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JS技術開発年次報告書（平成 29年度） 

１． 試験研究調査 

 １．１ 平成２９年度試験研究調査一覧 

研究費目 試験研究テーマ 委託団体 研究担当 頁 

技術評価等調査費 

新たな生物反応等を用いた次世代水処理技術の開発 － 橋本敏一 
星川珠莉 3 

燃料化・肥料化による下水汚泥の資源利用の拡大 － 
三宅晴男 
碓井次郎

佐々木信勝 
4 

下水中の資源元素の回収・利用技術の開発 － 
三宅晴男 
碓井次郎 
池上 梓 

5 

消毒技術の再評価 － 橋本敏一 
星川珠莉 6 

流入水量減少対応型水処理技術の実用化 － 橋本敏一 
糸川浩紀 7 

耐硫酸防食被覆工法の事後評価 － 橋本敏一 
竹内智哉 8 

受託研究調査費 
（国受託） 

DHSシステムを用いた水量変動追従型水処理技術実証研究

（B-DASH） 

国土交通省 
国土技術政策 
総合研究所 

橋本敏一 
星川珠莉 
清水克祐 

9 

特殊繊維担体を用いた余剰汚泥削減型水処理技術実証研究

（B-DASH） 

国土交通省 
国土技術政策 
総合研究所 

橋本敏一 
糸川浩紀 
竹内智哉 

10 

最終沈殿池の処理能力向上技術実証研究（B-DASH） 
国土交通省 
国土技術政策 
総合研究所 

橋本敏一 
宮内千里 
星川珠莉 

11 

車両牽引型深層空洞探査装置の実用化に向けた技術実証研究

（B-DASH） 

国土交通省 
国土技術政策 
総合研究所 

橋本敏一 
神宮 誠 
嘉戸孝仁 

12 

脱水乾燥システムによる下水汚泥の肥料化、燃料化技術実証研

究（B-DASH） 

国土交通省 
国土技術政策 
総合研究所 

三宅晴男 
島田正夫 
池上 梓 

13 

下水処理水と海水の塩分濃度差を利用した水素製造システム技

術に関する研究（B-DASH FS 調査） 

国土交通省 
国土技術政策 
総合研究所 

三宅晴男 
碓井次郎 
池上 梓 

14 

高効率消化システムによる地産地消エネルギー活用技術の実用

化に関する実証研究（B-DASH） 

国土交通省 
国土技術政策 
総合研究所 

三宅晴男 
池上 梓 
島田正夫 

15 

温室効果ガス削減を考慮した発電型汚泥焼却技術実証研究

（B-DASH） 

国土交通省 
国土技術政策 
総合研究所 

三宅晴男 
佐々木信勝 
碓井次郎 

16 

下水処理場からの水素利活用検討業務 国土交通省 
三宅晴男 
碓井次郎 
池上 梓 

17 

下水汚泥処理技術の国際規格検討業務 国土交通省 今島祥治 非掲載 

異形管用自立非開削下水道管路更生方法に係る実証事業 国土交通省 今島祥治 非掲載 

平成 29 年度放射性物質を含む保管乾燥汚泥の搬出及び関連調

査委託業務 環境省 藤本博之 
碓井次郎 非掲載 

放射性物質の分離による焼却灰及び汚染土壌の資材化実証調査

委託業務（Phase-2） 環境省 藤本博之 
碓井次郎 非掲載 

受託研究調査費 
（地方受託） 公共下水道脱色処理施設整備効率化調査業務委託その 2 和歌山市 橋本敏一 

糸川浩紀 非掲載 
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研究費目 試験研究テーマ 委託団体 研究担当 頁 

受託研究調査費 
（地方受託） 

福井県テクノポート福井浄化センターに係る技術調査 福井県 橋本敏一 
清水克祐 非掲載 

熊本市東部浄化センターにおける家畜排せつ物受け入れに伴う

影響調査等業務 熊本市 
橋本敏一 
糸川浩紀 
島田正夫 

非掲載 

平成 29 年度和歌山県紀の川中流流域下水道における汚泥減容

化実証実験に係る調査業務 和歌山県 橋本敏一 
糸川浩紀 非掲載 

平成 29 年度大津市大津終末処理場実施設計業務委託（MBR 導

入検討業務） 大津市 橋本敏一 
星川珠莉 非掲載 

下水汚泥の肥料化に関する検討業務 埼玉県 

三宅晴男 
島田正夫

佐々木信勝 
池上 梓 

18 

平成 29 年度富山公共下水道浜黒崎処理区下水熱利用計画検討

業務 富山市 

三宅晴男 
碓井次郎 
池上 梓 
清水克祐 

19 

平成 29 年度福岡県御笠川浄化センターにおけるエネルギー利

用可能性検討業務 福岡県 三宅晴男 
池上 梓 非掲載 

「共に考える」政策形成手法を用いた深谷市公共下水道汚泥処

理・利活用計画に係る技術的援助業務 埼玉県 
三宅晴男 
池上 梓 
島田正夫 

20 

仮設焼却施設運転管理等に係る確認調査業務（県北） 福島県 藤本裕之 
碓井次郎 非掲載 

 その他 10 件 非掲載 

 合計 39 テーマ 
平成 29 年度完了 

27 テーマ 
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研究テーマ名 新たな生物反応等を用いた次世代水処理技術の開発 

研 究 期 間      平成 29 年度～平成 33 年度 研 究 費 目      技術評価等調査費 

研究担当者 橋本敏一（研究主任），星川珠莉（主担当） 

 
１．目的 

本研究では、従来技術と比較して省エネ・省コスト化が期待できる新たな生物反応等を利

用した次世代水処理技術の開発を目指し、次期 JS 技術開発基本計画における実用化研究の前

段階として、文献調査やヒアリングにより水処理技術に関する情報を収集し、実用化が有望

な技術を抽出した後、基礎実験等により実用可能性の検討を行なうことを目的とする。 
 

２．本年度の研究成果 
実用化対象の技術の抽出のために、科学技術文献情報提供サービス「JDreamⅢ」を用いて、

過去 10 年間の水処理技術に関する文献から、以下の 2 点に関する文献調査を実施した。   
（１）新規水処理技術の検索 

「水質汚濁・水処理分野」の文献の中から「新しい（新規・次世代）」、「省エネ（省エネル

ギー）」、「省コスト（低コスト）」をキーワードとして設定し、文献の検索を行った。その結

果、未把握の新規水処理技術に関する文献を検索することはできなかったが、「微生物燃料電

池」に関する文献が多く検索された。これは、（２）で着目している「微生物電池」の同義語

であると考えられる。 
（２）4 次計画で挙げられた次世代水処理技術の検索 

JS 技術開発基本計画（4 次計画）内で例として挙げられた

「次世代水処理技術（常温アナモックス、好気性自己造粒、

微生物電池） 」に関する文献を、類語を含めて抽出するため

に、「微生物電池 or Microbial fuel cell」、「アナモックス or 
Anammox」、「自己造粒」の 3 種類の用語を検索ワードとし

て設定し、「水質汚濁・水処理」に関連する文献内から検索を行った。  
その結果、「微生物電池」に関する文献が最も多く、内訳として、682 件（76％）が発電効

率の向上等の基礎的研究であり、159 件（18％）が排水に対する微生物電池の適用であった。

また、下水処理場へと適応可能な技術の候補としては、家庭排水やし尿処理に関する 54 件の

文献が検索された。続いて「アナモックス」に関する文献が多く、一般的なアナモックス反

応と比較し、低温での反応に関する文献が 7 件検索された。そして、「自己造粒」に関する文

献が最も少数であった。（表－１）。 
 
３．まとめ 

平成 29 年度は新技術に関する情報収集として文献調査を行った。本調査では未把握の水処

理技術に関する文献を検索することはできなかった。一方で、4 次計画で挙げられた技術に関

しては複数の文献が検索された。「微生物電池」は H21~H23 に JS において試験研究調査が

行われたが、実用化には至っておらず、今後の開発が期待される技術の一つと考えられる。

また、「アナモックス」については、JS 内で共同研究や技術評価、B-DASH などにおいて積

極的に技術開発が行われている技術であるが、低温下でのアナモックス反応に関する研究が

近年行われていることから、今後の技術開発対象技術として期待されると考えられる。「自己

造粒」に関しては実機への導入事例があり、JS でも H20~H22 に試験研究調査が行われてい

るが、開発や応用の余地があり、技術開発対象として期待される。 
次年度は上記の結果より絞り込んだ次世代水処理技術について、大学や研究機関へのヒア

リング等を行い、実用可能性についての更なる検討を行う。 

検索キーワード  文献件数  
微生物電池 894  
アナモックス 321  
自己造粒 15  

キーワード アナモックス、自己造粒、微生物電池 

 

表－１ キーワードの文献件数 
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研究テーマ名  燃料化・肥料化による下水汚泥の資源利用の拡大  

研 究 期 間      平成 29 年度～平成 33 年度  研究費目      技術評価等調査費  

研究担当者  三宅晴男（研究主任），碓井次郎（主担当），佐々木信勝  

 
１．目的  

平成 27 年 5 月に改正された下水道法では、下水道管理者に対して発生汚泥等が燃料又

は肥料として再生利用されるように努めることが明確化され、また、「下水道イノベーシ

ョン（国土交通省生産性革命プロジェクト）」では、下水汚泥のエネルギー・農業利用率

を約 26%（平成 27 年度末）から約 40%（2020 年）に向上させることを目標としている。 
このような背景のもと、本研究では、燃料化・肥料化技術の技術開発等により、下水

汚泥の更なる資源利用の拡大に寄与することを目的としている。  
 

２．本年度の研究成果  
本年度は、①固形燃料化技術（炭化・乾燥）に係る事業スキームや施設稼働状況等に

関する調査、②炭化施設での低燃費化を目的とした地域バイオマス利用の可能性検討、③

下水汚泥・地域バイオマス混合炭化物の物性調査、を実施した。  
①  平成 29 年度末において、下水汚泥固形燃料化事業の国内導入事例は 30 箇所あり、

稼働予定及び研究事業を除く 21 箇所へ、事業の契約方式、落札者等選定方式、管理運営

期間等についてのアンケート調査を実施した。契約方式は DBO の採用が 15 件と最も多

く、PFI についても、事務手続きがやや煩雑ではあるが 5 件の採用があった。落札者等

選定方式は総合評価、管理運営期間は 20 年が最も多かったが、技術革新が期待される場

合等は管理運営期間を 15 年としているケースもあった。  
②  炭化施設における低燃費化の手法として、含水率の低い地域バイオマスと下水汚泥

を混合し、燃料使用量を削減させる手法の可能性について、概略検討を実施した。候補

となる地域バイオマスは、含水率が低く全国的に入手が可能なもみ殻、木材チップ、古

紙、竹等が挙げられるが、木材チップおよび古紙は現状多くが再生利用されており、竹

は使用するために破砕が必要でコストが高くなるため、地域的な利用状況の違いはある

が比較的利用率の低いもみ殻が有力と考えられる。  
ただし、炭化施設での地域バイオマス利用については、その入手、運搬及び施設での

保管方法に課題がある。ヒアリング調査では、入手･運搬についてそれぞれ有償、無償の

事例が見られ、また、施設での保管においても、入手運搬方法により保管施設の必要性

や規模が異なる。炭化施設での地域バイオマス利用では、これら課題を解決する事業ス

キームの確立が必要である。  
③  物性調査結果の抜粋として、地域バイオ

マスの混合による炭化物の比表面積への影響

を図－１に示す。比表面積は単位質量当たり

の表面積であり、数値が大きいほど土壌の保

水性、通気性を改善する効果がある。図－１

より、もみ殻、木質チップを混合することで

下水汚泥単独よりも比表面積が大きくなり、

また、炭化温度が高温になるに従い、比表面

積が増加する傾向が見られた。  
 
３．今後の予定  

燃料化・肥料化技術に関しては今後も既存技術調査や基礎研究等を実施し、下水汚泥

の資源利用の拡大に寄与する技術の開発を図る予定である。  
 

※本調査の実施にご協力頂いた地方公共団体及び事業者の皆様に御礼申し上げます。  

キーワード  燃料化、肥料化、下水汚泥の資源利用  

図－１ 炭化物比表面積 
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研究テーマ名  下水中の資源元素の回収・利用技術の開発  

研 究 期 間      平成 29 年度～平成 33 年度  研 究 費 目 技術評価等調査費  

研究担当者  三宅晴男（研究主任），碓井次郎（主担当），池上梓  

１．目的  
下水道は、下水処理水、下水汚泥、下水熱、リン等多くの資源・エネルギーポテンシ

ャルを有しているが、その利用は未だ低水準に留まっているのが実情である。本研究で

は、下水道からの希少資源、希少金属等の回収・利用等の実現可能性の検討や技術開発

を行い、今後の実用化研究へ繋げていくことを目的とする。  
 

２．本年度の研究成果  
 世界的に将来の枯渇、供給量不足が懸念され

ている希少金属等の鉱物資源について、下水汚

泥からの回収可能性を検討するための基礎的な

情報収集、下水道における回収ポテンシャルの

概略試算を行った。  
（１）下水汚泥中の希少金属量等の推定  
  下水汚泥に含まれる希少金属等に関する研

究事例を調査した。スイスにおける 64 処理

場の下水汚泥中に含まれる希少金属等の含有率（中央値及び最大値）を日本の下水汚泥

に当てはめた場合に想定される希少金属等発生ポテンシャルと国内需要量との比較、及

び価値を試算した。92 鋼種の調査結果からは、Hf（ハフニウム）が 17.7 億～1,030 億

円 /年（2,600 千円 /kg）と最も経済的価値が高いと試算された。  
（２）生活排水に含まれる可能性のある希少金属類  
  排水として下水中へ排出される可能性のある希少金属類をインターネット公表資料等

を基に調査した。そのうち身体（皮膚・頭髪）洗浄剤、衣料用・台所用・住宅用洗剤、

化粧品等に用いられ、製品としての取り扱い量の多い Ag（銀）と Pt（白金）を対象と

して、年間の品目販売量、当該金属を含む製品割合（仮定値）等より、下水に排出され

るポテンシャルを概略試算した。  
  Ag については、想定される下水への排出量として 30t/年弱となり、これは（１）の

概算で得られた推定量（11.3t/年）の 2.5 倍程度に該当する等、下水汚泥中の Ag 資源ポ

テンシャルが一定程度あることが推察された。一方 Pt については、0.3t/年の排出と、

下水汚泥中の推定量と同様に流入ポテンシャルが低いものと考えられた。  
（３）回収技術の適用可能性  
  下水からの資源回収として有用性が高いリンの回収技術と、下水汚泥中の希少金属の

回収技術との相性について考察した。アルカリ抽出法は、汚泥焼却灰からアルカリで溶

出させ、溶出液からリンを析出させる方法であり、アルカリで溶出した後の焼却灰残渣

に大部分の希少金属が移行すると考えられ、希少金属類の含有量が多い汚泥については、

残渣からの希少金属の抽出可能性があると考えられた。  
 
３．まとめ（今後の課題）  

本調査の結果、下水汚泥中に希少金属が多く含まれている可能性を確認した。下水汚泥

からの回収ポテンシャルが高い金属であっても、流通価格によっては、事業化時の採算

性が変動する。そのため、資源回収の可能性を検討するうえでも、希少金属のポテンシ

ャルを把握することは重要と考えられる。本調査は、諸外国含めた文献での調査であっ

たため、今後は我が国の下水汚泥に含まれる実際の希少金属のポテンシャルを把握する

ことが重要と考えられる。  

キーワード  希少金属、資源利活用、資源回収  

 

表－１  下水汚泥中の希少金属の  
推定量と国内需要における比率（抜粋）  
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JS技術開発年次報告書（平成 29年度） 

 

研究テーマ名  消毒技術の再評価  

研 究 期 間      平成 29 年度～平成 33 年度  研 究 費 目 技術評価等調査費  

研究担当者  橋本敏一（研究主任），馬場珠莉（主担当）  

 
１．目的  

本研究では、処理水再利用促進の一環として紫外線消毒技術に着目し、平成 9 年度以

降行われていない紫外線主毒技術の再評価を行い、設計基準類へ反映させることを目的

としている。また紫外線 LED を用いた消毒技術の開発を行う。  
 
２．本年度の研究成果  
 本年度は再評価の一環として、紫外線消毒技術の導入実態の把握を目的とし、平成 26
年度版下水道統計の「消毒施設（紫外線）」に掲載されている 147 箇所を対象にアンケー

ト形式のヒアリングを実施した。調査項目は、下水処理場の概要、紫外線消毒施設の仕様・

諸元、運転実績、維持管理状況の 4 項目とし、有効回答数として 112 件の回答を得た。  
（１）導入状況  
  ・導入件数は、平成 9 年度において数件、平成 29 年度末までに 110 件と増加傾向に

あるが、処理能力 10,000m3/日以上の大規模処理場においては 2 件の増加であった。 
  ・適用処理法別では、中小規模は OD 法・高度処理 OD 法、大規模では標準活性汚泥

法への適用が多かった。  
  ・導入理由は、複数回答有で「放流先の水産資源保護」が 49％、「放流先水域のその

他の水生生物の保護」が 39％、とこれらの理由が上位 2 点を占めた。  
（２）施設諸元  

・導入件数 111 件のうち開水路型が 83 件、密閉型が 28 件であった。いずれの通水方

法においても照射方式は内照式が、ランプ種別は低圧が多かった。  
（３）運転実績  
  ・放流水中の大腸菌群数は約 10 個 /CC 以下であった。  
  ・放流水量が大きいほど、単位処理水量当たりの紫外線消毒に係る電力量、電気代は

減少する傾向にあった。  
（４）維持管理状況  
  ・放流水量が少ないほど紫外線消毒設備に係る保守点検費・部品交換費・補修費は高

くなる傾向にあった。  
  ・放流水質変動時や放流水量増加時に制御を行っている処理場は 10％、処理水量が少

ない場合に制御を行っている処理場は 14％であった。  
  ・紫外線ランプ交換を定期的に経過年数で行う処理場は 31 件であり約 44％に相当す

る。またこのうち経過年数が 2 年での交換を行う処理場が最も多く 11 件であった。

一方照射積算時間で交換を行う処理場は 16 件であった。  
  ・紫外線強度低下時にランプ交換を行う処理場は 14 件、大腸菌群数増加時にラン  

プ交換を行う処理場は 9 件であった。  
  ・故障・不具合のうちランプ・安定器・洗浄装置・保護管に関する故障事例が 60％以  

上であった。  
 
４．まとめと今後の課題  
 次年度以降は、大規模施設における現地調査を行い実施設における運転管理の実態の詳

細調査を行うとともに、本年度の実態調査に基づき評価項目を明確にしたうえで、新たな

紫外線消毒技術の開発・実用化を図っていく予定である。  
 
※アンケート調査にご協力いただいた地方公共団体の関係各位に深く感謝いたします。  

キーワード  紫外線消毒，維持管理，  
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JS技術開発年次報告書（平成 29年度） 

 

研究テーマ名  DHS システムを用いた水量変動追従型水処理技術実証研究（B-DASH）  

研 究 期 間      平成 28 年度～平成 29 年度  研 究 費 目  受託研究調査費（国土交通省  
国土技術政策総合研究所）  

研究担当者  橋本敏一（研究主任），星川珠莉（主担当），清水克祐  

 
１．目的  

本研究では、人口減少に伴う処理場への流入水量の減少に対応するため、ダウンサイジ

ングが可能な水処理技術※として、DHS ろ床（DHS：Down-flow Hanging Sponge、下降

流スポンジ状担体）と生物膜ろ過槽を組合せた「DHS システムを用いた水量変動追従型

水処理技術」（以下、「本技術」という）について、実規模実証試験などを行った。なお、

本研究は平成 28 年度の国土交通省「下水道革新的技術実証事業」（B-DASH プロジェク

ト）として採択され、国土交通省国土技術政策総合研究所の委託研究として、「三機工業

㈱・東北大学・香川高等専門学校・高知工業高等専門学校・日本下水道事業団・須崎市共

同研究体」が実施したものである。  
※ダウンサイジング可能な水処理技術とは、以下の性能を具備する水処理技術  
①流入水量減少に合わせた処理規模の縮減②流入水量減少に追従したライフサイクルコストの削減  

 

２．各年度の経過  
 平成 28 年度 実証施設の設置、立上げ～冬季連続運転を実施。小型実験装置の立上げ。 
 

３．本年度の研究成果  
 本年度は、実証施設を運転し、通年にわたって処理安定性の確認を行い、本技術導入に

よる水処理電力原単位の削減効果、汚泥発生量の削減効果などについて検証した。また、

小型実験装置による DHS システムの BOD 許容負荷、及び許容水温、並びに、DHS 担体

積高さの影響、DHS ろ床処理水の循環効果などに関する試験を行った。  
（１）通年にわたる実証施設運転の結果、本技術の処理水質は、下水道法施行令に定める

標準法の計画放流水質（BOD：10mg/L を越え 15mg/L 以下）を満足した。  
（２）須崎市終末処理場における日平均

汚水量時の水処理電力原単位は、本

技術導入前と比較して、72％削減さ

れることが確認された（図－１）。  
（３）処理場全体の汚泥発生率は 0.4 程

度、本技術の固形物収支による汚泥

発生率は 0.2 となった。須崎終末処

理場の実績と本技術の汚泥発生率

の比較では、本技術導入後に 18％
の低減が確認された。  

（４）DHS ろ床処理水と生物膜ろ過施

設処理水の水質から DHS システム

の許容負荷を 0.9kg-BOD/（m3・

日）、許容水温を 15℃に設定した。  
（５）DHS 担体 3 段積みと 4 段積みの T-BOD 処理水質に差は無く設計上の容積負荷も

同じであると判断した。  
（６）DHS ろ床処理水の循環の有無による効果は小さく、DHS ろ床の処理水循環は不要

と判断した。  
 

４．今後の課題  
今回得られた運転条件により、実証施設の運転を継続し、処理水質の安定性の確認や、

水量減少に伴う電力削減効果などダウンサイジングの検証を行う予定である。  

キーワード  ダウンサイジング，DHS ろ床，移床式生物膜ろ過，省エネルギー  
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図－１ 処理水量と水処理電力原単位の関係 

72％削減  
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JS技術開発年次報告書（平成 29年度） 

 

研究テーマ名  最終沈殿池の処理能力向上技術実証研究（B-DASH）  

研 究 期 間      平成 29 年度～平成 30 年度  研 究 費 目 受託研究調査費（国土交通省

国土技術政策総合研究所）  

研究担当者  橋本敏一（研究主任），宮内千里（主担当），星川珠莉  

 
１．目的  

本実証研究では、最終沈殿池（以下、終沈）の躯体増設なしに、低コストでの既設改

造で終沈処理能力を量的あるいは質的に向上させる技術について、実規模実証試験など

を行う。なお本実証研究は平成 29 年度の国土交通省「既設改造で省エネ・低コストに処

理能力（量・質）を向上する技術実証事業」（B-DASH プロジェクト）として採択され、

国土交通省国土技術政策総合研究所の委託研究として「メタウォーター㈱・日本下水道

事業団・松本市共同研究体」が実施したものである。  
 
２．実証技術の概要 

 本技術は、既設終沈の下流側にろ過部を

組み込む。終沈の上流部では終沈流入水固

形物の大半が沈殿分離するが、その後円筒

型浮上ろ材を充填したろ過部を通過する

際、残存する固形物を除去することにより

水質が向上する。ろ材で捕捉した固形物は

洗浄排水として水処理上流に返送する。本

技術の概略を図－1 に示す。本研究では終

沈の処理能力を、「質的向上」として計画日

最大汚水量で、終沈処理水質を急速ろ過水

と同等程度に向上、「量的向上」として終沈

処理水質を悪化させることなく、計画日最

大汚水量の 2 倍の水量を処理できることを

実証し、LCC 縮減効果の検証を目指す。  
  
３．本年度の研究成果 

両島浄化センター（長野県松本市）の終沈全 9 水路のうちの 3 水路（処理規模：10,950 
m3/日）にろ過部を設置し、質的および量的向上を目的とした運転を行う系列を「実証系」

とした。隣接する同規模の終沈系列を「対照系」とし、それぞれ 5 日間の実証運転評価

を行った。  
（１）質的向上に係る実証結果  

同水量の運転では、実証系は対照系よりも常に処理水の SS 濃度が低かった。また

T-BOD 濃度も対照系で概ね 7mg/L 以下、実証系で概ね 2mg/L 以下であり、ろ材ろ過に

よって固形性の BOD 成分が除去されたことで安定かつ良好な処理水質が得られた。ま

た、小型砂ろ過装置を通した急速ろ過処理水との BOD の比較においても同等の処理性能

が確認できた。  
（２）量的向上に係る実証結果  
 対照系に対して約 1.5 倍の水量で運転した実証系の処理水は、濁度が対照系と同等以

下となる良好な水質が得られ、量的向上の効果も確認できた。  
 

４．今後の課題 

平成 30 年度も実証研究を継続して実施し、質的あるいは量的向上を目的とした運転条

件による通年の処理安定性を評価するとともに、LCC 縮減効果の検証および本技術の設

計因子を確立する予定である。  
 
キーワード  最終沈殿池，LCC 縮減，ろ過，処理能力向上  
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円筒型浮上ろ材

図－1 技術概略図 
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JS技術開発年次報告書（平成 29年度） 

 

研究テーマ名  車両牽引型深層空洞探査装置の実用化に向けた技術実証研究（B-DASH）  

研 究 期 間      平成 27 年度～平成 29 年度  研 究 費 目 受託研究調査費（国土交通省

国土技術政策総合研究所）  

研究担当者  橋本敏一（研究主任），神宮誠，嘉戸重仁（主担当）  

１．目的  
本研究は、車両牽引型深層空洞探査装置（以下、実証技術）を用い、実フィールドに

おける調査を実施し、深度 1.5m 以深の空洞探査能力を確認することによって、幅広い深

度の下水道管渠に起因する空洞に対応できる調査技術の実証を行う。なお、本実証研究

は平成 27 年度の国土交通省「下水道革新的技術実証事業」（B-DASH プロジェクト）と

して採択され、国土交通省国土技術政策総合研究所の委託研究として「川崎地質㈱・日

本下水道事業団・船橋市共同研究体」が実施したものである。  
２．各年度の経過  

平成 27 年度 従来技術では検出が困難な深度 2.2m の空洞を発見した。  
平成 28 年度 レーダアンテナをマルチ化し取付管周辺の空洞を検出可能とした。  

３．本年度の研究成果  
（１）K 市において、従来の路面下空洞

調査装置で実施した深度 1.5m 以浅の探査

においては、実証技術も同等の探査能力（空

洞探知精度、探査幅）である。  
（２）実証技術の革新性として、従来技

術では探査困難な深度で異常箇所を検出し

た（空洞 2.2m、ゆるみ 3.7m、確認調査未

実施の異常：4.2m）。図－１には、本年度

研究で発見したゆるみ（深度 3.7m）を示す。 
（３）表－１には、本研究の実績に基づ

き実証技術と点検技術（管口カメラと管内

TV カメラ調査）で行う空洞調査（スクリーニング調査）

のコスト試算の比較を示す。点検技術のみによる調査と

比べると 75%程度のコスト縮減および陥没リスクの低減

が期待できる。  
（４）空洞確認調査として簡易貫入試験を実施し、空

洞直下から下水管間のゆるみを確認した。空洞直下から

下水管（ヒューム管）間でゆるみがない場合、管内異常が発生していないと考えられる。 
４．まとめ (今後の課題 ) 

