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２．共同研究 
 ２．１ 平成２５年度共同研究実施状況 

整理

№※1 
研究名称  

研究 

期間 
研究目的 

研究 

担当者 
共同研究者 

126 自己造粒微生物を利用した 
下水処理技術の開発 

H20～H25 

嫌気性自己造粒微生物（グラニュール）を

用いた嫌気リアクタと好気処理の組合せによ

り、消費エネルギーの低減と汚泥発生量低減

を実現する下水処理プロセスの開発・検証・

評価を行う。 

橋本敏一 

古澤和樹 

笹部 薫 

株式会社東芝 

132 下水道コンクリート構造物の

長寿命化に関する技術 H21～H25 下水道コンクリート構造物のオゾンによる

劣化防止技術の開発を行う。 

山本博英 

島田正夫 
日本ジッコウ株式会社 

136 

下水道処理システムにおける

有用資源回収技術の開発 
－機能性粒子を用いた吸着剤

によるリン回収技術の開発－ 

H21～H25 
リンを選択的に吸着する使い切りタイプの

吸着剤を用いたリン回収技術の開発・実用化

を行う。 

橋本敏一 

笹部 薫 

古澤和樹 

株式会社東芝 

(提) 
137 

温室効果ガス排出削減を目的

とした循環型多層焼却炉の開

発 
H21～H25 

N2Oの削減及び燃料消費量削減により、下

水汚泥処理工程における温室効果ガス削減を

目的として、省エネルギー型温室効果ガス排

出抑制技術として、「循環型多層焼却炉」の開

発を行う。 

山本博英 

宮内千里 
メタウォーター株式会社 

(特) 
146 

膜分離活性汚泥法（MBR）に

おける活性汚泥微生物群集 

構造と機能の解析 

H22～H25 

T-RFLP法、Biolog法などの手法を用いて、

MBRの活性汚泥中における微生物群集の構

造と機能を明らかにし、MBRの効率的な運転

管理手法の検討等に資することを目的とす

る。 

橋本敏一 

山下喬子 

糸川浩紀 

国立大学法人大阪大学大学院

工学研究科 

(提) 
150 

悪臭バリアフィルムによる下

水汚泥の無臭燃料化技術の開

発 
H23～H26 中小規模処理場向けの下水汚泥固形燃料化

システムの開発。 

山本博英 

三宅十四日 

宮内千里 

メタウォーター株式会社 
 

(提) 
153 

管状UF膜を用いた槽外型

MBRの開発 H23～H26 循環式硝化脱窒法と管状UF膜の組み合わ

せによる新しい水処理技術の構築を目指す。 

橋本敏一 

辻 幸志 

糸川浩紀 

積水化学工業株式会社 

(特) 
156 

 

固定床型アナモックスプロセ

スによる高効率窒素除去技術 
H24～H26 

国土交通省の下水道革新的技術実証事業

（B-DASHプロジェクト）として採用された

「固定床型アナモックスプロセスによる高効

率窒素除去技術に関する技術実証事業」を遂

行すると共に、実証事業の終了後も継続して

長期の連続運転を行い各種データを取得する

ことにより、対象技術の適用性を実証する。 

橋本敏一 

糸川浩紀 

古澤和樹 

熊本市上下水道局 

株式会社タクマ 

                                                   
※1 (提)：提案型共同研究、(簡)：簡易提案型共同研究、(特)：特定共同研究、無印：公募型共同研究。 
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整理

