出し、N-BOD が増加

したためと考えられた。  
４．今後の課題 

 今回の実験から、雨天時活性汚泥法により

BOD を削減しうることが確認できた。ただ

し、最終沈殿池汚泥界面上昇に伴い汚泥流出

があり、今後、運転操作法案の検討が必要で

ある。  
 今後、雨天時活性汚泥法運転を実施するに当たり、処理場全体の負荷削減効果の試算、

施設改造検討および概算工事費等の検討が必要である。  

キーワード  雨天時活性汚泥法、実証実験、汚泥沈降、N-BOD 
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図 1 最終沈殿池流出水 BOD、C-BOD 

図 2 最終沈殿池流出水 窒素 
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研究課題名 下水汚泥嫌気性消化の適用可能性に関する調査 

研 究 期 間      平成１８年度～ 研究費目 受託研究調査費（兵庫県） 

研究担当者 島田正夫（研究主任）、水田健太郎 

１．調査目的 
現在、兵庫県では各流域処理場等において省エネ法に基づく中長期計画を策定し、エネルギー使用

の合理化に取り組んでいるが、温室効果ガス排出量の更なる削減を図るために、水処理や汚泥処理

システム、汚泥からのエネルギー回収利用など総合的な対策が求められている。そこで本調査では

連続式嫌気性消化実験を行い、兵庫西流域汚泥広域処理場における嫌気性消化システムの導入効果

を検証した。 

２．過年度の調査概要 
兵庫西における機械濃縮汚泥を対象に、124ｍL バイアル瓶を用いた回分式嫌気性消化試験を行っ

た。その結果、一般的な下水汚泥に比べて重金属含有量は高かったものの、中温消化（35℃）、消化

日数 14 日において、消化率 66％、VTS 当りのガス発生量は 378Nml/VTS-ｇであり、重金属類による

嫌気性阻害は確認されず、一般的な下水汚泥と同程度の消化率、ガス発生量が得られることが分か

った。 

３．今年度の調査内容と結果 
今年度は同じく兵庫西における機械濃縮汚泥を対象に連続式嫌気性消化実験を行い、消化温度、

消化日数の違いによる嫌気性消化特性を把握し、兵庫西汚泥に適している消化条件を調査した。ま

た、実験結果及び標準的な嫌気性消化特性値を用いて、兵庫西における嫌気性消化システムの導入

効果を経済性、温室効果ガス排出量削減の面から検証した。 

連続式嫌気性消化実験より、兵庫西機械濃縮汚泥については、中温（35℃）消化の場合 20 日、高

温消化（55℃）に場合 14 日が適しており、消化率、投入有機物量当りのガス発生量はそれぞれ中温

20 日の場合 39％、271L/kg-VTS、高温 14 日の場合 50％、300L/kg-VTS であった。一般値に比べると

消化効率は低い結果となったが、これは夏季の汚泥を使用したため、消化槽への汚泥投入の段階で

嫌気性消化が進行していたことが原因の一つであると考えられる。 

実験結果および一般値（中温 20 日の場合）を用いて嫌気性消化システムの導入効果を検討した結

果以下のことが明らかとなった。 

1） 兵庫西に嫌気性消化システムを導入する場合、消化槽容量は中温消化の場合 7,000ｍ3×3 槽、高

温消化の場合 8,000ｍ3×2 槽が必要であり、ガス発生量としては 10,000～19,000ｍ3/日、汚泥

量の削減効果としては乾燥重量ベースで約 20％の削減が可能である。 

2） 消化ガスの有効利用方法として消化ガス発電（発電方式：ガスエンジン 796kW×2 台）、溶融炉

における補助燃料（都市ガス代替）として利用した場合の導入効果を表１に示す。この結果、補

助燃料代替として使用することにより、コス

ト縮減、CO2排出量削減効果が高いことが分か

った。 

４．今後の課題 

今後、嫌気性消化システムの事業化検討を行う

際には、脱水機、溶融炉容量の縮減効果など汚泥

処理ステム全体を対象とした導入効果の検証及び

返流水負荷の影響について詳細に検討する必要が

ある。 

 

 

