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JS 技術開発年次報告書（平成 30 年度） 

１． 試験研究調査 

 １．１ 平成３０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 研究担当者 頁 

試験研究費 

膜分離活性汚泥法の更なる省エネ化の推進 － 山下洋正 

糸川浩紀 
3 

新たな生物反応等を用いた次世代水処理技術の開発 － 山下洋正 

中村周太郎 
4 

低含水率脱水機の評価 － 
三宅晴男 

佐々木信勝 

井上善之 

5 

嫌気性消化･バイオガス利用の拡大 － 
三宅晴男 

島田正夫 

林梓 

6 

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 

井上善之 
7 

下水中の資源元素の回収･利用技術の開発 － 三宅晴男 

井上善之 
8 

消毒技術の再評価 － 山下洋正 

水田丈裕 
9 

流入水量減少対応型水処理技術の開発 － 山下洋正 

糸川浩紀 
10 

処理能力増強技術の導入手法の確立 － 山下洋正 

水田丈裕 
11 

運転管理による効率化・最適化手法の整理・体系化 － 山下洋正 

糸川浩紀 
12 

耐硫酸防食被覆工法の事後調査 － 
山下洋正 

中西啓 

清水克祐 

13 

有機酸・炭酸による腐食の対策技術の確立 － 
山下洋正 

中西啓 

清水克祐 

14 

施設運転管理効率化・高度化・自動化技術の開発 － 
山下洋正 

金澤純太郎 

中村周太郎 

15 

下水処理場の全体最適化手法の確立 － 三宅晴男 

清水克祐 
16 

受託研究調査費 
（国受託） 

振動診断とビッグデータ分析による下水道施設の劣化状況把

握・診断技術実証研究（B-DASH） 

国土交通省 
国土技術政策 
総合研究所 

山下洋正 

小島浩二 
17 

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 

山下洋正 

水田丈裕 

中村周太郎 

18 

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 

林梓 

島田正夫 

19 

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 

井上善之 

20 

AI を活用した下水処理運転管理支援技術に関する研究

（B-DASH FS 調査） 

国土交通省 
国土技術政策 
総合研究所 

山下洋正 

糸川浩紀 
21 

高濃度消化･省エネ型バイオガス精製による効率的エネルギー

利活用技術実証研究（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 

井上善之 

22 
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研究費目 試験研究テーマ 委託団体 研究担当者 頁 

ICT を活用した総合的な段階型管路診断システムの確立にかか

る実証研究（B-DASH） 

国土交通省 
国土技術政策 
総合研究所 

富樫俊文 

川上高男 

嘉戸重仁 

23 

平成 30 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 高村和典 
井上善之 非掲載 

汚泥処理にかかる国際標準化推進検討業務 国土交通省 今島祥治 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 3 和歌山市 
山下洋正 
糸川浩紀 
中村周太郎 

非掲載 

平成 30 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 

山下洋正 

中西啓 

糸川浩紀 

非掲載 

平成 30 年度福井県テクノポート福井浄化センターに係る技術

調査業務 
福井県 

山下洋正 

清水克祐 
非掲載 

平成 30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 

山下洋正 

水田丈裕 
非掲載 

下水道施設の 3次元モデルを活用したデータマネジメント 

 -本格的なライフサイクルマネジメント導入に向けて- 

日本建設情報 

総合センター 

井上剛 

馬場省伍 

金澤純太郎 

非掲載 

千葉県手賀沼流域下水道汚泥処理システム検討業務 
千葉県手賀沼 

下水道事務所 

三宅晴男 

林梓 
非掲載 

日田市地域資源リサイクルシステム実現可能性調査業務 日田市 

三宅晴男 

島田正夫 

糸川浩紀 

非掲載 

平成 30 年度福岡県御笠川浄化センターにおけるエネルギー利

用検討業務（新技術導入検討） 
福岡県 

三宅晴男 

林梓 

清水克祐 

非掲載 

その他 8 件 非掲載 

合計 39 テーマ 平成 30 年度完了 
17 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～令和 3 年度  研 究 費 目      試験研究費 

研究担当者 山下洋正（研究主任），中村周太郎（主担当） 

 

１．目的 

 本開発課題では、従来技術と比較して省エネ・省コスト・創エネ化が期待できる新たな生

物反応等を用いた水処理技術の開発を目的として、文献調査による有望技術の抽出、民間企

業に対するアンケート調査などによる研究開発動向の把握、ベンチスケール実験などによる

実用可能性に関する基礎的な検討を行う。 

 

２．本年度の研究成果 

前年度に実施した文献調査の結果より、「微生物燃料電池」と「常温アナモックス」の 2 技

術を調査対象技術に抽出・選定した。本年度は、これらの 2 技術について、国内における研

究開発の動向および技術水準の実態を把握するため、学会誌 5 誌及び下水道研究発表会講演

集に投稿されている文献から、調査対象技術に関するものをリストアップし、これらの研究

を行っている国内企業にアンケート調査を実施した。 

（１）微生物燃料電池（対象企業 10 社、有効回答 7 社） 

 対象企業の研究は、多くがラボスケールでの連続実験で

あり、処理水量は最大でも 3 m3/d 程度であった。原水は

有機物濃度が高い工場排水や人工下水が多く、都市下水を

用いたものは 2 件であった。 

 原水 COD、発電量の両回答を得た４件の結果を図－１

に示す。原水 COD が高い方が発電量は大きくなる傾向が

認められ、都市下水の有機物濃度のレベルでは、発電量は

0.01～0.1 W/m2 程度と考えられた。また、有機物の除去性

能について、都市下水を用いた事例では、原水 BOD 
80mg/L、COD 150mg/L に対して、処理水 BOD 20mg/L、

COD 90mg/L であり、従来の活性汚泥処理と比較し劣って

いるものと考えられた。 

（２）常温アナモックス（対象企業 15 社、有効回答 9 社） 

 対象企業の研究は、多くがラボスケールでの連続実験で

あり、処理水量は 100L/d 以下が多く、最大でも 24 m3/d
であった。窒素濃度が高い原水を用いたものが多く、都市

下水を用いたものは 2 件であった。 

 水温、窒素除去率の両回答を得た 7 件の結果を図－２に

示す。高濃度窒素排水では、水温 30℃で 80％程度、20℃以

下で 70～80％程度の窒素除去率であった。都市下水では、

水温 25℃で窒素除去率 55％と、他の事例及び従来循環式硝

化脱窒法による窒素除去率（65～70％程度）よりも低い傾向が見られたが、窒素除去自体は

可能であると考えられた。 

 