本年度は、過年度から実施していた船橋市に加えて、K 市においても実証研究を実施

した。その結果、深度 1.5m 以浅については従来技術と同等の探査性能が実証されたとと

もに、従来技術では探査できない深度 3.7m のゆるみを検出することができたことから、

実証技術は従来技術よりも探査性能が向上したと考える。  
また、空洞の成長性（浅部への移動速度）や空洞下端から下水道管渠とのゆるみ状況

を把握することで、下水道管渠に起因する空洞とそうでない空洞を判別できる可能性が

見出された。  
ただし、残された課題としては、  
（１）実証フィールドでは最深で深度 3.7m に存在するゆるみを探知できたが、それ

以深の空洞やゆるみが実証できていない。  
（２）空洞の浅部への移動速度は、得られたデータ量が少ないことから、明確な探査

頻度の指標を示すためにも今後もさらなるデータを蓄積することが望ましい。  

キーワード  空洞調査，深層空洞，下水管，探査深度，モニタリング  

図－１ 本年度発見したゆるみ反応 

　項目 　コスト

点検技術 81,625,000

実証技術 20,971,875

差 60,653,125

縮減率 74%

表－１ コスト比較（単位 :円） 
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JS技術開発年次報告書（平成 29年度） 

 

研究テーマ名  下水処理水と海水の塩分濃度差を利用した  
水素製造システム技術に関する研究（B-DASH FS 調査）  

研 究 期 間      平成 28 年度～平成 29 年度  研 究 費 目      受託研究調査費（国土交通省  
国土技術政策総合研究所）  

研究担当者  三宅晴男（研究主任），碓井次郎（主担当），池上梓  

１．目的  
近年、次世代エネルギー源として水素が注目され、下水道分野では消化ガスからの水素製

造が実用化するなど、検討が進められている。本研究の目的は、淡水（下水処理水）と海水

の塩分濃度差エネルギーを利用して発電する逆電気透析（Reverse Electro-Dialysis、以下、

「RED」）発電が原理的に水を電気分解し、水素を製造することが可能であることを確認し、

塩分濃度差エネルギーを直接水素エネルギーに変換する技術の実用化に向けた検討を行うこ

とである。なお本研究は平成 28 年度の国土交通省「下水道革新的技術実証事業」（B-DASH
プロジェクト）の FS 調査（B—DASH 予備調査より名称変更）として採択され、国土交通省

国土技術政策総合研究所の委託研究として国立大学法人山口大学･㈱正興電機製作所･日本下

水道事業団共同研究体が実施した。  

２．平成 28 年度の成果  
本技術に原水として濃縮海水と下水処

理水を用いた実験で、水素生成を確認した。

またそれぞれの原水を前処理フィルターに

透過させることで、1,000 時間以上水素生

成の性能低下が生じないことを確認した。  

３．本年度の研究成果  
山口大学での実験に加え、周南市徳山東部浄化センターにも実験装置（図－１参照）を設

置し、下水処理水及び海水を用いて調査・検討を行った。  
・ 昨年度より膜間距離の短いスタックを用いることで溶液の抵抗を減じ、水素製造量は昨年度

比 1.88 倍が得られ、電流－水素変換効率は 96％であった。  
・ 生成された水素の純度は 94.0％（水分除去補正をした際の理論値）、不純物は空気の混入由

来と想定され、気密性を考慮した設計が必要とされた。  
・ 砂ろ過後の下水処理水及び海水を用いた調査で、定期的な逆洗を行うことで出力低下無しで

750 時間の連続運転が可能であった。  
・ 水素製造装置の内部抵抗は水温に依存し、1℃上昇当たり約 3％の出力増加が確認された。  
・ スタック内に交互に配置された陽イオン交換膜と陰イオン交換膜との膜間距離の変更、使用

膜の変更（一価イオン選択膜や膜抵抗の異なる膜の使用）や電極構造の最適化等により、抵

抗を低減し、更なる高出力化効果を確認した。 
・ 各種前処理を比較し、海水、処理水とも砂ろ過を行った場合に最も安定した条件と判断した。 
・ RED 水素製造装置へ供給する海水、処理水の流れを逆方向にすることで、スタック内の塩

分濃度差を保つことができ、起電力低減を抑制することが可能であった。  
・ FS 検討により、普及時（2030 年）における RED 水素製造装置のコスト低減を見込み、膜

分離活性汚泥法等、処理水側の前処理が不要、更に水素精製装置が不要である場合の経費回

収年及び製造単価は、30,000m3/日規模において約 14.6 年及び 95 円 /Nm3 程度と考えられ

た。  

４．まとめ  
本技術による水素製造単価は現時点においては高コストである。今後の普及のためには、

スタックの膜抵抗低減、ファウリング検証や大型化等、RED 水素製造装置の性能向上や前処

理技術の確立等、更なる研究が必要である。  

キーワード  水素、逆電気透析、RED、塩分濃度差エネルギー、電気分解、海水、下水  

図－１ 実験装置の概略フロー 
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研究テーマ名 温室効果ガス削減を考慮した発電型汚泥焼却技術実証研究（B-DASH）  

研 究 期 間      平成 29 年度～平成 30 年度 研 究 費 目      受託研究調査費（国土交通省 

国土技術政策総合研究所） 

研究担当者 三宅晴男（研究主任），佐々木信勝（主担当），碓井次郎 

 
１．目的 

本研究では、汚泥焼却設備での電力消費量や温室効果ガス排出量の大幅な削減を図る「温

室効果ガス削減を考慮した発電型汚泥焼却技術」（以下、「本技術」という）について、実規

模の実証設備を設置し、性能や適用範囲、導入効果を実証する。なお、本研究は平成 29 年度

の国土交通省「下水道革新的技術実証事業」（B-DASH プロジェクト）として採択され、国土

交通省国土技術政策総合研究所の委託研究として、「JFE エンジニアリング㈱・日本下水道事

業団・川崎市共同研究体」が実施したものである。 
 
２．実証技術の概要 

本技術は汚泥焼却設備からの未利用廃熱を利用して発電を行う「高効率発電技術」と流動

床式焼却炉の二段燃焼技術である「局所撹拌空気吹込み技術」を組み合わせたものである（図 
－１）。前者は廃熱ボイラにて排ガス

中の未利用廃熱から蒸気を発生さ

せ、発生させた蒸気を用いて、下水

処理水を復水器の冷却水として活用

した水冷方式の復水式タービンを駆

動させ、高効率に発電を行う。後者

は、通常は焼却炉の底部から吹き込

む燃焼空気を二段に分け、局所的に

フリーボード部からも吹き込むこと

で、効率的な汚泥焼却を促し、一酸

化二窒素（N2O）及び窒素酸化物

（NOx）の排出量削減を図るもので

ある。 
 
３．本年度の研究成果 

入江崎総合スラッジセンター（神奈川県川崎市）の既設 3 系焼却設備（焼却量 40ds-t（約

150wet-t）/日）に上記に係る実証設備を設置し、本技術の性能を確認した。本年度の研究成

果を以下に記す。 
 

（１）実証設備で設置した復水式タービンの発電性能確認を実施し、所定の発電性能を発揮す

ることを確認したほか、含水率 79%以下の脱水汚泥 12.6ds-t/日（60wet-t/日）規模の

焼却設備で本復水式タービンの適用が可能であることを確認した。 
（２）高効率発電技術は、焼却炉への脱水汚泥供給量の変動に対して追従して発電ができるこ

とを確認した。本年度の実証研究では、蒸気流量が当初見込みよりも少なかったため、

改善対策の実施が必要である。 
（３）局所撹拌空気吹込み技術の適用により、N2O 排出量と NOx 排出量の同時削減が可能で

あることを確認した。 
 
４．今後の課題 

平成 30 年度も実証研究を引続き実施し、本技術の性能を確認するとともに、実証研究で

得られたデータを基にケーススタディを行い、ライフサイクルコストや温室効果ガス排出量

の削減効果を検証し、本技術の導入効果を明確にする予定である。 

キーワード 電力消費量削減，温室効果ガス排出量削減，高効率発電，局所撹拌空気吹込み 

図－１ 本技術概要 
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研究テーマ名 「共に考える」政策形成手法を用いた深谷市公共下水道汚泥処理・利活用計画

に係る技術的援助業務 

研 究 期 間      平成 28 年度～平成 29 年度 研 究 費 目      受託研究調査費（深谷市） 

研究担当者 三宅晴男（研究主任），池上梓（主担当），島田正夫 

１．目的 
深谷市と日本下水道事業団（以下、JS という。）は、平成 28 年度から「共に考える」勉

強会として、深谷市と JS が共に考え、知恵を出し合うことで、深谷市公共下水道の将来を

見据えた今後の事業を展開していくため、これからの汚泥処理・有効利用方法などの新たな

計画の検討を行っている。その一環として、技術戦略部資源エネルギー技術課においても「平

成 28 年度深谷市浄化センター下水汚泥嫌気性消化試験業務」において、深谷市浄化センタ

ー（以下、当該処理場という。）で発生する汚泥を対象とした嫌気性消化試験を行い、消化工

程の導入を検討するうえでの基礎情報を得た。その成果を受け、今年度は市の現状や今後の

まちづくりの方向性等を踏まえ、JS 計画策定部門と協調し、当該処理場の汚泥処理・利活用

計画について検討した。  
 
２．平成 28 年度の成果 

当該処理場の初沈汚泥、余剰汚泥を用いて、JS 戸田試験室において中温消化、消化日数

20 日の条件で嫌気性消化試験を行った。それらの結果を踏まえたライフサイクルコスト（以

下、LCC という。）の試算においては、当該処理場への消化工程の導入は有効であるという

結果が示された。 
 
３．今年度の研究成果 

当該処理場における汚泥処理・利活用計画の策定に向け、深谷市とともに下記の調査・検

討を行った。 
①  当該処理場における流入水量、汚泥量の現状把握と将来推計を行った。 
②  当該処理場に消化タンクを導入する場合の方式、脱水機の機種や汚泥の乾燥方式について

比較した。コンクリート製消化タンク又は鋼板製消化タンク及び脱水乾燥一体型設備での

処理が有利であると示された。 
③  嫌気性消化、後段の汚泥処理（高効率脱水、乾燥）を導入した際の LCC の試算を行った。

嫌気性消化、脱水乾燥一体型システムを導入し、得られたバイオガスは汚泥の乾燥に利用

し、発電を行わない場合に LCC が最も低い結果となった。 
④  深谷市における農業の実態把握として、有機肥料需要ポテンシャル、当該処理場の脱水汚

泥に含まれる重金属濃度を整理した。有機肥料需要量に対して当該処理場で発生する下水

汚泥から生産可能な肥料量は 1/20～1/40 程度であり、重金属濃含有率は最大でも基準値

の 1/10 程度であることを確認した。 
⑤  深谷市下水道担当と資源利活用に関する関連部署及び JS により、4 回にわたり講習会等

を実施した。講習会の実施により、深谷市の担当者の汚泥処理・利活用に関する知識が向

上しただけではなく、深谷市全体として資源利活用の推進に向けて、関連部署との間で情

報及び今後の連携の必要性について共有できた。 
⑥  上記検討を踏まえ、深谷市における汚泥利活用に係る方針決定、短期及び中長期計画案の

策定を行った。 
 
４．まとめ 

深谷市の汚泥処理・利活用について、市の関連部署及び JS で検討を重ね、今後の資源利

活用の方向性を決定し、短期及び中長期計画（案）を策定した。今後は引き続き消化タンク

導入に向けて本格的な検討を行っていくとともに、消化導入後に速やかに汚泥や地域バイオ

マス等、資源の利活用を進めていくために、他部署とも連携を図り、引き続き深谷市内部で

の検討、調整を行っていく必要がある。 

キーワード 汚泥処理，資源利活用，消化，政策形成支援 
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１．３ 平成２９年度試験研究調査結果 

○ 国受託 

１  DHS システムを用いた水量変動追従型水処理技術実証研究（B-DASH） ---------------------------------------------  
２  特殊繊維担体を用いた余剰汚泥削減型水処理技術実証研究（B-DASH） ----------------------------------------------  
３  最終沈殿池の処理能力向上技術実証研究（B-DASH） ----------------------------------------------------------------------  
４  車両牽引型深層空洞探査装置の実用化に向けた技術実証研究（B-DASH）  ----------------------------------------  
５  脱水乾燥システムによる下水汚泥の肥料化、燃料化技術実証研究（B-DASH） -------------------------------------  
６  下水処理水と海水の塩分濃度差を利用した水素製造システム技術に関する研究（B-DASH FS 調査） --------  
７   高効率消化システムによる地産地消エネルギー活用技術の実用化に関する実証研究（B-DASH） -------------  
８  温室効果ガス削減を考慮した発電型汚泥焼却技術実証研究（B-DASH） ----------------------------------------------  
９  下水処理場からの水素利活用検討業務 -------------------------------------------------------------------------------------------  

 

○ 地方受託 

１０  下水汚泥の肥料化に関する検討業務（埼玉県） ----------------------------------------------------------------------------  
１１  平成 29 年度富山市公共下水道浜黒崎処理区下水熱利用計画検討業務（富山市） --------------------------------  
１２  「共に考える」政策形成手法を用いた深谷市公共下水道汚泥処理・利活用計画に係る技術的援助業務 ----  
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DHS システムを用いた水量変動追従型水処理技術実証研究（B-DASH） 
 

      橋本  敏一 
      星川  珠莉 
      清水  克祐 

 

１．はじめに 

我が国では、将来的な人口減少や節水意識の向上などにより、下水処理場への流入汚水量

の減少が見込まれており、これに伴う下水道使用料収入の減少などにより、下水道経営が悪

化することが今後の下水道事業における大きな課題となっている。そのような背景の下、①

流入水量減少に合わせた柔軟な処理規模の縮減、および②流入水量減少に追従したライフサ

イクルコストの縮減という性能を具備する水処理技術（「ダウンサイジング可能な水処理技術」

と定義する）の開発が求められている。 
本研究では、標準活性汚泥法（以下、「標準法」という）の水処理施設を更新する際にダ

ウンサイジング可能な水処理技術として DHS ろ床（DHS：Down-flow Hanging Sponge、
下降流スポンジ状担体）と生物膜ろ過槽を組合せた「DHS システムを用いた水量変動追従型

水処理技術」（以下、「本技術」という）について実証研究を行っている。 
昨年度の研究では、高知県須崎市の須崎市終末処理場に実証施設を設置し、処理の安定性

やダウンサイジング効果の検証等を目的として、実規模レベルでの実証試験などを行った。  
今年度の研究では、実証施設を運転し、通年にわたって処理安定性の確認を行い、本技術

導入による水処理電力原単位の削減効果、汚泥発生量の削減効果などについて実証した。ま

た、小型実験装置による DHS システムの BOD 許容負荷及び許容水温、並びに、DHS ろ床

担体の積高さの影響、DHS ろ床処理水の循環効果などに関する試験を行った。 

なお、本研究は、平成 28 年度の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）として採択され、国土交通省国土技術政策総合研究所の委託研究として、「三機工

業（株）・東北大学・香川高等専門学校・高知工業高等専門学校・日本下水道事業団・須崎市 

共同研究体」が実施したものである。 
 

２．過年度の調査概要（平成 28 年度調査）1)～2) 

本技術は標準法の代替となる水処理技術であり、最初沈殿池の後段に反応タンク代替とし

ての「スポンジ状担体を充填したDHSろ床」（以下、「DHSろ床」という。）、および、最終沈

殿池代替としての「移動床式の生物膜ろ過槽」（以下、｢生物膜ろ過槽｣という。）を組合せた

ものである（図－１）。 
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No.3DHS ろ床の立上げ条件（植種量 2.0 kg-DS/m3-sponge で、植種汚泥の循環を行わな

い）にて、低水温期（15～18℃）でも立上げが可能であることを確認した。 

②積高さ変化実験 

同等の担体容積負荷で積高さの異なる DHS ろ床の処理水質の挙動を確認した結果、積高

さが高くなるほど処理水質が良好となる傾向が見られた。 
また、日最大水量相当の担体容積負荷における、DHS ろ床、生物膜ろ過槽の処理水質の挙

動を確認した結果、日平均水量に比べて DHS ろ床処理水の T-BOD 濃度は高い傾向にあった

が、生物膜ろ過槽処理水の T-BOD は概ね 15mg/L 以下で推移した。 
 
３．本年度の調査内容 3)～5) 

 本年度は、前年度に引き続き、実証施設を運転（以下、「実証試験」という）し、通年にわ

たって処理安定性の確認を行い、本技術導入による LCC や水処理消費電力量原単位の削減

効果、ダウンサイジング効果、汚泥発生量の削減効果などについて検証した（本編では、水

処理消費電力量原単位の削減効果、汚泥発生量の削減効果について報告する）。また、小型実

験装置による DHS システムの BOD 許容負荷、及び許容水温、並びに、DHS ろ床担体の積

高さの影響、DHS ろ床処理水の循環効果などに関する試験（以下、「小型試験」という）を

行った。 

 

３．１ 実証試験 

（１）実証試験方法 

須崎市終末処理場に流入下

水全量を処理した。平成 29
年 4 月 1 日から平成 30 年 2
月 8 日までの流入条件および

運転条件を表－１に示す。 

（２）水質試験 

水質試験項目は、T-BOD、                             

SS、pH とした。測定頻度（日

間平均）は週 2 回とし、1 時

間毎に 24 時間採水し、流量

に比例して、コンポジット試

料を調製して分析した。また、

測定頻度（時間変動）は 4 半

期毎に 1 回とし、2 時間毎に

採水したスポット試料を分析

した。その他、水温を温度計

で常時計測し、日平均値を求

めた。 

（３）実証試験結果 

値

平均±標準偏差（最小値～最大値）

水面積 9.6m2

水面積負荷 60m3/（m2・日）（時間最大）
担体保持棚段数 4段

担体総積高さ 3m

スポンジ総容積 64m3

ろ床面積 40m2

区画数 10区画

ろ過面積 12m2（6m2×2基）
ろ材高さ 2m

359±64（201～627）m3/日
138±48（72～257）mg/L

50±15（26～86）kg/日

163±65（15～397）mg/L

60±24（5.0～139）kg/日

23±3.2（16～28）℃

DHSろ床 通気量 日平均下水量の6倍（通期）

送気量 処理水量の2～3倍※1

洗浄時間 1基1日当り24～120分※2

　　　20℃未満にて90分/（基・日）と120分/（基・日）とした。

水温

流
入
条
件

生物膜ろ過施設

運

転

条

件

T-BOD

SS

流入下水量

項　　目

※1　送気量は流入下水の水温が20℃以上にて2倍、

　　　20℃未満にて2.5倍（負荷の高い年末年始は3倍）とした。

※2　洗浄時間は流入下水の水温が25℃以上にて30分/（基・日）、

　　　20～25℃にて24分/（基・日）、

最初沈殿池

DHSろ床

生物膜ろ過施設

実
証
施
設
仕
様

表－１ 実証施設の仕様と流入条件 
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とによる有機物除去性能の向上、並びに、硝化に伴う処理水 pH 低下の抑制効果を検討した。  
図－１５に No.3DHS ろ床（4 段積み , 日最大水量 , 循環あり）、No.4DHS ろ床（4 段積

み , 日最大水量 , 循環なし）の年間を通した T-BOD 容積負荷と DHS ろ床処理水 T-BOD の

結果を示す。これを見ると、DHS ろ床処理水の循環による T-BOD 除去性能の向上は見られ

なかった。  
図－１６に No.3DHS ろ床と No.4DHS ろ床処理水 pH の推移を示す。これを見ると、循環

を行なった No.3DHS ろ床の pH の方が若干高い傾向にあったが、両者の差は僅かであった。  
以上のことから、DHS ろ床処理水の循環は不要と判断した。  

 
４．まとめ 

国土交通省の B-DASH プロジェクトにおいて、「DHS システムを用いた水量変動追従型水

処理技術」の実規模実証施設にて通年にわたって処理の安定性の確認および本技術導入によ

る水処理電力原単位の削減効果などを検証し、また小型実験装置にて DHS システムの各種

設計因子に関する実験を行った。本年度における主たる成果は以下のとおりである。 
 

 通年にわたる実規模施設運転の結果、本技術の処理水質は、下水道法施行令に定める標

準法の計画放流水質（15 mg/L 以下）を満足した。 
 須崎市終末処理場における日平均汚水量時の水処理電力原単位は、本技術導入前と比較

して、72%削減されることが確認された。また、本技術の水処理電力原単位は、処理水

量が変化してもほとんど変わらないことが確認された。 
 処理場全体の汚泥発生率は 0.4 程度、本技術の固形物収支による汚泥発生率は 0.2 とな

った。須崎終末処理場の実績と本技術の汚泥発生率の比較では、本技術導入後に 18％の

低減が確認された。 
 小型試験結果により、DHS ろ床処理水と生物膜ろ過施設処理水の水質から DHS ろ床の

許容容積負荷 を 0.9 kg-BOD/(m3 ・日 )、生物膜ろ過施設の許容面積負荷を 3.0 
kg-BOD/(m2・日)、許容水温を 15℃に設定した。 

 小型試験結果により、DHS 担体 3 段積みと 4 段積みの T-BOD 処理水質に差は無く設計

上の容積負荷も同じであると判断した。 
 小型試験結果により、DHS ろ床処理水の循環の有無による効果は小さく、DHS ろ床の

処理水循環は不要と判断した。 
 
５．今後の予定 

今後、平成 29 年度の実証運転で得られた最適な運転条件により、平成 30 年度以降、実証

施設の運転を継続し、設定した運転条件の検証を自主研究にて行うとともに、処理水質の安

定性の確認や、水量減少に伴う電力削減効果などダウンサイジング効果の検証を引き続き行

う予定である。 
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 特殊繊維担体を用いた余剰汚泥削減型水処理技術実証研究 
（B-DASH） 

 
橋本  敏一 
糸川  浩紀 
竹内  智哉 

 

１．はじめに 

我が国の下水処理場では、放流水質の安定化･高度化に加えて、省エネ･創エネ、温室効果

ガス排出量削減、処理コスト低減等、多様な要求に応えることが一層強く求められるように

なってきている。特に、小規模の下水処理場では、スケールメリットの観点から処理水量当

りのコストが高くなりやすく、処理コスト低減が大きな課題である。しかし、維持管理に係

る人員体制の制約等から運転管理の工夫等のソフト的な対策による低コスト化には限界が

あり、建設 /維持管理コストの低減が可能な新たな水処理方法の導入といったハード的な対

策を含めて検討する必要がある。 
このような課題へ対応可能な革新的技術として、｢㈱IHI環境エンジニアリング･帝人フロ

ンティア㈱･日本下水道事業団･辰野町共同研究体 *｣（以下、｢共同研究体｣と略記）は、｢特

殊繊維担体を用いた余剰汚泥削減型水処理技術｣を提案し、平成 28 年度の国土交通省「下水

道革新的技術実証事業」（B-DASHプロジェクト †）として採択された。これに基づき、共同

研究体では平成 28 および 29 年度に国土交通省国土技術政策総合研究所の委託研究｢特殊繊

維担体を用いた余剰汚泥削減型水処理技術実証研究｣を受託し、長野県辰野町辰野水処理セ

ンターの水処理施設の一部を実証施設へ改造した上で実規模の実証実験を実施した1)～3)。  
 

２．実証研究の概要 

２．１   目的および目標  

（１）実証研究の目的 

｢特殊繊維担体を用いた余剰汚泥削減型水処理技術｣は、オキシデーションディッチ（OD）

法の設備更新時等に導入（本技術への改築）することで、余剰汚泥発生量を大幅に削減し、

汚泥処理設備まで含めたライフサイクルコスト（LCC）の削減を図るものである ‡（図－１）。

本実証研究では、本技術の実証施設を設置して実証実験を行なうことで、本技術の処理性能

や導入効果を実規模で実証することを目的とした。具体的には、辰野水処理センターを実証

フィールドとし、同センターの既設OD法系列を実証技術へ改築した上で、同規模のOD法系

                                                   
* 平成 28 年度の実証研究は｢㈱IHI 環境エンジニアリング･帝人㈱･日本下水道事業団･辰野町共同研究体｣と

して実施したが、平成 29 年 4 月に帝人㈱の水処理事業が帝人フロンティア㈱へ移管されたことから、平成

29 年度実証研究は本文記載の共同研究体により実施された。本稿では、共同研究体名称を平成 29 年度実証

研究のものに統一して表記する。  
† B-DASH プロジェクト：Breakthrough by Dynamic Approach in Sewage High Technology Project。  
‡ 本実証研究に係る国土交通省による公募時の対象技術は｢下水処理場設備のダウンサイジング可能な技術

（OD 法代替技術）｣である。本実証研究では、ここで記したように、汚泥処理施設･設備の縮小により LCC
を削減する点をもって｢ダウンサイジング｣と位置付けている。  
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た年価換算値とし、仮想の下水処理場への導入を想定したモデルケースを設定した上で

各々のコスト試算を行なったが、その際の実証技術の施設諸元や性能諸元に対して実証

実験結果を反映させることとした。目標値は、事前の概算結果に基づき｢30%以上｣とし

た。 

 
 

表－１   実証研究における評価項目･評価指標および目標値 

評価項目  
評価指標  

目標値  
指標名  定義  算出/推定方法  

①BOD 
除去性能  

処理水 BOD 
年間最大値  

1 日平均処理水 BOD 
濃度の年間最大値  

 実証実験における処理水(終沈流出水)の
BOD 濃度の実績に基づき年間最大値を
見出す。 

15mg/L 
以下 

②余剰汚泥  
発生量の 
削減効果  

余剰汚泥  
削減率  

OD 法に対する実証技術の 
余剰汚泥固形物量の 

削減率  

 実証実験における余剰汚泥固形物量の
実績に基づき算出。 

 評価対象期間の実績に基づき年間平均
相当値を推定。 

年間平均 
60% 
以上 

③LCC 
削減効果  

LCC 削減率  
OD 法に対する実証技術の 

LCC 削減率  

 既設 OD 法の改築を想定したモデルケース
を設定し、建設費年価および維持管理費
の試算に基づき LCC を算出。 

30% 
以上 

 
 

