
JS 技術開発年次報告書（平成 24 年度） 

 ２．２ 平成２４年度完了共同研究の概要 
 
平成２４年度は、８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

130 
下水道コンクリート構造物の長寿命化

に関する技術の開発 
H21～H24 ㈱ダイフレックス  

（提） 

141 

 

紫外線硬化型シートライニング工法の

防食性能に関する研究 

 

H22～H24
積水化学工業㈱ 

旭化成ジオテック㈱ 
 

（提） 

142 

 

光硬化型ＦＲＰシートライニング工法

の研究開発 

 

H22～H24
昭和電工建材㈱ 

昭和電工㈱ 
 

（提） 

149 

 

圧力式スクリュー濃縮脱水機による脱

水ケーキの低含水率と汚泥性状の変動

に対する処理安定化 

H23～H24

 

㈱石垣 

 

 

（提）

152 

放射性セシウムを含む下水汚泥処理方法

の開発  H23～H24

 

日揮㈱ 

日本エヌ･ユー･エス㈱ 

太平洋セメント㈱ 

㈱太平洋コンサルタント 

 

 

（提）

154 

低含水率脱水汚泥輸送に関する研究    
‐低動力型脱水汚泥移送ポンプの実用化‐

H23～H24
㈱西原環境 

㈱神鋼環境ソリューション 
 

（提）

155 

２液薬注による低含水率遠心脱水機の実

用化に関する開発  H23～H24 月島機械㈱  

（簡）

160 

 
効率的な曝気･攪拌システムの開発  
 

H24 前澤工業㈱  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※1 整理Ｎｏ．  ：（提）は提案型共同研究、（特）は特定共同研究を示す。無印は公募型共同研究を示す。 
※2 件名（協定名）：公募課題名に続けて、副題を－ －で囲んで付記している。  

－ 193 －

JS技術開発年次報告書（平成24年度）

平成24年度　技術開発年次報告書.indd   193 2013/11/19   15:00:40



ＪＳ技術開発年次報告書（平成２４年度） 

 

 

写真-1 塩素イオン透過量測定状況 

130 株式会社ダイフレックス 
下水道コンクリート構造物の長寿命化に関する

技術の開発 

山本 博英 

笹部 薫 

１）共同研究の目的 

高度成長期以降に大量に建設された社会資本の品質が著しく低下しており、中性化、塩害、アルカリ

シリカ反応、鉄筋の腐食等の劣化が多数認められるようになった。本研究では，コンクリート構造物の

延命化のために中性化劣化からコンクリート構造物を保護し延命化を図る材料開発を目的とする。 

 

２）共同研究の概要 

  特殊シラン系化合物とシロキサン系化合物をハイブリット化した撥水系表面含浸材をコンクリー

ト面やモルタル面に塗布し含浸させることにより、耐吸水性を発揮し、従来のシラン系材料が持ってい

た撥水性機能に加え、劣化抑制機能を併せ持った新設コンクリート構造物の中性化を抑制する表面含浸

材の開発である。 

  新設コンクリート構造物の中性化を抑制の規格値として｢表面保護工､設計管理指針｣(土木学会)を

参照し、下記の項目について検証した。 

  ・透水に対する抵抗性の検証 

  ・吸水に対する抵抗性の検証 

  ・透湿性の検証 

  ・中性化に対する抵抗性の検証 

  ・塩化物イオン浸透抵抗性の検証 

 

 

３）共同研究の成果 

本研究において得られた成果は、下記のとおりである。 

 無機塗料（含浸材）を塗布することで中性化を抑止する技術において、室内試験により中性化抑制効

果が確認出来た。性能試験結果より中性化を抑止する無機塗料（含浸材）の開発が出来たと言える。本

技術は、橋梁での長寿命化工法として全国で採用されているが、下水道施設での実績はない。 

今後、下道施設等の中性化抑制対策として、施工実績を積み重ねていくことで製品の信用性を高めて

いく必要がある。 

表-1 性能試験結果 

評価項目 グレード区分 開発材料 

性能 評価値（%） A B C 評価値 評価 

透水に対する抵抗性 透水抑制率 80 以上 80～60 60 以下 96.2% A 

吸水に対する抵抗性 吸水抑制率 80 以上 80～60 60 以下 84.0% A 

透湿性 透湿比 80 以上 80～60 60 以下 90.2% A 

中性化イオンに対する抵抗

性 
中性化抑制率 30 以上 30～10 10 以下 34.3% A 

塩化物イオンに対する抵抗

性 

塩化物イオン
浸透抑制比 80 以上 80～60 60 以下 82.4% A 

 

４）関連資料・報文等 

 ・｢表面保護工､設計管理指針｣(土木学会) 

写真-2 中性化試験状況 
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141 
積水化学工業（株） 