３．まとめ 

国内企業へのアンケート調査の結果、微生物燃料電池と常温アナモックスは、いずれも現

状の研究開発動向等から見て、新たな水処理技術として下水処理への適用可能性が示唆され

た。一方、微生物燃料電池は発電量や有機物除去性能の向上、常温アナモックスは水温 20℃
以下での窒素除去性能に関する知見の不足などが、実用化に向けた課題として認められた。

今後は、国内企業や大学等と連携し、実用化に向けた調査研究を進める予定である。 

キーワード 微生物燃料電池、常温アナモックス 

図－２ 水温と窒素除去率の関係 
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図－１ 原水 COD と発電量の関係 
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研究テーマ名  低含水率脱水機の評価  

研 究 期 間      平成 30 年度～令和 3 年度  研 究 費 目      試験研究費  

研究担当者  三宅晴男（研究主任），佐々木信勝（主担当），井上善之  

１．目的  
本開発課題は、平成 25 年に新技術Ⅰ類選定された「圧入式スクリュープレス脱水機（Ⅲ

型）」 (以下、「SPⅢ型」という )について納入実態を把握し、運転管理における汚泥の含

水率や処理量などの情報の収集を行い、技術資料の整理を図ることを目的とする。  
 

２．本年度の研究成果  
本年度は、以下の 2 項目について「SPⅢ型」に関する調査を実施し、汚泥処理技術とし

ての性能確認を行った。  
①「SPⅢ型」の脱水性能確認：JS が発注を行った「SPⅢ型」設置工事 20 件について、

設計検討資料や脱水機試験運転データなどから、脱水性能をとりまとめた。  
②納入自治体へのアンケート調査：「SPⅢ型」の性能や使用薬品および維持管理状況等の

アンケート調査を 15 箇所の納入自治体に行ったところ、14 箇所から回答がありその

結果を整理した。  
 
（１）試運転時の脱水性能：「SPⅢ型」の新技術選定時には、汚泥種別および汚泥性状を

変数とした脱水汚泥含水率や汚泥処理量をアウトプットとした処理性能が検討されてい

る。今回は、適用条件に合致した事例のうち、

脱水汚泥濃度とφ300 換算処理量が算出可能

な事例（10 箇所）について、新技術選定時と

試運転時における脱水汚泥含水率およびφ

300 換算処理量を比較検討した。新技術選定

時に定めた処理性能と試運転時の脱水汚泥含

水率の比較を示す（図－１）。試運転時の含水

率および処理量は、概ね新技術選定時に設定

した目標値と同等以上であることが確認され

た。  
 

（２）アンケート調査結果：アンケート調査結

果より日常の運転管理における脱水機投入汚

泥濃度、処理量および脱水汚泥含水率等につ

いて整理を行った。  
 含水率は試運転時とほぼ同一または下回

る値であった。処理量は、試運転時とデータの比較が可能であった 12 箇所において試

運転時と同等以上が 7 箇所、下回る事例が 5 箇所となった。運転が良好な事例として、

試運転時と同等の含水率で、処理量を定格の約 10％増として運転している処理場も確

認された。  
 脱水機の主要なトラブルは、濃縮部および脱水部のスクリーンの目詰まりであった。

脱水部のスクリーンの目詰まりは処理量の急激な減少といった大きな運転障害につな

がるため、機器構造や処理システムに起因するものかを精査していく必要がある。  
 

３．今後の予定  
「SPⅢ型」の脱水性能を長期的に調査し、技術的な最適化および確立を図る。本年度の

実態調査結果等に基づき調査条件を明確にした上で、脱水性能の調査を継続し、客観的

な検証を進める予定である。  

※アンケート調査にご協力頂いた地方公共団体の関係者各位に深く感謝いたします。  

キーワード  圧入式スクリュープレス脱水機（Ⅲ型）、低含水率化、難脱水汚泥  

 
  図－１ 脱水汚泥含水率比較  

    【新技術選定時と試運転時】  
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研究テーマ名 嫌気性消化･バイオガス利用の拡大 