№※1 研究名称  
研究 

期間 
研究目的 

研究 

担当者 
共同研究者 

(提) 
157 

膜分離活性汚泥法における膜

のコーティング処理によるフ

ァウリング抑制技術の開発 
H24～H26 

MBRで使用される膜を、親水性高分子材料

（MPCポリマー）を用いてコーティング処理

することにより、ファウリングを抑制する技

術を開発し、コスト削減効果を検証すると同

時に、当該技術を用いたMBRの運転管理手法

を検討する。 

橋本敏一 

山下喬子 

糸川浩紀 

日油株式会社 

(特) 
158 

膜分離活性汚泥法の既設改築

適用時の課題に関する調査研

究 
H24～H25 

中大規模下水処理場の改築更新への適用が

期待されるMBRについて、反応タンクの形状

や排除方式（合流式）等、既設の中大規模下

水処理場特有の制約条件による影響やその対

応に関する調査・検証を行うとともに、MBR
の更なる省エネルギー化の検討を行うことに

より、今後のMBRの普及拡大に資することを

目的とする。 

橋本敏一 

糸川浩紀 

山下喬子 

堺市 
株式会社クボタ 

161 

膜分離活性汚泥法の導入促進

に向けた技術開発 
－PTFE製中空糸膜を用いた

MBRの省エネルギー化に関

する研究－ 

H24～H26 

PTFE製中空糸膜モジュールを用いること

により、消費電力が0.4kWh/m3以下で運転の

行えるMBRを開発し、更なる省エネルギー化

を実現する。 

橋本敏一 

糸川浩紀 

山下喬子 

前澤工業株式会社 
住友電気工業株式会社 

162 

膜分離活性汚泥法の導入促進

に向けた技術開発 

－セラミック平膜を用いた浸

漬型MBRの省エネルギー

化・合流対応の研究－ 

H24～H26 

セラミック平膜を用いた浸漬型MBRを合

流式下水道施設へ導入するための運転条件等

の構築、およびセラミック平膜を用いた浸漬

型MBRで消費電力量0.4kWh/m3以下となる

技術の開発を行う。 

橋本敏一 

糸川浩紀 

山下喬子 

飯能市 

株式会社明電舎 

163 

膜分離活性汚泥法の導入促進

に向けた技術開発 
－新規平膜と機械的洗浄方法

を用いた省エネルギー型

MBRの研究－ 

H24～H26 

MBRにおいて、新規平膜の国内下水への適

用性を検証すると共に、膜洗浄に機械的洗浄

を用いることにより運転時の消費電力の削減

およびFluxの安定化を実現する。 

橋本敏一 

糸川浩紀 

山下喬子 

ダイセン・メンブレン・ 
システムズ株式会社 

164 
 

膜分離活性汚泥法の導入促進

に向けた技術開発 
－新規細径PVDF膜を用いた

MBRの省エネルギー・合流対

応の研究－ 

H24～H26 

省エネルギー型のMBR用膜モジュールの

安定運転技術、および合流式下水処理場にお

けるMBRのピークフラックス対応技術の開

発を行う。 

橋本敏一 

糸川浩紀 

山下喬子 

三菱レイヨン株式会社 

水ing株式会社 
三菱化工機株式会社 
日本錬水株式会社 

165 

膜分離活性汚泥法の導入促進

に向けた技術開発 
－新規膜洗浄機構を用いた省

エネルギー型MBRの開発－ 

H24～H26 
新規膜洗浄機構を用いることにより、消費

電力として0.4kWh/m3以下で処理可能な浸漬

型MBRシステムを構築する。 

橋本敏一 

糸川浩紀 

山下喬子 

JFEエンジニアリング 
株式会社 

(提) 
166 常温低燃費乾燥機の開発 H24～H26 

二液脱水汚泥を主な対象とし、常温乾燥に

より燃料使用量を低減した乾燥機を開発す

る。 

山本博英 

三宅十四日 

宮内千里 

メタウォーター株式会社 

 

                                                   
※1 (提)：提案型共同研究、(簡)：簡易提案型共同研究、(特)：特定共同研究、無印：公募型共同研究。 
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整理