旭化成ジオテック（株） 

紫外線硬化型シートライニング工法の防食性

能に関する研究 

山本 博英 

島田 正夫 

 
１）共同研究の目的 

 本研究で用いる紫外線型シートライニング工法では、工場で予め強化繊維に光硬化性樹脂を含浸させ

シート状に成形したプリプレグ状態の FRP シートを使用する。FRP シートをシートと同質のプライマ

ーにより対象コンクリート表面に貼付け後に紫外線を照射することでシートが硬化し、短時間で防食被

覆層を形成できる。本工法による防食被覆層の構成を図－１に示す。本工法は、品質の安定性という工

場製作での優位点と、現場で FRP シートの切断・加工が可能で施設形状を選ばないという施工自在性

という優位点を併せ持つ工法である。 
本研究では、紫外線硬化型シートライニング工法について、その防食被覆層の防食性能を安定して確

保するための施工仕様、施工要領、施工管理の方法などを構築することを目的とした。 
 
２）共同研究の概要 

 平成 22～23 年度において、「下水道コンクリート構

造物の腐食抑制技術及び防食マニュアル（以下、「JS
防食マニュアル」という）」の定めに対して、本工法が

適用できる腐食環境、工法規格、仕様要求性能、品質

規格等の事項を整理するとともに、施工環境条件を設

定することに主眼として、条件として厳しい低温下の

シートの付着性能及び硬化性能等を確認するための試

験を実施した。また、耐酸性や硫黄浸透深さなどの品

質規格に関し、光硬化型シートライニン

グ工法に定めた規格（表－１）を満足す

ることを公的試験により確認した。 
 平成 23～24 年度にかけて総合実験棟

のエイジトロンを用いた腐食促進試験

を行い、下水腐食環境下において所定の

性能が維持されることを実証した。 
平成 24 年度には、実施工を行った 2

箇所の下水道施設（供用期間 2 年及び 4
年）において経年後の実態調査を行い、

不具合無く防食被覆層として機能して

いることを確認した。 
平成 25 年 1 月～2 月の期間には、JS

真岡技術開発実験センターの排水槽 No.6 の経年劣化した防食被覆層の補修工事を試験施工として実施

し、本工法の施工・品質管理項目を確認するとともに、防食被覆層の設計・施工上の留意事項等を取り

まとめた。 
 
３）共同研究の成果 

 JS 防食マニュアルでは、コンクリート被覆工法が塗布型ライニング工法、シートライニング工法、

耐硫酸モルタル工法の３工法に分類されている。紫外線硬化型シートライニング工法は、シートライニ

ング工法の定義「工場製作したシート状の防食被覆層をコンクリートと一体化することによりコンクリ

ートを被覆する工法」から、シートライニング工法の 1 工法と考えることもできるが、現場施工での自

在性や、紫外線照射により現場でプリプレグ状のシートが硬化して防食被覆層を形成することから、シ

ートライニング工法とは異なる特長や施工上の管理項目や留意事項が存在する。 
 本共同研究によって、本工法の工法規格及び品質規格、特長や設計・施工上の留意事項等が明らかと

なり、本工法を下水道施設の腐食環境、構造や形状に適したコンクリート防食工法の一選択肢として確

立できたものと考える。 
 
４）関連資料・報文等 

・島田ら：第 50 回下水道研究発表会講演集、（2013） 

図－１ 防食被覆層の構成 

表―１ 光硬化型シートライニング工法（一般工法名）の品質規格 

工法規格

項目 
Ｄ種 

被覆の外観 被覆にしわ、むら、はがれ、われのないこと 

ｺﾝｸﾘｰﾄとの接着性 標準状態 1.5N/mm2以上 吸水状態 1.2N/mm2以上 

耐酸性 
10%の硫酸水溶液に 60 日間浸漬しても被覆にふくれ、

われ、軟化、溶出がないこと 

シート部
10%の硫酸水溶液に120日間浸漬した時の侵入深さが設

計厚さに対して 1%以下であること 硫黄侵入

深さ 目地部 

端部 

10%の硫酸水溶液に120日間浸漬した時の侵入深さが設

計厚さに対して 1%以下であること 

耐アルカリ性 
水酸化カルシウム飽和水溶液に60日間浸漬しても被覆

にふくれ、われ、軟化、溶出がないこと 

透水性 透水量が 0.15g 以下 
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写真-1 塩素イオン透過量測定状況 

130 株式会社ダイフレックス 
下水道コンクリート構造物の長寿命化に関する

技術の開発 

山本 博英 

笹部 薫 

１）共同研究の目的 

高度成長期以降に大量に建設された社会資本の品質が著しく低下しており、中性化、塩害、アルカリ

シリカ反応、鉄筋の腐食等の劣化が多数認められるようになった。本研究では，コンクリート構造物の

延命化のために中性化劣化からコンクリート構造物を保護し延命化を図る材料開発を目的とする。 

 

２）共同研究の概要 

  特殊シラン系化合物とシロキサン系化合物をハイブリット化した撥水系表面含浸材をコンクリー

ト面やモルタル面に塗布し含浸させることにより、耐吸水性を発揮し、従来のシラン系材料が持ってい

た撥水性機能に加え、劣化抑制機能を併せ持った新設コンクリート構造物の中性化を抑制する表面含浸

材の開発である。 

  新設コンクリート構造物の中性化を抑制の規格値として｢表面保護工､設計管理指針｣(土木学会)を

参照し、下記の項目について検証した。 

  ・透水に対する抵抗性の検証 

  ・吸水に対する抵抗性の検証 

  ・透湿性の検証 

  ・中性化に対する抵抗性の検証 

  ・塩化物イオン浸透抵抗性の検証 

 

 

３）共同研究の成果 

本研究において得られた成果は、下記のとおりである。 

 無機塗料（含浸材）を塗布することで中性化を抑止する技術において、室内試験により中性化抑制効

果が確認出来た。性能試験結果より中性化を抑止する無機塗料（含浸材）の開発が出来たと言える。本

技術は、橋梁での長寿命化工法として全国で採用されているが、下水道施設での実績はない。 

今後、下道施設等の中性化抑制対策として、施工実績を積み重ねていくことで製品の信用性を高めて

いく必要がある。 

表-1 性能試験結果 

評価項目 グレード区分 開発材料 

性能 評価値（%） A B C 評価値 評価 

透水に対する抵抗性 透水抑制率 80 以上 80～60 60 以下 96.2% A 

吸水に対する抵抗性 吸水抑制率 80 以上 80～60 60 以下 84.0% A 

透湿性 透湿比 80 以上 80～60 60 以下 90.2% A 

中性化イオンに対する抵抗

性 
中性化抑制率 30 以上 30～10 10 以下 34.3% A 

塩化物イオンに対する抵抗

性 

塩化物イオン
浸透抑制比 80 以上 80～60 60 以下 82.4% A 

 

４）関連資料・報文等 

 ・｢表面保護工､設計管理指針｣(土木学会) 

写真-2 中性化試験状況 
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141 
積水化学工業（株） 