研 究 期 間      平成 29 年度～令和 3 年度  研 究 費 目      試験研究費 

研究担当者 三宅晴男（研究主任），島田正夫（主担当），林梓  

 
１．目 的 

地球温暖化対策や循環型社会構築の面から、再生可能エネルギー資源である下水汚泥・生ご

み等の廃棄物系、未利用系バイオマス資源の積極的活用が叫ばれており、また国土交通省では

下水処理場を「水・資源・エネルギーの集約・自立・供給拠点化」とすることを目標として掲

げている。このような背景のもと、本調査では、より効率的な汚泥等地域バイオマスの集約化

や嫌気性消化技術の開発、評価を行ない、嫌気性消化・バイオガス利用のさらなる拡大を図る

ことを目的とする。 
２．本年度の研究成果 

本年度は、地域バイオマスを下水処理場に集約し

有効利用するに当たり、その効果や処理場機能への

影響の有無を検討するために、各地域バイオマスに

おけるメタン発酵特性の基本性状試験を行うととも

に(図－１)、これらを受入れた場合のシミュレーショ

ンモデルを構築し、処理機能への影響を検討した。 
（１）下水汚泥 

下水汚泥は、その種類によってメタン発酵性（ガ

ス発生量、VS 分解率）が大きく異なり、初沈汚泥で高

く、余剰汚泥は低い。余剰汚泥のメタン発酵性は、水処理反応タンクの BOD-SS 負荷で異なる

といわれており、今回の調査結果でも OD 法汚泥のメタン発酵性は極めて低かった。 
（２）し尿・浄化槽汚泥 

 し尿・浄化槽汚泥は、塩化物イオンなど溶解性塩類濃度が高いため有機分率は 75％程度と低

く、TS 濃度も 1％程度と低い。メタン発酵における熱エネルギー収支の面から発酵槽投入前に

濃縮処理が望まれる。 
（３）生ごみ 

 生ごみは、投入 VS 当りガス発生量や VS 分解率は極めて高く、地域バイオマスの中では焼

酎かすと並んで最も優れたメタン発酵原料の一つである。固形物当たりの窒素及びりんの含有

率が低いため、消化脱水ろ液による窒素、りんの返流水負荷は他の地域バイオマスに比べ相対

的に小さい。 
（４）家畜ふん尿（豚ふん尿） 

家畜ふん尿（豚ふん尿）は、混合生汚泥と同等以上のメタン発酵特性を持つが、有機酸、ア

ルカリ度、窒素、リン濃度が最も高く、また豚の毛等の異物混入や MAP による配管閉塞、発

泡等によるトラブル事例も多く報告されている。 
（５）焼酎かす、コーヒーかす 

 焼酎(麦)かすは、今回調査対象の地域バイオマスの中では、最も優れたメタン発酵特性を持

っていた。固形物中の窒素含有率は 6~7％程度で下水汚泥と同レベルであるが、りん含有率は

１％弱と低い。コーヒーかすは固形物のほぼ全てが有機分で、窒素やりん等の含有量は 0.2％
（対 TS）以下と極めて少ない。 
（６）シミュレータによる受入れ影響検討 

シミュレータを用いることにより、地域バイオマス投入時における、消化ガスの増収効果、

汚泥発生量等について、受入れ条件による影響検討を実施することができる可能性を示した。 
３．今後の予定 

更に多くの地域バイオマスについての基本性状試験、メタン発酵試験等を行うとともに、こ

れらに適した嫌気性消化法の技術開発・技術評価を行い有効利用の更なる拡大を図る。 

キーワード 地域バイオマス、生ごみ，し尿、シミュレーションモデル、メタン発酵特性 

図－１各下水汚泥及び地域バイオマスの 

メタン発酵特性の比較 
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研究テーマ名 嫌気性消化･バイオガス利用の拡大 

研 究 期 間      平成 29 年度～令和 3 年度  研 究 費 目      試験研究費 

研究担当者 三宅晴男（研究主任），島田正夫（主担当），林梓  

 
１．目 的 

地球温暖化対策や循環型社会構築の面から、再生可能エネルギー資源である下水汚泥・生ご

み等の廃棄物系、未利用系バイオマス資源の積極的活用が叫ばれており、また国土交通省では

下水処理場を「水・資源・エネルギーの集約・自立・供給拠点化」とすることを目標として掲

げている。このような背景のもと、本調査では、より効率的な汚泥等地域バイオマスの集約化

や嫌気性消化技術の開発、評価を行ない、嫌気性消化・バイオガス利用のさらなる拡大を図る

ことを目的とする。 
２．本年度の研究成果 

本年度は、地域バイオマスを下水処理場に集約し

有効利用するに当たり、その効果や処理場機能への

影響の有無を検討するために、各地域バイオマスに

おけるメタン発酵特性の基本性状試験を行うととも

に(図－１)、これらを受入れた場合のシミュレーショ

ンモデルを構築し、処理機能への影響を検討した。 
（１）下水汚泥 

下水汚泥は、その種類によってメタン発酵性（ガ

ス発生量、VS 分解率）が大きく異なり、初沈汚泥で高

く、余剰汚泥は低い。余剰汚泥のメタン発酵性は、水処理反応タンクの BOD-SS 負荷で異なる

といわれており、今回の調査結果でも OD 法汚泥のメタン発酵性は極めて低かった。 
（２）し尿・浄化槽汚泥 

 し尿・浄化槽汚泥は、塩化物イオンなど溶解性塩類濃度が高いため有機分率は 75％程度と低

く、TS 濃度も 1％程度と低い。メタン発酵における熱エネルギー収支の面から発酵槽投入前に

濃縮処理が望まれる。 
（３）生ごみ 

 生ごみは、投入 VS 当りガス発生量や VS 分解率は極めて高く、地域バイオマスの中では焼

酎かすと並んで最も優れたメタン発酵原料の一つである。固形物当たりの窒素及びりんの含有

率が低いため、消化脱水ろ液による窒素、りんの返流水負荷は他の地域バイオマスに比べ相対

的に小さい。 
（４）家畜ふん尿（豚ふん尿） 

家畜ふん尿（豚ふん尿）は、混合生汚泥と同等以上のメタン発酵特性を持つが、有機酸、ア

ルカリ度、窒素、リン濃度が最も高く、また豚の毛等の異物混入や MAP による配管閉塞、発

泡等によるトラブル事例も多く報告されている。 
（５）焼酎かす、コーヒーかす 

 焼酎(麦)かすは、今回調査対象の地域バイオマスの中では、最も優れたメタン発酵特性を持

っていた。固形物中の窒素含有率は 6~7％程度で下水汚泥と同レベルであるが、りん含有率は

１％弱と低い。コーヒーかすは固形物のほぼ全てが有機分で、窒素やりん等の含有量は 0.2％
（対 TS）以下と極めて少ない。 
（６）シミュレータによる受入れ影響検討 