№※1 研究名称  
研究 

期間 
研究目的 

研究 

担当者 
共同研究者 

(簡) 
167 

反応槽内における効率的なエ

アレーションシステムの開発 H25 散気装置と攪拌機の併用による省エネ型の

エアレーションシステムの開発。 

橋本敏一 

笹部 薫 
三鈴工業株式会社 

168 
ひも状ろ材を用いた下水処理

技術（スイムベッドプロセス）

の開発 

H24～H26 

ひも状ろ材（スイムベッド）を接触酸化法

に用いることにより、標準活性汚泥法の1.5～
2倍の流入負荷条件に対して、標準活性汚泥法

と同等の処理水質を達成可能な下水処理技術

（スイムベッドプロセス）の開発を目的とす

る。 

橋本敏一 

古澤和樹 

笹部 薫 

株式会社西原環境 

(提) 
169 

高速凝集沈殿法及び膜分離活

性汚泥法を用いた災害時応急

復旧処理技術の開発 
H24～26 

既存の合流改善技術の一つである高速凝集

沈殿法と既存の小規模向け高度処理技術の一

つである膜分離活性汚泥法の簡素化につい

て、システムの簡素化等を行うとともに、こ

れらを組み合わせることにより、災害時の段

階的な応急復旧処理に対応した下水処理技術

の開発を目的とする。 

さらに、プレハブ式オキシデーションディ

ッチ法（POD）の更新工事期間中の仮設処理

への本開発技術の適用手法の確立を目的とす

る。 

橋本敏一 

糸川浩紀 

山下喬子 

株式会社日立製作所 
株式会社日立プラント 
サービス 

(提) 
170 

後注入2液型ベルトプレス脱

水機の開発 H25～H26 ベルト式脱水機の脱水ケーキ低含水率化。 山本博英 

宮内千里 
メタウォーター株式会社 

(提) 
173 

アンモニア・硝酸連続測定計

を用いた送風量最適制御シス

テムの実用化 
H25～H26 

標準活性汚泥法のエアレーションタンク及

び高度処理の好気タンクにおける従来のDO
一定制御による風量制御と比べて、送風量を

10%以上削減可能な新たな送風量最適制御シ

ステムを確立する。 

橋本敏一 

糸川浩紀 
株式会社西原環境 

(提) 
174 

濃縮工程を省略した新しい 

処理システムの開発 
H25～H26 

直接脱水が可能となる濃縮機能を具備した

圧入式スクリュー濃縮脱水機の開発及び実用

化検証を行う。 

山本博英 

碓井次郎 

三宅十四日 

株式会社石垣 

(簡) 
176 効率的な撹拌システムの開発 H25 反応タンクにおける省エネ型の撹拌システム

を開発する。 
橋本敏一 

笹部 薫 
前澤工業株式会社 

 

 

                                                   
※1 (提)：提案型共同研究、(簡)：簡易提案型共同研究、(特)：特定共同研究、無印：公募型共同研究。 

計２３件 
継続… １７件 

新規…  ６件 
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 ２．２ 平成２５年度完了共同研究の概要 
 
平成２５年度は、８件の共同研究が完了しました。  
 

整理

№ ※ 1 研究名称 
研究 

期間 
共同研究者 頁 

126 
自己造粒微生物を利用した下水処理技術

の開発 
H20～H25 株式会社東芝 192 

132 

 

下水道コンクリート構造物の長寿命化に

関する技術 

 

H21～H25 日本ジッコウ株式会社 193 

136 

 

下水処理システムにおける有用資源回収

技術の開発－機能性粒子を用いた吸着剤

によるリン回収技術の開発－ 

 

H21～H25 株式会社東芝 194 

（提） 
137 

温室効果ガス排出削減を目的とした 

循環型多層燃焼炉の開発 
H21～H25 

 

メタウォーター株式会社 

 

195 

（特）

146 

膜分離活性汚泥法（MBR）における 
活性汚泥微生物群集構造と機能の解析 H22～H25 国立大学法人大阪大学大学院

工学研究科 
196 

（特）

158 

膜分離活性汚泥法の既設改築適用時の 
課題に関する調査研究 H24～H25 堺市 

株式会社クボタ 
197 

（簡）

167 

反応槽内における効率的なエアレーション

システムの開発 H25 三鈴工業株式会社 198 

176 効率的な撹拌システムの開発 H25 前澤工業株式会社 199 

 

                                                   
※ 1 (提)：提案型共同研究、(簡)：簡易提案型共同研究、(特)：特定共同研究、無印：公募型共同研究。 
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 ２．２ 平成２５年度完了共同研究の概要 
 
平成２５年度は、８件の共同研究が完了しました。  
 

整理

№ ※ 1 研究名称 
研究 

期間 
共同研究者 頁 

126 
自己造粒微生物を利用した下水処理技術

の開発 
H20～H25 株式会社東芝 192 

132 

 

下水道コンクリート構造物の長寿命化に

関する技術 

 

H21～H25 日本ジッコウ株式会社 193 

136 

 

下水処理システムにおける有用資源回収

技術の開発－機能性粒子を用いた吸着剤

によるリン回収技術の開発－ 

 

H21～H25 株式会社東芝 194 

（提） 
137 

温室効果ガス排出削減を目的とした 

循環型多層燃焼炉の開発 
H21～H25 

 

メタウォーター株式会社 

 

195 

（特）

146 

膜分離活性汚泥法（MBR）における 
活性汚泥微生物群集構造と機能の解析 H22～H25 国立大学法人大阪大学大学院

工学研究科 
196 

（特）

158 

膜分離活性汚泥法の既設改築適用時の 
課題に関する調査研究 H24～H25 堺市 

株式会社クボタ 
197 

（簡）

167 

反応槽内における効率的なエアレーション

システムの開発 H25 三鈴工業株式会社 198 

176 効率的な撹拌システムの開発 H25 前澤工業株式会社 199 

 

                                                   
※ 1 (提)：提案型共同研究、(簡)：簡易提案型共同研究、(特)：特定共同研究、無印：公募型共同研究。 
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126 株式会社東芝 
自己造粒微生物を利用した下水処理技術の