旭化成ジオテック（株） 

紫外線硬化型シートライニング工法の防食性

能に関する研究 

山本 博英 

島田 正夫 

 
１）共同研究の目的 

 本研究で用いる紫外線型シートライニング工法では、工場で予め強化繊維に光硬化性樹脂を含浸させ

シート状に成形したプリプレグ状態の FRP シートを使用する。FRP シートをシートと同質のプライマ

ーにより対象コンクリート表面に貼付け後に紫外線を照射することでシートが硬化し、短時間で防食被

覆層を形成できる。本工法による防食被覆層の構成を図－１に示す。本工法は、品質の安定性という工

場製作での優位点と、現場で FRP シートの切断・加工が可能で施設形状を選ばないという施工自在性

という優位点を併せ持つ工法である。 
本研究では、紫外線硬化型シートライニング工法について、その防食被覆層の防食性能を安定して確

保するための施工仕様、施工要領、施工管理の方法などを構築することを目的とした。 
 
２）共同研究の概要 

 平成 22～23 年度において、「下水道コンクリート構

造物の腐食抑制技術及び防食マニュアル（以下、「JS
防食マニュアル」という）」の定めに対して、本工法が

適用できる腐食環境、工法規格、仕様要求性能、品質

規格等の事項を整理するとともに、施工環境条件を設

定することに主眼として、条件として厳しい低温下の

シートの付着性能及び硬化性能等を確認するための試

験を実施した。また、耐酸性や硫黄浸透深さなどの品

質規格に関し、光硬化型シートライニン

グ工法に定めた規格（表－１）を満足す

ることを公的試験により確認した。 
 平成 23～24 年度にかけて総合実験棟

のエイジトロンを用いた腐食促進試験

を行い、下水腐食環境下において所定の

性能が維持されることを実証した。 
平成 24 年度には、実施工を行った 2

箇所の下水道施設（供用期間 2 年及び 4
年）において経年後の実態調査を行い、

不具合無く防食被覆層として機能して

いることを確認した。 
平成 25 年 1 月～2 月の期間には、JS

真岡技術開発実験センターの排水槽 No.6 の経年劣化した防食被覆層の補修工事を試験施工として実施

し、本工法の施工・品質管理項目を確認するとともに、防食被覆層の設計・施工上の留意事項等を取り

まとめた。 
 
３）共同研究の成果 

 JS 防食マニュアルでは、コンクリート被覆工法が塗布型ライニング工法、シートライニング工法、

耐硫酸モルタル工法の３工法に分類されている。紫外線硬化型シートライニング工法は、シートライニ

ング工法の定義「工場製作したシート状の防食被覆層をコンクリートと一体化することによりコンクリ

ートを被覆する工法」から、シートライニング工法の 1 工法と考えることもできるが、現場施工での自

在性や、紫外線照射により現場でプリプレグ状のシートが硬化して防食被覆層を形成することから、シ

ートライニング工法とは異なる特長や施工上の管理項目や留意事項が存在する。 
 本共同研究によって、本工法の工法規格及び品質規格、特長や設計・施工上の留意事項等が明らかと

なり、本工法を下水道施設の腐食環境、構造や形状に適したコンクリート防食工法の一選択肢として確

立できたものと考える。 
 
４）関連資料・報文等 

・島田ら：第 50 回下水道研究発表会講演集、（2013） 

図－１ 防食被覆層の構成 

表―１ 光硬化型シートライニング工法（一般工法名）の品質規格 

工法規格

項目 
Ｄ種 

被覆の外観 被覆にしわ、むら、はがれ、われのないこと 

ｺﾝｸﾘｰﾄとの接着性 標準状態 1.5N/mm2以上 吸水状態 1.2N/mm2以上 

耐酸性 
10%の硫酸水溶液に 60 日間浸漬しても被覆にふくれ、

われ、軟化、溶出がないこと 

シート部
10%の硫酸水溶液に120日間浸漬した時の侵入深さが設

計厚さに対して 1%以下であること 硫黄侵入

深さ 目地部 

端部 

10%の硫酸水溶液に120日間浸漬した時の侵入深さが設

計厚さに対して 1%以下であること 

耐アルカリ性 
水酸化カルシウム飽和水溶液に60日間浸漬しても被覆

にふくれ、われ、軟化、溶出がないこと 

透水性 透水量が 0.15g 以下 
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142 
昭和電工（株） 

昭和電工建材（株） 

光硬化型ＦＲＰシートライニング工法の研究

開発 

山本 博英 

島田 正夫 

 
１）共同研究の目的 

 本研究における光硬化型 FRP シートライニング工法とは、工場で予め強化繊維に光硬化型ビニルエ

ステル樹脂を含浸させシート状に成形したプリプレグ状態のフレキシブルな FRP シートを、シートと

同質の光硬化パテにより対象コンクリート表面に貼付け、光照射により完全硬化状態の FRP 層（防食

被覆層）を短時間でコンクリート表面に形成させるものである。本工法による防食被覆層の構成を図－

１に示す。本工法の特長は、シートが工場製品であることによる品質安定性の確保、施工現場にて FRP
シートの切断・加工が可能で施設形状を選ばないという施工自在性という２点である。 
本研究では、光硬化型 FRP シートライニング工法を対象とし、工法の施工仕様、施工要領、適用腐