シミュレータを用いることにより、地域バイオマス投入時における、消化ガスの増収効果、

汚泥発生量等について、受入れ条件による影響検討を実施することができる可能性を示した。  
３．今後の予定 

更に多くの地域バイオマスについての基本性状試験、メタン発酵試験等を行うとともに、こ

れらに適した嫌気性消化法の技術開発・技術評価を行い有効利用の更なる拡大を図る。 

キーワード 地域バイオマス、生ごみ，し尿、シミュレーションモデル、メタン発酵特性 

図－１各下水汚泥及び地域バイオマスの 

メタン発酵特性の比較 
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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～令和 3 年度  研 究 費 目 試験研究費 

研究担当者 三宅晴男（研究主任），井上善之（主担当） 

１．目的 

 平成 27 年に改正された下水道法では、下水道管理者に対し発生汚泥等が、燃料又は肥料とし

て再生利用されるよう努めることが明確化され、さらに下水道の集約処理を推進するために、

国土交通省と関係３省（総務省、農水省、環境省）による連名で、全ての都道府県における平

成 34 年度までの「広域化・共同化計画」策定が要請された。また、「下水汚泥広域利活用マニ

ュアル」が策定され、関係自治体で構成される協議会制度が創設されるなど、下水汚泥を効率

的に利活用することが望まれている。 

 このような背景のもと、本研究は、下水汚泥燃料化・肥料化技術の技術開発等により、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、固形燃料化技術（炭化・乾燥）について、昨年度実施した基礎調査に引き続き、

発注者である地方公共団体・事業者・固形燃料利用企業へのヒアリングおよび現地調査を実施

した。調査で得られた主な課題と提案事項を表－1 に示す。  

表－１ 固形燃料化事業の検討課題と提案事項 

事業進捗段階 検討課題 提案事項 

事前調査時 

集約処理のケース抽出 

・固形燃料化施設はスケールメリットの効果が大

であるため、広域処理等の地域毎に最適化された

事業を検討・提案することが望ましい 

汚泥性状の確認 

・塩素分はボイラ腐食への影響が懸念されるため、

事業者に塩素濃度を提示し、利用の可能性を調査

することが望ましい 

導入可能性調査時 

対象汚泥量設定 
・人口減少を踏まえた最適規模で検討を行い、稼

働率も考慮し過大な規模としないことが望ましい 

事業基礎条件設定 
・施設停止期間中における脱水汚泥搬出先を確保

することが望ましい 

実施方針・ 

要求水準書策定時 

初期稼働率の設定 
・供用開始当初とそれ以降で稼働率を段階的に変

更することも検討することが望ましい 

補助燃料の制約 
・補助燃料を 1 系統に限定せずに、他燃料の併用

など、安定的な供給が可能であることが望ましい 

３．まとめ（今後の課題）  

 固形燃料化技術の実態について、調査した結果、上記のような技術的な課題が確認された。

これらの課題を解決し、官民双方に魅力ある事業とするため、検討課題と提案事項等を取りま

とめた。  

 燃料化・肥料化技術に関しては、今後も共同研究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推進する予定である。  

※調査にご協力頂いた地方公共団体・事業者・固形燃料利用企業の関係者各位に深く感謝いた

します。  
キーワード 燃料化、肥料化、PPP/PFI、事業スキーム 
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図－１ 含有量調査結果 

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～令和 3 年度  研 究 費 目 試験研究費  

研究担当者  三宅晴男（研究主任），井上善之（主担当）  

１．目的 

 下水道は、多くの資源ポテンシャルを有しているが、その利用は未だ低水準にとどまっ

ているのが実状である。本研究では、下水道からの希少金属等回収・利用について、可能

性の検討を行い、今後の実用化研究へつなげることを目的とする。 

２．本年度の研究成果 

（１）調査対象処理場の選定、分析対象元素の設定 

 今回の調査では、希少金属等の流入要因として地域特性に着目し、製造業者集積地域等、

下水汚泥中の希少金属等の含有率が高いことが期待される処理場を選定した。また、下水

汚泥の含水率の違いによる傾向を確認するため、脱水汚泥、焼却灰、固形燃料化物及び溶

融スラグを調査した。分析対象元素は、価格が高く採算性が高いと想定される金、ハフニ

ウム、パラジウム、ガリウム、タンタル、銀及び肥料原料等への活用が期待されるリンを

加えた７元素とした。 

（２）調査結果 

 下水汚泥に含まれる元素毎の含有量調査結果と費用対

効果を踏まえた回収可能な限界を図－１に示す。図に示す

通り一部の処理場を除き、汚泥中に含まれる希少金属等の

濃度では、採算性が低いことが判明した。 

３．まとめ（今後の課題） 

 今後、下水汚泥中の希少金属等を利活用するためには、希少金属等を効率的に回収する

ために、濃縮や選択的回収の技術開発を推進することが必要と考えられる。 

 ※調査にご協力頂いた地方公共団体の関係者各位に深く感謝いたします。  

キーワード  希少金属、資源利活用、資源回収  
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図－１ 含有量調査結果 

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～令和 3 年度  研 究 費 目 試験研究費  

研究担当者  三宅晴男（研究主任），井上善之（主担当）  

１．目的 

 下水道は、多くの資源ポテンシャルを有しているが、その利用は未だ低水準にとどまっ

ているのが実状である。本研究では、下水道からの希少金属等回収・利用について、可能

性の検討を行い、今後の実用化研究へつなげることを目的とする。 

２．本年度の研究成果 

（１）調査対象処理場の選定、分析対象元素の設定 

 今回の調査では、希少金属等の流入要因として地域特性に着目し、製造業者集積地域等、

下水汚泥中の希少金属等の含有率が高いことが期待される処理場を選定した。また、下水

汚泥の含水率の違いによる傾向を確認するため、脱水汚泥、焼却灰、固形燃料化物及び溶

融スラグを調査した。分析対象元素は、価格が高く採算性が高いと想定される金、ハフニ

ウム、パラジウム、ガリウム、タンタル、銀及び肥料原料等への活用が期待されるリンを

加えた７元素とした。 

（２）調査結果 

 下水汚泥に含まれる元素毎の含有量調査結果と費用対

効果を踏まえた回収可能な限界を図－１に示す。図に示す

通り一部の処理場を除き、汚泥中に含まれる希少金属等の

濃度では、採算性が低いことが判明した。 

３．まとめ（今後の課題） 

 今後、下水汚泥中の希少金属等を利活用するためには、希少金属等を効率的に回収する

ために、濃縮や選択的回収の技術開発を推進することが必要と考えられる。 

 ※調査にご協力頂いた地方公共団体の関係者各位に深く感謝いたします。  

キーワード  希少金属、資源利活用、資源回収  
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研究テーマ名  消毒技術の再評価  