キーワード 嫌気性消化、消化ガス、エネルギー回収 

表１ 嫌気性消化システムの導入評価 
単位 事業費 県負担

消化ガス発生量 m3/年

①年当たり投資費用 百万円/年 186.7 89.8

②発電電力量 kWh/年

③削減電力費 百万円/年

④年当たり投資費用 百万円/年 170.7 98.1

⑤導入効果（③-④-①） 百万円/年 -231.9 -62.4

⑥CO2排出削減量 ｔCO2/年

⑦都市ガス相当量 m3/年

⑧補助燃料削減費 百万円/年

⑨導入効果（⑧-①） 百万円/年 16.0 112.9

⑩CO2排出削減量 ｔCO2/年

補助燃料
代替

3,378,206

202.7

7,863

項目

消化槽
7,037,930

消化ガス
発電

12,551,000

125.5

4,493
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研究課題名  下水汚泥焼却灰の有効利用調査  

研 究 期 間      平成１６年度～  研究費目  受託研究調査費（兵庫県）

研究担当者  島田正夫（研究主任）、水田健太郎  

１．調査目的  
 兵庫東流域汚泥広域処理場では 7,900～8,200ｔ /年の汚泥焼却灰が発生している。兵庫県

では循環型社会構築の一環として、焼却灰の有効利用法について各種検討を行っており、

本調査はその一環で平成 16,17,18 年度に引き続いて実施したものである。  

２．過年度の調査結果概要  
アスファルト合材フィラー用石粉の代替品、排水性舗装合材としての有効利用の可能性

および実舗装としての適用性について試験、調査を実施した結果、焼却灰をフィラー分と

して 30%置換した場合でも、作業性、施工性、安全性に問題は見られなかった。  
瓦等窯業製品原料としての利用について配合試験、焼成試験を実施した結果、焼却灰を

配合粘土に 15～20％に添加可能であることが分かった。また、物性変化、環境安全性につ

いても問題は認められず、焼成温度が現状よりも低下できることが判明した。  

３．今年度の調査内容と結果  
（１）アスファルト合材フィラーとしての有効利用について  

再生密粒度合材による実路試験舗装追跡調査（施工 6 ヵ月後、1 年後）及び排水性舗装

合材による実路試験舗装（施工直後）を実施した。調査項目は施工性（施工直後のみ、

目視、施工業者からのヒアリング調査）、交通供用性（平坦性試験、すべり抵抗試験、

わだち掘れ量試験、ひび割れ測定試験）、環境安全性（有害物質溶出試験）について行

った。調査の結果、再生密粒度合材については経年変化は認められず、排水性舗装合材

についても、焼却灰をフィラー分として 30%置換した場合、施工性、施工直後における

交通供用性、環境安全性について問題ないことが確認された。 

（２）瓦等原料としての有効利用について 

焼却灰の瓦等窯業製品原料としての適用性を検討するため、運搬手法、粘土工場にお

ける所要設備について検討した。  
その結果、運搬手法としては 10t ダンプトラックが適切であり、粘土工場においては

原土ホッパーの追加及び焼却灰保管施設が必要であると考えられた。  

４．今後の課題  
（１）アスファルト合材フィラーとしての有効利用について  

施工性、交通供用性、長期安定性 (安全性 )について追跡調査を継続し、交通供用性、環

境安全性等の経年変化を確認する必要がある。また、公共工事において焼却灰入りアス

ファルトフィラーを使用するためには、流域関連自治体、対象舗装地域、アスファルト

合材プラント業者との調整、焼却灰処分（販売）単価の設定、焼却灰の搬出、計量、運

搬手段等の確認、公共工事における焼却灰入り合材の発注方法の検討等を行う必要があ

る。  
（２）瓦等原料としての有効利用について 

実寸瓦として有効利用可能性を調査するため、今年度の調査結果をもとに配合率、温

度水準の異なる試作製品を作成し、吸水試験、曲げ試験、耐寒試験等を行う必要がある。

また、今後事業化検討を行う際は、兵庫東下水汚泥焼却灰の処分（販売）単価を設定す

るため、粘土工場における設備投資費用等を考慮した上で詳細な検討を行う必要がある。

 
 

キーワード  汚泥焼却灰、アスファルトフィラー、瓦原料  
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研究課題名  千葉県下水汚泥利活用方策の検討調査  