２．２   実証技術 

（１）技術の概要 

本実証研究で対象とする｢特殊繊維担体を用いた余剰汚泥削減型水処理技術｣の基本的な処

理フローを図－２に示した。本技術は、固定床型の生物固定化担体を用いる好気性の生物膜

法で、既存の水処理方法の中では接触酸化法の一種として位置付けることができる。 
本技術の最大の特徴は、反応タンク内を直列の複数区画へと多段化（本実証研究では 12

段）し、各区画へ特殊繊維担体ユニットを浸漬させる点にある（図－２、図－３）。これによ

り、反応タンク内の上流から下流にかけて担体上に異なる微生物相が形成され、特に下流側

で原生動物や後生動物等の比較的高次の微生物が優占化することで、汚泥発生量の削減を図

る。 
なお、特殊繊維担体ユニットの下部には散気装置を設置し、ユニットの下部から上部へ曝

気を行なう。本曝気は、生物処理としての酸素供給や槽内の攪拌だけでなく、担体間にクロ

スフロー流を生起させることにより生物膜の肥大化やユニット内部の流路閉塞を防止すると

いった複合的な機能を担う。 
従来の接触酸化法と同様に、反応タンクの後段には最終沈殿池を設置する。本技術では活

性汚泥法における固液分離や汚泥返送に相当する単位操作は存在せず、本質的には最終沈殿

池は必須の施設ではないが、処理水 SS 濃度の低減･安定化を図る見地から、本実証研究では

－ 34 －



JS技術開発年次報告書（平成 29年度） 

 

最終沈殿池を含めた水処理技術として取り扱っている。 
なお、本技術の基になっているのは、当初帝人㈱が開発し、平成 20～22 年度に同社と JS

の共同研究によりパイロットスケールの実証実験を行なった｢多段接触酸化法｣4)～7)である。

本法は、標準活性汚泥法や OD 法を含めた各種負荷条件の水処理施設へ汎用的に導入可能な

技術として開発され、国内では小規模の産業廃水処理装置として 4 件の導入実績を有する他、

中国において小規模の生活排水処理施設として 5 箇所が稼働している。本実証技術は、これ

を既設 OD 法へ導入するために改良･最適化を図ったものと位置付けられ、本実証研究で設置

した実証施設は、同技術として国内最大規模であるだけでなく、実規模 OD 槽の改築という

導入形態においても唯一の事例となる。 
本技術では、OD 槽という特殊な形状の反応タンクへの導入を前提に、以下のような槽構

成を基本としている（図－２）。 
 
• 無終端の OD 槽を、並行するワンパスの 2 水路から成る｢反応槽｣へ改築する。 

• 上記水路の上流側の周回部等を利用して、流入水を 2 水路へ分配するための｢分水槽｣を

設ける。 

• 同様に下流側の周回部等を利用して、薬剤添加のための｢混和槽｣を設ける。 

 
また、付帯設備として、分水槽の上流に前処理用の微細目スクリーンを設置する。これは、

下水由来の繊維状物等の特殊繊維担体への付着･絡み付きを防止するためである。加えて、混

和槽には 2 種類の薬剤（凝集剤、pH 調整剤）添加設備を設置することを基本とする。凝集剤

は最終沈殿池からの SS の流出を抑制するためであり PAC を使用する。一方、pH 調整剤は硝

化の進行による処理水 pH の低下を防ぐためのものでアルカリ剤（苛性ソーダ）を使用する。 
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（２）特徴 

前述の通り、本技術は接触酸化法の一変法と言えるが、処理プロセスとして以下のような

固有の特徴を有している。 
 
• 反応槽の多段化：反応槽内を多段化することで、流れ方向に有機物等の濃度勾配が形成

され、これに応じて流れ方向に異なる微生物相が担体上に形成される。特に下流側では、

下水中の有機物よりも、上流側で剥離した生物膜が再度補足されたものが微生物の主た

る基質になると考えられ、原生動物や後生動物等、汚泥発生量の減少に寄与する高次の

微生物8)が卓越すると考えられる。元来、生物膜法では微生物の系内保持期間が長く、

微生物の自己分解による汚泥発生量削減が進む傾向にあるが、これに加えて、本技術に

おいて反応槽を多段化していることは生物膜の剥離－捕食･分解のサイクル数を増加さ

せていることに相当するため、更なる汚泥発生量の低減が期待できる *。  

• 特殊繊維担体の使用：本技術で使用する特殊繊維担体は、ポリアミド系繊維を束ねてシ

ート状に成形したものであるが、個別繊維の断面形状を Y 字型とすることにより、表面

積の増加と微生物付着性の向上を図っている（図－４）。実際には、多数のシートをフ

レームに固定し下部に散気装置を設置したものを｢特殊繊維担体ユニット｣として反応

槽内に設置するが、シート間に適切なクリアランス長を設け底部から曝気を行なうこと

で担体表面にクロスフロー流を生起させ、生物膜の肥大化やユニット内の流路閉塞を防

ぐ構造となっている。 

 
 

  
図－４   特殊繊維担体の外観および断面形状 

 
 

                                                   
* 本技術では、このような余剰汚泥削減の機構を｢汚泥の自己酸化と食物連鎖環境の形成による汚泥発生量の

削減｣等と称している。高次微生物の存在割合が高く食物連鎖が長くなる結果として余剰汚泥発生量が低減さ

れる点は、活性汚泥法に対する生物膜法の一般的な特徴として指摘される点であるが9)、本技術において既往

の検討により確認されているのは総合的な汚泥削減効果のみであり、ここに記した個別の現象の生起の有無

や寄与の程度等は明らかになっていない。  
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（３）導入効果 

本技術を既設 OD 法施設へ導入する場合に想定される導入効果は以下の通りである。 
 
• 余剰汚泥発生量の削減：前述の通り、OD 法と比較して余剰汚泥発生量の大幅な削減が

図れる点が、本技術の直接的且つ本質的な導入効果である。 

• 汚泥処理施設の縮小･低コスト化：余剰汚泥発生量が削減されることにより、濃縮･脱水

等の汚泥処理に係る施設･設備の所要能力が低減され、これらの増設･更新や運転管理、

排出汚泥の処分に係るコストの削減が可能となる。 

• 運転管理の簡易化：活性汚泥法における汚泥返送や MLSS 濃度管理が原理的に不要であ

ることから、管理･操作項目数が減少し、運転管理が容易となる効果が期待できる。た

だし、これは生物膜法の一般的な特徴であり、本技術固有のものではない。更に、運転

操作因子が少ない点は、処理悪化時等の対応策が限定されることを意味するが、これも

生物膜法の一般的な特徴の範疇である。 

 
 

２．３   実証施設 

（１）実証フィールド 

本研究では、長野県辰野町辰野水処理センターを実証フィールドとした。本センターは平

成 4 年に供用を開始した小規模の下水処理場で、全体計画における処理能力（日最大）8,300 
m3/d のうち現有処理能力 6,270 m3/d を有している。計画放流水質として BOD＝15 mg/L が

設定されており、水処理方法として OD 法が使用されている。水処理施設で発生する余剰汚

泥は、重力濃縮後に遠心脱水機により脱水され、脱水ケーキとして場外搬出されている。 
 

（２）実証施設 

辰野水処理センターにおける現有の水処理施設は、A 系-1：2 池、A 系-2：2 池、B 系-1：
1 池、B 系-2：1 池の計 6 池から構成されるが、本実証研究を開始した時点で B 系-2 の機電設

備が未設置であったことから、本系列に実証技術を導入して｢実証系列｣とし、OD 槽として同

等仕様の B 系-1 を比較対象の｢対照系列｣とした（図－５）。なお、両系列の公称処理能力（日

最大）は 2,030 m3/d で、反応タンクは有効水深 3m、有効容量 2,540m3 の長円形 OD 槽であ

る。 
実証施設の処理フローを図－６に、実証系列における主要な施設･設備の概要を表－２に示

した。本施設設置に際しての主要な改造点は以下の通りである。 
 
• 既設の B 系分配槽に可動堰を設置し、実証系列（B 系-2）および対照系列（B 系-1）へ

の流入水量を各々調整可能とした。なお、各系列の OD 槽上流には流量計を設置し、流

入水量を各々測定できるようにした。 

• 上記分配槽下流の実証系列側に前処理用の微細目スクリーンユニット（目幅 2 mm）を
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設置した。 

• 実証系列の既設 OD 槽内部に隔壁を増設し、分水槽（172m3）、反応槽（1,090m3×2 水

路）、混和槽（172m3）に分割した。更に、反応槽の各水路に阻流壁を設置して各々12
区画へと分割し、全区画へ特殊繊維担体ユニットを設置した（図－７、図－８）。本ユ

ニットは、1.60m×2.24m のシート状担体（見かけ表面積 3.6m2）36 枚（12 枚×3 列）

をフレームに固定したもので、設置ユニットの総数は 124 基、担体の見かけ表面積は総

計で約 160,000m2 である。 

• 実証系列には凝集剤添加設備を設置し、処理水の SS 増加対策として混和槽へ凝集剤

（PAC）を添加できるようにした。また、平成 29 年度実証研究の過程で硝化の進行に

よる処理水 pH の低下が顕著となったことから、同年 7 月に pH 調整剤（苛性ソーダ）

の添加設備を追加した。  

• 最終沈殿池は既設の円形沈殿池を転用し、設備（汚泥掻寄機、余剰汚泥ポンプ）のみを

設置した。 

 
 

表－２   実証施設の主要施設･設備の概要 

項目  諸元値等  

設計水量  2,500m3/d（日最大） 

前処理用スクリーン 【新設】 裏掻式連続自動スクリーン、目幅 2mm×1 台 

反応槽等  
【既設 OD 槽改築； 
設備は新設】 

容量  
分水槽：172m3 

反応槽：2,180m3 (1,090m3×2 水路；12 区画/水路) 
混和槽：172m3 

有効水深  3m 

反応槽 HRT 21hr(設計水量時) 

特殊繊維担体  
ユニット 

ユニット数：124 ユニット 
外形寸法：0.9mW×4.9mL×2.7mH 

担体表面積：約 300,000m2 

送風機  ルーツブロワ 26m3/min×3 台 

最終沈殿池  
【既設転用；設備は新設】 

水面積  254m2  

汚泥掻寄機  中央駆動支柱形、0.4kW×1 台  

薬剤添加設備  
【新設】 

凝集剤(PAC) PAC 添加率：125mg/L 

pH 調整剤(NaOH)※ － 

その他付帯設備等  
【新設】 

余剰汚泥ポンプ 2.2kW×2 台  

混和槽攪拌機  5.5kW×2 台  
※ 平成 29 年度実証研究において追加設置。 
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３．過年度の研究概要（平成 28 年度実証研究）3) 

平成 28 年度実証研究では、実証施設を設置し、種汚泥投入後に流入水量を段階的に引上げ

る立上げ運転を実施した。主たる成果は以下の通りである。 
 
• 実証系列の処理水 S-BOD 濃度は立上げ運転開始直後から低濃度で推移し、溶解性有機

物の除去という生物処理としての機能は速やかに立上った。 

• 立上げ運転期間中の現象として、SS 由来の C-BOD、NH4-N 由来の N-BOD のいずれも

が T-BOD を増加させる要因となったが、前者については凝集剤（PAC）添加により抑

制可能である点を実証した。 

• 本技術の主たる除去対象は BOD であるが、目標処理水質を達成するためには、硝化を

促進して N-BOD を抑制することが必須である点が明確になった。平成 28 年度実証研

究の期間内では、処理水に NH4-N が残存し N-BOD を十分に低減するには至らなかっ

たことから、立上げ運転が完了していないと判断した。 

 
 

４．本年度の研究内容 

本年度の実証研究では、昨年度から引続き実証施設の運転を行ない、処理機能の立上げ完

了を確認した後に、各種実証データを採取した。このうち本稿では、表－１に示した評価項

目に対する検討結果を中心に報告する。 
 

４．１   実証施設の運転･処理状況 

（１）運転経過 

昨年度から引続き、実証系列と対照系列（OD 法）を同等の流入水量にて並行して運転を

行なった。実証系列の運転方法等に応じて全体期間を 5 つの Run に区分して整理したものを

表－３に示した。 
前述の通り、昨年度末の時点では実証系列の処理水に NH4-N が残存し高濃度の N-BOD が

発現する状態が継続しており、処理水の T-BOD および NH4-N 濃度が継続的に低濃度となる

ことが確認された 4 月末までの期間を Run 0（立上げ運転期間）とした。以降、7 月 23 日ま

での Run 1 において送風量等の運転条件を意図的に変化させて調整を行ない、その後の Run 
2-1 以降を処理水質等の評価に供する｢評価対象期間｣と位置付けた。Run 1 以降、硝化の進行

に伴い処理水の pH が低下する現象が顕著となったため、混和槽に pH 計を設置して同計測値

に基づき苛性ソーダを自動添加する pH 調整運転を 9 月 1 日から開始し、これ以降を Run 2-2
と区分した。Run 2-1～2-2 の期間では、高水温期ということもあり混和槽への凝集剤添加を

実施せずに運転を継続したが、処理水の SS 濃度が不安定な状態が継続したことから、10 月

17 日に凝集剤を常時添加する運転へと移行し、これを Run 3 とした。反応槽への送風量につ

いては、Run 1 にて 35～47 m3/min の範囲で段階的に変更した運転実績に基づき、Run 2-1
以降では原則として 40 m3/min に固定して運転を行なった。 
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表－３   実証施設の運転期間区分 

Run No. 期間  
流入水量  
(目標値) 
[m3/d] 

薬剤添加条件  

概要  凝集剤  
(PAC) 

pH 調整 
(NaOH) 

Run 0 ～H29.4.30 1,700 ○/× × 立上げ運転期間。 

Run 1 
H29.5.1 

～H29.7.23 
1,700 ○/× × 

立上げ完了後、送風量等の運転条件を意図的に
変化させて最適化を図った期間。 

Run 2-1 
H29.7.24 
～H29.8.31 

1,700 × × 
評価対象期間当初の凝集剤添加無しの期間のう
ち、pH 調整を開始するまでの期間。 

Run 2-2 
H29.9.1 

～H29.10.16 
1,700 × ○ 

pH 調整開始後、凝集剤添加を開始するまでの期
間。 

Run 3 
H29.10.17 
～H30.2.28 

1,700 ○ ○ 凝集剤添加条件での実証データを取得した期間。 

 
 

（２）処理状況 

平成 28 年 12 月の運転開始以降の実証系列の流入水量および BOD 容積負荷の推移を図－

９に示した。本実証施設では、分配槽の堰高により各系列の流入水量を設定しているため、

目標水量に対して、水処理センター全体の流入水量変動を受けた変動が生じることになる。

Run 1 以降では原則として目標流入水量を 1,700 m3/d として運転を行なったが、概ね目標値

前後での運転が行なわれたことが確認できる。本技術では、反応槽の流入負荷に係る基本諸

元として BOD 容積負荷を使用しており、運用上の上限値として 0.20 kg/(m3･d)を設定してい

るが、Run 1 以降の実績は平均で 0.11 kg/(m3･d)であり、流入負荷としては余裕のある状態で

運転されたことになる。  
上と同じ期間の実証系列の反応槽水温の推移を図－１０に示した。反応槽水温の年間変動

幅は 13～25℃程度であり、冬季の 1～2 月には 15℃を下回るデータが多くなっている。 
実証施設における全体的な処理状況の例として、実証系列の流入水（スクリーン処理水 *）

および両系列の処理水T-BOD濃度の推移を図－１１に示した。流入水のT-BOD濃度は、Run 1
以降の実績で 92～250 mg/L（平均 148 mg/L）と変動が大きいが、平均的には下水水質とし

てはやや低濃度である。これに対して、実証系列の処理水T-BODは、立上げ運転期間である

Run 0 では高濃度且つ不安定であるが、評価対象期間であるRun 2-1 以降は 15 mg/L以下を

維持しており、特に凝集剤添加を行なったRun 3 では対照系列と概ね同等となっている。 
 
 

                                                   
* 本実証研究では、微細目スクリーン前の流入水およびスクリーン処理水の両者を水質測定の対象としたが、

コンポジット採水の実施はスクリーン処理水のみであり、これを反応タンク流入水と見なしている。なお、

対照系列の流入水はスクリーン前の流入水が相当するが、これについてはスポット採水のみの実施であり、1
日の平均水質を反映していない可能性が高いため、同図には表示していない。  
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ットしたものが図－１４である。本研究では、余剰汚泥削減率の目標を年間平均値として設

定しているが、同図に見られるように、余剰汚泥削減率が低水温期に低下する傾向が見られ

たことから、余剰汚泥削減率と水温の関係を定式化し（図－１４）、実証系列における年間（平

成 29 年 2 月～平成 30 年 2 月）の反応槽水温の実績から、Run 2-2～3 の余剰汚泥削減率の実

績を年間平均相当値へ外挿することを試みた。結果は図－１５に示した通りで、実証技術に

よる余剰汚泥削減率の年間平均相当値は 55%と推定された。実証研究の目標値として設定し

た 60%を下回ったものの、実用的には十分な削減効果が期待できると判断した。 
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図－１３   実証系列･対照系列における積算流入水固形物量と積算余剰汚泥固形物量の関係

（Run 2-1～Run 3） 
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図－１４   実証系列の反応槽水温と余剰汚泥削減率の関係 
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−  建設費：土木、機械、電気の各工事費を積上げ。ただし、土木については実証技

術の反応槽内のみ。 

−  維持管理費：電力費、薬品費、補修費、人件費、汚泥処分費を計上。補修費につ

いては機電設備建設費に対する率計上、その他については日平均水量を想定した

積上げ値に単価を乗じて算定。 

−  LCC：建設費年価＋年間維持管理費。前者における設備の使用年数として 15 年（特

殊繊維担体ユニットのみ 10 年）を想定。 

 
 
基本ケースであるケース①（2,500 m3/d×1/1 池）について、実証技術および対照技術（OD

法）各々への改築を想定した建設費、維持管理費、LCC の推定結果を図１６～１８に示した。  
 
• 建設費：実証技術および対照技術について各々482、463 百万円と試算され、実証技術

の方がやや高価となった。汚泥処理設備については実証技術において大幅に削減されて

いるが、それ以上に水処理施設に係るコストが大きくなった点が要因である。実証技術

では、総建設費の 50%近くが水処理の機械設備であるが、その約 40%を特殊繊維担体ユ

ニットが占めるため、同ユニットのコストダウンが課題となる。なお、後述するように、

実証技術の建設費は導入規模が小さくなるほど相対的に安価となり、本ケーススタディ

条件の中では、1 池当りの処理能力を 1,700 m3/d 以下とした各ケースでは、実証技術と

対照技術の建設費の大小関係が逆転する試算結果となっている。 

• 維持管理費：実証技術および対照技術について各々42、48 百万円 /yr と推定され、実証

技術の方が約 14%小さい試算結果となった。実証技術では、水処理過程での電力費およ

び薬品費が増加するものの、汚泥処分費および人件費が削減されることにより、総合的

な維持管理費が小さくなっている。実証技術の電力費の中では送風機の寄与が大きく、

送風量の最適化･低減が今後の大きな課題と言える。 

• LCC：上述の通り、実証技術では対照技術と比較して建設費が増加する一方で維持管理

費が低減された結果として、LCC 削減率は 6.5%と試算された。これは、本実証研究に

おける目標値（30%以上）より大幅に小さいが、その大きな要因は、当該目標値を設定

した際のコスト概算に対して両技術の試算方法を見直した結果、対照技術のコストが大

きく減少した点にあり、実証実験の結果を受けて実証技術のコストが増加した訳ではな

い。なお、他の 6 ケースを含めた全ケースにおける LCC 削減率を図－１９に総括した

が、1 池当りの規模が 1,000、1,700、2,500 m3/(d･池)の OD 法施設に対して 1/2 池へ実

証技術を導入することを想定したケース②～④における LCC 削減率は 3.7～11.9%、2/2
池への導入を想定したケース⑤～⑦における LCC 削減率は 8.4～16.9%と、当然ながら、

半数池へ導入する場合より全池へ導入する場合の方が、LCC 削減率が高くなる。また、

実証技術では、建設費に対する特殊繊維担体ユニットの寄与が大きいが、同ユニットの

コストは導入規模に対して概ね比例しスケールメリットが働かないため、導入規模が小

さいほど実証技術の建設費が相対的に安価となり LCC 削減率が上昇する。 
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図－１６   建設費の試算結果 

（ケース①：2,500m3/d×1/1 池） 
 

図－１７   維持管理費の試算結果 
（ケース①：2,500m3/d×1/1 池） 
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図－１８   LCC の試算結果 
（ケース①：2,500m3/d×1/1 池） 

 

図－１９   全ケースの LCC 削減率 
試算結果の比較 

 
 
 

５．まとめ 

国土交通省の B-DASH プロジェクトにおいて｢特殊繊維担体を用いた余剰汚泥削減型水処

理技術｣の実規模実証施設を設置し、実証実験を実施した。本年度の主たる成果は以下の通り

である。 
 

• 冬季の低水温期を含む約 7 ヶ月間の評価対象期間において、実証系列の処理水 BOD 濃

度は最大 15 mg/L で、目標値（15 mg/L 以下）を達成した。BOD 濃度の更なる低減の

ためには、特に低水温期における処理水 SS 濃度の低減と硝化の安定化が重要と考えら

れた。 

• 実証系列および対照系列（OD 法）の余剰汚泥発生量の実績から、実証系列における余

剰汚泥削減率の年間平均相当値を推定した結果、55%となった。実証研究の目標値（60%）

を下回ったものの、実用的に十分な余剰汚泥削減効果が得られると判断した。 

• 1,000～2,500 m3/(d･池)規模の既設 OD 法の改築を想定したケーススタディにより、実
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証技術を導入することで、OD 法へ単純更新する場合と比較して汚泥処理･処分を含めた

LCC が 3.7～16.9%削減されると試算された。実証研究の目標値（30%以上）には至ら

なかったものの、特に導入規模が小さい場合には、本技術の導入により建設費･維持管

理費の両者の低減が期待できることが示された。 

 
本実証実験は、共同研究体による自主的な研究として、平成 30 年度以降も継続して実施し

ている。引き続き実証施設の連続運転を行ない、余剰汚泥発生量の削減効果や処理水質の安

定性等の処理性能を長期的に確認すると共に、送風量の最適化等、更なるコスト低減に向け

た検討を進める予定である。 
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 最終沈殿池の処理能力向上技術実証研究 (B-DASH) 

 
                                              橋本 敏一 
                                   宮内 千里 
                                   星川 珠莉 

 

１．はじめに 

近年、我が国の下水道施設の多くが更新時期を迎えており、更新施工時に一時的な処理能力

の不足が懸念されている。また、将来的に人口減少による流入水量減少を想定した下水処理場

の統合を行う場合も、中期的（数年間）に処理能力が不足する場合がある。このような一時的

な処理能力不足という課題に対し、低コストで既に設置した設備の処理能力を向上できる技術

が求められているが、最終沈殿池には普及している技術がない。 
本研究は、標準活性汚泥法を採用している下水処理場において、既設の最終沈殿池（以下、

終沈とする）を躯体増設なしに、低コストの改造で処理能力を量的あるいは質的に向上をさせ

る技術（以下、本技術）について処理水量の増加、処理水質の向上・安定化の検証を目的とし

た実証試験を行う。 
今年度は、長野県松本市の両島浄化センターに本技術の実証設備を設置し、施設の立ち上げ、

ならびに冬季汚水量での実証試験を実施した。なお、本研究は、平成 29 年度の国土交通省の

下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）における「既設改造で省エネ・低コスト

に処理能力（量・質）を向上する技術」のテーマに採択され、国土交通省国土技術政策総合研

究所の委託研究として「メタウォーター株式会社・日本下水道事業団・松本市共同研究体」が

実施したものである。 
 

２．本研究の概要 

２．１ 本研究の目的 

本研究では、本技術の実証試験により以下の点を明らかとする。 
①  「質的向上」として計画日最大汚水量において、最終沈殿池処理水質を急速ろ過水と

同等程度に向上。 
②  「量的向上」として終沈処理水質を悪化させることなく、計画日最大汚水量の 2 倍の

水量を処理できること。  
また、実証試験より得られたデータを基に、最終沈殿池及び急速ろ過を増設した場合を比較

対象として量的向上および質的向上の各々についてライフサイクルコスト（以下、LCC とする）

を試算し LCC 縮減効果を検証する。 
 
２．２ 技術概要 
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３．２ 実証施設 

両島浄化センターの既設終沈（全体：3 系列 9 水路）のうち、1 系 3 水路の下流部にろ過部

を設置した。3 水路合計の処理能力は 10,950m3/日となる。1 水路当たりの処理能力は 3,650  
m3/日である。ろ過部ろ材は円筒型（径 :7mm、長さ :8mm 母材 :ポリプロピレン）のろ材を使用

し、ろ材充填高さは 700mm とした。図－１０に同浄化センター処理フローのうち実証施設設

置部を示す。図－１０に示すとおり、1 系および 2 系反応タンクは同一条件で運転されている

こと、および返送汚泥引抜は 1 系および 2 系から均等引抜きされ反応タンクに返送されている

ことから終沈流入水の水質は 1 系と 2 系で差はないと判断した。ろ過部を設置した 1 系 1―3
水路を実証系、同一水量でろ過部を設置しない 2 系 2―1 水路を対照系として実証試験を行っ

た。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

図－１０ 両島浄化センターの処理フロー（１系、２系）および実証施設設置状況 

 