研 究 期 間      平成 29 年度～令和 3 年度  研 究 費 目      試験研究費  

研究担当者  山下洋正（研究主任），水田丈裕（主担当）  

 
１．目的  

紫外線消毒は、塩素消毒に比べ残留性がないなどの特徴を有しており、放流先水域の

利水や生態系保存などの観点から、主に小規模下水処理場で導入されてきたが、近年、

中大規模下水処理場への導入も増加している。 

本開発課題では、平成 9 年に答申された技術評価 1)以降、省エネ・省スペース化など

の技術向上が著しい紫外線消毒技術について、実施設における運転状況や消毒効果等の

実態を把握し再評価を行うことにより、技術基準類などへ反映することを目的とする。 

 
２．各年度の経過 

平成 29 年度 紫外線消毒施設の仕様や諸元、運転実績等に関するアンケート調査 

 
３．本年度の研究成果  

本年度は、紫外線消毒施設の運転状況に関するヒアリング調査ならびに消毒効果等の

把握のための水質調査を実施した。調査対象施設は、紫外線消毒施設能力が 10,000 m3/
日以上で、下水処理方式が標準活性汚泥法または高度処理法（高度処理 OD 法は除く）

の処理場から 3 箇所を選定した。調査結果の概

要を表－１に示す。  
（１）ヒアリング調査結果  

いずれの紫外線消毒施設も低圧水銀ランプ

を用いており、放流を目的として処理水全量を

消毒していた。紫外線照射量の設計値は、設計

指針 2）に示された大腸菌群不活化率 90％に対

する範囲内（150～200 J/m2）が 2 箇所、同前

99.9％に対する範囲内（300～500 J/m2）が１

箇所であった。紫外線照射量の制御は、稼働ユ

ニット数の調整や出力制限により行われてお

り、放流水中の大腸菌群数に応じて調整してい

る処理場もあった。  
紫外線消毒施設に対する課題については、ラ

ンプや安定器等のコストおよび電力使用量の低

減に関するものが見られた。  
（２）水質調査結果  

消毒原水の紫外線透過率は、いずれの処理場でも設計指針に示された標準値（70％以

上）を満たしていた。また、放流水中の大腸菌群数は、下水道法施行令に定める放流水

の水質の技術上の基準である 3000 個 /cm3 以下を大幅に下回っていた。  
 

４．今後の予定  
次年度以降も継続して現地調査を実施し、実施設における運転状況の把握、消毒効果

等の知見を蓄積し、紫外線消毒技術の再評価を行う予定である。  
 
※現地調査にご協力いただいた下水処理場の関係各位に深く感謝いたします。  
１）最新の消毒技術の評価に関する報告書 , 日本下水道事業団技術評価委員会，1996 
２ ）下水道施設計画・設計指針と解説（ 2009 年版）後編，社団法人日本下水道協会，

p.242-247，2009,  
キーワード  紫外線消毒，紫外線照射量，紫外線透過率  

表－１ 調査結果概要 
区分 単位 A処理場 B処理場 C処理場

放流水量 実績値 m3/日 8,517 9,000 6,000
設計値 184 180 465
実績値 385 65 775
設計値 1.5 4.9 4.5
実績値 3.2 11.6 11.4
設計値 120.0 37.1 102.5
実績値 120.0 5.6 68.3
設置数 48 32 36
稼働数 48 8 12
消毒前 77 15 4
消毒後 36.5 1.5 1.5
減少率 ％ 55 90 63
消毒前 270 225 51
消毒後 105.5 8.5 2.0
減少率 ％ 62 96 96

浮遊物質 消毒前 mg/L <1 4 3
CODcr 消毒前 mg/L 39 32 17

紫外線透過率 消毒前 ％ 70.6 78.9 81.1
注1) 放流水量以外の項目は、採水2回の平均値を示す。
注2) 大腸菌および大腸菌群数は平板法（特定酵素基質培地法）の結果を示す。
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研究テーマ名  流入水量減少対応型水処理技術の実用化  

研 究 期 間      平成 29 年度～令和 3 年度  研 究 費 目      試験研究費  

研究担当者  山下洋正（研究主任），糸川浩紀（主担当）  

 
１．目的  

本開発課題は、人口減少等に伴う今後の流入水量の減少に対して柔軟に対応可能な低

コストの水処理技術を実用化することを目的とする。具体的には、以下の 2 技術につい

て開発を行ない処理技術としての確立を図る。  
①ダウンサイジング水処理技術：標準活性汚泥法を対象に既存施設を活用して効率的な

ダウンサイジングを可能とする水処理技術（平成 28 年度採択 B-DASH 実証技術）  
②小規模低コスト水処理技術：水処理系列数が少ない小規模処理場を対象に改築時の処