食環境、品質規格、検査方法等を定めることにより、信頼性と耐久性に優れたコンクリート防食被覆工

法を提供することを目的とした。 
 
２）共同研究の概要 

 平成 22～23 年度には「下水道コンクリ

ート構造物の腐食抑制技術及び防食マニ

ュアル（以下、「JS 防食マニュアル」とい

う）」に定められている内容に対し、本工

法が適用できる腐食環境、工法規格、仕様

要求性能、品質規格等を整理し、同時に、

施工環境条件を設定することに主眼を置

き、同環境条件として厳しい低温下でのシ  図－１ 光硬化型 FRP シートライニング工法による防食被覆層 
ートの付着性能、硬化性能等を

確認するための試験を実施した。

また、本研究外で過去実施の公

的検査結果も踏まえ、耐酸性や

硫黄浸透深さなどの品質項目に

関し、光硬化型シートライニン

グ工法（一般工法名）で規格（表

－１）を定めた。 
 平成 23～24 年度には、以下

①~③を実施した。 
①エイジトロンによる腐食促進   
試験を行い、下水腐食環境下  
で所定の性能が維持されるこ  
とを実証した。 

②過去に実施工を行った 2 箇所 
の下水道施設（施工後 4 年半    表－１ 光硬化型シートライニング工法（一般工法名）の品質規格 

及び 7 年半）について経年後 
の実態調査を行い、防食被覆層として機能していることを確認した。 

③本工法の試験施工として、JS 真岡技術開発実験センターNo.7 排水槽の経年劣化した防食被覆層の補

修工事を実施、施工・品質管理項目を確認し、防食被覆層の設計・施工上の留意点等をまとめた。 
 
３）共同研究の成果 

 JS 防食マニュアルは、コンクリート被覆工法を塗布型ライニング工法、シートライニング工法、耐

硫酸モルタル工法に分類している。本工法は、「工場製作したシート状の防食被覆層をコンクリートと

一体化することによりコンクリートを被覆する」シートライニング工法の 1 工法とも考えられるが、現

場施工での自在性、現場での光照射によりプリプレグ状シートが硬化し防食被覆層を形成する点から、

既存工法とは異なる特長や施工上の管理項目や留意点がある。 
本研究では工法規格、品質規格、特長、設計・施工上の留意点等を明らかにし、本工法が下水道施設

の腐食環境、構造や形状に適した防食工法の一つの選択肢として確立できたものと考えている。 

設計腐食環境 
項目 

Ｄ種 Ｃ種 
①被覆の外観 被覆にしわ、むら、はがれ、われのないこと 
②ｺﾝｸﾘｰﾄとの

接着性 
標準状態 1.5N/mm2以上、吸水状態 1.2N/mm2以上 

③耐酸性 
10%の硫酸水溶液に 60 日間浸漬し

ても被覆にふくれ、われ、軟化、

溶出のないこと 

10%の硫酸水溶液に 45 日間浸漬し

ても被覆にふくれ、われ、軟化、

溶出のないこと 

ｼ ｰ ﾄ

部 

10%の硫酸水溶液に 120 日間浸漬

したときの硫黄侵入深さが設計厚

さに対して 1%以下であること 

10%の硫酸水溶液に 120 日間浸漬

したときの硫黄侵入深さが設計厚

さに対して 10%以下であること 
④ 
硫 黄

侵 入

深さ 目地

部 

10%の硫酸水溶液に 120 日間浸漬

したときの硫黄侵入深さが設計厚

さに対して 1%以下であること 
― 

⑤耐ｱﾙｶﾘ性 
水酸化ｶﾙｼｳﾑ飽和水溶液に 60 日間

浸漬しても被覆にふくれ、われ、

軟化、溶出のないこと 

水酸化ｶﾙｼｳﾑ飽和水溶液に 45 日間

浸漬しても被覆にふくれ、われ、

軟化、溶出のないこと 
⑥透水性 透水量が 0.15g 以下 透水量が 0.20g 以下 
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圧入式スクリュー濃縮脱水機による脱水ケーキの 

低含水率化と汚泥性状の変動に対する処理安定化 

 

山本 博英 

島田 正夫 

１）共同研究の目的 

圧入式スクリュー濃縮脱水機を用いて実際の下水処理場へ実験機を持ち込み，脱水ケーキの低含水率

化を実証し，導入時におけるランニングコストや CO2排出量の削減効果を検証するとともに，汚泥性状

の変動に対する処理の安定性を確認することを目的とした。 

２）共同研究の概要 

本脱水機の構造概要を，図-1に示す。 

本脱水機は，濃縮部と脱水部を独立し，圧入部

と組み合わせて脱水原理を再構築することで圧入

式スクリュープレス脱水機(Ⅱ型)から脱水性能の

向上を図った機種である。また，高濃度化した凝

集汚泥に無機凝集剤が添加できる構造のため，更

なる脱水性能の向上が期待できる。 

本共同研究は，平成 23 年度から平成 24 年度末にかけてスクリーン径φ500 ㎜の実機を常設して季節

ごとに実験を行い，またスクリーン径φ300 ㎜の実験機を数か所の下水処理場に持ち込み，夏季と冬季

に加え，秋季，もしくは春季に実験をして脱水性能の確認を行った。 

低含水率化実験の目標値は，JS 標準仕様書(平成 24 年度版)のⅡ型スクリュープレスの性能表から対

象汚泥ごとに高分子凝集剤 1液調質で｢-4～-6｣ポイント，高分子･無機凝集剤 2液調質で｢-5～-10｣ポイ

ントのケーキ含水率を設定して実証実験を実施した。導入効果は，混合生汚泥と嫌気性消化汚泥に関し

て脱水ケーキの場外処分と焼却処分ごとでⅡ型スクリュープレスを比較対象にランニングコスト，CO2

排出量を試算した。なお，実証実験の対象汚泥は，混合生汚泥(重力濃縮，機械濃縮)，嫌気性消化汚泥

(機械濃縮)，OD 法余剰汚泥および全量余剰汚泥(重力濃縮/初期対応，機械濃縮/高度処理)である。 

また，処理安定化実験は，既設脱水機でⅠ型・Ⅱ型スクリュープレスが稼働している下水処理場に実

験機を持ち込み，比較実験を行った。この時の対象汚泥は，長期貯留汚泥および嫌気性消化の高 VTS 汚

泥である。 

３）共同研究の成果 

① 低含水率化実験 

・全ての汚泥において季節によらずケーキ含水率の目標値を満足できることを確認した。 

・導入効果は，脱水ケーキの低含水率化が可能なため，脱水ケーキの場外処分でランニングコストを

20％程度低減でき，CO2 排出量も少なかった。また，脱水ケーキの焼却処分でランニングコストが

30％程度削減でき，CO2排出量が 50％程度削減する結果となった。 

② 処理安定化実験 

・長期貯留汚泥の場合，既設脱水機のケーキ含水率が 5ポイント程度の変動に対して本脱水機が 2ポ

イント以内と安定することを確認した。 

・嫌気性消化の高 VTS 汚泥の場合，既設脱水機と同等薬注条件下で同処理量のときケーキ含水率が 4

ポイント低減し，同ケーキ含水率で処理量が 2倍程度向上する結果を得た。 
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光硬化型ＦＲＰシートライニング工法の研究

開発 

山本 博英 

島田 正夫 

 
１）共同研究の目的 

 本研究における光硬化型 FRP シートライニング工法とは、工場で予め強化繊維に光硬化型ビニルエ

ステル樹脂を含浸させシート状に成形したプリプレグ状態のフレキシブルな FRP シートを、シートと

同質の光硬化パテにより対象コンクリート表面に貼付け、光照射により完全硬化状態の FRP 層（防食

被覆層）を短時間でコンクリート表面に形成させるものである。本工法による防食被覆層の構成を図－

１に示す。本工法の特長は、シートが工場製品であることによる品質安定性の確保、施工現場にて FRP
シートの切断・加工が可能で施設形状を選ばないという施工自在性という２点である。 
本研究では、光硬化型 FRP シートライニング工法を対象とし、工法の施工仕様、施工要領、適用腐