研 究 期 間      平成１９年度～  研 究 費 目      受託研究調査費（千葉県）  

研究担当者  山本博英（研究主任），橋本康弘  

１．目的  
下水道の普及に伴い発生する汚泥量は年々増加しており、処分費の増大とともに処分先の確

保も難しい状態となっているため、長期的に安定した汚泥の有効利用の手法が望まれている。

江戸川左岸流域下水道を当面の対象に、市場の需要にあった地球温暖化防止に資する 終的な

利用までを含めた有効活用の実現化に向けて、終末処理場の汚泥処理のあり方を検討すること

を目的とするものである。  

２．研究概要  
千葉県流域下水道で現在実施されている有効利用技術をコスト、温室効果ガス排出量、受入

安定性より、今後も有効である技術を抽出した。  
 また、将来的な有効利用技術について、生成品を利用予想される民間企業へアンケートを実

施し、有効利用の安定が望める将来的な有効利用技術を抽出した。  
 抽出した技術と有効利用する民間企業との組み合わせを７ケース設定（低温炭化で 2 ケース

設定）し、詳細にそのコスト・温室効果ガス排出量を嫌気性消化の有無ごとに計算して、比較

検討を実施した。  

３．研究成果  
図－１にコストと温室効果ガス

収支との各ケースの比較を示す。Y
軸の下に向かうほど費用は小さ

く、X 軸の左に向かうほど温室効

果ガス収支は小さくなる。  
(1) 「固形燃料化－石炭代替利用」

のプロセスが、コストで優位で

ある。  
(2) 「固形燃料化－石炭代替利用」

のプロセスが、温室効果ガス排

出量でも優位である。  
(3) 消化有、消化無の比較では、維

持管理については消化有の場合が

小さくなり、温室効果ガス排出量

でも概ね有利である。  

４．まとめ(今後の課題) 
［固形燃料化－石炭代替利用］がコスト、温室効果ガス排出量及び受入れの安定性の面で優れ

ており、中でも特に造粒乾燥と低温炭化が、コストと温室効果ガス排出量の両面で優れている

ことが明らかとなった。  
 以上のことから、コストが現状と同等以下で、地球温暖化防止に寄与することが可能であり、

長期的な受入安定が期待できる［固形燃料化－石炭代替利用］を導入することが有効であると

判断できる。  
 嫌気性消化を導入し消化ガスを利用することで、使用する化石燃料を減らすことが可能とな

るが、嫌気性消化した汚泥を原料とした固形燃料は、未消化汚泥を原料にしたものに比べ、そ

の保有熱量が小さく、灰分が多いので、利用については制約される場合がある。  
 今後、固形燃料受け入れ企業との燃料性状検討を行い、嫌気性消化の導入の検討を詳細に行

うことが必要である。  

キーワード  汚泥有効利用、温室効果ガス、燃料化  
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研究テーマ名  長野県諏訪湖流域における汚泥焼却灰有効利用に関する調査 