理能力確保や将来の流入水量減少への柔軟な対応を可能とする水処理技術（新規開発） 
 

２．本年度の研究成果  
（１）ダウンサイジング水処理技術：｢DHS システムを用いた水量変動追従型水処理技術｣

について、B-DASH 実証施設を用いた実証実験（自主研究）を継続した。  
 

（２）小規模低コスト水処理技術：新規開発を

行なう水処理技術の開発条件等を検討するた

めに、平成 29 年度に現有処理能力が 1,000 
m3/d 以下の小規模下水処理場からアンケート

形式で収集した実態調査データ（平成 27～28
年度実績）の詳細な解析を進め、小規模下水処

理場における流入水量･水質の変動状況を定量

化した。  
 

 流入水量の時間変動：時間変動ピーク比（時

刻毎水量の最大値÷全時刻水量平均値）は、

平均的には 2 程度、大半の処理場で 3 以下で

ある（図－１）。同ピーク比には顕著な曜日

変動および季節変動が見られない。  
 流入水量の年間変動：冬季（1～3 月）の流

入水量は、平均的には、年間平均水量と同程

度である（図－２）。  
 流入水質の年間変動：冬季の流入水質（SS、

BOD、COD 濃度）は年間平均水質より高い

傾向にあるが、平均的には、その増加率は

10%以下である。  
 

３．今後の予定  
ダウンサイジング水処理技術については、引

続き実証実験を行ない、処理性能や使用電力量

等について更に長期的な実証を行なう。小規模

低コスト水処理技術については、本稿に示した

実態調査結果等に基づき開発条件を明確にし

た上で、実証実験等の段階へと進め実用化を図

る予定である。  

キーワード  流入水量減少、ダウンサイジング、小規模下水処理場  

 

図－１ 小規模下水処理場（≦ 1,000m3/d）  
における流入水量の時間変動比の  

累積頻度分布（ n=33）  
 

 
図－２ 小規模下水処理場（≦ 1,000m3/d）  
における流入水量の年間変動比の季節別  
平均値および 10～ 90%値範囲（ n=120）  
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研究テーマ名  流入水量減少対応型水処理技術の実用化  

研 究 期 間      平成 29 年度～令和 3 年度  研 究 費 目      試験研究費  

研究担当者  山下洋正（研究主任），糸川浩紀（主担当）  

 
１．目的  

本開発課題は、人口減少等に伴う今後の流入水量の減少に対して柔軟に対応可能な低

コストの水処理技術を実用化することを目的とする。具体的には、以下の 2 技術につい

て開発を行ない処理技術としての確立を図る。  
①ダウンサイジング水処理技術：標準活性汚泥法を対象に既存施設を活用して効率的な

ダウンサイジングを可能とする水処理技術（平成 28 年度採択 B-DASH 実証技術）  
②小規模低コスト水処理技術：水処理系列数が少ない小規模処理場を対象に改築時の処

理能力確保や将来の流入水量減少への柔軟な対応を可能とする水処理技術（新規開発） 
 

２．本年度の研究成果  
（１）ダウンサイジング水処理技術：｢DHS システムを用いた水量変動追従型水処理技術｣

について、B-DASH 実証施設を用いた実証実験（自主研究）を継続した。  
 

（２）小規模低コスト水処理技術：新規開発を

行なう水処理技術の開発条件等を検討するた

めに、平成 29 年度に現有処理能力が 1,000 
m3/d 以下の小規模下水処理場からアンケート

形式で収集した実態調査データ（平成 27～28
年度実績）の詳細な解析を進め、小規模下水処

理場における流入水量･水質の変動状況を定量

化した。  
 

 流入水量の時間変動：時間変動ピーク比（時

刻毎水量の最大値÷全時刻水量平均値）は、

平均的には 2 程度、大半の処理場で 3 以下で

ある（図－１）。同ピーク比には顕著な曜日

変動および季節変動が見られない。  
 流入水量の年間変動：冬季（1～3 月）の流

入水量は、平均的には、年間平均水量と同程

度である（図－２）。  
 流入水質の年間変動：冬季の流入水質（SS、

BOD、COD 濃度）は年間平均水質より高い

傾向にあるが、平均的には、その増加率は

10%以下である。  
 

３．今後の予定  
ダウンサイジング水処理技術については、引

続き実証実験を行ない、処理性能や使用電力量

等について更に長期的な実証を行なう。小規模

低コスト水処理技術については、本稿に示した

実態調査結果等に基づき開発条件を明確にし

た上で、実証実験等の段階へと進め実用化を図

る予定である。  
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図－１ 小規模下水処理場（≦ 1,000m3/d）  
における流入水量の時間変動比の  

累積頻度分布（ n=33）  
 

 
図－２ 小規模下水処理場（≦ 1,000m3/d）  
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研究テーマ名 処理能力増強技術の導入手法の確立 

研 究 期 間      平成 29 年度～令和 3 年度  研 究 費 目      試験研究費 

研究担当者 山下洋正（研究主任），水田丈裕（主担当） 

 

１．目的 

本研究では、人口減少に伴う流入水量の減少などに柔軟に対応すべく、最初沈殿池およ

び最終沈殿池の代替・処理能力増強技術や、反応タンクの処理能力増強技術について、導

入施設における事後調査等の実施や新たな技術開発により、これらの技術の更なる普及促

進を図るとともに、再構築時などにおける導入手法の確立を目的とする。  
 
２．本年度の研究成果 

（１）反応タンク処理能力増強技術 

「OD 法における二点 DO 制御システム」に

ついて、本技術を導入している２施設を対象と

して運転状況等の調査を行った（下記は内１施

設について）。本技術の概念図を図―１に示す。 
 処理水質は平成 28 年度からの 3 カ年を通じ

て BOD、COD、SS、T-N、T-P のいずれも良

好であった。  
 ばっ気・撹拌にかかる消費電力量は、スクリ

ュー式ばっ気撹拌装置が設置された他系列と

比較し、本技術を導入した系列では概ね 5 割

削減されており、流入水量あたりの消費電力

量は 3 カ年平均で 0.230kWh/ m3 であった。  
（２）最初沈殿池代替・能力増強技術  
  従来の最初沈殿池と比較して、SS 除去性能が高く省面積化が可能である「高速ろ過シ