開発 

橋本 敏一 

古澤 和樹 

笹部  薫 

１）共同研究の目的 

年間を通じ標準活性汚泥法と同等の処理水質が得られ、かつ消費エネルギーの低減と汚泥発生量の低

減を実現する「嫌気性自己造粒微生物を用いた嫌気リアクタと好気処理の組合せによる下水処理プロセ

ス」の開発・評価・検証を行う。 

２）共同研究の概要 

反応槽下部に嫌気性自己造粒微生物を充填し、 

反応槽上部に固定床を有したハイブリッド嫌気 

リアクタと、プラスチック担体を用いた高速散水 

ろ床方式の好気性リアクタを組み合わせた実証 

試験機を使用して、実下水の最初沈殿池処理水を 

原水として通年の連続処理試験を実施して評価を 

行った。嫌気性リアクタと好気性リアクタの滞留 

時間はともに 6 時間とした。写真－１に使用した実 

証試験装置を示す。 

３）共同研究の成果 

実証機の運転結果ならびに実規模の設計検討結果より、以下の成果を得た。 

① 原水水温 19.6[℃]以上で BOD 15[mg/L]以下、SS 15[mg/L]以下の目標を達成できた。水温低下時に

は、好気リアクタの硝化の悪化と生物膜由来の SS により、BOD、SS ともに目標性能を達成できな

かった。この対策として、砂ろ過を後段に配置することで目標水質を達成できる見込みを得た。  

② 余剰汚泥発生量は除去 SS 量あたり 0.075[kg-SS/除去 SS] であり、標準活性汚泥法の余剰汚泥発生量

と比較して、91％削減できるものと試算された。 

③ 水処理に係る消費電力量は、処理水 1m3あたり 0.113[kWh/m3]（砂ろ過なし）、0.173[kWh/m3]（砂ろ

過あり）であり、標準活性汚泥法の消費電力量と比較して、それぞれ 48％（砂ろ過なし）、20％（砂

ろ過あり）低減できるものと試算された。 

４）関連資料・報文等 
１）小原、時本、胡、足利、藤沢、橋本、三宅、川口(2012)、「自己造粒微生物を活用した省エネ・

汚泥低減型下水処理システムの水処理性能」、第49回下水道研究発表会、pp.973-975 
２）小原、時本、胡、足利、藤沢、橋本、斎藤(2013)、「自己造粒微生物を活用した省エネ・汚泥低

減型下水処理システムの処理性能（第2報）」、第50回下水道研究発表会、pp.895-897 
３）永森、小原、時本、足利、藤沢、本木、橋本、斎藤(2013)、「脱窒プロセスを組み込んだ曝気レ

ス水処理システムの開発」、第50回下水道研究発表会、pp.892-894 
４） T.Obara, H.Tokimoto, N.Ashikaga, M.Iwashita, K.yamamoto, T.Miyake, Y.kawaguchi, 

T.Hashimoto(2011),  Performance for domestic wastewater treatment process with a 
combination of non-heating hybrid anaerobic reactor and non-aeration aerobic reactor,The 
4th IWA-ASPIRE Conference 

 
写真－１ 実証実験装置 
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132 日本ジッコウ株式会社 
下水道コンクリート構造物の長寿命化に関する 

技術 

山本 博英 

島田 正夫 

１）共同研究の目的 

本共同研究では、下水道コンクリート構造物のオゾン及び炭酸ガスによる劣化防止技術により、下水

道施設の長寿命化に関する技術を開発することを目的とした。 

２）共同研究の概要 

 無機質系被覆の耐オゾン性を、以下の試験体①～④を用いて、室内におけるオゾン曝露試験装置で確

認した（平成 21 年度から 25年度）。 

試験体①シリコーン（シラン）系含浸材 （形状:モルタル 40×40×40mm に含浸） 

試験体②高炉セメントモルタル（耐硫酸性モルタル） （形状：40×40×40mm） 

 試験体③珪素化合物モルタル（シリコーンレジンモルタル） 

 （形状：モルタル 40×40×40mm にシリコーンレジンモルタルを 0.7mm 厚で塗布） 

試験体④珪素化合物モルタル（同上）樹脂板 （形状：ｼﾘｺｰﾝﾚｼﾞﾝﾓﾙﾀﾙを 50×70×3mm の板に成形） 

また、無機質系材料による中性化抑制効果を、以下の試験体⑤～⑦を用いて室内実験装置による曝露

試験で確認した（平成 21 年度から 25年度）。 

試験体⑤シリコーン（シラン）系含浸材 （形状：100×100×100mm モルタル試験基板に含浸） 

試験体⑥高炉セメントモルタル (耐硫酸性モルタル) （形状：⑤と同様の試験基板に 10mm 厚塗布) 

試験体⑦珪素化合物モルタル（ｼﾘｺｰﾝｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾓﾙﾀﾙ） （形状：⑤と同様の試験基盤に 0.5mm 厚塗布） 

 

 

 

 

 

 