研 究 期 間       平成１９年度～  研 究 費 目     受託研究調査費（長野県）  

研 究 担 当 者       島田 正夫（研究主任），堀 泰匡  

１．調査の目的 

 諏訪湖流域下水道豊田処理場（以下、豊田処理場）では、流入下水に起因して砒素含有

量の高い汚泥が発生しているため、現在、汚泥処理方式として灰溶融＋結晶化による溶融

処理法を採用し、建設資材としての有効利用が図られている。本調査は、最近の新しい焼

却灰処理技術や有効利用法について導入可能性、経済性について比較検討し、今後の汚泥

有効利用及び施設計画の参考とするものである。 

２．調査結果の概要 

（１）豊田処理場焼却灰の基本性状 

 焼却灰の組成は他の処理場に比べ鉄分、アルミ分が多いのが特徴である。環告第 46 号

にもとづく重金属類溶出特性試験の結果では、砒素、セレン、ホウ素およびフッ素にお

いて土壌環境基準を超えていた。特に砒素は金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準（昭

和 48 年 総理府令）も超えていることから、処理処分する場合は特別管理産業廃棄物に

該当することとなる。また、有効利用するには何らかの安定化処理が必要になる。 

（２）安定化処理焼却灰のアスファルトフィラー利用調査 

消石灰添加法またはキレート法による安定化処理した焼却灰を天然石粉の 30％置換利

用したアスファルト合材についてマーシャル安定性試験、有害物溶出試験を実施した結

果、フィラーとして利用可能なことが確認された。ただし、高濃度の砒素を含有してい

ることから関係部局や地元住民の理解と協力を得るにはかなりの時間と労力を要すると

考えられた。 

（３）セメント原料化の検討 

 セメント工場に対するヒヤリング調査の結果、豊田処理場焼却灰はリンやアルミ等の

不適成分が相対的に高く含まれていること、特別管理産業廃棄物に該当することから現

状ではセメント原料として受け入れることは困難または不可能であると判断された。 

（４）電気抵抗還元溶融法によるりん肥料化の検討 

 Mg や Ca、K 等の副資材を添加して得られる熔成汚泥灰複合肥料は肥料取締法に規定す

る公定規格を十分に満足するものであった。しかし、近隣の肥料関係者によるヒヤリン

グ調査の結果では、生産量に見合うりん肥料の需要は見込めないと判断された。 

（５）水砕スラグ化による安全性確認検討 

  豊田処理場焼却灰を用いて電気炉による水砕スラグの製造を行うとともに、同様に製

造した結晶化スラグ等との安全性確認試験を実施した結果、水砕スラグの形態でも有害

物質の溶出抑制は十分に確保されることが確認された。 

（６）貴金属製錬原料化の検討 

  豊田処理場焼却灰には約 30ｇ/t、溶融飛灰中には約 3,000ｇ/t の高濃度の金が含まれ

ており、溶融飛灰は無条件で、焼却灰は条件付ながら貴金属製錬原料として売却できる

可能性を有することが判明した。 

３．まとめ（今後の課題） 

汚泥焼却灰の有効利用法としてわが国で実績の増えているセメント原料化やアスファル

トフィラー利用については、当処理場焼却灰においてはその性状からこれらの利用法は極

めて困難または不可能であると考えられた。溶融スラグ化については有害物の溶出抑制が

高く、建設資材として管内での有効利用が可能な方式であること、副産物の溶融飛灰は貴

重な金の製錬原料として売却可能であることから維持管理費の節減効果も期待できる。 

将来の溶融炉増設または更新時には、建設費や維持管理費も含めて再結晶化方式以外の

溶融処理方式の導入についても検討することが望まれる。 

 

キーワード  フィラー利用、セメント原料化、電気抵抗炉還元溶融法、貴金属回収  
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研究テーマ名  秋田県下水バイオマス利活用計画策定業務  

研 究 期 間       平成１９年度～  研 究 費 目     受託研究調査費（秋田県）  

研 究 担 当 者       山本 博英（研究主任）、茨木 誠  

１．調査の目的 

秋田県北部地区において生活排水汚泥を固形燃料に加工し、火力発電所や製紙会社など

に供給する事業の可能性について検討しており、本調査では、秋田県北部地区の下水処理

場及びし尿処理場から発生する汚泥を実際に固形燃料に加工し、成分や発熱量などを分析

することで、固形燃料としての性質を把握することで、技術的な観点から固形燃料化事業

の可能性や課題について検討することを目的とした。  
 
２．本年度の成果 

下水汚泥（大館処理センター）及びし尿汚泥（大館市し尿処理

場）を原料として個別に炭化物を製造し、製造過程における課題

等の有無を確認するとともに、炭化燃料の各種分析を行い燃料と

しての性状評価を行った。  

（１）炭化燃料製造試験  

試験ケースとして、原料ごとに炭化温度を 250℃と 400℃に変

化させて計 4 ケース実施した。製造過程において、炭化温度は安

定しており、下水及びし尿の汚泥を原料として、問題なく炭化燃

料を製造することが出来た。得られた炭化物の一例を図 1 に示す。下水汚泥、し尿汚泥とも

健全な造粒物が形成されていた。 

（２）炭化燃料分析 

工業分析の結果、製造された汚泥燃料の灰分は 18%～64％であり、石炭の 10％程度と比

較し多い結果となった。燃料価値の観点では、発熱量が石炭の 5～8 割程度あり十分燃料価

値を有することが確認された。燃料比は、一般的な石炭と比較し同等もしくはそれ以下で

あり、着火性や燃え切り性などの燃焼特性に問題はない。HGI（破砕性指数）は 47～90 で

あり、破砕性は良好であった。灰融点は石炭と比較し低く、また灰分量も多いため混焼時

にはスラッギング・ファウリングに注意する必要がある。机上検討の結果、混焼時のスラ

ッギング性は石炭専焼時と比較し

大きな差異は無いと想定されたが、

混焼時のファウリング性は石炭専

焼時より高いと想定された。発熱特

性の観点では、下水汚泥よりし尿汚

泥の方が発熱しにくく、かつ発火点

が高かった。また、下水汚泥炭化燃

料よりし尿汚泥炭化燃料の方が、

100℃近辺の低温度域での発熱性が

高く、これはし尿処理過程で添加さ

れるアルミニウムの酸化による微

少な発熱と想定された。  
 

３．まとめ 

下水汚泥及びし尿汚泥を原料として個別に炭化物を製造し分析した結果、下水汚泥燃料

は、発熱量や燃焼性の観点で十分燃料価値を有することが確認された。一方、灰分量の多

さや灰融点の低さなど、発電用ボイラでの利用に際しての注意点が確認された。 

キーワード  汚泥有効利用、集約化、温室効果ガス、燃料化  

 