ステム」について、民間企業との共同研究に着手した。当該研究では、通年でのパイロ

ットプラント実験を行うにより、高速ろ過システムが後段の水処理（標準活性汚泥法）

の機能等に与える影響を調査し、最初沈殿池代替・能力増強技術としての適用性を検証

する予定である。  
（３）最終沈殿池代替・能力増強技術  
  最終沈殿池にろ過機能を付加して能力向上等を図る「最終沈殿池の処理能力向上技術」

について、前年度に引き続き、下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）に

よる実規模実証実験を行った。  
 
３．今後の予定 

次年度以降も処理能力向上技術に関する実証実験や実態調査等を継続して行う。 

 反応タンク処理能力増強技術については、「OD 法における二点 DO 制御システム」の

稼働を予定している実施設において、導入後との比較検証を行うため、現状の運転状

況等の調査を行う予定である。  
 最初沈殿池代替・能力増強技術については、パイロットプラントの運転を開始し、高

速ろ過システムの適用性について検証を行う。  
 最終沈殿池代替・能力増強技術については、ろ過部洗浄条件の最適化による処理水質

の安定化や、維持管理性の向上を目的とした検証を継続して実施する。  
 

※現地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  OD 法、二点 DO 制御技術、高速ろ過システム、ろ材ろ過  

 

図－１ OD 法における二点 DO 制御技術概念
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JS 技術開発年次報告書（平成 30 年度） 

 

研究テーマ名  運転管理による効率化･最適化手法の整理･体系化  

研 究 期 間      平成 29 年度～令和 3 年度  研 究 費 目      試験研究費  

研究担当者  山下洋正（研究主任），糸川浩紀（主担当）  

 
１．目的  

本開発課題では、運転管理の工夫等により水処理･汚泥処理の効率化･最適化等を図る

ソフト対策について、既往の知見の整理･体系化を行なうことで、運転管理手法としての

確立を図ることを目的とする。  
 

２．本年度の研究成果  
本年度は、文献調査により水処理を対象とした運転管理上の効率化･最適化事例を収

集･整理すると共に、JS が維持管理業務を受託している磐南浄化センターにおいて実施

された効率化･最適化事例を収集した。  
 
（１）実務的な報文が比較的多い国内学術誌等（下水道協会誌、下水道研究発表会講演集、

月刊下水道）を対象に、過去 5.5 年間（2013 年 1 月～2018 年 9 月）に掲載された報文か

ら、下水処理場の運転管理において水処理施設の効率化･最適化を図った事例を抽出し、

目的や方法を切り口として体系的に整理した（図－１）。  
 
 抽出された効率化等の事例 138 件について、主たる目的に基づき (a)機能向上、(b)省エ

ネ /省コスト化、 (c)維持管理効率化の 3 区分に分類すると、各々が占める割合は 48、
41、12%となり、前 2 者が中心である。  

 ｢機能向上｣に分類された事例の全件が放流水質改善を目的としており、中でも窒素･

リン除去を対象としたものが 8 割近くを占める。  
 ｢省エネ /省コスト化｣を主目的とする事例の 8 割強は反応タンクの曝気動力低減に係る

ものであり、その大半は送風量自体を削減する試みである。  
 ｢維持管理効率化｣については、事例数が多くはないものの、機器等に軽微な改造･改良

を加えて作業性の向上や効率化を図る多様な事例が見られる。  
 
（２）JS が平成 27 年度から維

持管理業務を受託している磐

南浄化センター（磐田市）を

対象に、公表資料および JS
磐田分室へのヒアリングに基

づき水処理･汚泥処理の運転

管理上の工夫等に係る事例を

収集した。  
 

３．今後の予定  
汚泥処理を含めて事例収

集を継続的に実施し、運転管

理における効率化･最適化手

法として取り纏めると共に、

施設設計にフィードバックす

べき事項についても提言を行

なう。  

キーワード  運転管理、効率化･最適化、ソフト対策  

 

図－１ 水処理の効率化等事例の目的別集計  
(国内文献 138 件に基づく ) 
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JS 技術開発年次報告書（平成 30 年度） 

 

研究テーマ名  運転管理による効率化･最適化手法の整理･体系化  

研 究 期 間      平成 29 年度～令和 3 年度  研 究 費 目      試験研究費  

研究担当者  山下洋正（研究主任），糸川浩紀（主担当）  

 
１．目的  

本開発課題では、運転管理の工夫等により水処理･汚泥処理の効率化･最適化等を図る

ソフト対策について、既往の知見の整理･体系化を行なうことで、運転管理手法としての

確立を図ることを目的とする。  
 

２．本年度の研究成果  
本年度は、文献調査により水処理を対象とした運転管理上の効率化･最適化事例を収

集･整理すると共に、JS が維持管理業務を受託している磐南浄化センターにおいて実施

された効率化･最適化事例を収集した。  
 
（１）実務的な報文が比較的多い国内学術誌等（下水道協会誌、下水道研究発表会講演集、

月刊下水道）を対象に、過去 5.5 年間（2013 年 1 月～2018 年 9 月）に掲載された報文か

ら、下水処理場の運転管理において水処理施設の効率化･最適化を図った事例を抽出し、

目的や方法を切り口として体系的に整理した（図－１）。  
 
 抽出された効率化等の事例 138 件について、主たる目的に基づき (a)機能向上、(b)省エ

ネ /省コスト化、 (c)維持管理効率化の 3 区分に分類すると、各々が占める割合は 48、
41、12%となり、前 2 者が中心である。  

 ｢機能向上｣に分類された事例の全件が放流水質改善を目的としており、中でも窒素･

リン除去を対象としたものが 8 割近くを占める。  
 ｢省エネ /省コスト化｣を主目的とする事例の 8 割強は反応タンクの曝気動力低減に係る

ものであり、その大半は送風量自体を削減する試みである。  
 ｢維持管理効率化｣については、事例数が多くはないものの、機器等に軽微な改造･改良

を加えて作業性の向上や効率化を図る多様な事例が見られる。  
 
（２）JS が平成 27 年度から維

持管理業務を受託している磐

南浄化センター（磐田市）を

対象に、公表資料および JS
磐田分室へのヒアリングに基

づき水処理･汚泥処理の運転

管理上の工夫等に係る事例を

収集した。  
 

３．今後の予定  
汚泥処理を含めて事例収

集を継続的に実施し、運転管

理における効率化･最適化手

法として取り纏めると共に、

施設設計にフィードバックす

べき事項についても提言を行

なう。  

キーワード  運転管理、効率化･最適化、ソフト対策  

 