食環境、品質規格、検査方法等を定めることにより、信頼性と耐久性に優れたコンクリート防食被覆工

法を提供することを目的とした。 
 
２）共同研究の概要 

 平成 22～23 年度には「下水道コンクリ

ート構造物の腐食抑制技術及び防食マニ

ュアル（以下、「JS 防食マニュアル」とい

う）」に定められている内容に対し、本工

法が適用できる腐食環境、工法規格、仕様

要求性能、品質規格等を整理し、同時に、

施工環境条件を設定することに主眼を置

き、同環境条件として厳しい低温下でのシ  図－１ 光硬化型 FRP シートライニング工法による防食被覆層 
ートの付着性能、硬化性能等を

確認するための試験を実施した。

また、本研究外で過去実施の公

的検査結果も踏まえ、耐酸性や

硫黄浸透深さなどの品質項目に

関し、光硬化型シートライニン

グ工法（一般工法名）で規格（表

－１）を定めた。 
 平成 23～24 年度には、以下

①~③を実施した。 
①エイジトロンによる腐食促進   
試験を行い、下水腐食環境下  
で所定の性能が維持されるこ  
とを実証した。 

②過去に実施工を行った 2 箇所 
の下水道施設（施工後 4 年半    表－１ 光硬化型シートライニング工法（一般工法名）の品質規格 

及び 7 年半）について経年後 
の実態調査を行い、防食被覆層として機能していることを確認した。 

③本工法の試験施工として、JS 真岡技術開発実験センターNo.7 排水槽の経年劣化した防食被覆層の補

修工事を実施、施工・品質管理項目を確認し、防食被覆層の設計・施工上の留意点等をまとめた。 
 
３）共同研究の成果 

 JS 防食マニュアルは、コンクリート被覆工法を塗布型ライニング工法、シートライニング工法、耐

硫酸モルタル工法に分類している。本工法は、「工場製作したシート状の防食被覆層をコンクリートと

一体化することによりコンクリートを被覆する」シートライニング工法の 1 工法とも考えられるが、現

場施工での自在性、現場での光照射によりプリプレグ状シートが硬化し防食被覆層を形成する点から、

既存工法とは異なる特長や施工上の管理項目や留意点がある。 
本研究では工法規格、品質規格、特長、設計・施工上の留意点等を明らかにし、本工法が下水道施設

の腐食環境、構造や形状に適した防食工法の一つの選択肢として確立できたものと考えている。 

設計腐食環境 
項目 

Ｄ種 Ｃ種 
①被覆の外観 被覆にしわ、むら、はがれ、われのないこと 
②ｺﾝｸﾘｰﾄとの

接着性 
標準状態 1.5N/mm2以上、吸水状態 1.2N/mm2以上 

③耐酸性 
10%の硫酸水溶液に 60 日間浸漬し

ても被覆にふくれ、われ、軟化、

溶出のないこと 

10%の硫酸水溶液に 45 日間浸漬し

ても被覆にふくれ、われ、軟化、

溶出のないこと 

ｼ ｰ ﾄ

部 

10%の硫酸水溶液に 120 日間浸漬

したときの硫黄侵入深さが設計厚

さに対して 1%以下であること 

10%の硫酸水溶液に 120 日間浸漬

したときの硫黄侵入深さが設計厚

さに対して 10%以下であること 
④ 
硫 黄

侵 入

深さ 目地

部 

10%の硫酸水溶液に 120 日間浸漬

したときの硫黄侵入深さが設計厚

さに対して 1%以下であること 
― 

⑤耐ｱﾙｶﾘ性 
水酸化ｶﾙｼｳﾑ飽和水溶液に 60 日間

浸漬しても被覆にふくれ、われ、

軟化、溶出のないこと 

水酸化ｶﾙｼｳﾑ飽和水溶液に 45 日間

浸漬しても被覆にふくれ、われ、

軟化、溶出のないこと 
⑥透水性 透水量が 0.15g 以下 透水量が 0.20g 以下 
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圧入式スクリュー濃縮脱水機による脱水ケーキの 

低含水率化と汚泥性状の変動に対する処理安定化 

 