３）共同研究の成果 

本研究において得られた成果は、下記のとおりであった。 

① 水中オゾン濃度 10ppm、20ppm、30ppm に 300 時間曝露した結果、シリコーン（シラン）系

含浸材では表面劣化に起因すると思われる重量増加が見られたが、全ての試験体①～④で重量

変化率（減少率）が非常に小さかった（1%以下）。 

② オゾン曝露試験による上記各濃度に 300 時間曝露した結果、無機質系被覆の各試験体の形状変

化（減少）量は 0.00mm であった。30ppm に 600 時間曝露した場合は、高炉セメントモルタ

ル（耐硫酸性モルタル）が 0.1mm（減少率 0.25％）、珪素化合物モルタル（シリコーンレジン

モルタル）樹脂板が 0.03mm（減少率 0.69％）であったが、他の試験体は、0.00mm であった。 

③ 室内実験装置による 5％濃度 8 週間の炭酸ガスによる促進中性化試験の結果、無機質系材料で

あるシリコーン（シラン）系含浸材・珪素化合物モルタル（シリコーンエマルジョンモルタル）・

高炉セメントモルタルの 3 種類共に中性化抑制効果が認められた。 

写真－１ オゾン曝露試験装置 写真－２ オゾン槽内部 
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136 株式会社東芝 

下水処理システムにおける有用資源回収 

技術の開発－機能性粒子を用いた吸着剤に

よるリン回収技術の開発－ 

橋本 敏一 

笹部  薫 

古澤 和樹 

１）共同研究の目的 

 下水処理場の返流水を対象として、リン吸着剤を用いた有用資源回収システムにおいて、リン除去

率：60％以上、回収物のク溶性リン酸量 10％以上、回収物のク溶性窒素濃度 1％以上を実現する

システムを開発することを目的とした。 

 また、回収物のク溶性リン酸量、ク溶性窒素量は「肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格を定め

る等の件」に記載されている「化成肥料」の基準を満足することを目標とした。 

２）共同研究の概要 

 平成 25 年度は、日本下水道事業団技術開発実験 
センター内に、図－１に示す処理システムを設置し、 

使いきりタイプである無機系吸着剤を用いて連続 

試験を行い処理性能の評価を行った。 

 ドラムミキサー型の反応槽を採用し、被処理水 

とリン吸着剤を反応槽内に投入攪拌してリン回収 

を行った。 

３）共同研究の成果 

連続試験により以下の結果を得ることができた。 

① 使い切り型リン吸着剤では、図－２に示すように、粒子径が 0.5～1.0mm の吸着剤のリン吸着量が

最も多いことが判明した。また、リン吸着剤の最大リン吸着量は 97mg-P/g-吸着剤であった。 

② ドラムミキサー型の反応槽において、適用可能な被処理水のリン濃度は 40～75mg/L であり、30
分間の滞留時間でリン除去率 60％以上を確保することができた。  

③ 吸着剤のク溶性リン酸量を化成肥料の基準である 10wt％以上とするためには、図－３に示すよう

に 80 時間以上の運転が必要であり、リン除去率を 60％以上とするためには 230 時間以内に反応槽

内に保持した吸着剤を排出する必要があることが分かった。 
 

  

図－２ ク溶性リン酸吸着量に及ぼす粒子径の影響   図－３ 回収物ク溶性リン酸とク溶性 

アンモニア性窒素の挙動 

 
図－１ システム構成 
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137 メタウォーター株式会社 温室効果ガス排出削減を目的とした 
循環型多層燃焼炉の開発 

山本 博英 
宮内 千里 

１）共同研究の目的 
本研究では、省エネルギー型温室効果ガス排出抑制技術として、「循環型多層燃焼炉」の開発を行い、

N2O の削減及び燃料使用量削減により、下水汚泥処理工程における温室効果ガス削減を目的とする。検

証は①パイロット実験機を用いた最適条件把握、②実施設への適用性評価、③遠心脱水機(機内二液調質

型)への適用性評価を行った。 

２）共同研究の概要 
 循環型多層燃焼炉は図－１に示すように循環部と後燃焼部で構成され、循環部は一次燃焼空気比(0.8
～1.0 以下)で運転することで汚泥熱分解ゾーンとし、後燃焼部上部は余剰空気を抑えて適正な二次燃焼

空気(一次＋二次空気比:1.2 以下)の供給により効率的な高温場を形成し N2O を分解する。高温場形成ゾ

ーン後段は三次燃焼空気を供給し、高温場形成ゾーンにて燃焼し切れなかった未燃ガスを完全燃焼させ

る。従来の循環流動焼却炉は一次燃焼空気比(1.3 以上)で運転されており、二次・三次燃焼空気はない。 
本技術は高温焼却より N2O 排出量や燃料使用量を低減できる技術であり、設定により N2O 低減優先、