３．３ 実証方法 

平成２９年度における本研究の実証期間と目標値を表－２に示す。質的向上に係る実証試験

では実証系の処理水質が対照系よりも優れ、かつ対照系処理水を小型砂ろ過で処理したものと

同等であることを検証した。量的向上に係る実証試験では流入する水量が増加しても、対照系

処理水と同等の処理水質が安定的に得られることを検証した。1 系 3 水路のうち、No.1―1 水

路の流入ゲートを閉止することで、実証系への流入水量が対照系の約 1.5 倍となるように調整

した。   

表－２ 各評価項目の実証期間と目標値 

（2系）

2-3

2-2

2-1

（1系）

1-3

1-2

1-1

（2系）

（1系）

P

共通水路 最終沈殿池

返送汚泥ポンプ

反応タンク

（終沈流入水路）

返送汚泥ポンプ：連続運転

返送引抜弁：サイクル運転

実証系

対照系

1系3水路にろ過部を設置

2系

１系

質的向上 量的向上

実証期間
2018年1月14日

～ 1月19日
2018年2月15日

～ 2月20日

目標値

BOD≦10mg/L
（放流水質として)※1

急速ろ過と同等※2

対照系同等の水質を維持し
つつ、計画日最大汚水量の
2倍を処理※3

※１) 実証系および対照系処理水に次亜塩素酸ナトリウム (1ppm)を添加し、
放流水を模擬

※２） 対照系処理水を小型砂ろ過で処理し、実証系処理水と比較
※３） H29年度は約1.5倍の評価まで実施
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流入水量調整後約 1 週間の返送汚泥量調整期間を設けてから、実証試験を開始した。質的お

よび量的向上に係る実証期間はそれぞれ 5 日間とした。終沈処理水採水は、塩素消毒後の放流

水の水質を想定し実証系および対照系の処理水を越流トラフ末端から採水した後、次亜塩素酸

ナトリウムを対照系と同程度で加えた。また、ろ過部処理性能確認のため、実証系ろ過部流入

水をろ過部直下（水深 1m 程度）から採水した。いずれの試料も採水にはオートサンプラーを

使用し、SS 濃度あるいは濁度は 2 時間おきの試料、T-BOD および S-BOD を含むその他の水

質項目は等量コンポジット試料を分析に供した。 

  

３．４ 試験結果 

（１）流入条件 

質的向上の実証期間における平均流入水量は、対照系および実証系ともに１水路あたり

3,400m3/日（計画値 3,650m3/日）で、反応タンクの MLSS 濃度は 1,280mg/L 程度であった。

また、量的向上の実証期間における平均流入水量は、対照系で 3,310m3/日、実証系で 4,870  

m3/日（約 1.5 倍）であり、反応タンクの MLSS 濃度は 1,420mg/L 程度であった。 

 

（２）質的向上 

①対照系処理水との比較  

次亜塩素酸ナトリウムを添加して放流水を模擬した実証系処理水、対照系処理水ならびに実

証系ろ過部流入水の SS 濃度の推移を図－１１に示す。いずれも実証期間中において SS 濃度が

増減しているものの、実証系処理水は対照系よりも常に低い値を示した。特に実証系において

はろ過部流入水の SS 濃度が大きく増減している一方で、処理水の変動は抑えられており、ろ

過部により安定した水質が得られた。 

 
図－１１ 処理水およびろ過部流入水の SS 濃度の経時変化（質的向上） 

 
実証系および対照系処理水の T-BOD 及び S-BOD の分析結果をそれぞれ図－１２、図－

１３に示す。T-BOD は対照系で概ね 7mg/L 以下、実証系で概ね 2mg/L 以下であり、実証

系処理水質は対照系処理水質よりも優れていた。一方、S-BOD はいずれも 2mg/L 以下であ
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車両牽引型深層空洞探査装置の実用化に向けた技術実証研究（B-DASH） 
 

橋本  敏一 
      神宮  誠 
      嘉戸  重仁 

 

１．はじめに 

年間 4 千件発生している下水道管渠の異常に起因する道路陥没を抑制するため、その兆候

や原因となる異常を効率的に検知可能な調査技術の導入を図る必要がある。従来実施されて

いる調査には、地上からの空洞探知があるが、探査深度が浅く下水道管渠の異常に起因する

初期の空洞を検知できていない。 
本研究では、道路管理者が発注する路面下空洞調査において、一般的な仕様とされている

探査深度 1.5m の路面下空洞探査装置（以下、従来技術）に対して、深層対応型（探査深度

5m）に開発した車両牽引型深層空洞探査装置（以下、実証技術）について、実フィールドに

おいて検証を行い、下水道管渠の不具合に起因する空洞やゆるみを早期に発見できる可能性、

実証技術の管路管理への適用可能性、普及可能性を確認する。 
本研究における空洞、空隙、ゆるみは以下のように定義する。 
・空洞：長さ 0.5m×幅 0.5m×厚さ 0.1m 以上の空間 
・空隙：長さ 0.5m×幅 0.5m×厚さ 0.1m 未満の空間 
・ゆるみ：簡易貫入試験で得られる Nd 値≦4 の地盤 
なお、本実証研究は平成 27 年度の国土交通省「下水道革新的技術実証事業」（B-DASH プ

ロジェクト）として採択され、国土交通省国土技術政策総合研究所の委託研究として「川崎

地質㈱・日本下水道事業団・船橋市共同研究体」が実施したものである。 
 

２．過年度の研究概要（平成 28 年度研究） 

（１） 研究成果 

平成 28 年度研究は、船橋市において実証を行い、以下の成果が得られた。 

① 探査能力 

実証技術の探査能力として、以下の数値が得られた。 
・空洞発見最大深度：2.2m 
・異常反応確認深度（空洞確認調査は未実施）：最大 4.5m 

② 装置改良 

平成 27 年度研究で課題となった取付管周辺の空洞を探知する目的で、図－１に示すように、

実証技術のレーダアンテナをシングルチャンネルからマルチチャンネル化した。 
実証技術は図－２に示すように、送信周波数幅 50～800MHz の 7 つの小型アンテナ（探査

深度 3m 程度）と送信周波数幅 50～300MHz の 1 組の大型アンテナ（探査深度 5m 程度）の

2 つのモードがあり、異なる深度を同時に探査することが可能である。  
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① 路面下空洞探査 

写真－１に示す実証技術と従来技術の路面下空洞探査車を使用し、船橋市管内で約 54km、

K 市管内で約 42km の区間を抽出して探査試験を行った。 
路面下空洞探査装置を用いて抽出した異常反応において、ハンディ型レーダを用いてその

規模や正確な位置を精査した。 
 
 
 
 
 
 
 

写真－１ 探査状況（左：実証技術、中：従来技術、右：ハンディ型レーダ） 
 

② 空洞確認調査 

空洞確認にあたっては、写真－２に示した簡易貫入試

験により Nd 値を測定し地盤の硬軟を判定した。簡易貫入

試験については空洞の上端及び下端部や空洞直下から下

水管までのゆるみ状態を確認した。  
 
 
 
 
 

③ 管内 TV カメラ調査 

空洞やゆるみ、その他異常が確認された代表箇所につ

いて、下水道管内の異常を調査するために、写真－３に

示すように管内 TV カメラ調査を行った。  
 
 
 
 
 
（３） 本年度の研究結果 

① 船橋市 

船橋市における実証技術による路面下空洞探査の結果、計 175 箇所の異常信号を検出した。

これら異常信号箇所においてハンディ型レーダ探査を実施した結果、計 32 箇所で空洞の可能

性があると判断された。  
上記 32 箇所の異常信号のうち、空洞確認調査不可（埋設協議による）となった 9 箇所、

写真－３ 管内 TV カメラ調査状況 

写真－２ 空洞確認調査状況 
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取付管

土被り
（m）
※1,2

長さ
（m）
※3

幅
（m）
※3

確認
結果

土被り
（m）
※2

厚さ
（m）
※4

簡易貫入試験による異常信号上下層のゆるみ状況 管種
管径
（mm）

異常信号との
平面離隔（m）

管頂
土被り（m）

目視およ
び資料に
よる有無

m-004 0.2 1.4 1.1 空洞 0.08 0.25 ゆるみ確認（空洞直下～GL-1.1m） 浸入水c HP 250 1.3 1.40 無

m-029 0.2 0.7 1.3 空洞 0.19 0.24 ゆるみ確認（空洞直下～GL-1.3m） 隙間b HP 250 0.2 1.50 無

m-040 0.3 1.7 1.1 空洞 0.18 0.34 ゆるみ確認（空洞直下～GL-1.2m） 異常なし
※6 HP 1100 0.0 1.40 有

m-050 0.4 1.2 1.0 空洞 0.44 0.20 ゆるみ確認（GL-1.1m～1.7m） クラックc HP 550 0.0 1.40 無

m-056 0.2 1.4 1.3 空洞 0.23 0.36 ゆるみ確認（空洞直下～GL-1.2m） 未調査 HP 300 0.3 1.35 有

n-002 0.6 0.8 0.7 空洞 0.57 0.18 ゆるみ確認（空洞直下～GL-2.5m） ズレc HP 300 0.6 1.95 無

n-004 0.1 1.3 0.8 空洞 0.10 0.28 埋設協議によりドリル削孔のみ実施（簡易貫入試験は中止） クラックa HP 250 1.6 3.10 無

n-014 0.2 1.5 0.9 空洞 0.23 0.21 ゆるみ確認（GL-0.70m～2.80m） 異常なし HP 250 0.4 1.20 有

t-007 0.6 0.8 0.8 空洞 0.65 0.10 ゆるみなし 異常なし HP 250 1.0 3.00 無

t-019 1.1 0.9 0.9 空洞 0.80 0.15 ゆるみ確認（空洞直下～GL-1.5m） 破損a HP 250 0 1.50 有

m-037 0.1 0.9 1.3 空洞 浸入水c HP 300 0.6 1.80 有

m-039 0.1 1.1 1.6 空洞 浸入水c HP 300 1.1 1.75 有

m-057 0.1 1.5 1.1 空洞 未調査 HP 未調査 0.9 1.50 無
t-010 0.1 0.9 0.6 空洞 未調査 HP 未調査 1.0 1.26 無
t-024 0.4 0.7 0.4 ゆるみ 0.50 無 ゆるみ確認（GL-0.5m～1.3m） 未調査 HP 250 0.1 1.20 無
t-034 0.2 1.5 1.3 ゆるみ 0.15 未確認 砕石内ゆるみ確認（ドリル削孔の感触） 隙間a HP 400 0.3 3.10 無
t-O-1 2.7 0.5 0.5 ゆるみ 0.80 無 ゆるみ確認（GL-0.8m～2.1m） 未調査 HP 300 0.6 0.85 無

y-O-12 2.9 1.6 1.4 ゆるみ 0.90 0.20 ゆるみ確認（GL-0.9m～2.7m） クラックc HP 300 1.4 2.25 無
m-027 0.5 1.3 0.4 異常なし 0.60 無 ゆるみなし 未調査 HP 未調査 1.0 1.30 有

n-011 0.5 0.8 0.7 異常なし 0.55 無 ゆるみなし 未調査 HP 未調査 0.1 1.40 無

t-017 0.3 1.0 0.8 異常なし 0.30 無 ゆるみなし 未調査 HP 未調査 3m以上 3.76 無
t-051 0.7 1.0 1.1 異常なし 0.70 無 ゆるみなし 未調査 HP 未調査 0.2 1.25 無
y-018 0.5 1.0 0.7 異常なし 0.50 無 ゆるみなし 未調査 HP 未調査 0.3 1.90 有
m-023 0.1 0.8 1.1 隙間b HP 250 1.20 1.40 有

m-024 0.2 0.8 1.0 未調査 HP 0.90 1.40 有

m-032 0.2 1.2 0.5 破損c HP 250 0.50 1.40 有

m-036 0.3 1.2 0.9 破損a
※6 HP 1350 0.3 2.40 有

m-042 0.1 1.0 1.3 破損c HP 400 1.3 1.29 有

n-003 0.5 1.6 0.5 ズレc 塩ビ 150 3m以上 3.00 有

n-009 0.5 1.0 0.7 未調査 HP 未調査 2.9 2.40 有
t-044 0.2 1.5 1.0 隙間a HP 500 1.3 3.00 有
y-O-3 4.2 0.7 0.8 未調査 HP 未調査 0 1.90 有埋設協議により空洞確認未実施

埋設協議により空洞確認未実施

路面にひび割れ・沈下が認められたため空洞と判断

埋設協議により空洞確認未実施

埋設協議により空洞確認未実施
埋設協議により空洞確認未実施

埋設協議により空洞確認未実施

路面にひび割れ・沈下が認められたため空洞と判断

路面にひび割れ・沈下が認められたため空洞と判断

埋設協議により空洞確認未実施

埋設協議により空洞確認未実施

埋設協議により空洞確認未実施

路面にひび割れ・沈下が認められたため空洞と判断

本管情報

管内TVカメラ調査結果

異常
反応
No.

調査結果

ハンディ型レーダ
探査結果

空洞確認調査結果
調査
結果

※5

および異常信号箇所の路面がすでに沈下しており、空洞と判断できる 4 箇所を除く計 19 箇所

において、空洞確認調査を実施した。 
19 箇所の空洞確認調査結果は以下に示す通りである。 
・空洞：10 箇所 
・ゆるみ：4 箇所 
・異常なし：5 箇所 

 
次に、上記の空洞（10 箇所）、ゆるみ（4 箇所）、埋設協議および路面沈下により空洞確認

調査未実施の異常信号（13 箇所）の計 27 箇所から、安全かつ第三者への影響が少なく交通

規制が可能な 19 箇所を抽出し、管内 TV カメラ調査を実施した。 
管内 TV カメラ調査結果は以下の通りである。  
・異常あり：16 箇所 
・異常なし：3 箇所 
 
実証技術により検出され、ハンディ型レーダ探査によって空洞の可能性があると判断され

た異常信号（32 箇所）における各種調査結果を表－１にまとめた。 
 

表－１ ハンディ型レーダ探査、空洞確認調査、管内 TV カメラ調査の結果一覧（船橋市） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 本年度研究では、実証技術において最大深度 4.2m で異常信号を検出している。ただし、本

異常信号は埋設協議の結果、空洞確認調査が未実施である。 

※1 土被り：路面から空洞頂部までの距離 ※2 ハンディ型レーダ（比誘電率εr＝15）で算出した土被り 

※3 長さ：道路縦断方向の長さ  幅：道路横断方向の長さ ※4 厚さ：コンベックスや簡易貫入試験による確認値 ※

5 判定基準：下水道維持管理指針（実務編）、2014 年版、p113～119 
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取付管

土被り
（m）
※1,2

長さ
（m）
※3

幅
（m）
※3

確認
結果

土被り
（m）
※2

厚さ
（m）
※4

簡易貫入試験による異常信号上下層のゆるみ状況 管種
管径
（mm）

異常信号との
平面離隔（m）

管頂
土被り（m）

目視およ
び資料に
よる有無

C3-1 0.3 1.5 0.8 空洞 0.30 0.43 ゆるみ確認（空洞直下～GL-1.1m） 未調査 未調査 未調査 3m以上 6.7 無

C3-5 0.3 0.8 0.5 空洞 0.44 0.14 ゆるみ確認（空洞直下～GL-0.8m） 異常なし 塩ビ 200 1.1 1.3 無

C3-6 0.45 1.3 1.1 空洞 0.48 0.17 ゆるみ確認（空洞直下～GL-0.7m） 異常なし 塩ビ 200 1.7 1.6 無

D4-1 0.15 1.0 0.7 空洞 0.16 0.12 埋設協議によりドリル削孔のみ実施（簡易貫入試験は中止） 異常なし 塩ビ 200 1.6 1.9 無

G3-2 0.2 3.6 1.6 空洞 0.16 0.10 ゆるみ確認（GL-1.0m～1.9m） 異常なし 塩ビ 200 0 1.8 無

G3-5 0.3 1.3 1.4 空洞 0.27 0.19 埋設協議によりドリル削孔のみ実施（簡易貫入試験は中止） 異常なし 塩ビ 150 0.7 2.3 無

J4-2 1.4 0.9 1.4 空洞 1.10 0.1 ゆるみ確認（空洞直下～GL-1.3m） 異常なし 塩ビ 150 1.7 1.3 無

G3-3 0.2 6.8 1.6 隙間 0.15 0.09 ゆるみ確認（GL-1.0m～1.9m） 異常なし 塩ビ 200 0 1.8 無

G3-4 0.2 3.1 1.5 隙間 0.18 0.06 ゆるみ確認（GL-1.0m～1.8m） 異常なし 塩ビ 200 0 1.8 無

J4-1 0.5 0.9 1.4 隙間 0.35 0.05 ゆるみ確認（空洞直下～GL-2.0m） 異常なし 塩ビ 150 0.2 2.6 無

C4-O-4 3.9 1.9 0.5 ゆるみ 3.70 0.3 ゆるみ確認（GL-3.7m～3.9m）、2箇所で簡易貫入試験実施 異常なし HP 250 0.9 8.3 無

C3-2 0.35 0.8 0.5 異常なし 0.35 － ゆるみなし 未調査 未調査 未調査 1.7 6.9 無

C3-4 0.25 0.9 1.0 異常なし 0.25 － ゆるみなし 未調査 未調査 未調査 1.6 1.1 無

C3-7 0.6 4.1 1.5 異常なし 0.60 － ゆるみなし 未調査 未調査 未調査 1.4 2.5 無

C3-O-1 3.35 2.1 1.0 異常なし 3.35 － ゆるみなし 未調査 未調査 未調査 0.7 2.3 無

C4-1 0.6 1.0 0.8 異常なし 0.60 － 埋設協議によりドリル削孔のみ実施（簡易貫入試験は中止） 未調査 未調査 未調査 1.4 2.7 無

D4-3 0.55 0.8 1.7 異常なし 0.55 － ゆるみなし 未調査 未調査 未調査 0.4 2 無

G3-1 0.3 0.6 0.7 異常なし 0.30 － ゆるみ確認（GL-1.4m～2.1m） 未調査 未調査 未調査 0 2 無

J4-O-1 3.8 2.4 1.0 異常なし 3.80 － ゆるみなし 未調査 未調査 未調査 1.8 5.2 無

C3-3 0.95 1.5 0.4 異常なし 塩ビ 200 1.2 2.2 無

C4-O-1 3.9 1.1 0.5 異常なし HP 250 3m以上 7.7 無

C4-O-2 3.65 2.9 0.4 未調査 未調査 未調査 3m以上 8.3 無

C4-O-3 3.5 1.6 0.4 未調査 未調査 未調査 3m以上 8.3 無

D4-2 1.15 1.5 0.5 異常なし 塩ビ 200 0 2.0 無

埋設協議により空洞確認未実施

埋設協議により空洞確認未実施

本管情報

管内TVカメラ調査結果

埋設協議により空洞確認未実施

埋設協議により空洞確認未実施

埋設協議により空洞確認未実施

異常
反応
No.

調査結果

ハンディ型レーダ
探査結果

空洞確認調査結果
調査
結果

※5

② K 市 

船橋市における実証技術による路面下空洞探査の結果、計 168 箇所の異常信号を検出した。

これら異常信号箇所においてハンディ型レーダ探査を実施した結果、計 24 箇所で空洞の可能

性があると判断された。  
上記 24 箇所の異常信号のうち、空洞確認調査不可（埋設協議による）となった 5 箇所、

を除く計 19 箇所において、空洞確認調査を実施した。 
19 箇所の空洞確認調査結果は以下に示す通りである。 
・空洞：7 箇所 
・隙間：3 箇所 
・ゆるみ：1 箇所 
・異常なし：8 箇所 

 
次に、上記の空洞および隙間（10 箇所）、ゆるみ（1 箇所）、埋設協議により空洞確認調査

未実施の異常信号（5 箇所）の計 16 箇所から、安全かつ第三者への影響が少なく交通規制が

可能な 13 箇所を抽出し、管内 TV カメラ調査を実施した。 
管内 TV カメラ調査結果は以下の通りである。  
・異常あり：0 箇所 
・異常なし：13 箇所 
 
実証技術により検出され、ハンディ型レーダ探査によって空洞の可能性があると判断され

た異常信号（24 箇所）における各種調査結果を表－２にまとめた。 
 

表－２ ハンディ型レーダ探査、空洞確認調査、管内 TV カメラ調査の結果一覧（K 市） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※1 土被り：路面から空洞頂部までの距離 ※2 ハンディ型レーダ（比誘電率εr＝15）で算出した土被り 

※3 長さ：道路縦断方向の長さ  幅：道路横断方向の長さ ※4 厚さ：コンベックスや簡易貫入試験による確認値 ※

5 判定基準：下水道維持管理指針（実務編）、2014 年版、p113～119 
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③ 探査能力比較 

本研究で発見した空洞またはゆるみ箇所において、車両牽引型深層空洞探査装置（実証技

術）と従来型路面下空洞探査装置（従来技術）の探査能力比較を行った。 
図－５に発見した空洞の探査画像事例を示す。図に示すように、深度 1.5m 以浅において

従来技術が検出した空洞については、実証技術においても問題なく検出できている。さらに、

本年度研究では実証技術において最大深度 3.7m のゆるみを検出している。本ゆるみについて

は、従来技術では深度 1.5m 以深の探査が困難のため、画像の取得ができていない。 
したがって、実証技術は、従来技術が持つ深度 1.5m までの探査能力を有しているととも

に、探査深度が向上したことを示している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－５ 実証技術と従来技術の探査能力比較（左：1.5m 以浅、右：1.5m 以深） 

 

④ 調査コストの算出 

実証技術の導入効果のうち、コス

ト縮減効果については、下水道管渠

の点検に使用されている管口カメラ

および管内 TV カメラ（以下、点検技

術）と実証技術のコスト比較により

示す。  
コスト比較する際の点検技術につ

いては、管路異常のスクリーニング

として導入が進んでいる平成 25 年度

B－DASH 管渠マネジメントシステ

ム（管口カメラ点検と展開広角カメ

ラ調査及びプロファイリング技術を

用いた効率的管渠マネジメントシス

テムの実証事業、管清工業㈱・㈱日

水コン・八王子市共同研究体）1）とした。ただし、管内調査では管外側の空洞発見が技術的

に不可能であることを踏まえ、管口カメラを用いたスクリーニング費用には、空洞を発見で

きないことによる陥没リスクを上乗せして算定した。 
また、スクリーニングによる管内 TV カメラ調査の絞込み効果については、実証結果を踏

深度 1.5m 以浅の空洞事例 深度 1.5m 以深のゆるみ事例 

図－６ コスト算出フロー 
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項目 単位 数量 単価 金額（諸経費あり） 摘要

管口カメラ m 50,000 210 21,000,000  諸経費率2.0

TVカメラ調査 m 25,000 930 58,125,000  諸経費率2.0　適合率0.8

陥没リスク 件 5 500,000 2,500,000  仮定値

81,625,000

点検
技術

合計

項目 単位 数量 単価（諸経費込み） 金額 摘要

車両牽引型深層空洞探査装置 km 50 200,000 10,000,000

ハンディ型レーダ探査 箇所 45 200,000 9,000,000

空洞確認調査 箇所 15 100,000 1,500,000 　ドリル削孔、簡易貫入試験

20,500,000

TVカメラ調査 m 250 1510 471,875 　適合率0.8

471,875

20,971,875合計（①+②）

実証
技術

小計①

点検技術
小計②

まえると点検技術と実証技術とで大きな差があるが、ここでは同一の効果と仮定して扱う。  
図―６にモデル地区を想定した試算条件を示す。本試算は空洞 10 箇所に対して、本年度研

究の結果から、各調査項目の調査箇所数を割り戻した。 
・管路延長：30 年以上経過管 50km（2,000 スパン） 
※1 車線の中央に管路が埋設していると仮定。  

・緊急度Ⅱ以上の箇所：1,000 スパン（管路延長 25km） 
※健全率曲線と全国管路延長から緊急度割合を算出。 

・空洞箇所：10 箇所（10 スパン、管路延長 250m 相当） 
※スコープ調査等で空洞が確認された箇所。B-DASH 実績ベース。 

・空洞箇所のうち実際の管路異常のある箇所：5 箇所 
※B-DASH 実績ベース。  

点検技術のコストは管口カメラ調査費用、TV カメラ調査、陥没リスクの総計とし、以下の

通り算出した。なお陥没リスクは、5 件の陥没が発生すると仮定し、陥没 1 件当たりの復旧費

用を乗じて算出した。復旧費用については、国土交通省国土技術政策総合研究所資料 2）を参

考に、最も復旧費用として件数が多い¥10 万～50 万区分を採用し、最大値¥50 万を計上する

こととした。 
表－３に実証技術のコスト、表－４に点検技術のコストを示す。  
2 技術の算出コストを比較した結果、実証技術ではおよそ¥60,000,000（約 75%）のコス

ト削減が期待できる。  
 

表―３ 実証技術のコスト 

 
 
 
 
 
 
 
 

表―４ 点検技術のコスト  
 
 
 
 
 

⑤ モニタリング調査への適用性 

表－５は、過年度の研究において船橋市で確認された空洞をモニタリングし、浅部への移

動速度（成長性）の整理結果である。 
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H27 H28 H29

NC-4 空洞 なし 0.70 0.70 0.70 0.00 H27年度研究時のスコープ調査にて深度変化（GL-1.1m→0.7m）

MC-1 空洞 破損 2.20 1.80 1.78 0.21 空洞からゆるみに変化

MC-2 空洞 なし 0.18 0.18 0.16 0.01 －

MC-3 空洞 土砂堆積 0.20 － － － H27年度研究後、補修済み

高根台-8 空洞 なし － 1.60 1.60 0.00 空洞からゆるみに状態が変化

八木が谷 空洞 破損 － 0.26 0.20 0.06 －

湊町-1 空洞 浸入水 － 0.30 0.27 0.03 －

異常No. 空洞確認結果
研究年度別土被り（m） 浅部移動

速度（m/y）
管内異常 備考

NC-4 空洞 あり なし

MC-1 空洞 あり 破損

MC-2 空洞 あり なし

高根台-8 空洞 あり なし

湊町-1 空洞 あり 浸入水

m-040 空洞 あり なし

m-050 空洞 あり クラック

m-004 空洞 あり 浸入水

m-029 空洞 あり ズレ

n-002 空洞 あり ズレ

n-014 空洞 なし なし

t-007 空洞 なし なし

t-019 空洞 あり 破損

y-O-12 ゆるみ あり クラック

C4-O-4 ゆるみ あり なし

異常No. 空洞確認結果 管内異常
空洞直下から

下水管間
までのゆるみ

表－５ 空洞の成長速度と管内異常の関係 
 
 
 
 
 
 
 