山本 博英 

島田 正夫 

１）共同研究の目的 

圧入式スクリュー濃縮脱水機を用いて実際の下水処理場へ実験機を持ち込み，脱水ケーキの低含水率

化を実証し，導入時におけるランニングコストや CO2排出量の削減効果を検証するとともに，汚泥性状

の変動に対する処理の安定性を確認することを目的とした。 

２）共同研究の概要 

本脱水機の構造概要を，図-1に示す。 

本脱水機は，濃縮部と脱水部を独立し，圧入部

と組み合わせて脱水原理を再構築することで圧入

式スクリュープレス脱水機(Ⅱ型)から脱水性能の

向上を図った機種である。また，高濃度化した凝

集汚泥に無機凝集剤が添加できる構造のため，更

なる脱水性能の向上が期待できる。 

本共同研究は，平成 23 年度から平成 24 年度末にかけてスクリーン径φ500 ㎜の実機を常設して季節

ごとに実験を行い，またスクリーン径φ300 ㎜の実験機を数か所の下水処理場に持ち込み，夏季と冬季

に加え，秋季，もしくは春季に実験をして脱水性能の確認を行った。 

低含水率化実験の目標値は，JS 標準仕様書(平成 24 年度版)のⅡ型スクリュープレスの性能表から対

象汚泥ごとに高分子凝集剤 1液調質で｢-4～-6｣ポイント，高分子･無機凝集剤 2液調質で｢-5～-10｣ポイ

ントのケーキ含水率を設定して実証実験を実施した。導入効果は，混合生汚泥と嫌気性消化汚泥に関し

て脱水ケーキの場外処分と焼却処分ごとでⅡ型スクリュープレスを比較対象にランニングコスト，CO2

排出量を試算した。なお，実証実験の対象汚泥は，混合生汚泥(重力濃縮，機械濃縮)，嫌気性消化汚泥

(機械濃縮)，OD 法余剰汚泥および全量余剰汚泥(重力濃縮/初期対応，機械濃縮/高度処理)である。 

また，処理安定化実験は，既設脱水機でⅠ型・Ⅱ型スクリュープレスが稼働している下水処理場に実

験機を持ち込み，比較実験を行った。この時の対象汚泥は，長期貯留汚泥および嫌気性消化の高 VTS 汚

泥である。 

３）共同研究の成果 

① 低含水率化実験 

・全ての汚泥において季節によらずケーキ含水率の目標値を満足できることを確認した。 

・導入効果は，脱水ケーキの低含水率化が可能なため，脱水ケーキの場外処分でランニングコストを

20％程度低減でき，CO2 排出量も少なかった。また，脱水ケーキの焼却処分でランニングコストが

30％程度削減でき，CO2排出量が 50％程度削減する結果となった。 

② 処理安定化実験 

・長期貯留汚泥の場合，既設脱水機のケーキ含水率が 5ポイント程度の変動に対して本脱水機が 2ポ

イント以内と安定することを確認した。 

・嫌気性消化の高 VTS 汚泥の場合，既設脱水機と同等薬注条件下で同処理量のときケーキ含水率が 4

ポイント低減し，同ケーキ含水率で処理量が 2倍程度向上する結果を得た。 
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日揮(株)、日本エヌ・

ユー・エス(株)、太平

洋セメント(株)、(株)

太平洋コンサルタント 

放射性セシウムを含む下水汚泥処理方式の開発 
山本 博英 

宮内 千里 

１）共同研究の目的 

放射性 Cs を含む下水汚泥焼却灰から Cs
を分離回収し、Cs 濃度を低減化させた焼却

灰（以下、浄化処理物と呼ぶ）の再利用ま

たは簡便な処分方法の検討を目的とし、以

下の項目について共同研究を行った。 
① 処理困難となっている下水汚泥、汚泥

焼却灰の Cs 濃度及び発生量の調査 
② 放射性セシウムの分離回収の実験 
③ 浄化処理物の再利用・処分方法の検討 

２）実験の概要 

5 万 Bq/kg の焼却灰 16kg に高性能反応

促進剤を混合し、1300℃の熱処理すること

で、25Bq/kg 未満の浄化処理物 38kg と、35～49 万 Bq/kg の濃縮 Cs 塩に分離

することが出来た。 
３）共同研究の成果 

① 下水汚泥、汚泥焼却灰の Cs 濃度及び発生量の調査（H23.12.16 時点） 
8,000Bq/kg 超の脱水汚泥は 5,483t で、全て福島県内であった。

8,000Bq/kg 超の焼却灰は埋立を行っている東京都以外に 5,683t あり、７

県に分散していた。本方式は、設備面制約から焼却灰あたり数百 t/日を最

小規模と考えているため、下水汚泥焼却灰単独ではなく、除染土壌等を含めた Cs 分離回収事業向

けになることが確認された。 
② 放射性セシウムの分離回収の実験 
  焼却灰中の Cs を 99.9%以上分離回収できることを確認した。 
③ 浄化処理物の再利用・処分方法の検討 
  浄化処理物の利用方法としては、土壌改良材、人工骨材、路盤材、アスファルト合材、コンクリ

ート二次製品、セメント原料などが考えられる。環告 46 号溶出試験を行った所、実証試験で得られ

た浄化処理物は土壌環境基準を満足していたが、ラボ試験で非汚染物を用いて製造した模擬浄化処理

物においては、高性能反応促進剤の添加量によっては、６価クロムの溶出量が基準値を超過する場合

があった。高性能反応促進剤の添加量の最適化、溶出抑制剤の添加により土壌環境基準を満足するこ

とを確認している。 

４）関連資料・報文等 

 ・下水汚泥焼却灰からの Cs 分離回収実証試験、第 49 回 下水道研究発表会講演集、宮内千里、山

本博英、後藤菊次、黒田康宏、山下洋正、久岡夏樹、P442-444 
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154 
（株）西原環境 

（株）神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ 

低含水率脱水汚泥輸送に関する研究 

（低動力型脱水汚泥移送ポンプの実用化） 

山本博英 

宮内千里 

１）共同研究の目的 

本研究は、機内二液調質型遠心脱水機から排出される低含水率脱水汚泥に対する一軸ねじ式ポンプの

輸送特性の検証を目的とした。 

２）共同研究の概要 

研究に使用した一軸ねじ式ポンプは、研究者が国内で OEM 製品として扱うシーペックス社製（独）

であり、移送先がホッパなどで厳密な定量性を必要としない場合のフィーダが不要な型式（フィーダ無）

（図-1）と移送先が乾燥機・焼却炉などで定量性をより重視する必要がある場合に適した型式（フィー

ダ付）（図-2）の 2 機種について以下の検証・調査を

実施した。 

 低含水率脱水汚泥の輸送特性の検証 

 一般的な含水率脱水汚泥の輸送特性の検証 

 各汚泥性状（消化汚泥、混合生汚泥）への適応

性の検証 

 輸送配管材質による輸送特性調査 

 滑剤注入時の輸送特性調査 

 メンテナンス性に関する検証・調査 

３）共同研究の成果 

低含水率脱水汚泥に対する一軸ねじ式ポンプの輸送特性などについて以下の成果が得られた。 

① 含水率 70%程度の低含水率脱水汚泥に対しても移送が可能であり（写真-1、2）、脱水汚泥のポン

プ移送における低動力化、省スペース化、省コスト化が期待できる。 

② 消化脱水汚泥は、混合生脱水汚泥と比較し、移送配管圧力損失がやや大きいが、移送する汚泥性

状（汚泥種類、含水率）に適切な移送管の設計（管径、距離）や滑剤の注入を考慮すれば、確実

な輸送が可能であることを確認できた。 

③ 滑剤の注入は、1～2%程度の注入率であれば、脱水汚泥含水率に与える影響は極めて小さく、低含

水率脱水汚泥の移送効率改善に有効な手段であることがわかった。 

４）関連資料・報文等 

 宮内ら：第 48 回下水道研究発表会講演集，p.875-877（2011） 

 菊川ら：第 50 回下水道研究発表会講演集，（2013），投稿中 
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図-1 研究機（フィーダ無） 