燃費低減優先、N2O と燃費の同時低減運転が可能である。多層燃焼運転効果の概念図を図－２に示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

３）共同研究の成果 
本研究で得られた成果は下記の通りである。※但し汚泥性状により値は変化する可能性あり。 
①N2O 低減運転：高温焼却と燃料使用量同等で N2O 排出量 0.1kg-N2O/t-cake 以下を達成。 

（従来の高温焼却の N2O 排出量：0.645kg-N2O/t-cake） 

②燃費低減運転：燃費低減優先で、燃費20%削減を達成(このときのN2O排出量:0.33kg-N2O/t-cake）。 
③実施設(110t/d)でも多層燃焼の効果を確認でき、N2O 低減運転では N2O 排出量を 85%低減(N2O 排

出量:0.07 kg-N2O/t-cake)、燃費低減運転では燃料使用量 28%削減(N2O 排出量:0.24 kg-N2O/t-cake)。 
④遠心脱水機(機内二液調質型)の場合も 1 液汚泥と同様に多層燃焼運転可能。 
⑤遠心脱水機(機内二液調質型)の焼却は排ｶﾞｽ処理に必要な薬品費の負担額が増加するものの、燃料費

を大幅に低減できる。導入時は適用先に応じたﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄを試算し、適用可否の評価が必要。 

４）関連資料・報文等 
  照沼、小島：第 47 回下水道研究発表会講演集 
  山本、宮内：第 48 回下水道研究発表会講演集 

 山本、宮内：第 49 回下水道研究発表会講演集(2 件) 

 

多層燃焼 
なし 

多層燃焼 
あり 

燃費 

多い 

少ない 

多い  少ない 

N 
2 O 削減 

燃費削減 

 
（kg-N2O/t-cake） 

通常焼却 
（800℃） 

高温焼却 
（850℃） 

（Nm 3 /t-cake） 

［a］ 

［b］ 

［c］ 

図－２ 運転効果概念図 

図－１ 循環型多層燃焼炉概要図 
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146 国立大学法人大阪大学 
膜分離活性汚泥法（MBR）における活性汚泥

微生物群集構造と機能の解析 

橋本 敏一 

山下 喬子 

１）共同研究の目的 

膜分離活性汚泥法(membrane bioreactor; MBR)は、沈降性が低い細菌や増殖速度が小さい細菌も系内

に保持することができるため、標準活性汚泥法(conventional activated sludge; CAS)と異なる微生物群集

を形成すると考えられる。そこで、系統学的構造と炭素源資化性を指標として、MBRの微生物群集の

特徴を明らかにすることを目的とした。 

２）共同研究の概要 

平成 23年 3月～平成 26年 3月にかけて大阪府堺市三宝下水処理場で稼動していたMBR、および平

成 23 年 7 月まで MBR と並列運転されていた CAS の活性汚泥中の微生物群集を解析した。微生物群

集の系統学的構造と炭素源資化性は、真正細菌の 16SrRNA 遺伝子を対象とした T-RFLP(Terminal 
restriction fragment length polymorphism)法と、95種類の炭素源に対する活性を測定する Biolog法でそ