経年的に浅部へ移動している空洞のほとんどは、その直下の下水道管渠に管内異常が認め

られている。浅部へ移動している空洞の移動速度は、平均 10cm/年であった。 
一方で、浅部へほとんど移動が認められなかった空洞は、その直下の下水道管渠に管内異

常が認められていない。  
したがって、管内異常が認められない空洞は、管内異常が認められる空洞と比較して、そ

の成長速度が遅い可能性があり、空洞の成長性をモニタリングすることによって、下水道管

渠に起因するかどうかを判別できる可能性がある。 
 

⑥ 管内異常と空洞、地盤のゆるみの関連性 

船橋市におけるヒューム管の埋設区間において、空洞と管内異常、空洞下端から下水道管

渠間のゆるみとの関係を表－６のように整理した。この結果の整理にあたっては、空洞確認

調査が実施できていない箇所は除いている。 
「空洞あり」かつ「下水道管渠との間にゆるみあり」の場合、約 70%が「管内異常あり」

となった。「空洞あり」かつ「下水道管渠との間にゆるみなし」の場合、必ず「管内異常なし」

となった。  
以上の結果を整理すると、ヒューム管において空洞下端から下水道管渠との間にゆるみが

発生している場合、管内異常が発生している可能性があり、逆にゆるみが無い場合、管内異

常は発生していないと考えられる。  
 

表－６ 管内異常と空洞、ゆるみの整理結果 
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４．まとめ及び今後の課題 

（１） 本年度の研究成果 

本年度研究の成果は、以下の通りである。  

① 従来の路面下空洞探査装置との比較 

従来の路面下空洞探査装置で実施していた深度 1.5m 以浅の探査においては、車両牽引型

深層空洞探査装置も同等の探査能力（空洞探知精度、探査幅）を有している。 

② 実証技術の革新性 

地下の異常（空洞やゆるみ等）を探査できる深度が以下の通り向上した。 
・空洞発見深度：最大深度 2.2m（過年度研究成果） 
・ゆるみ発見深度：最大深度 3.7m 
・確認調査未実施の異常反応：最大深度 4.2m 

③ 導入コスト 

実証技術を管路管理に導入した場合、管内 TV カメラ調査に比べて、75%程度のスクリー

ニング費用削減が期待できる。 

④ 調査方法 

空洞確認調査に簡易貫入試験を導入することによって、空洞下端から下水道管渠との間の

ゆるみを数値的に把握することができる。空洞下端から下水道管渠（ヒューム管）までゆる

みが確認された場合、管内異常が存在する可能性が高いと考えられる。一方、ゆるみがない

場合、管内異常はない可能性が高い。  

⑤ 空洞のモニタリング 

土被りが深い場所から浅部への空洞の移動をモニタリングすることが可能である。また、

管内異常に関連した空洞は 10cm/年程度で浅部へ移動しているが、管内異常と関連性がない空

洞はほとんど浅部へ移動していない。したがって、管内異常に関連して発生している空洞は、

管内異常に関連していない空洞に比べて、早い速度で浅部に移動している可能性がある。  
 

（２） 課題 

 本年度までの研究成果から考えられる実証技術の課題を以下にまとめる。 

① 深度 5m までの空洞探査 

実証フィールドでは、最深で深度 3.7m に存在するゆるみを探知できたが、それ以深の空

洞やゆるみは探知できていない。 

② 下水道管渠に起因する空洞 

空洞の浅部への移動速度や空洞直下のゆるみは、管内異常の存在を間接的に示している可

能性があり、下水道管渠に起因する空洞とその他を原因とする空洞を区別できる可能性があ

る。しかし、得られたデータ量のみでは少ないと考えられるため、今後もさらなるデータを

蓄積していき、明確な指標を示すことが望ましい。
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脱水乾燥システムによる下水汚泥の肥料化、燃料化技術実証研究  
（B-DASH）  

 
三宅 晴男  
島田 正夫  
池上 梓  

 

１．はじめに  

下水汚泥の有効利用率は年々上昇しているが、その主な利用方法はセメント原料、建設

資材などが多い。近年、下水汚泥の燃料化が取り組まれているものの大規模な処理場での

適用にとどまっており、さらなる有効利用率の向上・循環型社会への貢献を目指すには、

多様な分野へ有効利用方法を拡大する必要がある。  

また、平成 27 年 7 月には下水道法が改正され、下水汚泥を肥料化や燃料化等として有

効利用することが努力義務として掲げられたが、中小規模の下水処理場では脱水汚泥の状

態で産業廃棄物として処分委託するケースが多い。肥料化や燃料化のため乾燥設備などを

新たに設置するには多額の費用が必要であり、肥料化や燃料化が進まない要因の一つとな

っている。  
本実証研究は、肥料化，燃料化といった多様な有効利用用途に対し一つのシステムで対

処でき、かつ従来からの課題であったコスト縮減を可能とした革新的脱水乾燥システムに

ついて実証するものである。研究期間は、平成 28 年 7 月 12 日から平成 30 年 3 月 31 日ま

でで、栃木県鹿沼市黒川終末処理場内に実証施設を設置して行った。  
なお、本実証研究は、月島機械株式会社、サンエコサーマル株式会社、日本下水道事業

団、鹿沼市、公益財団法人鹿沼市農業公社の 5 者が平成 28 年度下水道革新的技術実証事

業（B-DASH プロジェクト）に共同提案し採択されたもので、国土交通省国土技術政策総

合研究所の委託研究として実施した。  
 
２．実証研究の概要  
２．１ 実証技術の特徴と研究の目的 

 近年開発された機内二液調質型遠心脱水機は、排出される脱水汚泥が低水分、細粒状か

つ粘性が低いという特徴がある。本実証技術は、この特徴に着目し脱水機と乾燥機を一体

化し、更に解砕機や搬送機器を排除した円環式気流乾燥機を採用することで、従来の乾燥

設備と比較しシステムや機器構造が簡素な脱水乾燥一体型のプロセスで、建設費の低減を

可能とするものである。 

 また、この技術では脱水汚泥を乾燥し減容化することに加え、熱風温度を調整すること

で乾燥汚泥の水分を 10～50％の任意の条件に調整でき、乾燥汚泥の燃料化や肥料化といっ

た幅広いニーズに対応できる。本技術の確立により、中小規模下水処理場が抱える汚泥処

分費の問題を解決すると同時に下水汚泥の有効利用の促進が可能となる。 

 本実証研究では実規模の脱水乾燥システムを設置、脱水乾燥性能を確認するとともに生

産された乾燥汚泥の肥料及び燃料としての有効性を評価することを目的としている。  
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３．過年度の調査概要（平成 28 年度調査）  

平成 28 年 7 月に実証施設の設置工事に着手し、平成 29 年 1 月から試運転を含めて試験

を開始、主に消化汚泥を対象に冬季における運転性能調査を行った。また得られた乾燥物

について肥料及び燃料利用に関する調査を実施した。主な試験結果を以下に示す。  

３．１ 脱水乾燥設備の運転性能  
（１）最適処理条件  

脱水においては、あらかじめ脱水機の調整因子（遠心力、堰板設定）及び高分子凝集剤

注入率についての最適処理条件を求め、この条件のもとで乾燥性能に対する無機凝集剤注

入率と熱風温度の影響調査を実施した。  
無機凝集剤の注入率は脱水汚泥の細粒化や粘性に大きく影響することから、注入率を 5、

10、20%とした場合に得られる脱水汚泥を対象に熱風温度と乾燥特性との関係を評価した。

その結果、全ての注入条件において熱風温度（250～500℃）と乾燥汚泥含水率（10～50%）

は概ね直線的な関係にあったことから、熱風温度の調整により任意の含水率の乾燥汚泥が

得られることを確認した。  
（２）連続運転調査  

夜間、施設に作業員が付くことなく 24 時間自動制御（乾燥汚泥含水率のモニター結果

より熱風温度をフィードバックで制御）により乾燥汚泥含水率一定の安定運転が可能かを

確認するための調査を約 3 日間（76 時間）にわたり実施した。期間中、供給汚泥濃度とし

ては 1.65～1.90%の範囲で変動し、脱水汚泥含水率としても 76～79%程度の範囲で変動が

認められたが、自動制御を用いた脱水乾燥システムの連続運転には支障が無く、安定した

乾燥性能（目標含水率の±2 ポイント（日間平均））が確認された。  
３．２ 有効利用調査 

本技術で製造された乾燥汚泥について、肥料及び燃料としての有用性確認のための調査

を実施した。  
（１）肥料利用 

乾燥汚泥を肥料取締法における普通肥料として登録することを目的に、保証成分（含有

成分濃度）及び有害成分の分析並びに植害試験を実施し、肥料登録する上で問題の無い性

状であることを確認した。なお、植害試験は「植物に対する害に関する栽培試験の方法」

（昭和 59 年 4 月 18 日付け 59 農蚕第 1943 号農林水産省農蚕園芸局長通知）に準じて実

施した。  
また、堆肥代替品としての乾燥汚泥の施用性・施用効果を確認するため、大豆及び麦を

対象とする実際のほ場での利用試験を実施した。大豆を対象とした試験（平成 28 年 7 月

～11 月）において、肥料散布はホイルローダで実施したが、製造直後の乾燥汚泥を用いた

こともあり臭気が強く、対策の必要性が指摘された。また、施用量が不適切であったこと

から窒素成分が過多となり大豆の特徴であるつる化けとして葉や茎に栄養が集中し、実の

収量が少ない結果となった。引き続いて実施した麦の農地利用試験（平成 28 年 11 月～平

成 29 年 6 月）においては、製造後数週間の養生期間を経た乾燥汚泥を用いたため、散布

時における臭気問題は抑制できた。  
（２）燃料利用 
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水素製造装置の外観を写真－１に、概略

フローを図－３に示す。  
実験に用いた原水のうち、処理水は浄

化センターより二次処理水、ストレーナ

水、砂ろ過水を取水し、さらに実験装置

側の砂ろ過処理の有無も選択可能とし

た。また徳山下松湾から取水した海水も

同様に砂ろ過の有無を選択可能とした。 
実験に用いた A,B スタックは昨年度

と同様の規模とし、膜間距離や抵抗等を

変えた複数種のスタックにより調査を

行った。昨年度のスタックも含め、実験

装置の概要を表－１に、スタックの外観

を写真－２に示す。 
 

表－１ 実験装置（スタック）の概要 

名称 A ｽﾀｯｸ B ｽﾀｯｸ 

項目 A-1 A-1a A-1b B-1a B-2a B-2b B-2c B-2d B-2e B-2f B-3a B-3e 

研 

究 

場 

所 

山口 

大学 
○   ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

海浜 

公園
※1 

○   ○ ○ ○       

徳山 

東部 
 ○ ○  ○     ○   

有効膜 

面積 
0.1m2/枚 88cm2/枚 

対数 200 対 40 対 10 対 40 対 

膜間距離 

[μm] 
600 200 500 200 100 

膜抵抗※2 

[Ωcm2] 
5.3 2.0 5.3 2.0 5.3 2.0 1.0 5.3※3 5.3 1.0 

電極 

ｺｰﾃｨﾝｸﾞ 
Ti/Pt,Ti/Pt Ag,AgCl または Pt,Pt 

電極液 Na2SO4 NaCl または Na2SO4 

供給水量 
最大 20L/min 

(28.8m3/日) 
最大 0.14L/min (0.2m3/日) 

※１）平成 28 年度実施（参考）、※２）陽イオン膜と陰イオン膜の合計値、※３）１価イオン選択膜 

 

３．２ 本年度の研究内容 

  昨年度の結果を踏まえて設定した、平成 29 年度の評価指標及び目標値を表－２に示す。

また実証実験の結果及び将来的な開発を見込み、本技術の導入可能性調査（以下、「FS」と

写真－２ スタック形状 
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いう。）を行った。 
 

表－２ 技術課題に対する評価指標及び目標値【平成 29 年度】 

技術課題 評価指標 目標値 

水素・酸

素製造能

力の向上 

(1)水素製造量 

の確認 
出力電流と発生水素量との相関 

RED 電流-水素変換効率 90%以上 

水素発生量：1.3NL/h･台(A ｽﾀｯｸ) 

8.88NL/h･台(B ｽﾀｯｸ) 

(2)高純度水素製造の

確認 
生成水素の品質確認 99.97%以上の水素純度（ISO14687-2 ） 

(3)連続運転による出

力低下の抑制 
3,000 時間の総運転での出力低下 

3,000 時間以上の総運転で、出力低下 10％

以内(前処理有り) 

(4)運転温度と出力の

相関 

6 月から 12 月までの評価を行うこと

で年間を通じての性能の検証を行う 

(A ｽﾀｯｸ)。10℃~35℃での性能評価を 

実施(B ｽﾀｯｸ)。 

１℃あたり約３％出力増加(A ｽﾀｯｸ) 

１℃あたり約３％出力増加(B ｽﾀｯｸ) 

(5)膜間距離と出力と

の相関 

0.5mm と 0.１mm 間隔の膜スタックの

出力比較 
2.2 倍の出力増加 

(6)膜抵抗と出力との

相関 

5.3Ωcm2 と 1.0Ωcm2 間隔の膜スタッ

クの出力比較 
1.7 倍の出力増加 

(7)一価イオン選択性

膜による出力の確認 

１価イオン選択性膜による性能低下

の低減を確認 

1 価イオン選択性膜で海水時の出力減：20％

以下 

(8)酸素製造量と純度

の確認 

酸素極側における酸素製造量と濃度

確認 

RED 電流-酸素変換効率 96%以上 

酸素発生量：0.52NL/h･台(A ｽﾀｯｸ) 

      4.11NL/h･台(B ｽﾀｯｸ) 

95%以上の酸素純度 

水素変換

効率向上 
(9)電極構造の最適化 

電極触媒及び電極部構造における水

素製造効率の向上を検討。 
2.8 倍の出力増加 

処理水・

海水の影

響 

(10)適切な前処理条件

の検討 

前処理法の比較により、最適な前処

理方法を検討。 

前処理前後の TOC、SS、COD、pH、イオン組

成 を評価 

システム

効率化 

(11) 原 水 供 給 方 法 の

検討 

原水の供給条件を変えて、 性能が最

大となる 最適な供給条件を検討。 
1.05 倍の出力増加 

(12)逆洗方法・間隔の

検討 

各種ろ過条件による、圧損と流路の

汚染状況を確認し、効果的な逆洗の

方法と間隔を検討 

各種ろ過条件における、圧損と流路 

汚染状況確認、および逆洗等による 

維持管理手法の提案 

 

３．３ 実験結果 

（１）水素製造量の確認 

下水処理水及び海水を用いて、

RED 水素製造装置の時間経過に

よる水素生成量の変化測定を行

った。なお、実験は浄化センター

において、昨年度の膜間距離

600μm から 200μm に短くした

A-1a スタックを用いた。 

結果を図－４に示す。膜間距離

図－４ 時間当たり水素生成量（A スタック）  
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（１）適用可能性 

①FS 検討の結果より、普及時における RED 水素製造装置のコスト低減を見込んでも、

適用可能な処理場規模は 30,000m3/日以上が目安と考えられた。 
②本技術のエネルギー源である下水処理水の水質は多様であり、これに対応可能で安価

な前処理装置が必要である。前処理装置は本システムにおけるコスト割合も大きいた

め、膜分離活性汚泥法のような水処理技術を採用する下水処理場には有効と考えられ

る。 
③現段階では、本技術の設備において高純度の水素捕集が出来ていない。しかし原理的

には、高純度の水素製造が実現可能であるため、捕集機構等の改良により水素精製装

置を不要にすることで、更なるコスト低減を可能とすることが有効である。 

（２）技術的課題 

①出力増大には、スタック内部の抵抗低減と、電極における電流－水素 /酸素変換効率の

向上が求められる。 
②電気的な抵抗の低減には「新膜の開発」による低抵抗膜の開発と、「流路構造の開発」

による膜間距離の更なる低減が必要となる。 
③変換効率の向上には、「電極・触媒開発」による電極の多連化や構造の最適化が必要で

ある。 
④酸素利用においては、塩素発生が競合しており、その対策技術も必要である。 
⑤更に複数年にわたる長期運転試験と、それを実現可能とするファウリング対策の検証、

前処理技術の確立が必要である。 
⑥取水規模が大きいため、RED 水素製造装置に用いるイオン交換膜の「大面積化」、大

型装置開発が必要である。 
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高効率消化システムによる地産地消エネルギー活用技術の 

実用化に関する実証研究（B-DASH） 
 

三宅 晴男 
     池上 梓 
     島田 正夫 

 

１．はじめに 

平成 17 年 9 月に策定された「下水道ビジョン 2100｣1)及び平成 19 年 6 月に策定された「下

水道中期ビジョン」2)では、循環のみち下水道と銘打って水及び資源の活用・再生を目標とし、

持続的発展が可能な社会の構築に貢献することが新たな下水道の使命と位置付けられている。

これを踏まえ、平成 26 年 7 月に発表された「新下水道ビジョン」3)では、循環のみち下水道

の進化として、下水処理場の資源・エネルギーの集約・自立・供給拠点化が目標のひとつと

なっている。また、平成 28 年 5 月に策定された「地球温暖化対策計画」4)で示された温室効

果ガス削減目標を満たすためには、エネルギー利活用に向けた取り組みを一層推進していく

必要がある。 
本研究は、無動力撹拌式消化槽、高効率加温設備（可溶化装置）、固体酸化物形燃料電池（以

下、SOFC*という。）の組み合わせにより、嫌気性消化及びエネルギー回収・利用の効率化及

び排出汚泥量低減効果について実証するものである。併せて、下水処理場に地域バイオマス

及び外部汚泥を受け入れることによって、地域全体としてバイオマス処分費削減を図るとと

もに、下水処理場の資源・エネルギーの集約・自立・供給拠点化を目指すものである。 
なお本研究は、平成 29 年度下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）として採

択され、国土交通省国土技術政策総合研究所の委託研究として、「三菱化工機（株）・国立大

学法人九州大学・日本下水道事業団・唐津市共同研究体」が実施したものである。 
今年度は佐賀県唐津市にある唐津市浄水センターに実証施設を設置し、消化槽の立ち上げ、

ならびに高効率加温設備（可溶化装置）、固体酸化物形燃料電池の実証試験などを行った。 
 

２．本研究の概要 

２．１ 本研究の目的 

本研究における実証技術は、外部動力を用いずにメタン発酵を行う無動力撹拌式消化槽、

汚泥の熱改質によりバイオガス発生量を増加させつつ汚泥の減容化と消化槽の加温を行う高

効率加温設備（可溶化装置）及びバイオガスを利用して発電を行なう SOFC から構成される。 
また、本研究においては、実証施設に近隣のオキシデーションディッチ法を採用する下水

処理場で発生した脱水汚泥（OD 汚泥）や食品残渣を受け入れる施設を設置する。これらの技

術、設備の組み合わせにより、本研究では以下の点を明らかとする。  
 
 
*SOFC：固体酸化物形燃料電池（Solid Oxide Fuel Cell） 
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由して、既設のベルトプレス脱水設備に送られる。脱水汚泥は系外に排出されるが、一部は

実証施設のケーキ受入れホッパに搬送、貯留された後、高効率加温設備（可溶化装置）に投

入される。 
高効率加温設備（可溶化装置）では、脱水汚泥は熱改質され、再度消化槽に投入される。

外部から受け入れた OD 汚泥についても既設で発生した脱水汚泥と同様、ケーキ受入れホッ

パに搬送され、高効率加温設備（可溶化装置）で処理された後、消化槽に投入される。これ

らの可溶化された汚泥は、高温で消化槽に投入されるため、消化槽加温の熱源として使用さ

れる。今回の実証設備では、汚泥の可溶化処理時間を日中の 5～6 時間と想定した施設設計及

び運転を行っているため、消化槽の温度は可溶化された汚泥が投入される日中に上昇し、夜

間には低下する挙動を示す。 
消化槽で発生したバイオガスは既設のガスホルダに貯留された後、前処理（脱硫・シロキ

サン除去）を行い SOFC に燃料として供給、発電に使用される。発電排熱は温水として回収

され、蒸気ボイラの補助熱源として利用される。 
本研究では、従来の中温消化と比較して、表－３に示す４条件におけるガス発生量等の効

果を確認する。本研究のスケジュールを表－４に示す。本研究における消化日数は 20 日のた

め、各条件で消化槽内部の汚泥が十分に入れ替わり、ガス増量、脱水汚泥の含水率低減等の

効果が得られるまでに、消化日数の 2 倍の 40 日程度の期間を要すると考えられる。そのため、

条件ごとに 3 ヶ月程度の期間を設けた。食品残渣、OD 汚泥については、今年度は受入れ施設

の動作確認のみを行い、消化槽投入時のガス増量効果等については来年度検証することとし

た。 
 

表－３ 消化槽運転条件 

条件 加温方法 地域バイオマスの受け入れ 
①  高効率加温設備（可溶化装置） ―  
②  高効率加温設備（可溶化装置） OD 汚泥 
③  高効率加温設備（可溶化装置） 食品残渣 
④  高効率加温設備（可溶化装置） OD 汚泥・食品残渣 

 
表－４ 本研究のスケジュール 

条件  
平成 29 年度  平成 30 年度  

1 月  2 月  3 月  4 月  5 月  6 月  7 月  8 月  9 月  10 月  11 月  12 月  1 月  2 月  3 月  

①                 

②                 
③                 
④                 

 

３．実証施設 

３．１ 実証フィールド 

実証フィールドである唐津市浄水センターの概要を表－６に示す。 
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棄物を投入することとした。食品廃棄物は建屋内での受入れ、OD 汚泥に関しては屋外でのケ

ーキ受入ホッパによる受入れとした。 
 

４．今年度の研究内容 

今年度は、実証施設の設置を行った後、無動力撹拌式消化槽の立ち上げ、高効率加温設備

（可溶化装置）を用いた連続運転及び SOFC の性能確認試験を行った。 
無動力撹拌式消化槽では、消化槽内の流速測定、流速解析を行い、撹拌状況を確認した。

さらに、既設のガス撹拌方式の消化槽と消化槽撹拌に係る動力を比較した。また、高効率加

温設備（可溶化装置）を用いた消化槽の加温状況を確認した。消化汚泥の消化率、投入 VS
当たりのガス発生量等を算出し、既設の消化槽の値と比較することで高効率加温設備による

効果を確認した。SOFC の試験には、既設のガスホルダに貯留されたバイオガスを用いた。

実証施設の前処理装置（脱硫・シロキサン除去装置）を通したバイオガスの性状の分析、発

電効率の確認を行った。  
本研究における今年度の目標値を表－５に示す。無動力攪拌式消化槽では、消化槽内で発

生するバイオガスの圧力を利用して攪拌をすることにより、既設消化槽と比べて攪拌に係る

動力を 90%削減する。高効率加温設備（可溶化装置）を使用することにより、既設消化槽と

比較して、バイオガス発生量 15%増、消化率 10%向上を見込む。また、脱水汚泥の含水率は

5～7 ポイント低減を見込む。SOFC については、バイオガスを利用した発電において、発電

効率 50%を目標とする。  
表－５ 今年度の実証研究の目標値 

技術 目標値 

無動力撹拌式 
消化槽 ・既設と比較して撹拌に係る消費電力 90％削減  

高効率加温設備 
（可溶化装置） 

・既設の消化率（52.8%）と比較して消化率 10 ポイント向上 
・投入 VS 当たりガス発生量 540Nm3/t-VS 

（高効率加温設備による効果、地域バイオマスの受け入れなし） 
・脱水汚泥の含水率 5～7 ポイント低減 

固体酸化物形 
燃料電池 ・発電効率 50% 

 
４．１ 無動力攪拌式消化槽の立ち上げ状況 

以下のステップで、無動力攪拌式消化槽の立ち上げを行った。定格 25m3/日の投入汚泥量

に対して 30%（7.5m3/日）の汚泥量（投入汚泥負荷 30%）から立ち上げを開始し、1 ヶ月か

けて 50%、70%、100%と段階的に投入汚泥量を増加させた。 
 
①  消化槽内に処理水を張り、汚泥循環ラインへの蒸気バイパス投入により槽内を昇温 
②  種汚泥として消化汚泥 300m3 を投入 
③  濃縮汚泥の投入開始（投入汚泥負荷 30%） 
④  可溶化汚泥の投入を開始  
⑤  可溶化汚泥による熱源供給のみで消化槽の加温を開始 
⑥  汚泥負荷を 100%まで段階的に増加 
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試算に必要な設定値を表８、９、１０に示した。実証施設の消化槽が立ち上げ段階のため、

本試算における消化率、分解 VS あたりのガス発生量などの値は既往の研究結果 5)等を用いて

設定した。 
 

表－９ LCC 試算の設定値（２） 

項目 
試算条件 

日最大 日平均 

流入水量 37,500m3/日 30,000m3/日 

汚泥処理量（消化設備）  638m3/日  
（1%換算） 

510m3/日  
（1%換算） 

外部受入れ OD 汚泥量 5.0t/日  4.0t/日  

外部受入れ食品廃棄物量  2.5t/日  2.0t/日  
 

表－１０ LCC 試算の設定値（３） 

項目 
試算条件 

実証技術 従来技術 

消化・ 
脱水汚泥 

消化槽投入汚泥 VTS 80% 80% 
消化率（外部受入れ無） 60% 50% 
消化率（外部受入れ有） 57.6% －  

バイオガス発生量 1,000Nm3/t-VS 分解 1,000Nm3/t-VS 分解 
脱水汚泥含水率 77% 82% 

OD 汚泥 
固形物濃度 18.0% －  

有機物含有率 80.0% －  

食品残渣 
固形物濃度 15.0% －  

希釈下水処理水 2.0m3/日  －  
有機物含有率 80.0% －  

 消化槽投入量 4.0m3/日   
 

従来技術における消化設備の建設費、維持管理費については「バイオソリッド利活用基本

計画（下水汚泥処理総合計画）策定マニュアル」7)の費用関数を用いた。また、発電設備につ

いては「下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン－改訂版－」8)の費用関数を用いた。実証技

術については、本研究の建設コストを反映させた建設費を積み上げて算出した。脱水機につ

いては、既設のものを使用するため建設費等は試算範囲外としているが、維持管理費につい

ては、実証技術においては可溶化設備の導入による運転時間の増大、薬品代の増加を計上し

た。耐用年数は機械が 15 年、土木が 45 年、電気を 15 年とした。建設費と耐用年数から建設

費年価を算出し、LCC については建設費年価と維持管理費を足し合わせることで算出した。  
試算結果を図－１２に示す。従来技術と実証技術を比較すると、実証技術を導入すること

により、建設費、維持管理費が増加している。一方、従来技術では地域バイオマスの処分費

が必要となることに加え、実証技術では可溶化による汚泥の減容化、含水率の低減効果によ

り、汚泥処分費が削減された。そのため全体としては、従来技術と比較して実証技術では LCC
が 21%削減される結果となった。 
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さらに、本試算は発生したバイオガスを消化槽の加温に使用した後、余剰ガスは発電し、

場内利用としているが、FIT*を利用することにより、本実証技術導入の LCC 削減効果はより

大きくなるものと見込まれる。なお、本試算は想定値を用いたものであるため、引き続き実

証試験を行い、消化率や分解 VS 当たりのバイオガス発生量等の試算条件を見直す必要がある。 
 

 
図－１２ LCC 試算結果 

 