図 1 炭化燃料 

 表 1 炭化燃料分析結果 

炭化燃料炭化燃料乾燥燃料 炭化燃料炭化燃料乾燥燃料

250℃ 400℃ （想定値） 250℃ 400℃ （想定値）

工業 含水率 wt%-WB 82 0.1 0.1 8以下 83.1 0.1 0.1 8以下

分析 灰分 wt%-DS 10.4 18.0 37.3 10.4 31.7 41.8 64.0 31.7

揮発分 %-DS 76.3 68.3 23.2 76.3 59.0 48.9 20.8 59.0

固定炭素 %-DS 13.3 13.7 39.5 13.3 9.3 9.3 15.2 9.3

燃料比 0.17 0.20 1.70 0.17 0.16 0.19 0.73 0.16

元素 炭素 wt%-DS 46.6 47.1 51.1 46.6 30.4 37.5 27.5 30.4

分析 水素 wt%-DS 7.0 5.9 2.5 7.0 5.2 3.9 1.6 5.2

窒素 wt%-DS 5.6 7.1 8.6 5.6 6.3 8.3 6.4 6.3

酸素 wt%-DS 28.7 20.3 0.05 28.7 24.5 7.1 0.04 24.5

全硫黄 wt%-DS 1.8 1.7 0.6 1.8 2.2 1.8 1.1 2.2

灰中硫黄 wt%-DS 0.6 0.5 0.4 0.6 0.9 1.0 1.0 0.9

りん wt%-DS 1.4 1.5 3.8 1.4 4.0 4.7 7.9 4.0

塩素 wt%-DS <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.3 0.3 0.4 0.3

H/C 1.8 1.5 0.6 1.8 2.1 1.2 0.7 2.1

単位項目
脱水汚泥 脱水汚泥

下水汚泥 し尿汚泥



JS 技術開発部年報（平成 19 年度） 

 