れぞれ解析した。加えて、ファウリングが進行した膜の表面に付着している物質と、微生物の解析も

行った。 
３）共同研究の成果 

①活性汚泥中の微生物群集構造 
微生物群集は、MBRと CASともに Proteobacteria門が優占

していた。CASの細菌群集構造は調査期間中に大きく変化し

なかったのに対し、MBRの細菌群集構造は稼動開始以降、大

幅に変化を続け、CAS とは異なるものになった（図－１）。

これは、MBR においては完全な固液分離、低い BOD-SS 負

荷、長い SRTといった、CASと大きく異なる運転条件による

ものと考えられる。炭素源資化能についても CASは調査期間

中に大きく変化しなかったが、MBRの場合には試料採取日に

よって大きく異なった。さらに、MBRでは汚泥単位重量当た

りの炭素源資化能が CASより低い場合もあったが、MBRの

MLSS濃度は CASに比べて高いことから、反応タンク全体では安定して高い有機物除去が達成される

ことが示唆された。 
②膜表面の付着物および微生物群集構造 

ファウリングが進行している膜の表面には褐色の付着物が蓄積しており、鉄を中心とする無機物に

加え、糖質やタンパク質、フミン質が多く含まれていた。また、膜表面には活性汚泥とは異なる特有

の微生物群集が形成されていた。本結果より、三宝下水処理場における主要なファウリング原因は無

機物によるものに加え、微生物による細胞外高分子物質の分泌やゲル層の形成によるものと示唆され

た。 
③まとめ 
MBRは CASとは異なり、優占菌が柔軟に変化する細菌群集構造を有していることが明らかになっ

た。運転操作や処理性能と関連付けることができるようになれば、その機能を飛躍的に高めることの

できる新たなデザインや論理的な運転操作方案の構築につながるものと考えられる。 
４）関連資料・報文等 

Takada, K. et al., J. Water Environ. Technol., Vol.12, pp.99-107, 2014. 
Hashimoto et al,. Proc. of the 5th IWA-ASPIRE Conference, 10F3-3.pdf, 2013. 
高田一輝ら,第 51回下水道研究発表会講演集, pp.259-261, 2014. 

図－1 汚泥中微生物群集構造解析データを用い

た PCA結果。▲: CAS、□MBR．数値は観測開始か

らの日数を示す． 
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158 
堺市 

株式会社クボタ 

膜分離活性汚泥法の既設改築適用時の課題

に関する調査研究 

橋本 敏一 

糸川 浩紀 

１）共同研究の目的 

本研究では、今後中大規模下水処理場の改築更新への適用が期待される膜分離活性汚泥法（MBR）に

関して、押出し流れ型の反応タンクや合流式下水道における流入水量変動等、中大規模下水処理場に特

有の課題への対応性を調査･検証すると共に、MBR の更なる省エネ化を検討することを目的とした。 

２）共同研究の概要 

①押出し流れ型反応タンクの混合･処理特性の検証：国内最大規模の MBR 施設である堺市三宝下水処理

場旧 1 系（図－１）において、縦横比が 12.5 と大きい膜分離タンクを対象にトレーサ試験及び水質分布

調査を行い、膜ユニットが設置された押出し流れ型反応タンクにおける混合･処理特性を検証した。 

②膜分離装置で対応可能な水量変動比や水量変動パターンの検証：実規模膜ユニットを用いた膜分離タ

ンクのパイロット実験装置（図－２）を三宝下水処理場 MBR 施設内に設置し、晴天時の時間変動･週内

変動や雨天時の変動を想定した様々な処理水量変動条件における膜処理特性を確認した。 

③膜分離活性汚泥法プロセスの省エネルギー化の検証：三宝下水処理場の運転実績及び当該膜分離シス

テムに係るその他の最新の知見を踏まえた机上検討により、MBR プロセスの更なる省エネルギー化の

可能性について試算を行なった。 

  

図－１ 堺市三宝下水処理場旧 1系 MBR施設の反応タンクの例 
 

図－２ パイロット実験装置 

３）共同研究の成果 

①押出し流れ型反応タンクの混合・処理特性の検証：トレーサ試験および水質分布調査の結果、三宝下

水処理場 MBR 施設の膜分離タンクが押出し流れ型の混合特性を持つことが示された。MLSS や窒素

（NH4-N、NO3-N）には流れ方向での明確な濃度勾配が見られたが、全膜ユニットの膜ろ過水が混合し

た処理水では、BOD や窒素の除去率が十分に高く、縦横比の大きい反応タンクにおいても MBR が適用

可能であると考えられた。 

②膜分離活性汚泥法で対応可能な水量変動比や水量変動パターンの検証：日平均フラックス 0.6 m/d に

対して、通常の時間変動を想定した流入水量変動条件（0.9m/d×4hr/d など）や降雨時等を想定した変

動条件（1.5 m/d×4hr×週 2 回、1.2 または 1.5 m/d×24hr など）において膜ろ過の安定運転が可能で

あることが実証され、各種処理水量変動条件に対するピークフラックス運転の対応性が明確となった。 
③膜分離活性汚泥法プロセスの省エネルギー化の検証：新型膜ユニット、サイフォンろ過、エアリフト

ポンプによる内部循環等の各種省エネルギー技術の組合せにより、MBR プロセスの消費電力量原単位

を 0.29 kWh/m3程度まで低減可能と試算された。 

４）関連資料・報文等 

・中川、木下、宮本、糸川、橋本：第 51 回下水道研究発表会講演集、pp.253-255、2014. 
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167 三鈴工業株式会社 
反応槽内における効率的なエアレーション