６．まとめ及び今後の予定 

国土交通省の B-DASH プロジェクトにおいて、「高効率消化システムによる地産地消エネ

ルギー活用技術の実用化に関する実証研究」の実規模実証施設を設置し、実証試験を行った。

今年度の主たる成果は以下のとおりである。 
 
①  無動力撹拌式消化槽の運転状況の確認 

消化槽内で発生したバイオガスによる無動力撹拌運転を行った。既設中温消化設備に対

して、無動力撹拌式消化槽を用いることで撹拌動力を 98%削減できることが確認された。 

②  高効率加温設備（可溶化装置）を用いた消化性能の確認 
投入 VS当たりのガス発生量について、既設中温消化設備の実績値 469Nm3/t-VSに対し、

実証施設では 440Nm3/t-VS（目標値：540Nm3/t-VS）であった。また、消化率について

は、既設の実績値が 52.8%、実証試験では 61.5%（目標値：10 ポイント増加）となった。

投入 VS 当たりガス発生量、消化率ともに目標値には未達であったが、これは消化槽の

立ち上げが十分にできていないためであると考えられた。 

③  発電効率の確認 
2 時間の連続運転において、発電効率 50%以上の目標に対して 51%、総合効率 86%が確 

認できた。 
 

*FIT：固定価格買取制度（Feed-in Tariff） 
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④  導入効果の確認 
既往研究成果を用いた実証技術の LCC 試算では、従来の中温消化＋発電と比較し LCC
が約 21%低減された。 

平成 30 年度も引き続き実証試験を実施し、無動力撹拌式消化槽、高効率加温設備（可溶化

装置）を用いた消化性能の確認、地域バイオマス導入時の消化効率の検証、SOFC の性能・

安定性評価などを行う予定である。 
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温室効果ガス削減を考慮した発電型汚泥焼却技術実証研究（B-DASH） 
 

三宅  晴男 
      佐々木  信勝  
      碓井  次郎 

 

１．はじめに 

平成 20 年 3 月に改訂された「京都議定書目標達成計画」1)では、下水道における省エネ

ルギー・新エネルギー対策の推進を図ることとされており、温室効果ガス排出量削減の目標

達成に向けて一層の努力が求められている。また、低炭素社会の実現に向けてカーボンニュ

ートラルであるバイオマス資源の利活用が求められており、下水汚泥は大量かつ安定的に集

約される有望な資源として位置付けられ、燃料化技術をはじめとする各種エネルギー利用技

術が開発、推進、導入されつつある。 
下水道事業における温室効果ガス排出量を削減する方法は様々あるが、汚泥焼却設備に関

しては、消費エネルギーの削減や焼却処理過程で発生する一酸化二窒素（N2O）排出抑制が

挙げられる。前者に関しては、汚泥焼却設備から排出される高温排ガスからのエネルギー回

収が有効な手法の一つとして考えられる。また、後者に関しては、高温焼却（焼却温度 850℃）

が広く知られているが、流動床式焼却炉においては、通常は炉の底部から吹き込む燃焼空気

を二段に分けることで燃焼効率を高める二段燃焼技術が実用化されており、高温焼却と二段

燃焼技術を組み合わせることにより、一層の N2O 排出抑制が期待される。 
これらの背景を踏まえ、本研究は、汚泥焼却設備において、高効率発電技術と局所撹拌空

気吹込み技術を組み合わせた「温室効果ガス削減を考慮した発電型汚泥焼却技術」（以下、「本

技術」という）について実証を行うものである。なお本研究は、平成 29 年度の国土交通省

の下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）として採択され、国土交通省国土技

術政策総合研究所の委託研究として、「JFE エンジニアリング（株）・日本下水道事業団・川

崎市共同研究体」が実施したものである。 
 

２．本研究の概要 

２．１ 目的 

本技術は、汚泥焼却設備に高効率発電設備と局所撹拌空気吹込み設備を付加することで、

汚泥焼却設備での電力消費量や温室効果ガス排出量の大幅な削減を図るものである。本研究

では、実規模の実証設備を設置して実験を行うことで、発電性能や温室効果ガス排出量の削

減効果及び本技術のライフサイクルコスト縮減効果などを明らかにすることを目的とする。

具体的には、入江崎総合スラッジセンターを実証フィールドとし、同センターの既設 3 系焼

却設備に本技術を付加し、汚泥の焼却運転を行い、発電量や N2O 排出量削減効果などの検

証を行う。 
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２．２ 本技術の概要 

本技術は汚泥焼却設備に適用する技術であり、汚泥焼却設備からの未利用廃熱を利用して

発電を行う「高効率発電技術」と流動床式焼却炉の二段燃焼技術である「局所撹拌空気吹込

み技術」を組み合わせたものである（図－１）。  
高効率発電技術は、発電した電力を汚泥焼却設備の動力として用いることで、電力消費量

の削減を図るものであり、局所撹拌空気吹込み技術は、燃焼空気を局所的にフリーボード部

からも吹きこむことで効率的な汚泥焼却を促し、N2O 排出量削減と同時に窒素酸化物（NOx）
排出量の削減も図るものである。 

高効率発電技術と局所撹拌空気吹込み技術は独立した技術で個別に汚泥焼却設備に適用

可能であり、新規焼却設備だけでなく既設焼却設備にも追加設備として適用可能である。 
 

 
図－１ 本技術概要 

 

２．３ 本技術の特徴 

（１）高効率発電技術 

廃熱ボイラと蒸気タービンを組み合わせた汚泥焼却設備での発電は、大規模施設では実施

例があるものの、中小規模施設では汚泥焼却設備から得られる未利用廃熱熱量が少ないため、

導入が困難であったが、高効率発電技術を適用することで中小規模施設でも、廃熱ボイラと

蒸気タービンによる高効率での発電が可能である。 
高効率発電技術は図－１に示すとおり、主な設備としては廃熱ボイラと復水式タービン及

び復水器から構成されており、廃熱ボイラにて排ガス中の未利用廃熱から蒸気を発生させ、

発生させた蒸気を用いて復水式タービンを駆動させ、発電を行う。熱回収した排ガスは既存

焼却設備の排ガス処理設備に戻すこととしており、また、発生した蒸気の一部を白煙防止に

用いることで、白煙防止予熱器を使用しないことも可能である。 
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高効率発電技術の最大の特徴としては、下水処理水を復水器の冷却水として活用した水冷

方式の復水式タービンを適用することで、高い効率を有する点である。 
タービンは出入口の蒸気エネルギーの差が大きいほど発電に使用可能なエネルギーも増

大する。タービンには出口で蒸気を冷却する復水式と冷却しない背圧式があるが、両者を比

較した場合、復水式は出口蒸気の温度及び圧力が背圧式よりも低く、出口の蒸気エネルギー

が小さいため、発電に使用可能なエネルギーが多い（図－２）。 
さらに、復水式には冷却媒体に空気を使用する空冷方式と水を使用する水冷方式があるが、

下水処理場に豊富に存在する下水処理水を用いた水冷方式とすることで、空冷方式よりもタ

ービン出口蒸気の温度及び圧力を低下させ、発電効率の向上を可能とする（図－３）。 
 

 
図－２ 背圧式と復水式のタービン発電効率比較 

 

 
図－３ 空冷方式と水冷方式のタービン発電効率比較 
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（２）局所撹拌空気吹込み技術 

局所撹拌空気吹込み技術は、図－４に示すとおり、汚泥焼却処理量や炉内温度、排ガス組

成など焼却炉の運転状況を監視し、焼却炉のフリーボード部から局所的に燃焼空気を吹き込

み、吹込空気量、吹込流速、空気比などを操作し、効率的な汚泥焼却を行うものである。本

研究以前に実施された川崎市と JFE エンジニアリングとの共同研究 2),3)の中では、基本的な

局所撹拌空気吹込み技術において、NOx 排出量を抑えつつ N2O 排出量を削減できることを

確認しており、本研究では、N2O、NOx 排出量削減効果を安定して実現するための制御方法

の確立を目指している。  
また、局所撹拌空気吹込み技術は、装置がコンパクトであり、設置に必要なスペースが小

さいことから、既存焼却設備に付加することが容易である特徴を有する（図－５）。 
 

 
図－４ 局所撹拌空気吹込み技術の操作パラメータと監視項目 

 
図－５ 局所撹拌空気吹込み設備の設置検討例  
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２．４ 実証設備 

（１）実証フィールド 

本研究の実証フィールドである入江崎総合スラッジセンターは、平成 7 年 11 月より運転

を開始しており、汚泥処理の効率化を図るために川崎市内 4 か所の水処理センターから発生

する汚泥を圧送にて受け入れ、集中焼却処理を行っている（図－６）。受け入れた汚泥は、

遠心濃縮機で濃縮処理後、ベルトプレス脱水機により含水率 74%程度まで脱水し、流動床式

焼却炉（高温燃焼）で焼却処理している。焼却処理工程から発生する余熱エネルギーは、入

江崎総合スラッジセンターの 4 階に建設された温水プールに活用されている。 
 

 
図－６ 入江崎総合スラッジセンター 所在地及び外観 

 
（２）実証設備 

入江崎総合スラッジセンターの現有焼却設備は 4 系列（40ds-t（約 150wet-t）/日×4 系

列）あり、本研究は既設 3 系焼却設備に実証設備を設置し行った。入江崎総合スラッジセン

ターの 3 系焼却設備の主要な仕様を表－１に示す。高効率発電技術に関する実証設備の主な

機器としては、廃熱ボイラ（型式：強制循環式水管ボイラ 蒸発量：4,925kg/h）、復水式タ

ービン（型式：衝動型復水タービン 発電機端出力：850kW）、復水器（型式：水冷式 電

熱面積：170m2）、発電機（型式：ブラシレス同期発電機 出力：945kVA）であり、廃熱ボ

イラは 3 系焼却設備の空きスペースに設置し、既設排ガスダクトラインを一部改造して、排
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ガス中の未利用廃熱を利用できるようにした。蒸気タービン、復水器、発電機については 3
系焼却設備に設置スペースを確保できなかったことから、4 系焼却設備の空きスペースに設

置し、蒸気配管及び処理水配管を設け、廃熱ボイラからの蒸気及び下水処理水を活用した発

電を可能とした。 
局所撹拌空気吹込み技術に関する実証設備は、燃焼空気を送るダクトから一部ダクトを分

岐し、3 系流動床式焼却炉のフリーボード部に局所的に燃焼空気を吹込むもので、制御設備

により、吹込流速、吹込空気量を調整可能としている。主要な実証設備の配置を図－７に示

す。 
 

表－１ 入江崎総合スラッジセンター 3 系焼却設備仕様 

項  目 仕  様 備  考 
（1） 汚 泥 種 類 混合生汚泥 集約処理 
（2） 炉 形 式 流動床式焼却炉 気泡流動 
（3） 焼 却 量 40ds-t/日 約 150wet-t/日 
（4） 含 水 率 74.75%（72.5～77%）  
（5） 可 燃 分 83.5%（77～90%） 固形分中 
（6） 発熱量（低位） 23.9MJ/kg-VTS  
（7） 燃 焼 温 度  850℃  
（8） 排 ガ ス 処 理 セラミックフィルタ＋排煙処理塔  
 
 

 
図－７ 主要実証設備配置図 

  

－ 115 －



JS技術開発年次報告書（平成 29年度） 

 

３．本年度の研究内容 

本年度の実証研究では、実証設備の設置工事を実施したうえで、同設備の性能確認運転を

行った。加えて、本技術導入に係るコスト、温室効果ガス排出量等の試算を行ったが、本試

算結果については来年度の報告書において総合的に整理することとし、本稿では、性能確認

運転の結果を掲載する。 

 
３．１ 高効率発電技術 

（１）機器単体性能確認 4) 

高効率発電技術の一連のシステムとしての性能確認を実施する前に、実証設備として設置

した復水式タービンについて、復水式タービンへの供給蒸気流量を変化させ、その時に得ら

れる発電出力と設計値を比較し、その発電性能を確認した。図－８に発電性能確認の結果を

示す。図－８に示すグラフの直線は本復水式タービンの設計値を示しており、各蒸気量にお

ける発電出力がこの直線上にほぼプロットされたことから、本復水式タービンは所定の発電

能力を発揮していることが確認できた。 
また、高効率発電技術は中小規模施設での導入を目指しているため、本研究では、含水率

79%以下の脱水汚泥 12.6ds-t/日（約 60wet-t/日）規模の焼却設備での本復水式タービンの

適用の可否を確認した。図－８から、脱水汚泥 12.6ds-t/日規模の焼却設備で得られる蒸気

流量（計算値：1.38t/h）を下回る蒸気流量においても本復水式タービンの駆動及び発電を

確認し、脱水汚泥 12.6ds-t/日（約 60wet-t/日）の焼却設備でも本復水式タービンが適用可

能と判断した。 
 

 
図－８ 復水式タービン発電性能確認結果 
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（２）発電性能確認 

高効率発電技術の一連のシステムとしての発電性能確認のため、焼却設備へ投入する脱水

汚泥量と実証設備における蒸気流量、発電量を測定し、焼却脱水汚泥 1 トン当たりの発電量

を確認した（図－９）。平成 30 年 3 月 1 日から 2 日にかけて実施した発電性能確認での脱水

汚泥供給量等の測定結果を図－１０に示す。 

脱水汚泥供給量は、発電性

能確認を開始した 3 月 1 日

12:00 か ら 20:00 頃 ま で は

6.5wet-t/h 程度で推移し、そ

の後 3 月 2 日 8:00 頃までの間

は、6.8wet-t/h 程度に増加し

た。脱水汚泥供給量増加に伴い、

廃熱ボイラでの発生蒸気量も

増加し、復水式タービン入口の

蒸気流量が 2.5t/h 程度から

2.8t/h まで増加しており、発電

量もこの間増加している。この

ことから、焼却炉への脱水汚泥

供給量の変動に対して、実証設

備が追従して対応できること

が確認できた。しかし、蒸気流

量については、設計で見込まれ

た 4.3t/h に対して、63%程度

の蒸気流量しか得られなかっ

た。原因としては、汚泥発熱量

が設計値よりも低いことで廃

熱ボイラでの熱回収が想定以

下となったこと、実証設備での

放散熱が想定よりも多かった

ことなどが考えられる。  
また、発電性能確認期間中

の、平均発電量が 360kWh、平

均 脱 水 汚 泥 供 給 量 が

6.54wet-t/h 、平 均含水 率が

74.1%であるため、焼却脱水汚

泥 1 トン当りの発電量は、

213kWh/ds-t であった。 

今後は改善対策等を実施したうえで、焼却脱水汚泥 1 トン当りの発電量を測定し、高効

率発電技術の発電性能を確認することとしている。 
 
  

図－９ 発電性能確認方法 

図－１０ 発電性能確認 測定結果 
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３．２ 局所撹拌空気吹込み技術 

平成 30 年 3 月 1 日～2 日にかけて、局所撹拌空気吹込みの実施、未実施を交互に繰り返

し、焼却炉フリーボード部の温度及び N2O 排出濃度等を測定し、性能確認を実施した（図

－１１）。 
局所撹拌空気吹込みの実施により、焼却炉の各部温度が上昇していることが分かり、中で

もフリーボード下部温度は、温度上昇幅が他の箇所と比べて大きいものであった。また、

N2O、NOx ともに局所撹拌空気吹込みの実施により排出削減が確認でき、NOx 排出濃度の

低下速度は N2O よりも速いものであった。今回の性能確認期間での局所撹拌空気吹込みに

よる N2O、NOx 削減率は表－２に示すとおりであり、N2O、NOx 排出量削減効果を安定し

て実現する局所撹拌空気吹込み技術の制御方法を確立するため、今後も性能確認を実施して

いく。 
 

 
図－１１ 局所撹拌空気吹込み性能確認測定結果 

 
表－２ N2O、NOx 排出量削減効果（平均値）  

局所撹拌空気吹込み N2O 排出濃度 NOx 排出濃度 
未実施 127ppm（12%換算） 85ppm（12%換算） 
実施 93ppm（12%換算） 41ppm（12%換算） 

削減率 27% 52% 
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４．まとめ及び今後の予定 

国土交通省の B-DASH プロジェクトにおいて、「温室効果ガス削減を考慮した発電型汚泥

焼却技術」の実証設備を設置し、性能確認運転を実施した。本年度の主たる成果は以下のと

おりである。 
 

・ 復水式タービンの発電性能確認を実施し、所定の発電性能を発揮することを確認したほ

か、含水率 79%以下の脱水汚泥 12.6ds-t/日（60wet-t/日）規模の焼却設備で本復水式

タービンの適用が可能であることを確認した。 

・ 高効率発電技術は、焼却炉への脱水汚泥供給量の変動に対して追従して発電ができるこ

とを確認した。本年度の実証研究では、蒸気流量が当初見込みよりも少なかったため、

改善対策の実施が必要である。 
・ 局所撹拌空気吹込み技術の適用により、N2O 排出量と NOx 排出量の同時削減が可能で

あることを確認した。 
 
平成 30 年度も実証研究を引続き実施し、高効率発電技術と局所撹拌空気吹込み技術の性

能確認を実施するとともに、実証研究で得られたデータを基にケーススタディを行い、ライ

フサイクルコストや温室効果ガス排出量の削減効果を検証し、本技術の導入効果を明確にす

る予定である。 
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下水処理場からの水素利活用検討業務 
 
三宅 晴男 
碓井 次郎 
池上 梓 

 
１．はじめに 

下水汚泥からの水素製造は、都市ガス等の化石燃料を利用した場合と比較して水素製造時の

二酸化炭素排出量が少なく、需要地に近接していれば輸送コストを低減できるといった特徴

を有し、再生可能エネルギー由来の水素として大きな期待が寄せられている。国土交通省で

は、「水素社会における下水道資源利活用検討委員会」を設置し、平成 27～平成 28 年度にか

けて実施した複数自治体における調査の結果等を踏まえ、「下水汚泥エネルギー化技術ガイド

ライン  ―平成 29 年度版― 」1)としてとりまとめた。また、平成 28 年 11 月に自民党政務調査

会においてとりまとめられた政策提言においても、東京 2020 年オリンピック・パラリンピッ

クに向け、下水処理場からのバイオガス由来の水素の活用について提案されており、国際社

会に向けたショーケースとして水素活用を推進することの必要性が謳われている。 
このような状況を踏まえ、本業務では、下水道資源を利活用した水素製造・利用に関する国

内外の取り組み状況について情報収集を行うとともに、水素利活用の実現に向けた戦略検討

を行い、下水処理場からの水素利活用の推進を図ることを目的とする。 
なお、本業務は国土交通省水管理・国土保全局下水道部からの委託を受け、株式会社日水コ

ンとの共同事業体として実施したものである。  
 

２．本年度の調査概要 

２．１ 国内外での取組状況の調査 

バイオガスからの水素利活用に関する国内外の既往事例の情報を収集・調査した。調査にあ

たっては、経済産業省、環境省及び国土交通省の動向、平成 27 年度及び 28 年度に開催され

た「水素社会における下水道資源利活用検討委員会」の主要な有識者からの意見聴取、過年

度に実現可能性調査（以下、FS という。  ）を行った自治体への現状の取り組み状況確認、

下水処理場から発生する消化ガスを原料とした水素製造の実験を行っているメーカー3 社へ

のアンケートを実施した。 

（１）国の動向及び有識者からの意見聴取 
経済産業省の水素基本戦略をはじめ、水素に関連する国の動向について、ホームページにて

公表されている資料を収集した。水素基本戦略においては水素量、コスト、利用先毎に段階

的な数値目標が示されており、下水処理場からの水素利活用を検討する上でのベースとなる

ものといえる。また、環境省においては各種実証事業による積極的な支援、国交省において

は B-DASH プロジェクトや水素利活用技術を盛り込んだ｢下水汚泥エネルギー化技術ガイド

ライン｣の改定等、国として積極的な支援が継続されている。 
また、国内外の水素利活用に関する動向について、有識者 3 名へのヒアリングを行った。

以下に主な内容を示す。  
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（国内の動き） 
 国内において、欧米と同様なレベルで水素ステーションを整備すると 2 倍程度のコスト

になってしまうことが課題であり、規制緩和が必要である。 
 さらなるコスト削減の技術開発が必要である。汚泥から直接水素を取り出す技術や海水

と処理水の濃度差を利用した技術開発が進められている。 
 内閣府の「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）」において、サプライチェー

ンシナリオについて、再生可能エネルギー由来あるいは化石燃料由来の水素を海外から

運搬する動きが活性化しており、国内のエネルギーバランスが崩れる懸念がある。 
 固定価格買取制度（以下、FIT という。）と水素が競合することが課題である。採算ベ

ースでは FIT が採用されてしまうのが現状である。 
 二酸化炭素（CO2）に関する規制が強くなれば、再生可能エネルギー由来水素を使わざ

るを得ないので、コストが高くても受け入れられる可能性がある。 
（海外の動き） 
 米国エネルギー省（DOE）において水素・燃料電池等に関するプロジェクトが行われ

ているが予算は減少している。 
 「第 2 回水素社会における下水道利活用検討委員会」時の資料に加え、Audi（アウデ

ィ）社の”e-gas プロジェクト”が動いている。e-gas プロジェクトでは、風力や太陽光等

によって発電した電気のうち、余剰電力を用いて水（H2O）を酸素（O2）と水素（H2）

に電気分解する。そこで生じた H2 に CO2 を取り込んで H2O と CH4 を生成し、生成し

た CH4 を e-gas として、天然ガス（CNG）車両に供給する。 
（今後の展開） 
 「誰が水素を欲しがるのか」、「水素を何に使うのか」については、規模によりステー

クホルダー、ビジネスモデルが異なることに留意しなければならない。 
 大規模な水素ステーション（マザーステーション）と小規模な水素ステーションの組み

合わせが必要である。 
 
（２）自治体からの意見聴取 

平成 27～28 年度において行った FS 対象都市（6 都市）に対し、現状の取り組みや直面す

る課題についてアンケートを実施した。主な質問内容とその回答を以下に示す。 

Q1) 自治体としての水素利活用に関する取組み状況 
－自治体内プロジェクトとして位置付けられている。 
－オリンピックを目標とした施策の展開を図っている。 
－各種の機関と情報交換・意見交換を図っている。 

Q2) 下水処理場からの水素利活用に関する取組み状況 
－国のプロジェクトへ参画している。 
－自治体独自で検討・研究を実施している。 
－FS への参画以降、特に進展していない。 

Q3) 下水処理場からの水素利活用にあたり支障となる事項・課題 
－現状の技術では、収益性が低く、経済性に課題がある。 
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－燃料電池自動車（FCV）の導入が進まず、水素需要が増えていないため、導入が難し

い。 
－下水処理場での水素生成量を増やすため、広域化や他バイオマスの受け入れが必要とな

る。 

Q4) 今後の下水処理場における水素普及展開に関する展望・期待するところ 
－CO2 フリー水素（再生可能エネルギー由来水素）への支援制度創設。 
－さらなる規制緩和、技術革新による費用低減。 

Q5) その他  
－研究開発に対する助成拡充。 

 

（３）メーカーからの意見聴取 
水素に関する取り組みは様々な民間企業で行われている。ここでは下水処理場における水素

利活用に関する研究を行っている 3 社に対してのヒアリングを実施した。主な結果を以下に

示す。 

Q1) メーカーとしての水素利活用に関する取組み状況 
－水素製造装置の導入実績がある。 
－国内における水素製造に関する実証・調査を行っている。 

Q2) 下水処理場からの水素利活用に関する取組み状況 
－下水処理場にて精製した消化ガスから水素を製造する共同研究を実施中である。 
－下水処理場にて消化ガスからの水素製造技術に関する実証試験を行っている。 
－国のプロジェクトに参画している。 

Q3) 下水処理場からの水素利活用にあたっての支障となる事項・課題  
－水素の需要が少ない 
－ライフサイクルコスト（LCC）が高価となる。 

Q4) 今後の下水処理場における水素普及展開に関する展望・期待するところ 
－水素需要増加策の推進と水素利活用方法の多様化が望まれる。 
－水素の製造から利活用までを含む補助金制度の設立・拡充が望まれる。 
－CO2 フリー水素のインセンティブ付与が望まれる。 
－水素供給設備の各種規制緩和を行ってほしい。 

Q5) その他 下水道における水素利活用の推進に関する意見等 
－今後の具体案件が発現するよう、委員会・協議会等で継続的に情報発信してほしい。 
－水素利活用が推進されていくことは、地球温暖化ガスの削減を含め非常に有意義である。 

 

２．２ 水素利活用に関する戦略検討 

下水処理場から発生するバイオガスを用いて、オンサイトで水素製造を行い、FCV へ供給

する等の事業スキームについては、前述１）等において検討がなされている。 
しかしヒアリング結果においては、FCV による水素需要がまだ少ない現状においては、当

該スキームの導入は難しいとの意見もあった。そのため当該業務においては、下水処理場か
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ら発生するバイオガスを都市ガス導管によって水素需要の見込まれる近傍へ輸送し、その場

で水素を製造・供給する再生可能エネルギー輸送モデルの導入可能性について検討を行った。

水素利活用の導入が進まない要因として、費用対効果を得るのが難しいという点が挙げられ

る。そのため本検討の事業スキームとしては、下水道事業者がガス事業者等の再生エネルギ

ー輸送事業者等へバイオガスを売却し、それにより得られる便益が FIT 等、他のバイオガス

利活用により得られる便益よりも経済的となるための販売単価について検討した。 
 
（１）対象処理場の概要  

バイオガスの売却を行う対象処理場は、下記の規模を有する流域下水処理場（A 浄化センタ

ー）とした。 
 
＜A 浄化センターの規模＞ 
・処理水量：約 250,000 m3/日（日平均） 
・下水道施設から発生する濃縮汚泥量：約 1,300 m3/日（濃度約 3%） 
 

A 浄化センターの現状の汚泥処理フローは、濃縮汚泥を一部消化（消化槽容量：5,800 m3×1
槽）し、脱水、焼却している。また、消化槽はヒートポンプを用いて焼却廃熱（スクラバー

排水）で加温している。なお、発生したバイオガス（4,500 Nm3/日）は全量を焼却炉の燃料

として利用している（図－１）。 
 

 

図－１ FS 対象処理場における現状の汚泥処理と消化ガス利用状況 

  

（２）想定するバイオガス輸送事業の実施フロー 

事業のフローを図－２に示す。 
処理場内で発生したバイオガスは輸送事業者に販売され、輸送事業者側で精製・都市ガス化

された後、都市ガス導管にて輸送、利用先工場で水素製造・利用される事業を想定した。 
本検討においては、下水処理場から輸送事業者へのバイオガス売却価格、輸送事業者から利