乾燥機
焼却炉
など

脱水機
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写真-1 消化脱水汚泥移送時（含水率 70%） 

 
写真-2 混合生脱水汚泥移送時（含水率 70%）
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日揮(株)、日本エヌ・

ユー・エス(株)、太平

洋セメント(株)、(株)

太平洋コンサルタント 

放射性セシウムを含む下水汚泥処理方式の開発 
山本 博英 

宮内 千里 

１）共同研究の目的 

放射性 Cs を含む下水汚泥焼却灰から Cs
を分離回収し、Cs 濃度を低減化させた焼却

灰（以下、浄化処理物と呼ぶ）の再利用ま

たは簡便な処分方法の検討を目的とし、以

下の項目について共同研究を行った。 
① 処理困難となっている下水汚泥、汚泥

焼却灰の Cs 濃度及び発生量の調査 
② 放射性セシウムの分離回収の実験 
③ 浄化処理物の再利用・処分方法の検討 

２）実験の概要 
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促進剤を混合し、1300℃の熱処理すること

で、25Bq/kg 未満の浄化処理物 38kg と、35～49 万 Bq/kg の濃縮 Cs 塩に分離

することが出来た。 
３）共同研究の成果 

① 下水汚泥、汚泥焼却灰の Cs 濃度及び発生量の調査（H23.12.16 時点） 
8,000Bq/kg 超の脱水汚泥は 5,483t で、全て福島県内であった。

8,000Bq/kg 超の焼却灰は埋立を行っている東京都以外に 5,683t あり、７

県に分散していた。本方式は、設備面制約から焼却灰あたり数百 t/日を最

小規模と考えているため、下水汚泥焼却灰単独ではなく、除染土壌等を含めた Cs 分離回収事業向

けになることが確認された。 
② 放射性セシウムの分離回収の実験 
  焼却灰中の Cs を 99.9%以上分離回収できることを確認した。 
③ 浄化処理物の再利用・処分方法の検討 
  浄化処理物の利用方法としては、土壌改良材、人工骨材、路盤材、アスファルト合材、コンクリ

ート二次製品、セメント原料などが考えられる。環告 46 号溶出試験を行った所、実証試験で得られ

た浄化処理物は土壌環境基準を満足していたが、ラボ試験で非汚染物を用いて製造した模擬浄化処理

物においては、高性能反応促進剤の添加量によっては、６価クロムの溶出量が基準値を超過する場合

があった。高性能反応促進剤の添加量の最適化、溶出抑制剤の添加により土壌環境基準を満足するこ

とを確認している。 

４）関連資料・報文等 

 ・下水汚泥焼却灰からの Cs 分離回収実証試験、第 49 回 下水道研究発表会講演集、宮内千里、山
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（株）神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ 

低含水率脱水汚泥輸送に関する研究 

（低動力型脱水汚泥移送ポンプの実用化） 

山本博英 

宮内千里 
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本研究は、機内二液調質型遠心脱水機から排出される低含水率脱水汚泥に対する一軸ねじ式ポンプの

輸送特性の検証を目的とした。 
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３）共同研究の成果 
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な輸送が可能であることを確認できた。 
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写真-1 消化脱水汚泥移送時（含水率 70%） 

 
写真-2 混合生脱水汚泥移送時（含水率 70%）
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155 月島機械株式会社 
２液薬注による低含水率遠心脱水機の実用化に

関する研究 

山本 博英 

宮内 千里 

１）共同研究の目的 

ポリ硫酸第二鉄の機内薬注による以下の項目を検討することを目的とする。 

① 脱水性能への影響 

② 後段設備（脱水ケーキ移送・貯留・乾燥・焼却設備）への影響 

 

２）共同研究の概要 

従来の二液薬注法では給泥配管中でポリ硫酸第二鉄

を注入していたが、機内二液薬注法はポリ硫酸第二

鉄を脱水過程のケーキ層に注入する方法である。従来

の二液薬注法と比較して大幅な含水率の低減が可能で

ある。対象汚泥は消化汚泥および混合汚泥とした。 

 

３）共同研究の成果 

①脱水性能への影響 

一液調質と比較して消化汚泥では 9pt、混合汚泥では 4pt の大幅な含水率低減効果を確認し、目

標の脱水性能を達成した。 
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図-2 機内二液薬注による効果 

②焼却設備への影響 

脱水ケーキ性状を分析した結果、一液調質の場合と比較して硫黄濃度が 2～3 倍高い傾向にあっ

た。焼却した際に SOx発生量が増加する可能性が示唆された。発熱量に大きな差は見られなかった。 

③貯留設備への影響 

 一液調質と比較して、脱水ケーキの安息角やかさ比重に大きな差は見られず、貯留設備への影響

はないと考えられた。 

４）関連資料・報文等 

 ・低動力型高効率遠心脱水機による脱水汚泥含水率の低減に関する検討、第 49 回 下水道研究発表

会講演集、飯野洸、小川重治、佐藤剛、P1075-1077 

図-1 機内二液薬注方式の構造 
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160 前澤工業㈱ 効率的な曝気・撹拌システムの開発 
橋本 敏一 