システムの開発 

橋本 敏一 

笹部  薫 

１）共同研究の目的 

本研究は、下水処理場エアレーションタンクにおいて散気装置と撹拌機を併用運転することにより、

効率的なエアレーションシステムの開発を行うことを目的とした。 

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水槽を

用いて、清水実験を行い、酸素移動効率について検討した。本研

究では、散気装置には従来技術よりも酸素移動効率に優れ、目詰

まりのないゴムメンブレン式超微細気泡散気装置を使用し、撹拌

機には従来技術よりも省エネ型であり、耐久性に優れた水槽上部

設置型低動力撹拌機を使用した。 

３）共同研究の成果 

旋回流方式において、散気水深 5m、散気装置の占有面積比

5.5％、通気量 22.2～110.8 Sm3/m2/h の実験条件で、筒型 EPDM 製メンブレンおよび筒型シリコンゴ

ム製メンブレンの酸素移動効率は各々19.2～29.3％および 20.2～29.1％であり、散気装置のメンブレン

材質の違いによる酸素移動効率の差異は見られなかった。 

全面曝気方式において、散気水深 5m、散気装置の占有面積比 10.8％、通気量 16.2～81.1 Sm3/m2/h
の実験条件で、ディスク型 EPDM 製メンブレンおよびディスク型シリコンゴム製メンブレンの酸素移

動効率は各々24.5～33.3％および 24.5～33.7％であり、旋回流方式と同様に散気装置のメンブレン材質

の違いによる酸素移動効率の差異は見られなかった。 

旋回流方式（筒型 EPDM 製メンブレン）において、撹拌機併用運転した場合の酸素移動効率は 20.1
～32.7％であり、撹拌機併用運転を行わなかった場合の酸素移動効率より 0.9～3.4％高い数値が得られ

た（図－１）。最も高い酸素移動効率が得られたのは通気量が 22.2 Sm3/m2/h（散気装置 1本あたりの通

気量 1.2Nm3/h）の時の 32.7%であった。これは全面曝気方式で最も高い酸素移動効率が得られた 16.2 
Sm3/m2/h（散気装置 1枚あたりの通気量 1.2Nm3/h）のときの数値（33.7％）と同等の値であった。 

 

図－１ 撹拌機併用運転による酸素移動効率の変化 

写真－１ 機器設置状況 

（技術開発実験センター） 
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176 前澤工業株式会社 効率的な撹拌システムの開発 
橋本 敏一 

笹部  薫 

１）共同研究の目的 

反応タンクにおける省エネ型の撹拌システムの開発のため、直結型撹拌機の活性汚泥中での撹拌性能

の確認を行うことを目的とした。 

２）共同研究の概要 

平成 24 年度に実施した簡易提案型共同研究「効率的な曝気・撹拌システムの開発」では、直結型撹

拌機について、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（鋼板製、長さ 6 ｍ×幅

6 ｍ×高さ 6.6ｍ（有効水深 5.3 ｍ）、縦横比 1：1）を用いた清水実験により撹拌性能を確認した。具

体的には、底部流速 10 cm/sec 以上を確保できる撹拌動力密度は 2.4 W/m3であり、従来の機械式水中

曝気装置の撹拌動力密度 6～10 W/m3の 50％以下で運転できることが確認された。 
本共同研究では、当該直結型撹拌機について、流体に活性汚泥（MLSS 濃度 5000 mg/L 以下）を用

いた性能試験を行い、底部流速 10 cm/sec 以上を満足する撹拌動力密度を確認した。 

３）共同研究の成果 

前年度同様、多目的実験用水槽において、流体に活性

汚泥（MLSS 濃度約 1,000～1,100 mg/L）を用いて性能

試験（図－１）を行った結果、底部流速 10 cm/sec 以上

を満足する撹拌動力密度は2.89 W/m3であり（図－２）、

開発目標の 3 W/m3以下を満足することを確認した。 
また、撹拌動力密度約 2.9 W/m3 で運転時の水槽内の

MLSS 濃度分布を測定した結果、MLSS 濃度の変動係数

は 2.5 %であり（表－１）、槽内は均一に撹拌・混合され

ていることが確認された。 
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図－１ 底部流速および MLSS濃度測定位置 
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図－２ 底部流速と撹拌動力密度の関係 

地点 

MLSS濃度（㎎/ℓ） 

上部 

（水面より 0.5ｍ） 

中央部 

(水面より 2.65ｍ) 

下部 

（水面より 5.2ｍ） 

Ａ 1,030 1,020 1,050 

Ｂ 1,020 1,010 1,030 

Ｃ 1,050 1,040 1,040 

Ｄ 1,020 1,030 1,030 

Ｅ 1,000 980 950 

Ｆ 1,010 1,010 1,020 

Ｇ 1,000 1,030 1,010 

Ｈ 950 980 980 

Ｉ 1,010 1,000 990 

Ｊ 1,020 1,050 1,050 

Ｋ 1,010 1,030 1,030 

Ｌ 1,030 1,020 1,030 

 

表－１ MLSS 濃度分布 

平均 MLSS 濃度：1,060 ㎎/L 
変動係数：2.5％ 
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