用先へのバイオガス販売単価について検討した。バイオガス精製・都市ガス化、都市ガス導

管へのバイオガス注入については輸送事業者側で行い、輸送事業者がそれらの建設費を負担

するものとした。なお、水素製造については利用先の工場で行われることとした。 

濃縮汚泥

消化汚泥

バイオガス
4,500Nm3/日

濃縮施設

消化施設
（脱硫含む）

脱水施設

引抜汚泥

脱水汚泥
焼却施設 セメント利用等

【現 状】（バイオガス全量を焼却燃料に利用）

焼却燃料利用

廃熱利用（ヒートポンプ）

消化槽
加温

※消化槽は5,800m3×１槽を設置済み
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施設の維持管理費のほか、施設の撤去費、バイオガス購入費を考慮して、296 百万円 /年の支

出となった。バイオガス発生量 4,500Nm3/日から 3,200Sm3/日の都市ガスを製造可能であるた

め、製品ガス単価は 279 円 /Sm3 となった。 
ケース２では同様に輸送事業者側で建設費等 865 百万円 /年の支出となった。バイオガス量

23,600 Nm3/日から 16,900 Sm3/日の都市ガス製造が可能であるため、製品ガス単価は 155 円

/Sm3 となった。 
さらに、流域下水道事業や環境省補助制度を参考に、バイオガス精製施設及び都市ガス化施

設の建設に国庫補助 2/3 を控除可能とした場合のバイオガス販売単価を試算した。各ケースに

おける費用の内訳を図－７に示す。ケース１の製品ガス単価は国庫補助控除することで 235
円 /Sm3、ケース２では 128 円 /Sm3 となった。 

なお、A 浄化センターより規模の小さい処理水量約 150,000 m3/日（日平均）の B 処理場及

び約 6,000 m3/日（日平均）の C 処理場についても同様の事業想定において試算を行った。そ

の結果、全量消化・都市ガス化したバイオガスを導管輸送する場合のガス販売単価は、国庫補

助ありの場合で 139 円 /Sm3、162 円 /Sm3 となり、適用する処理規模が大きい方が販売単価を

下げられることが示唆された。 
 
（５）再生可能エネルギー輸送モデル事業実施に向けた課題 

事業実施に向けた今後の課題としては、以下の 3 点が考えられる。 
 事業を実施する場合、どのような枠組みで実施するか（コスト負担、役割分担、輸送事

業の実施者、国庫補助の適用、建設時分担金等）をつめていく必要がある。 

 事業を実施する場合、設備投資に見合った事業期間の継続が望ましい。 

 消化施設導入による水処理施設等への影響に留意が必要である。 

 

３．まとめ 

バイオガスからの水素利活用に関する国内外の既往事例の情報収集・調査として、主要な有

識者からの意見聴取、自治体への現状の取り組み状況確認、下水処理場における水素利活用

に関する研究を行っている 3 社へのアンケートを実施した。ヒアリングの結果、現状は水素

需要が十分ではなく、経済性に課題があることが示された。また課題の解決に向けては、更

なる規制緩和や技術革新によるコスト低減だけではなく、支援制度の拡充や CO2 フリー水素

のインセンティブ付与等が望まれていることが示された。 
また、水素利活用に関する戦略的検討として、下水処理場から発生するバイオガスを精製し、

都市ガス導管によって輸送し、水素利用場所の近傍で水素を製造・供給する再生可能エネル

ギー輸送モデルの導入可能性を検討した。本業務における試算においては、日平均処理水量

250,000m3/日の処理場において、国庫補助（2/3）を考慮した場合バイオガス販売単価が 128
円 /Sm3 となった。また、適用する処理規模が大きいほうがバイオガス販売単価を下げられる

ことが示唆された。実現に向けては、事業の枠組みの検討等が課題とされた。 
 
参考文献 
1）国土交通省水管理・国土保全局下水道部：下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン－平成

29 年度版－，2018.1 
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下水汚泥の肥料化に関する検討業務  
 

三宅 晴男  
島田 正夫  
佐々木信勝  
池上 梓  
 

１．はじめに 

埼玉県流域下水処理場では年間 50 万 t 以上の脱水汚泥が発生しており、平成 26 年度末

に新河岸川水循環センターにて固形燃料化施設が稼働したが、それまでは全量を焼却処分

してきた。地球温暖化の顕在化や世界的な資源・エネルギー需要の逼迫が懸念される中、

下水汚泥のような再生可能バイオマス資源の積極的利活用が叫ばれ、平成 27 年 5 月の下

水道法改正で、下水道管理者に対し、発生汚泥等の処理に当っては燃料又は肥料として再

生利用されるよう努力義務が課せられた。  
 このような背景のもと、埼玉県では下水道資源の積極的な活用をはかる目的で、元荒川、

中川水循環センターでは汚泥の嫌気性消化施設と消化ガス発電の導入を進めているが、さ

らに下水汚泥の肥料利用を最重点課題として位置づけている。本業務は流域下水道処理場

から発生する下水汚泥の肥料化事業の可能性について検討するものである。  
 
２．検討業務内容 

（１）下水汚泥発生量と有効利用の現状  

埼玉県における下水汚泥発生量を表－１に示す。県全体の脱水汚泥量ベースにおける発

生量は 54.7 万 t/年で、その 93%は流域処理場で発生している。  
 
 

 
 

下水汚泥の処理・有効利用の全国平均と埼玉県の現状を図－１に示した。全国平均では、

セメント原料化を含む建設資材化が 60%、埋め立て処分が 22%、緑農地利用が 15%となっ  

流域下水道名 事業区分 処理場名 脱水機種
ケーキ量
t/年

含水率
％

固形物量
ｔ/年

荒川左岸南部流域 流域 荒川水循環センター スクリュープレス 193,679 78.9 40,866

荒川左岸北部流域 流域 元荒川水循環センター 遠心分離 17,347 76.4 4,094

荒川右岸流域 流域 新河岸川水循環センター ベルトプレス 42,409 75.8 10,263

荒川右岸流域 流域 新河岸川水循環センター 遠心分離 68,006 75.0 17,002

荒川右岸流域 流域 新河岸川水循環センター ロータリープレス 48,547 77.3 11,020

中川流域 流域 中川水循環センター ベルトプレス 120,282 76.1 28,747

古利根川流域 流域 古利根川水循環センター 遠心分離 10,769 77.7 2,401

荒川上流流域 流域 荒川上流水循環センター スクリュープレス 988 83.2 166

市野川流域 流域 市野川水循環センター 遠心分離 3,059 83.4 508

利根川右岸流域 流域 小山川水循環センター ベルトプレス 4,540 77.8 1,008

8処理場 流域下水道小計 509,626 116,075

公共下水道 公共 17か所 公共下水道小計 37,342 7,737

合計 546,968 123,812

表－１ 埼玉県における下水汚泥発生量の現状（平成 27 年度下水道統計 1）より作成） 
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平成 28 年度に実施した埼玉県各流域下水処理場汚泥の性状分析結果でも、有害成分の

含有量は肥料取締法に定める規制値を全て満足していることが確認されている。  
 

２）下水汚泥肥料化先行都市、事業所等へのヒアリング調査結果 

下水汚泥の肥料化事業を行っている全国の自治体 5 か所、及び民間のコンポスト事業者

5 か所に対し、肥料化事業の現状と課題等についての現地ヒアリング調査を実施した。主

な結果は以下のとおりである。 

①下水汚泥肥料が近隣農家に認知されるまでに 3～5 年を要した。 

②農家等への普及促進を図るには官民連携による PR 活動が重要である。 

③リピータが多いことから、汚泥肥料については満足されていると考える。 

④多くの人に利用してもらうため、一人当たりの販売数量を制限している。  

⑤利用者の要請があれば肥料の散布サービスも行っている。 

⑥事業運営上の課題は、肥料製造過程で発生する臭気（アンモニア）対策である。  

 

 また、下水汚泥肥料を永続的に利用している複数の農家（関東地区）を対象にヒアリン

グを実施した。主な感想、意見は以下のとおりであった。  

 ①肥料効果は牛ふん堆肥より明らかに高く、鶏ふん堆肥並みである。  

 ②臭気は鶏ふん堆肥より少ないが、散布後速やかに耕うんすることにしている。  

 ③使い始めて野菜（ハクサイ）の味、日持ちが良くなったように感じている。  

 ④汚泥肥料は価格が安いのが魅力である。  

 ⑤年配の農家が多いので、散布サービスまで行えば利用者は更に増えるだろう。 

 

３）下水汚泥有用性の PR 

 県内のいくつかの農業関係者との意見交換において、今でも「下水汚泥＝工場排水＝重

金属＝有害物」といった認識の人がいた。特に年配の方にその傾向がみられた。埼玉県内

では下水汚泥肥料の流通が現在ほとんど行われていないため下水汚泥肥料の有効性に対す

る認知度は極めて低い。下水汚泥肥料の安全性、肥効性について積極的かつ継続的な啓蒙

活動が望まれる。  
なお、下水汚泥の肥料化を図るうえでは、事業場排水の徹底した監視、指導を継続する

ことも極めて重要である。  
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表－７に、コンポスト肥料化と乾燥肥料化の特質を示した。コンポストによる肥料化は、

製品が菌体を含む団粒構造のためほ場の土になじみやすく施用効果も高いという特徴を有

するが、製造に時間 (30～90 日 )を要するため施設規模が大きくなり、またアンモニア等の

臭気が問題になりやすい。一方、乾燥による肥料化は、機械的に強制乾燥することで設備

がコンパクトで臭気問題も発生しにくいという特徴を有するが、嫌気性消化汚泥など安定

化処理された汚泥のみが対象で、また乾燥に多大なエネルギーを必要とするなどの課題を

有する。それぞれ一長一短があり、導入を予定する流域処理場の規模や汚泥性状、立地条

件等を考慮して選択する必要がある。  
 

表－７ コンポスト肥料化と乾燥肥料化の比較 

特 徴  コンポストによる肥料化  乾燥による肥料化  
 

技術概要  
好気性 微生物 によ る有 機物の 酸化分解

反応熱を利用して汚泥安定化、乾燥を行う。 
嫌気性消化など安定化処理された汚泥を

対象に、外部から熱エネルギーを加えて乾

燥肥料化する。  
 

 
 
 

長  所  

①  菌体を含む団粒構造肥料のため、ほ場

の土になじみやすい。  
②  完熟とすることで臭気が少なく、ほ場

での施用効果も高い。  
③  稲わらなど適切な副資材を用いること

で、土壌改良効果（土づくり）の高い

有機肥料となる。  

①  機械的に短時間で強制乾燥するため設

備がコンパクトである。  
②  安定化処理された汚泥を対象とするた   

め、処理過程での臭気や施設の腐食問

題が少ない。  
③  特別な前処理は不要であるため、設備

が比較的シンプルである。  
④  乾燥に要する燃料代が大きい。  

 
 
 
 
 

短  所  

①  生物学的発酵熱を利用するため時間を

要し、施設規模が大きくなる（ 1 次＋ 2
次発酵で 30～ 90 日）。  

②  処理過程で発生する臭気（特にアンモ

ニア）対策、施設の腐食対策が問題に

なりやすい。  
③  好気状態（通気性）を確保するために

原料汚泥の前処理（副資材添加、戻し

堆肥など）が必要となる。  
④  送気ブロワ、脱臭ファンなどの電気代

が大きい。  

①  完熟コンポストに比べ乾燥物特有の臭

気成分が残る。  
②  有機質肥料としての施用効果はコンポ

ストに比べやや低い。  
③  有機質肥料としての土壌改良効果はや

や低い。  

 
２）肥料化の導入コスト 

臭気対策が比較的容易で家畜ふんや生ごみの堆肥化装置として国内で実績の多い立型密

閉式発酵装置と、佐賀市や鹿児島市及び民間コンポスト工場で多く採用されている横型シ

ョベル式発酵装置についてメーカヒヤリングデータをベースに導入コスト（LCC）の試算

を行った。施設規模は脱水汚泥（含水率 80％）ベースで 5ｔ、15ｔ、50ｔの 3 ケースで実

施した  
主な試算条件を表－８に、試算結果を図－７示した。  
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循環センターでの焼却処理：運搬費込みで約 15,000 円/t）との比較、処理場と住宅地が比

較的近いことから臭気問題の発生など慎重に検討する必要がある。  

 
 

事業方式  事業の特徴  実施上の課題  

１．下水道管理者が直

接肥料製造まで行

う方法  
 
 

〇施設の建設、運転管理に管理者

側の意向が反映されやすい。  
〇下水処理施設と一体管理で、運

転管理コスト削減が期待でき

る。  
〇汚泥肥料の流通・販売に柔軟に

対応可能（無償 or 低価格での提

供）  
〇特定の処理場汚泥を対象とする

ため、肥料製品の品質にばらつ

きが少ない  
 

〇リスクは基本的に管理者側が負担することに

なる。  
〇設備規模が小さいため、建設費や運転管理費が

割高になりやすい。  
〇設備故障など、運転管理コストが年度によって

大きく変動する。  
〇設備に余裕が生じても、他のバイオマスを勝手

に受け入れることができない（補助金適化法な

ど）  
〇安定した製品（汚泥肥料）の流通・販売のため

に労力が必要となる。  
 

２．DBO 等により民

間の技術と資金を

活用して肥料化を

行う方法  
 

〇肥料製造や製品の流通・販売に

おいて民間企業のノウハウを活

用できることから、ト－タル的

な事業費削減が期待できる。   
〇下水道管理者側としては、比較

的少ないリスクで長期間安定し

た 汚 泥 の 有 効 利 用 が 可 能 と な

る。  

 

〇事業採算性の面から、ある程度以上の規模（脱

水汚泥 20～ 30ｔ /日）でなければ、事業参画希

望者が現れない。  

〇事業者選定までの事務手続きに多くの手間を

必要とする（特にＰＦＩ）  

 

３．既存の肥料（コン

ポスト）業者に肥

料化を委託して行

う方法  
 

〇下水道管理者から実質的には手

が離れるため、処理処分のリス

クが軽減される。  
〇肥料化施設の管理運営（臭気ク

レーム対策、肥料の流通・販売

等）の業務がなく組織も簡素化

できる。  
〇肥料化施設の建設、整備補修、

改築更新に係る高額なコスト負

担がない。  
〇肥料製造や製品の流通・販売に

おいて民間企業のノウハウを活

用できる。  
 

〇処理委託費の高騰によってトータルコストが

割高になる場合がある。  
〇汚泥肥料（貴重なバイオマス資源）を無償また

は低価格で地元に還元することが困難となる。 
〇肥料製品性状に関するトラブル（重金属含有量

など）が発生した場合、下水汚泥が原因と誤解

されかねない。  
〇コンポスト業者（産廃処理業者）にとって事業

収入の 9 割以上は処理料金収入であり、肥料販

売収入は小さいため製品製造の品質管理をお

ろそかにしているところもある。売却できない

肥料を空地等に違法に野積して廃掃法違反で

摘発されたケースも多い。  
 

４．脱水汚泥等を提供

し、民間で有効活

用してもらう方法  
 
 

〇北海道など一部で行われている

が、事例は少ない。  
〇下水処理場近隣の農家が「下水

汚泥利用組合」を設置し、廃棄

物処理法上の手続きを経て行っ

ている。  
〇脱水汚泥を麦わらや畜ふん等と

混合堆肥化し、自らの畑に施肥

している。  

〇廃掃法上、産業廃棄物再生利用業の許可が必要

とされていた。（現状では規制緩和で不要）  
〇基本的には衛生上の問題から消化脱水汚泥が

対象となる。  

 

考えられる肥料化の事業スキームとしては、下水道管理者が直接肥料製造を行う方法、

DBO 等により民間の技術と資金を活用する方法、既存の肥料（コンポスト）業者に委託す

る方法が一般的である。近年は既存の肥料（コンポス）業者に委託する方式が増えている

表－９ 各汚泥肥料化事業方式の比較 
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が、処理委託費の高騰により処分コストが割高になる場合もある。また、北海道などでは

脱水ケーキを肥料原料として農家（利用組合）に無償提供している事例もある。表－９に、

各事業化方式の特徴や課題を整理して示した。  
 

３．まとめ 

（１）埼玉県内における下水汚泥の発生量（脱水ケーキ）は約 54.7 万 t/年で 93%がセメ

ント原料化を中心とする建設資材利用で、緑農地利用は 4%に過ぎない。県内には下水

汚泥の肥料化を行っている事業所は少なく流通も行われていないことから、県内農家

及び農業関係者における下水汚泥肥料の認知度も極めて低い状況にある。  
 
（２）埼玉県は首都圏の大消費地をひかえ、野菜を中心に全国でも有数の農業の盛んな地

域である。県では、農業が持続的に発展していくために減農薬とともに堆肥等の有機

物の施用などによる土つくりの励行を目的とする環境保全型農業の推進を図っている。

有機質肥料としての下水汚泥肥料の需要ポテンシャルは極めて大きいと考えられる。  
 
（３）下水汚泥中の重金属濃度は全国的にみても大きく低下しており、昭和 40～50 年代

に比べ 1/3～1/10 となっている。（一財）日本土壌協会に委託して行った県内流域処理

場で発生した下水汚泥を原料とするコンポスト肥料製造試験の結果でも、肥料取締法

における「普通肥料として肥料登録」が十分可能な性状、肥効性を有することが確認

された。  
 
（４）下水汚泥肥料化を行っている先行都市及び民間肥料製造（コンポスト化）事業者に

対する現地ヒヤリング調査の結果では、①安定した需要者の確保に 3～5 年を要した、

②需要者の確保には官民の協力が必要である、③汚泥肥料の評判は高く、リピータが

多い、④肥料製造事業所では臭気対策が大きな課題である、などが明らかになった。

埼玉県で下水汚泥肥料の事業化を始めるうえでは、「下水汚泥肥料」の認知度向上のた

め継続した PR 活動が重要といえる。  
 
（５）下水汚泥肥料化方式には大きく分けて乾燥肥料化とコンポスト肥料化があり、さら

にそれぞれにおいて多くの処理技術がある。肥料製造コスト（維持管理コスト）は脱

水ケーキ 1ｔ当たり 7.0～25 千円 /t 程度と試算されたが、施設規模、運転管理体制、

脱臭を含む設備補修費、ペレット化・袋詰め等の付帯設備の有無等によって大きく異

なる。埼玉県で肥料化施設を導入するにあたってはこれらの点に十分留意する必要が

ある。  
 
（６）下水汚泥肥料化の事業スキーム（事業方式）として、近年は既存の民間肥料会社（コ

ンポスト業者）に委託する方式が増えているが、委託コストの高騰により処分コスト

が割高になる場合もある。下水道管理者が自ら事業者となって（直営）肥料化を行う

場合、臭気対策や肥料の販売流通に対するリスクを負うことになるが、埼玉県におい
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て肥料化事業を行う場合、汚泥肥料の無償あるいは低価格での地元市民への提供がで

きるなど、バイオマス資源の地産地消を図る面からは直営方式の検討も望まれる。  
 
 
４．今後の予定 

下水汚泥肥料の事業化に当たってはその認知度向上を図るべく継続した PR 活動が重要

であるとの調査結果が得られた。これより、埼玉県では平成 29 年度後半に 2 か所の流域

下水処理場から発生する汚泥約 20t を原料に民間肥料工場に汚泥発酵肥料を製造委託し、

20kg 袋入り 400 袋、2kg 袋入り 2000 袋を試験配布用に準備し、県内の農業法人や造園業

組合を通じて実際のほ場等での施用試験を行うことにした。また一般市民を対象に汚泥肥

料の無償配布を実施し、「下水汚泥肥料」の認知度向上に努めている。  
埼玉県では、今後も下水汚泥肥料の PR 活動を続けるとともに、事業化の可能性につい

て検討を行うことにしている。  
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 平成 29 年度富山公共下水道浜黒崎処理区下水熱利用計画検討業務  
 

     三宅 晴男  
     碓井 次郎  
     池上 梓  
     清水 克祐  

 

１．はじめに  

下水熱利用とは、都市内に豊富に存在する未利用エネルギーである下水の持つ熱を、

ビルの冷暖房や給湯、道路の融雪などに活用し、都市の省エネ化・低 CO2 化等を図るも

のである。日々の生活から発生する下水は、大気と比較して冬は暖かく、夏は冷たい特

質を有しており、また安定的かつ豊富に存在する。そこで、この熱（温度差）エネルギ

ーをヒートポンプ等により有効活用することにより、省エネ化・低 CO2 化の効果が期待

されている。  
下水熱利用においては、都市域に配置された下水管渠や下水処理場等から熱を利用す

ることができるため、熱需要家との需給マッチングの可能性が高く、また採熱に伴う環

境影響が小さいなど、他の未利用エネルギー（河川水、地下水等）と比べて複数のメリ

ットがあると考えられている。  
富山市浜黒崎処理区内においては、平成 28 年度に富山市上下水道局庁舎の空調設備・

給湯設備等の熱需要に対して下水熱利用の導入検討を行うこととし、必要となる下水熱

利用に関する流量・温度等の基礎データの収集、熱供給量・熱需要量の概略算出を行い、

下水熱利用導入の可能性調査を行った。（「平成 28 年度富山市浜黒崎処理区下水熱利用計

画検討業務」以下、「平成 28 年度業務」という。）  
本業務では、平成 28 年度業務の検討結果を踏まえ、浜黒崎処理区内の下水熱利用検討

対象施設に対して、下水熱利用システムの比較検討評価を行い、実現性の高いシステム

の最適案の選定を行った。  
実施した調査項目は、①下水熱利用方式の選定、②対象施設の熱需要量算定、③事業

採算性の検討である。  
 

２．過年度の調査概要（平成 28 年度業務）  

２．１ 下水熱利用に関するシステム等基礎データ収集  

対象施設の富山市上下水道局庁舎の空調方式は中央熱源方式であるため、下水熱の利

用用途として、空調設備を対象とした。また、下水熱は冬期の温熱としての利用価値が

高いため、給湯利用も対象とした。  
下水熱利用に関する基礎データとして、次の内容についてデータ収集を行った。  

①  熱供給量の把握（対象管渠の下水温度・流量、管渠径・長さ、周辺状況）  
②  熱需要量の把握（建物概要、建物用途、エネルギー消費量）  
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（１）エネルギーコストの算定結果

A 案と比較し、B 案では約 49％、C 案
では約 60%のエネルギーコスト削減効
果が有ることが分かった。（図－１５）。

B 案では、熱需要のピーク時に熱源機に
て大きな消費電力が発生するため、電気

料金の基本料金部分が下水熱利用シス

テムに比べて大きくなり、年間のエネル

ギーコストが高くなったと考えられる。

（２）イニシャルコストの算定結果

各案のイニシャルコ

ストの比較を図－１６

に示す。C 案の下水熱
利用システムでは、下

水熱利用設備、空冷

HP 以外の下水熱交換

器部分に補助金適用を

想定した場合も示す。

イニシャルコストは

熱源廻りのみ（2 次冷温水ポンプまで）を対象とし、直接工事費ベースでのコストとし
た。なお、平成 28 年度業務によると、対象管渠は老朽化しており、下水熱利用システ
ムの導入の可否によらず、管更生を実施する必要がある。そのため、本検討においては、

採熱部分の費用として下水熱交換器の費用は含むが、管更生費用は対象外とした。

下水熱利用システムの C 案では、A 案、B 案に比べ高価なシステムとなり、下水熱
利用部分に補助金の適用を想定した場合でも A 案に比べ 26％程度高価となった。前述
の通り下水熱利用システムは、エネルギーコストが大幅に削減されるシステムとなって

いるため、C 案が有利なシステムとなった。

（３）事業採算性の検討

事業採算性の検討では、各案のライフサイクルコストを算定し、投資回収年数を算出

した。投資回収年数は、以下の式にて算出を行った。

投資回収年数＝ 

図－１７にライフサイクルコストの算定結果を示す。

A 案に対する C 案の投資回収年数は補助金無しの場合約 31 年となった。空冷 HP 部
分以外に対して補助金等の適用があれば、投資回収年数は約 6 年となり事業採算性が見

下水熱利用システムのイニシャルコスト  既存システムのイニシャルコスト 

年間のエネルギーコスト削減量
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図－１５ エネルギーコストの算定結果 

図－１６ イニシャルコスト比較 
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込まれる結果となった。  

検討の結果、C 案が最も優れた値と

なった。イニシャルコストは C 案が最

も高価となっているが、補助金適用を

想定した場合、投資回収年数としては、

A 案は 6 年、B 案は 17 年で回収でき

る見込みとなった。  

また、事業スキームとしては、社会

資本整備総合交付金の基幹事業や効果

促進事業が想定される。  

 

４．まとめと今後の課題  

４．１ 本業務のまとめ  

（１）  下水熱利用方式の選定  

下水熱利用方式の選定フローより、熱交換器を選定した結果、らせん方式が妥当と判

断された。また、ポンプ排水による水位低減対策を提案した。  

 

（２）実測データに基づいた対象施設の熱需要量算定  

電力データとガス消費量から月別時刻別の空調熱需要量を算定した。事業採算性の検

討に用いる月別時刻別平均の空調熱需要量と、下水熱利用システムの熱源容量を検討す

るための最大負荷日の時刻別空調熱需要変動を得た。  

その結果、84kW の熱需要量に対し、最大の採熱可能量は 64k W であることが確認さ

れたため、空冷 HP と下水熱を併用したシステムを検討することとした。  

 

（３）事業採算性検討  

吸収式冷温水発生機、空冷 HP、下水熱利用システム（空冷併用）の 3 案について、

エネルギーコストを算定した。既存システム（A 案）に対し、下水熱利用システム（C

案）の導入によりエネルギーコストは約 60%と大きな削減効果が見込まれた。  

また各案のイニシャルコストも算定し、ライフサイクルコスト、投資回収年数の算定

を行った。A 案に対する C 案の投資回収年数は補助金無しの場合約 31 年となった。空

冷 HP 部分以外に対して補助金等の適用があれば、投資回収年数は約 6 年となり事業性

が見込まれる結果となった。  
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４．２ 基本設計に向けた課題  

・事業スキーム及び責任分界点の整理が必要である。  
・下水熱利用のキー技術となる熱交換器については、新技術であり事例が少ないため、

可否を含め各メーカーや関連会社への綿密な確認が必要である。  
 ・交差点部分の県道について、道路占用等、道路管理者との調整が必要である。  
 ・熱交換器の設置工事に伴い水替え工法が必要となり、仮排水の可否について道路管理