－ 33 － 

研究テーマ名  秋田県下水バイオマス利活用計画策定業務 

－下水汚泥焼却灰有効利用調査－ 

研 究 期 間       平成１９年度～ 研 究 費 目     受託研究調査費（秋田県）  

研 究 担 当 者       島田正夫（研究主任）、小池秀三  

１．調査の目的 

秋田県臨海処理センターでは毎年 500t/年程度の焼却灰が発生しており、現在はセメント固化

したあと産 業 廃 棄 物 として埋 め立 て処 分 している。秋 田 県 では循 環 型 社 会 の構 築 をめざし、下 水

汚 泥 の各 種 有 効 利 用 法 について検 討 をすすめており、その一 環 として、本 調 査 は臨 海 処 理 センタ

ー焼却灰を対象にアスファルト合材フィラーとしての利用可能性について検討したものである。  

２．調査の概要 

  本年度は、当該焼却灰の基本性状を把握するため組成分析、重金属類含有量、比重・

粒度等の物理性状、各種溶出試験による有害物の溶出特性試験を実施するとともに、ア

スファルトフィラーとしての利用可能性を把握するためにアスファルト混合物配合試

験、並びにその混合物の環境安全性に関する調査試験を行った。 

３．本年度の成果 

（１）焼却灰の基本性状試験 

 ・組成としてはリン、けい素、カルシウム、アルミニウムを主とする構成で、他都市

におけるそれと概ね同様であるが、有害物質溶出試験において砒素の溶出量が埋め立

て基準や土壌環境基準を超えていた。 

 ・フィラー利用を前提とした物理性状試験の結果では、水浸（吸水）膨張率、剥離抵

抗性、フロー値において目標値を達成せず、焼却灰単独での利用は困難であると考え

られた。 

（２）アスファルト合材配合試験 

 ・天然フィラー（石粉）に焼却灰

を 0％～40％混入したアスファ

ルト合材を対象に配合試験を

実施した結果、最適アスファル

ト量が 0.2～0.3％多くなるも

のの、マーシャル安定度、ホイ

ールトラッキング試験等にお

いて標準合材と何等遜色がな

いことが確認された（表１）。 

（３）合材の環境安全性確認試験 

 ・天然フィラー（石粉）に焼却灰

を 30％～40％混入したアスフ

ァルト合材を対象に行った有

害物溶出試験の結果では、砒素の溶出濃度が土壌環境基準をやや上回る結果となっ

た。当該焼却灰をアスファルト合材フィラーとして有効利用するには、あらかじめ何

らかの溶出抑制（安定化）処理を行う必要があると判断された。 

４．まとめ（今後の予定） 

焼却灰自体の物理的性状から、天然フィラー（石粉）の 100％置換利用は困難であるが、

置換率 30％程度の範囲内であれば道路舗装用アスファルト合材としての強度特性には特

に問題ないことが確認された。しかし、30～40％置換した焼却灰入り合材の有害物溶出試

験の結果、砒素の溶出濃度が土壌環境基準を超えていたことから、溶出抑制のための焼却

灰安定化処理が必要になると考えられた。今後は、焼却灰の最適安定化処理法について検

討するとともに、安全性の確認されたアスファルト合材を用いて実路における試験施工を

行い、施工性、交通供用性、環境安全性についての調査が必要である。 

キーワード  焼却灰、アスファルト合材、フィラー利用、安定化処理  

表１ 焼却灰入り合材の配合試験結果  

配合  基本  
配合  

焼却灰

30％  
焼却灰

40％  規格値  

設計アスファ

ルト量（％）
6.1 6.3 6.4 5～ 7 

見掛密度  
（ｇ /cm3）  2.352 2.348 2.347  

理論密度  
 2.463 2.455 2.451 3～ 6 

空隙率  
（％）  4.5 4.4 4.3 36 

飽和度  
（％）  75.6 76.5 77.4 70～ 85

安定度  
（Ｋ N）  9.88 10.7 10.3 4.9 以上

フロー値

（ 1/100cm）
29 28 30 20～ 40
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佐世保市（調査日時　平成20年1月23日）　　天候：　　曇り

No. 時刻 施設名
硫酸イオン
（mg／L）

溶存硫化物
（mg／L）

硫酸塩還元
細菌（個/L）

硫黄酸化細菌
（個/L） 備考

AM 50.4 79.6 2.2×106

PM 95.5 7.3 1.4×106

AM 32.7 86.2 2.4×106

PM 2.7 388 1.6×107

AM 3.2 120 3.0×105 TN-D11.2

PM 2.0 89 3.2×105 (定量に至らず)

AM 2.9 358 1.6×107

PM 7.9 362 1.4×107

AM 60.9 3.8 6.0×105

PM 57.4 13.6 1.1×106

底部堆積部

② 濃縮槽（出）

③ 消化槽（入）

汚泥性状が異っ

ていた注１）

上層堆積部

―① 濃縮槽（入）

―

―

④ 消化槽（出）

⑤ 返送汚泥

研究テーマ名  佐世保市中部下水処理場に係る技術的援助  

研 究 期 間       平成１９年度  研 究 費 目     受託研究調査費（佐世保市）

研 究 担 当 者       遠山 晃二（研究主任）、持田 雅司  

１．目的  

佐世保市中部下水処理場の消化槽は昭和 48 年に建設されたもので、35 年が経過してお

り、槽内からのガス漏れも確認されている。一方、当処理場は沿岸部に位置しており、塩

害を受ける可能性がある。流入水は海水の満潮・干潮の影響を受け、これまでの観測でも

塩化物イオンは 1000mg/l 以上、硫酸イオンは 200mg/l 以上を観測している。平成 11 年よ

り日本下水道事業団が実施している腐食環境調査において、新汚泥貯留槽では平均で

400mg/l 以上の高濃度の硫化水素が発生していることを確認しており、コンクリートへの

影響が懸念される。本処理場では、平成９年にコンクリートに関する影響調査を実施して

おり、今回は未実施であった消化槽について佐世保市発注の補修工事に合わせ、消化槽コ

ンクリートの腐食状況を調査するものである。 

２．本年度の成果  

(1)腐食環境調査 

 今回の調査では汚水、汚泥について   表１ 汚泥試料の分析結果 

硫酸イオン、溶存硫化物、硫酸塩還元

細菌及び硫黄酸化細菌を分析した。表

１に汚泥試料の分析結果を示す。硫酸

イオンは後段の施設に移送されると減

少する。一方、溶存硫化物、硫酸塩還

元細菌は施設の出口側で大幅に増加し

ている。これは、嫌気状態にある水槽  
内にいて ,硫酸塩還元細菌の活動が活

発になり、硫酸イオンが溶存硫化物へ  
と反応したためである。したがって、  
濃縮槽、消化槽内では高濃度の H2S が生成されていると考えられる。  
(2)腐食実態調査 