若山 正憲 

１）共同研究の目的 

本共同研究では、嫌気・好気両用槽における効率的な曝気・撹拌システムの開発を目的とした。直結

型撹拌機とメンブレン式散気装置の組合せにより嫌気・好気の交互運転および小風量曝気時の撹拌機併

用による微好気運転を可能なシステムを目指し、清水実験によるデータの収集を行った。従来、嫌気・

好気両用槽で用いられている機械式曝気装置(水中エアレーター)の 50％以下の消費電力を目指し、底部

平均流速 10cm/sec 以上を確保するための曝気動力効率 3.0kg-O2/kWh、ならびに、底部平均流速

0.1m/sec を確保するための撹拌動力密度 3W/m3を目標とした。 

２）共同研究の概要 

日本下水道事業団技術開発実験センター内の多目的実験用水槽を用いて、清水実験を行って、撹拌動

力密度および曝気動力効率について検討した。撹拌動力密度は清水実験で得られたデータのほか、流体

シミュレーションソフトを用いた流体解析により、反応タンクの縦横比を変えた場合についても検討を

行った。曝気動力効率については、複数の散気装置を用いた清水実験より得られた総括酸度移動容量係

数とブロワの計算軸動力から算出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）共同研究の成果 

縦横比 1：1 の水槽（有効容量 186.6m3、水深 5.3ｍ）で、清水による撹拌実験を行った結果、底部平

均流速 10cm/sec を満足する撹拌動力密度は 2.32W/m3であり開発目標の 3W/m3を満足した。また、縦

横比 1：1.5（有効容量 270m3、6ｍW×9ｍL×5ｍH）の水槽をモデルとした流体解析結果より、底部

平均流速 10cm/sec を満足する撹拌動力密度は 2.47W/m3となった。これより、縦横比 1：1.5 以下の水

槽においても 3W/m3を満足することが確認された。 
散気装置は 4 タイプ（パネル型、プレート型、ディスク型、ロール型）について性能確認を行った。

硝化促進運転を考慮した通気風量 40 m3/m2・hr において曝気動力効率で評価した結果、ディスク型が

もっとも高く、3.92 kg-O2/kWh となった。プレート型で 3.67 kg-O2/kWh 、パネル型で 3.58kg-O2/kWh
と同等の曝気動力効率となることが確認された。ロール型は 3.07-kgO2/kWh であり、全ての散気装置

において、曝気動力効率は 3.0 kgO2/kWh 以上となり、開発目標を満足する結果となった。 

y = 0.0348x2 - 0.302x + 1.8626
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写真-1 撹拌機設置状況 
図-1 底部平均流速と撹拌動力密度（清水実験結果）

2.32W/m3 

－ 200 －

JS技術開発年次報告書（平成24年度）

平成24年度　技術開発年次報告書.indd   200 2013/11/19   15:01:19



ＪＳ技術開発年次報告書（平成 24 年度） 

 

 

155 月島機械株式会社 
２液薬注による低含水率遠心脱水機の実用化に

関する研究 

山本 博英 

宮内 千里 

１）共同研究の目的 

ポリ硫酸第二鉄の機内薬注による以下の項目を検討することを目的とする。 

① 脱水性能への影響 

② 後段設備（脱水ケーキ移送・貯留・乾燥・焼却設備）への影響 

 

２）共同研究の概要 

従来の二液薬注法では給泥配管中でポリ硫酸第二鉄

を注入していたが、機内二液薬注法はポリ硫酸第二

鉄を脱水過程のケーキ層に注入する方法である。従来

の二液薬注法と比較して大幅な含水率の低減が可能で

ある。対象汚泥は消化汚泥および混合汚泥とした。 

 

３）共同研究の成果 

①脱水性能への影響 

一液調質と比較して消化汚泥では 9pt、混合汚泥では 4pt の大幅な含水率低減効果を確認し、目

標の脱水性能を達成した。 
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図-2 機内二液薬注による効果 

②焼却設備への影響 

脱水ケーキ性状を分析した結果、一液調質の場合と比較して硫黄濃度が 2～3 倍高い傾向にあっ

た。焼却した際に SOx発生量が増加する可能性が示唆された。発熱量に大きな差は見られなかった。 

③貯留設備への影響 

 一液調質と比較して、脱水ケーキの安息角やかさ比重に大きな差は見られず、貯留設備への影響

はないと考えられた。 

４）関連資料・報文等 

 ・低動力型高効率遠心脱水機による脱水汚泥含水率の低減に関する検討、第 49 回 下水道研究発表

会講演集、飯野洸、小川重治、佐藤剛、P1075-1077 

図-1 機内二液薬注方式の構造 
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160 前澤工業㈱ 効率的な曝気・撹拌システムの開発 
橋本 敏一 

若山 正憲 

１）共同研究の目的 

本共同研究では、嫌気・好気両用槽における効率的な曝気・撹拌システムの開発を目的とした。直結

型撹拌機とメンブレン式散気装置の組合せにより嫌気・好気の交互運転および小風量曝気時の撹拌機併

用による微好気運転を可能なシステムを目指し、清水実験によるデータの収集を行った。従来、嫌気・

好気両用槽で用いられている機械式曝気装置(水中エアレーター)の 50％以下の消費電力を目指し、底部

平均流速 10cm/sec 以上を確保するための曝気動力効率 3.0kg-O2/kWh、ならびに、底部平均流速

0.1m/sec を確保するための撹拌動力密度 3W/m3を目標とした。 

２）共同研究の概要 

日本下水道事業団技術開発実験センター内の多目的実験用水槽を用いて、清水実験を行って、撹拌動

力密度および曝気動力効率について検討した。撹拌動力密度は清水実験で得られたデータのほか、流体

シミュレーションソフトを用いた流体解析により、反応タンクの縦横比を変えた場合についても検討を

行った。曝気動力効率については、複数の散気装置を用いた清水実験より得られた総括酸度移動容量係

数とブロワの計算軸動力から算出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）共同研究の成果 

縦横比 1：1 の水槽（有効容量 186.6m3、水深 5.3ｍ）で、清水による撹拌実験を行った結果、底部平

均流速 10cm/sec を満足する撹拌動力密度は 2.32W/m3であり開発目標の 3W/m3を満足した。また、縦

横比 1：1.5（有効容量 270m3、6ｍW×9ｍL×5ｍH）の水槽をモデルとした流体解析結果より、底部

平均流速 10cm/sec を満足する撹拌動力密度は 2.47W/m3となった。これより、縦横比 1：1.5 以下の水

槽においても 3W/m3を満足することが確認された。 
散気装置は 4 タイプ（パネル型、プレート型、ディスク型、ロール型）について性能確認を行った。

硝化促進運転を考慮した通気風量 40 m3/m2・hr において曝気動力効率で評価した結果、ディスク型が

もっとも高く、3.92 kg-O2/kWh となった。プレート型で 3.67 kg-O2/kWh 、パネル型で 3.58kg-O2/kWh
と同等の曝気動力効率となることが確認された。ロール型は 3.07-kgO2/kWh であり、全ての散気装置

において、曝気動力効率は 3.0 kgO2/kWh 以上となり、開発目標を満足する結果となった。 

y = 0.0348x2 - 0.302x + 1.8626

R2 = 0.9858
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写真-1 撹拌機設置状況 
図-1 底部平均流速と撹拌動力密度（清水実験結果）
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