者との調整が必要である。  
 ・下水熱利用建物について、必要設備スペースの確保が可能か確認する必要がある（下

水熱熱源置場、配管スペース、空冷チラー設置場所の構造検討など）。  
 ・下水熱ヒートポンプは、夏期と冬期で出力が大きく異なるため、蓄熱槽を分割するな

ど対応を検討する必要がある。  
 ・熱源水配管のルートについて、既設管を利用する場合の固定方法など検討が必要であ

る。  
 
 
参考文献  
1) 細川恒，碓井次郎，島田正夫：平成 28 年度富山市浜黒崎処理区下水熱利用計画検討務，  

技術開発年次報告書（平成 28 年度），日本下水道事業団，pp.139-146，2017. 
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「共に考える」政策形成手法を用いた 

深谷市公共下水道汚泥処理・利活用計画に係る技術的援助業務 
 

三宅 晴男 
     池上 梓 
     島田 正夫 

 

１．はじめに 

深谷市と日本下水道事業団（以下、JS という。）は、平成 28 年度から「共に考える」勉

強会 1),2)として、深谷市と JS が共に考え、知恵を出し合うことで、深谷市公共下水道の将来

を見据えた今後の事業を展開していくため、これからの汚泥処理・有効利用方法等の新たな

計画の検討を行っている。 
その一環として、技術戦略部資源エネルギー技術課においても「平成 28 年度深谷市浄化

センター下水汚泥嫌気性消化試験業務」3)を実施し、深谷市浄化センター（以下、当該処理

場という。）で発生する汚泥を対象とした嫌気性消化試験により、投入 VS 当たりガス発生量

や VS 分解率等、消化工程の導入を検討するうえでの基礎情報を得た。それらの結果を踏ま

えたライフサイクルコスト（以下、LCC という。）の試算においては、当該処理場への消化

工程の導入は有効であるという結果が示された。 
昨年度の成果を受けて、今年度は市の現状や今後のまちづくりの方向性等を踏まえ、JS 計

画策定部門と協調し、当該処理場の汚泥処理・利活用計画について検討した。 
 

２．深谷市浄化センターの概要 

表－１に深谷市浄化センターの概要を示す。

深谷市浄化センターは、現有の水処理施設能力

が日最大 30,880 m3/日、水処理方式は標準活性

汚泥法を採用している。汚泥処理としては、初

沈汚泥と余剰汚泥を重力濃縮槽で混合濃縮し、

ベルトプレス脱水機、スクリュープレス脱水機により脱水した後、場外搬出している。 
 

３．過年度の調査概要（平成 28 年度調査）4) 

当該処理場の初沈汚泥、余剰汚泥を用いて、JS 戸田試験室において中温消化（37℃）、消

化日数 20 日の条件で嫌気性消化試験を行い、ガス発生量や VS 分解率等の測定、分析を行っ

た。その結果より、当該処理場の初沈汚泥と余剰汚泥の固形物発生比率（およそ 6：5）を用

いて、当該処理場で想定される投入 VS 当たりガス発生量を算出した。 
また、嫌気性消化試験の結果を基に、費用関数を用いて、当該処理場において鋼板製消化

タンク、機械濃縮設備、ガス発電設備、遠心脱水機の導入を組み合わせた複数のケースを設

定し、現状と比較して LCC 低減が見込まれるケースを検討した。 

表－１ 深谷市の概要 

供用開始
所在地

（全体計画） 41,300 m3/日（日最大）
（現　　　有） 30,800 m3/日（日最大）

下水排除方式
水処理方式

汚泥処理方式

処理能力

 昭和60年4月
 埼玉県深谷市大字上敷免2

 標準活性汚泥法
 重力濃縮→脱水→場外搬出

 分流式
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に関する情報や知見が必要な部分については、JS の直営業務として技術戦略部資源エネルギ

ー技術課が中心となって深谷市と共に検討した。検討に必要な流入水量、汚泥処理量の将来

推計や脱水機種の比較等については東日本設計センター計画支援課にてコンサルタント委託

により実施した。業務実施にあたっては、部署間で検討結果について適宜情報共有を行い、

互いの検討に結果を反映させながら業務を行った。 
具体的な調査項目を以下に示す。なお、本報告書においては、JS が直営業務として行った

汚泥処理、資源利活用に関する検討や講習会の概要等を主として報告する。 
 

（１）汚泥処理方式の検討 

① 流入水量、汚泥処理量の整理、将来推計（委託業務） 

当該処理場における流入水量、汚泥量の整理を行った。また、深谷市岡部浄化センターや近

隣の農業集落排水施設の当該処理場への接続計画をもとに、当該処理場に流入する汚水量の

将来推計を行った。 

② 消化・脱水方式の検討（委託業務） 

本検討では、単段消化及び中温消化を基本として、当該処理場に導入する消化方式につい

てコンクリート製消化タンク、鋼板製消化タンク、高濃度消化方式等の比較を行った。さら

に、消化工程を導入した場合の汚泥の処理方法として、脱水機の機種や汚泥の乾燥方式につ

いて比較した。検討にあたっては、JS が関与する新技術については、JS が情報の整理、比

較作業等を行った。 

③ 嫌気性消化施設、汚泥有効利用施設導入検討（直営業務） 

昨年度行った消化工程導入検討、前段で行われた消化、脱水方式の比較をもとに、嫌気性

消化、後段の汚泥処理（高効率脱水、乾燥）を含めて LCC の試算を行った。 
 

（２）資源の利活用可能性検討 

① 汚泥の農業利用可能性検討（直営業務） 

深谷市における下水汚泥の農業利用の可能性検討として、農業の実態と有機肥料需要ポテ

ンシャル、当該処理場の下水汚泥に含まれる重金属濃度を整理した。  

② 講習会等の実施（直営業務） 

深谷市における下水汚泥、地域バイオマスの利活用の可能性や今後の方向性を検討してい

くため、深谷市の下水道担当部署以外も含めた講習会や意見交換会を 4 回にわたり実施した。

講習会の概要を表－２に示す。 
 

（３）資源利活用の方針決定 

上記の情報、検討結果を踏まえ、深谷市、JS で資源利活用の方針や課題について検討し、

最終的には深谷市が今後の資源利活用の方向性を決定した。また、それを反映した短期及び

中長期計画を作成した。資源利活用の方針は深谷市と JS が共に検討を行い、短期及び中長

期計画の作成は委託業務として行った。 
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表－２ 講習会等の概要 

実施日 内容 参加者 
10 月 31 日 汚泥利活用技術の実証施設の見学 

 ・汚泥の肥料化、燃料化技術の見学 
 ・汚泥肥料を利用している圃場の見学 

下水道工務課 

11 月 9 日 意見交換会 
 ・深谷市における下水汚泥処理・利活用の課題 
 ・バイオマスの利活用について 
 ・ディスカッション 

環境水道部 
環境衛生課 
環境課 
企業経営課 
下水道工務課 
産業振興部農業振興課 
維持管理者 

2 月 6 日 講習会「下水汚泥固形燃料化事業について」 
講師：技術戦略部 資源エネルギー技術課 

環境水道部 
下水道工務課 

2 月 22 日 講習会「地域バイオマスの利活用について」 
講師：黒部市 下水道工務課 

環境水道部 
環境課 
企業経営課 
下水道工務課 
産業振興部農業振興課 
維持管理者 

 

４．２ 汚泥処理方式の検討 

（１）流入水量、汚泥処理量の整理、将来推計 

当該処理場における現状の流入水量等について整理した後、流入水量、汚泥処理量の将来

推計を行った。予測には深谷市の長寿命化計画、人口ビジョン 5)、昨年度勉強会の成果等を

利用し、深谷市岡部浄化センターや近隣の農業集落排水施設の当該処理場への接続について

も考慮した。その結果、平成 42 年度に流入水量が最大となることが示された。 
 

（２）消化・脱水方式の検討 

昨年度の検討において、当該処理場における嫌気性消化導入の有効性が示されたことから

3)、当該処理場に消化を適用する場合の消化設備として、コンクリート製消化タンク、鋼板

製消化タンクの比較に加え、消化技術として高濃度型、担体充填型、可溶化処理について比

較検討した。当該処理場では、コンクリート製消化タンク及び鋼板製消化タンクを用いた中

温消化が導入可能性のある消化方式として評価された。 
続いて、嫌気性消化を導入した場合の後段の汚泥処理設備について比較した。脱水機種と

して遠心脱水、ベルトプレス、スクリュープレスについて比較した後、汚泥処理方式として

脱水（一液調質）、脱水（二液調質）、脱水及び乾燥、脱水乾燥一体型 6)のシステムについて

比較検討を行った。その結果、汚泥処分費の大幅な低減効果に加えて、乾燥設備に係る建設

費、維持管理費を従来の脱水及び乾燥設備に比べて縮減が可能な脱水乾燥一体型のシステム

が有効であると評価された。 
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（３）嫌気性消化施設、汚泥有効利用施設導入可能性の検討 

上記の検討を踏まえ、当該処理場において中温消化、高効率脱水機（遠心脱水機（二液調

質））、脱水乾燥一体型システムを導入したケースについて LCC の試算を行った。なお、本

試算においては鋼板製消化タンクを使用することとした。 

① 当該処理場における汚泥処理方式の比較 

本試算における試算ケースを表－３に示した。本試算では、現状（ケース１）に対し、脱

水乾燥一体型システムのみを導入した場合（ケース２）、嫌気性消化と高効率脱水機を導入し

た場合（ケース３、４）、嫌気性消化と脱水乾燥一体型システムを導入した場合（ケース５、

６）の比較を行った。さらに、ケース５、６において、機械濃縮を導入して消化タンク容量

を削減した場合（ケース７、８）について検討した。ケース７、８では、得られた電力は全

量処理場内で利用することとした。また、導入する機械濃縮機の種類についてはベルト濃縮

機とした。初沈汚泥は既設の重力濃縮槽を使用し余剰汚泥のみ機械濃縮機を利用した場合を

ケース７、機械濃縮機で全量処理をした場合をケース８とした。 
本試算の設定値を表－４に示した。消化タンク容量、設備等については、当該処理場の流

入水量が最大となる平成 42 年度の日最大処理水量を用い、維持管理費については消化導入

が見込まれる最短年度の平成 36 年度の日平均処理水量を用いて試算した。 
得られたバイオガスは、脱水乾燥一体型システムを導入した場合には、乾燥設備の燃料と

して優先的に使用し、余剰ガスをガス発電に使用することとした。消化タンクの加温は発電

廃熱で行い、不足分は重油で補うこととした。  
 

表－３ ライフサイクルコストの試算ケース 

 
 
本試算では｢バイオソリッド利活用基本計画（下水汚泥処理総合計画）策定マニュアル｣（平

成 16 年 3 月）7)、下水汚泥のエネルギー化技術導入簡易検討ツール（国土交通省）8)及び JS
が民間企業と実施した共同研究で整理した試算ツールを用いた。 

各ケースによる LCC の比較を図－２に示した。本試算結果における建設費年価について

は、国庫補助（補助率 55%）を見込んだ費用とした。 
消化と脱水乾燥一体型システムを導入したケース５～８においては、機械濃縮を導入した

ケース７、８で消化タンク容量の削減による LCC 低減効果が期待されたが、既存の重力濃

縮槽を使用したケース５、６のほうが LCC 低減効果が高い結果となった。 
 

ケース 濃縮
（初沈）

濃縮
（余剰）

濃縮汚泥
濃度（％） 消化 消化タンク

容量（m3）
発電 脱水・乾燥

1 - - - 既設
2 - - - 脱水乾燥
3 FIT
4 場内利用
5 FIT
6 場内利用
7 重力濃縮 機械濃縮 2.8 あり 1,900×2 場内利用 脱水乾燥
8 機械濃縮 機械濃縮 4 あり 1,400×2 場内利用 脱水乾燥

2,500×2あり
遠心脱水

脱水乾燥

重力濃縮

重力濃縮

重力濃縮

重力濃縮

2.2

2.2
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表－４本試算における設定値 

 

 

 
図－２ ライフサイクルコストの比較（汚泥処理方式の比較） 

 

② 消化導入時のバイオガス利用方法の比較 

前述の試算においては、余剰ガスを発電に利用することを前提としている。しかし、脱水

乾燥一体型システムを導入する場合は、発生したバイオガスを乾燥設備に優先的に使用する

試算としており、余剰ガスによる発電量は少量となるため、その効果は小さい。 
そこで、得られたバイオガスを脱水乾燥一体端システムで優先的に使用した後、発電を行

わずに余剰ガスは全量消化タンクの加温に活用する場合の試算を行った。試算ケースを表－

５に示し、試算における設定値等は表－４と同様とした。 
 

設定項目 単位 設定値 備　考
日最大汚水量（H36） m3/日 25,970
日平均汚水量（H36） m3/日 20,776
日最大汚水量（H42） m3/日 27,635
日平均汚水量（H42） m3/日 22,108
初沈汚泥濃度 ％ 2.0 計画値
余剰汚泥濃度 ％ 0.8 計画値
重力濃縮汚泥濃度 ％ 2.2 実績値
機械濃縮汚泥濃度 ％ 4.0 設定
初沈汚泥VS/TS ％ 89.1 H28年度業務より
余剰汚泥VS/TS ％ 78.1 H28年度業務より
消化日数 日 20
消化タンク基数 基 2
VS分解率 ％ 53 H28年度業務より
投入汚泥有機物量当たりのガス発生量 Nm3/t-VS 460 H28年度業務より

(50,000)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

1 2 3 4 5 6 7 8

ライ
フサ

イク
ル

コス
ト（

千
円

/年
）

 

ケース 

電気代削減・売電収入(FIT) 

脱水・乾燥汚泥処分費 

脱水・乾燥施設維持管理費計 

濃縮施設維持管理費 

バイオガス発電設備維持管理費 

消化施設維持管理費計 

脱水・乾燥施設 

濃縮施設 

バイオガス発電施設 

消化施設 

LCC
※ 国庫補助（補助率55%）を見込む 
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表－５ ライフサイクルコストの試算ケース（発電設備の有無） 

 
 

 
図－３ ライフサイクルコストの比較（発電設備の有無） 

 
試算結果を図－３に示した。発電設備の建設費、維持管理費と発電により得られる効果を

比較すると、発電をせず、余剰ガスを全量消化タンクの加温に使用するケース C で最も LCC
が低減する結果となった。 

以上の結果より、当該処理場においては、脱水乾燥一体型システムを導入し、乾燥に優先

的にバイオガスを利用した場合に LCC が最も低減する結果となった。  
 

４．３ 資源の利活用可能性検討 

（１）汚泥の農業利用可能性検討 

① 深谷市における農業の実態と有機肥料需要ポテンシャル 

表－６に、深谷市の農家戸数、

農家人口の推移を示した 9)。平

成 7 年に 5,174 戸あった販売

農家戸数は、平成 27 年には

2,551 戸とこの 20 年間で半減

している。農業就業人口も 15
年間で半減している。 
表－７に、深谷市の経営耕地

面積 10)及び有機肥料需要のポ

ケース 濃縮
（初沈）

濃縮
（余剰）

濃縮汚泥
濃度（％） 消化 消化タンク

容量（m3）
発電 脱水・乾燥

A（５） FIT
B（６） 場内利用

C なし
重力濃縮 重力濃縮 2.2 あり 2,500×2 脱水乾燥
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200,000

A（５） B（６） C
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ト（

千
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/年
）

 

ケース 

電気代削減・売電収入(FIT) 

脱水・乾燥汚泥処分費 

脱水・乾燥施設維持管理費計 

濃縮施設維持管理費 

バイオガス発電設備維持管理費 

消化施設維持管理費計 

脱水・乾燥施設 

濃縮施設 

バイオガス発電施設 

消化施設 

LCC

 
農家総数 
（戸） 

農家人口 
（人） 

販売農家数 
（戸） 

農業就業 
人口（人） 

平成 7 年 6,026 28,656 5,174 －  
平成 12 年 5,467 25,034 4,430 9,197 
平成 17 年 5,314 21,848 3,819 7,680 
平成 22 年 4,798 －  3,134 6,015 
平成 27 年 4,186 －  2,551 4,873 

表－６ 深谷市の農家総数・農家人口の推移 
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テンシャルの試算結果を示し

た。深谷市の経営耕地面積は 
4,034ha（田：1,384 ha 畑： 
2,591 ha 樹園：59 ha）で、

深谷市の農業は畑栽培を主と

する農業形態といえる。全国

の実績をもとに、10a 当たり

の有機肥料散布量原単位を水

田で 0.25～0.5 t、畑で 0.5～
1.0 t、樹園で 1.0～2.0 t と設 
定し、現在の耕地面積全てで有機肥料を用いたと仮定した場合、深谷市における有機肥料需

要ポテンシャルは 17, 000～34,000t/年と試算される。当該処理場で現在発生している汚泥

（脱水ケーキ量で約 6,500t/年）を全量消化し乾燥した場合、汚泥量は 700～900t/年程度と

見込まれることから、需要ポテンシャルとしてはその 20～40 倍となる。 

② 深谷市の下水汚泥性状と肥料化の可能性 

表－８に、当該処理場にお

ける脱水汚泥中の重金属分析

結果 11)を示した。いずれの項

目とも、重金属含有率は肥料

取締法における含有量規制基

準値を下回っており、最大で

も基準値の 1/10 程度である

ことを確認した。 
 

（２）講習会等の実施 

① 汚泥利活用技術 6)に関する実証施設の見学 

汚泥の肥料化、燃料化に対応可能な技術の知見を

得ること、また、施設の稼働状況や維持管理性、実

際の乾燥汚泥の臭気等を確認することを目的として、

汚泥の脱水乾燥システム（B-DASH 実規模実証とし

て平成 28 年度から 2 年間鹿沼市にて実証）の見学

会を行った。当日は技術の概要説明、施設や臭気等

の確認に加えて、乾燥汚泥を試験的に施肥している

圃場の見学（写真－１）、当該処理場への導入を想定

した簡易 FS の提示等を行った。 
見学には、深谷市下水道計画担当だけではなく、

下水道財政担当、当該処理場の維持管理業者も参加

した。見学後のアンケートでは、下水汚泥の有効利

用については前向きな意見が多かったが、乾燥汚泥

の販路の継続的な確保を不安視する意見も見受けら

れた。 

 
耕地  
面積  

散布量 
原単位 

有機肥料需要 
ポテンシャル 

 （ha）  （t/10a） （t/年） 
田  1,384 0.25～0.5 3,460 ～  6,920 
畑  2,591 0.5～1.0 12,955 ～  25,910 

樹園  59 1.0～2.0 590 ～  1,180 
計  4,034 －  17,005 ～  34,010 

  
重金属  

 

採水日 
Cr Cd Pb As Hg Ni 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

H27 

6/10 7 0.2 7.3 1.6 0.21 9 
9/2 8 0.4 7.4 2 0.16 7 

12/2 7 0.3 4.5 1.7 0.15 7 
3/2 6 0.4 6.1 1.4 0.21 8 

基準値 －  500 5 100 50 2 300 

表－７ 経営耕地面積（H27 埼玉県農業統計）と 

有機肥料需要のポテンシャル（試算値） 

 

 

表－８ 下水汚泥中の重金属分析結果 

2 

1 

写真－１ (1)乾燥汚泥臭気確認 

     (2)大豆栽培状況確認 
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② 意見交換会 

深谷市における汚泥の農業利用やバイオマス集約実現に向けた課題、今後の取組み、進め

方等について意見を交わすことを目的として、農業やごみ処理等の関連部署を交えて意見交

換会を行った。はじめに JS から深谷市における下水汚泥処分の課題や汚泥、地域バイオマ

スの利活用手法とその技術について説明を行った後、意見交換を行った。 
意見交換においては、汚泥を肥料、燃料利用する際の利用先の確保の課題、深谷市で発生

する農業残渣の消化タンクへの受け入れの可能性やし尿・浄化槽汚泥といった地域バイオマ

スを受け入れる場合の地域住民への対応等について議論が行われた。  

③ 講習会「下水汚泥固形燃料化事業について」 

汚泥の資源利用の一環としての固形燃料化事業についての知見を深めることを目的として、

本講習会を開催した。はじめに JS から下水汚泥の固形燃料化の現状と課題、固形燃料化技

術について説明した後、ディスカッションを行った。ディスカッションにおいては、下水汚

泥を固形燃料として用いる場合の利用先や利用方法に加えて、廃棄物処理法の改正と処分費、

運搬費のかかわりや深谷市で事業を行った場合における汚泥処分の安定性や維持管理性等に

ついての意見も出された。 

④ 講習会「地域バイオマスの集約処理について」 

汚泥や地域バイオマス利活用の先進事例の取り組み内容や効果、課題等を理解することを

目的として、地域バイオマスの集約処理や汚泥の有効利用に積極的に取り組んでいる黒部市

の担当者を招いて地域バイオマスの利活用に関する講習会を開催した。はじめに、黒部市に

おけるバイオマスエネルギー利活用事業について説明があり、汚泥、エネルギーの利用先と

して、燃料利用や肥料利用、バイオガス発電等様々な取り組みが紹介された。地域バイオマ

スの集約方法としては、工場で発生する食品残渣のほか、各家庭へのディスポーザー設置等

についても説明があった。 
説明後には意見交換が行われ、地域バイオマス受入れに係る手続きの課題や汚泥を肥料、

燃料利用する際の販売、運搬方法、ディスポーザー設置における効果等について議論された。  
 

４．４ 資源利活用の方針決定 

（１）当該処理場における資源利活用の課題、状況整理 

① 機械濃縮 

消化タンクを新設した場合において、消化タンク容量の削減による建設費の低減効果より

機械濃縮を導入した場合のコストが高くなる結果となった。そのため、当該処理場に消化を

導入する際には、当面は重力濃縮槽を利用することが妥当と判断された。今後重力濃縮槽の

改築時期や、地域バイオマスの受け入れ検討のタイミング等においては、機械濃縮の導入可

能性について再検討が必要である。  

② 消化・高効率脱水機、バイオガス発電 

当該処理場においては、消化工程を導入した場合、消化汚泥に対応した高効率脱水機の導

入が望まれる。消化施設、高効率脱水機を導入した場合は建設費は大きくなるが、搬出汚泥

量を大幅に削減できるため、全体としてはコストメリットが見込まれた。 
バイオガス発電の導入については、消化タンク導入に合わせて、FIT の買取価格等の動向
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を踏まえ、バイオガス発電の有無や発電設備の規模、ガスや電力での売却等、バイオガスの

利活用方法について検討する必要がある。 

③ 脱水乾燥一体型システム 

当該処理場においては、消化、脱水乾燥一体型システムを共に導入した場合、コストメリ

ットが見込まれる。本システムは様々な汚泥の有効利用に対応可能であるが、利用先の確保

が課題となる。また、乾燥汚泥を有効利用せず場外搬出処分する場合や、有効利用する場合

であっても一部は場外搬出処分とする場合には、低含水率の乾燥汚泥を受入れ可能な搬出先

を確保する必要がある。  

④ 汚泥の緑農地利用 

今後の消化導入、汚泥の緑農地利用を進めていくためには、様々な利用方法の可能性を検

討し、消化導入までに汚泥肥料の利用先を確保する必要がある。そのためには、下水道だけ

ではなく、農業関連部署を中心とした他部署との連携をより強固にしていく必要がある。 

⑤ 固形燃料化 

当該処理場で発生する汚泥量では、固形燃料としての生産量がごく少量となるため大規模

の工場等では利用が難しく、安定した利用先の確保が重要となる。また、消化開始時期に合

わせて固形燃料利用が可能となるよう、ごみ処理等の関連部署や深谷市内のボイラを保有す

る事業所等との連携を図る必要がある。 

⑥ 地域バイオマス集約 

深谷市で発生しているバイオマスの種類や量、消化タンクへの受け入れ可能性等を整理し

たうえで、それらを受け入れた場合の深谷市全体への効果を検討する必要がある。 
 

（２）深谷市の資源利活用の方針、短期及び中長期計画（案）の策定 

今後は平成 36 年度を目途に消化、脱水乾燥一体型システムを導入するための具体的な検

討を行う。消化汚泥の処分、利活用については、関連部署と調整の上、引き続き利活用方法

や受入れ先を検討し、消化が開始した時点で受入先等の本格的な検討をはじめる。地域バイ

オマスの集約処理についても地域バイオマス賦存量調査等を引き続き行い、消化導入後や衛

生センター更新時期等に再度検討していく。また、地域バイオマス受入れ時の消化タンク容

量の余裕や、重力濃縮槽の更新時期にあわせて、機械濃縮の導入についても検討を行う。 
これらの方針をふまえて、当該処理場における汚泥処理・利活用についての短期及び中長

期計画案を策定した。策定にあたっては、今決めるべきことと 5 年後、10 年後に再検討する

こと等を示し、社会情勢や技術革新の動向等に弾力的に対応できる計画とした。 
 

５．まとめ 

深谷市浄化センターにおける汚泥処理・利活用計画の策定に向け、深谷市とともに下記の

調査・検討を行った。 

 当該処理場における流入水量、汚泥量の現状把握と将来推計を行った。 

 当該処理場に消化タンクを導入する場合の方式、脱水機の機種や汚泥の乾燥方式について

比較した。コンクリート製消化タンク又は鋼板製消化タンクを用い、消化汚泥を脱水乾燥
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一体型システムで処理するフローが有利であると示された。 

 嫌気性消化、後段の汚泥処理（高効率脱水、乾燥）を導入した際の LCC の試算を行った。

嫌気性消化、脱水乾燥一体型システムを導入し、得られたバイオガスは汚泥の乾燥に利用

し、発電を行わない場合に LCC が最も低い結果となった。 

 深谷市における農業の実態把握として、有機肥料需要ポテンシャル、当該処理場の脱水汚

泥に含まれる重金属濃度を整理した。有機肥料需要量に対して当該処理場で発生する下水

汚泥から生産可能な肥料量は 1/20～1/40 程度であり、重金属含有率は最大でも基準値の

1/10 程度であることを確認した。 

 深谷市下水道担当と資源利活用に関する関連部署及び JS により、4 回にわたり講習会等

を実施した。講習会の実施により、深谷市の担当者の汚泥処理・利活用に関する知識が向

上しただけではなく、深谷市全体として資源利活用の推進に向けて、関連部署との間で情

報及び今後の連携の必要性について共有できた。 

これらの調査を踏まえ、当該処理場における今後の資源利活用の方向性を決定し、短期及

び中長期計画（案）を策定した。今後は引き続き消化導入に向けて本格的な検討を行ってい

くとともに、消化導入後に速やかに汚泥や地域バイオマス等、資源の利活用を進めていくた

めに、他部署とも連携を図り、引き続き深谷市内部での検討、調整を行っていく必要がある。 
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