 消化槽内の劣化状況の確認を行った。確認箇所

としては、気相部（天井）、液相部（壁、底版）

で、目視調査では天井スラブで若干の剥離と錆

汁、変色が見られた。打音検査では、錆汁、変色

箇所においても異常は見られず、躯体損傷度ラン

クとしては天井スラブがⅣ、壁底版については、

無の評価であった。また躯体からコアを採取し、

フェノールフタレイン法による中性化深さ及び

EPMA、SEM による分析を行った。  
消化槽の中性化深さは、35 年経過した場合の標

準的な中性化深さより相当浅く、EPMA による

硫黄浸透深さについてもほとんど確認されなかった。また SEM によるコア表面、中心部

においては石こう化は確認されず、硫黄の浸入は無かったと考えられる。  

３．まとめ  

①消化槽躯体内部では H２S が生成されているが、硫酸は生成されていない。  
②躯体はほぼ健全であると判断できた。 

キーワード  硫化水素、コンクリート腐食、硫酸塩還元細菌、EPMA 

表２ 躯体損傷度ランク 

 損傷状況 損傷度
鋼材の露出や破断、またはコンクリートの
断面欠損認められる場合

Ⅰ

ひび割れ、錆汁、剥離、あるいは剥落が連
続的に認められる場合

Ⅱ

ひび割れ、錆汁、剥離、あるいは剥落が部
分的に認められる場合

Ⅲ

ごく軽微なひび割れや錆汁が認められる
場合

Ⅳ

損傷が認められる場合 無

（TN-D11.2：Starkeya novel la） 
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研究課題名  名古屋市における雨天時下水放流水の消毒方法に関する調査  

研 究 期 間      平成１９年度  研 究 費 目     受託研究調査費（名古屋市）

研究担当者  遠山  晃二（研究主任）、三宅  十四日  

１．目的 

合流式下水道の整備地域では、雨天時に雨水と汚水が混合した下水の一部が雨水吐きや

ポンプ場から未処理で排出される未処理下水や簡易処理水は、放流量や水質、放流域の状

況などによっては、公共用水域の生態系、水利用者の公衆衛生に大きな影響を与えること

となる。名古屋市では、全 16 処理区のうち、12 処理区が合流式下水道（一部合流を含む）

を採用しており、放流先の公共用水域の水質及び生態系の保全、公共用水域利用者の公衆

衛生向上が求められている。  
 このような背景の下、本調査は、名古屋市における雨天時越流水の衛生学的安全性の確

認を行うとともに、効果的な消毒方法の検討を行うことを目的とする。  
２．本年度の研究成果 

（１）雨天時放流の状況 

 今回対象とした７処理場において、雨天時放流水の年間受入水量に対する割合は、直接

放流水 12％、簡易処理水 7％であった。  
 また、ファーストフラッシュを想定した雨天時放流水（直接放流水）の水質調査におい

て、大腸菌群数 104～105 個 /cm3 であり、放流水の大腸菌群数基準値「3000 個 /cm3 以下」

を越える濃度であり、場合によっては高濃度の細菌が放流されることが示唆された。  
（２）消毒性能の確認 

 消毒性能の確認のためのテーブル実験において、必要な消毒強度は表 -1 の通りであり、

二酸化塩素および臭素系消毒剤は文献値（SPIRIT21）とほぼ同等であった。一方、オゾ

ンおよび紫外線は実験規模が小さく文献値より高い消毒性能が得られた。  
 
 

表 -1 

各消毒技術に 

おける必要な 

消毒強度  
 
（３）設置スペースおよびコスト試算 

消毒装置の設置スペースは、臭素酸系消毒剤＜二酸化塩素＜紫外線＜オゾンの順で必要

面積が少なくて良いと試算された。  
建設コストの試算では、臭素酸系消毒剤＜二酸化塩素＜紫外線＜オゾンの順で安価とな

った。また、維持管理コストの試算では、紫外線＜臭素酸系消毒剤＝二酸化塩素＜オゾン

の順で安価であった。 

３．まとめと今後の課題 

雨天時放流水の大腸菌群数の測定結果より、未処理下水は、雨水によって希釈されてい

るものの、場合によっては高濃度の細菌数で排水されることが示唆された。また、放流先

河川においては、都市河川度指標が高いこと等から、対象の殆どの処理場に関して対応が

必要と考えられた。  
 消毒方法として、臭素系消毒剤、二酸化塩素、紫外線およびオゾンを比較した結果、ど

の消毒技術についても高い消毒性能が得られると考えられた。一方、コスト面等から検討

した場合、薬剤添加方式の臭素系消毒剤や二酸化塩素が安価で、スケールメリットが得ら

れることから有利であると試算された。  
 今後は、実用可能な消毒方法において、実用規模での連続実験等により、より具体的な

性能確認、建設・維持管理の留意事項の検討を行う必要がある。  

キーワード  雨天時放流水、消毒、二酸化塩素、臭素系消毒剤、オゾン、紫外線  

紫外線照射量

3～5mW･s/cm2
注入率

3～8mg/l
注入率

3～8mg/l
注入率

5～40mg/l

注入率
10～20mg/l

注入率
5～10mg/l

注入率
5～10mg/l

紫外線照射量

3～5mW･s/cm2

紫外線

大腸菌群数3000個 /cm3
を達成

するための消毒強度

オゾン消費量
10～20mg/l

大腸菌群数生残比2log（2桁消
毒）を達成するための消毒強度

オゾン消費量
10～20mg/l

二酸化塩素塩素 臭素系消毒剤 オゾン
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研究テーマ名  宍道湖流域下水道単体ディスポーザ設置に伴う影響検討調査  

研 究 期 間       平成１９年度 研 究 費 目     受託研究調査費（島根県）  

研 究 担 当 者       遠山 晃二（研究主任）、持田 雅司  

１．目的  

近年、生活様式の変化、都市における生ごみ問題の深刻化、高齢化社会の到来、海外に

おける使用実績等から、不衛生で臭いのする生ごみを迅速、簡便に処理することのできる

ディスポーザの導入に関する要請が高まりつつある。また、エネルギー資源回収の有効な

手段として、ディスポーザを利用する考え方もある。本調査は、直接下水を流入させる単

体ディスポーザによる下水道システムへの影響及びその対応策について調査し、島根県流

域下水道において単体ディスポーザ導入の可否を判断する基礎資料を得ることを目的とす

る。  
２．調査内容 

① ディスポーザ導入時のフレーム、原単位及び諸元の検討  
② 宍道湖流域下水道システムの計画及び現況の整理  
（ａ）東部処理区（ｂ）西部処理区  
③ ディスポーザ導入時の条件設定  
④ 下水道システムへの影響及びその対応策の検討  

３．調査結果  

 ディスポーザ導入に伴う影響評

価では、管きょ施設、ポンプ場施設、

終末処理場施設について検討した。

管きょ施設、ポンプ場施設について

は、下水道システム全体での影響は

少なく、終末処理場施設による影響

が大きい。終末処理場施設の各施設

ごとの影響について、表１に東部浄

化 セ ン タ ー で の 影 響 結 果 を 示 す 。

（平成３５年度、普及率 100％の場合）  

４．まとめ  

ディスポーザを導入するにあたり、処理場（東部処理区、西部処理区）、管路施設及びポ

ンプ場施設への影響について検討し、以下にその結果を示す。  
①施設機能面については、現状の流入条件、施設・設備能力等から、流域下水道の施設機

能面での影響は少ないことが確認された。ただし、汚泥設備に関しては増設が必要となる。

②経済面については、ディスポーザ導入による処理コストの増加の試算を行った結果、歳

出額で、６～７％の増加となった。ただし、歳出増加の大部分は汚泥処分のセメント原料

化委託費であり、将来委託費等の受け入れ条件が変わることで、歳出は大きく変わる可能

性がある。  
③環境面については、エネルギー消費量及び温室効果ガス排出量は増加するため、省エネ

ルギー対策やエネルギー回収の効率化が推進されることが必要である。  
④管路施設、ポンプ場施設についてはディスポーザ導入による影響は無いと考えられる。

処理場施設については、ディスポーザ普及率が高くなった場合に、施設によって運転方

法の調整が必要となるが、そのような高いディスポーザ普及率は現時点では考えにくく、

現状の施設計画から大幅な変更なくディスポーザ導入は可能であると考えられる。  

キーワード  単体ディスポーザ  

表１ ディスポーザ普及時の発生負荷量増加 

処理場流入水質 (mg/L) 

項 目 
発生負荷量 
の増加割合 

(％) 
ディスポーザー 

導入前 
ディスポーザー 
普及率 100％ 

SS 15  302  344 
BOD 24  259  318 
COD 21  143  171 
T-N 12 34.2 37.8 
T-P 13 4.65 5.20 

n-Hex 49 19.6 28.8 
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