図－１ 水処理の効率化等事例の目的別集計  
(国内文献 138 件に基づく ) 
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研究テーマ名  耐硫酸防食被覆工法の事後調査  

研 究 期 間      平成 29 年度～令和 3 年度  研 究 費 目      試験研究費  

研究担当者  山下洋正（研究主任），中西啓（主担当），清水克祐  

１．目的 

本調査は、耐硫酸防食被覆工法が施工されている既設の下水処理施設について、腐食

環境条件と防食被覆層の硫酸による劣化状況を調査することにより、実際の腐食環境条

件と施工後の防食被覆層の劣化状況の関係を把握し、「下水道コンクリート構造物の腐食

抑制技術及び防食技術マニュアル」（以下、「JS 防食技術マニュアル」）における耐硫酸防

食被覆工法に係る調査や設計、品質管理等における課題を明らかとし、技術の改良・向

上に資することを目的とする。 

２．各年度の経過 

平成 29 年度 全国の下水処理場を対象にアンケート調査を実施し、下水処理施設の腐食

環境条件と硫酸による防食被覆層の劣化状況等の概況を把握した。 

３．本年度の研究成果 

（１）耐硫酸防食被覆工法が施工されてい

る 3 箇所の下水処理場を対象とし、表－１

に示す腐食環境調査や現地調査、物性試験

を実施し、防食被覆層及び躯体コンクリー

トの劣化状況等を確認した。耐硫酸防食被

覆工法施工箇所の調査結果の一例を図－１

に示す。当該調査箇所は濃縮汚泥受槽で、

硫化水素ガス濃度は平均で約 370ppm であ

り、JS 防食技術マニュアルにおける腐食環境分類のⅠ類に相当する環境条件であった。供

用後 13 年経過した防食被覆層への硫黄侵入深さは約 20～100μm であり、防食被覆層の基

本的な要求性能の一つである環境遮断性については概ね維持されているものと推定され

た。しかし、躯体コンクリートから採取したコア試料で 9mm の硫黄侵入が確認されたこと

から、防食被覆層の劣化箇所などからの硫化水素ガスの侵入などの可能性が示唆された。

一方、コンクリートとの接着強度は平均で 0.3N/mm2 であり、初期性能と比較して著しく低

下していた。なお、試験試料は全てプライマー部で破断を生じた。このように、経年劣化

による防食被覆層の接着安定性の維持について、技術的な課題がある可能性が示唆された。 

（２）モルタルライニング工法の試験施工箇所のフォローアップ調査（施工後 9 年目）

を実施した。 

 
図－１ 耐硫酸防食被覆工法の劣化状況調査結果の一例 

４．今後の予定 

 次年度も引き続き、下水処理施設における環境調査や防食被覆層の劣化状況の調査を実

施するとともに、モルタルライニング工法試験施工箇所のフォローアップ調査（最終年）

を実施する予定である。  

キーワード  防食被覆層，劣化，接着性，硫黄侵入深さ  

表－1 調査項目 
調査内容 調査内容

硫化物生成状況の把握 被覆層の引張強度
・水温、ｐH、酸化還元電位(ORP) ・JIS K 7164
硫化水素ガス発生状況の把握 被覆層の曲げ強度
・硫化水素ガス濃度 ・JIS K 7017
・二酸化炭素ガス濃度 被覆層の表面硬度
硫酸の生成状況の把握 ・JIS K 7060
・表面pH
目視、計測、記録
・膨れ・ひび割れ・剥離 硫酸イオンの侵入深さ
・軟化・脆弱化・摩耗・変色・白化等 ・電子線マイクロアナライザー
被覆層付着強度試験 コンクリート中性化深さ
・建研式引張試験器による測定 ・JIS A 1152

調査項目

引張試験

曲げ試験

調査項目

環
境
調
査

採取した防食被覆層のマイクロ
メーターによる厚さ測定

防食層厚さ測定

物
性
試
験

現
地
調
査

バーコル試験

硫黄侵入深さ

中性化深さ測定

液相中
腐食環境指標

気相中
腐食環境指標

防食被覆面

目視(表面異状)

接着試験
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JS 技術開発年次報告書（平成 30 年度） 

 

研究テーマ名  有機酸・炭酸による腐食の対策技術の確立  

研 究 期 間      平成 29 年度～令和 3 年度  研 究 費 目      試験研究費  

研究担当者  山下洋正（研究主任），中西啓（主担当），清水克祐  

１．目的  
近年､下水道施設において、有機酸による防食被覆層の劣化や炭酸によるコンクリート

の劣化が懸念されているが、その実態については、ほとんど知見がないのが実情である。

本開発課題では、有機酸や炭酸による防食被覆層等の劣化について、下水道施設における

実態を把握するとともに、対策技術の確立を図ることを目的とする。  
２．本年度の研究成果  
 本年度は、有機酸による防食被覆層の劣化の発生が想定さ  
れる下水道施設 1 箇所を対象として、腐食環境調査と劣化状  
況調査を行った。調査対象施設の概要を表－1 に、調査項目  
を表－２にそれぞれ示す。なお、調査対象施設は、有機酸が  
スカム等を含む堆積物（バイオフィルム）中で高濃度になる  
と考えられるため、生汚泥と余剰汚泥を貯留する濃縮汚泥受  
槽を選定した。  
（１）主な腐食環境調査結果を表－３に示す。  
・対象施設の汚泥中には有機酸が高濃度で確認された。  
・硫化水素ガスは高濃度であり、対象施設は有機酸・硫酸に  
よる厳しい腐食環境下にあると推定された。  
（２）防食被覆層において、アルカリマーキング法※ 1 による  
分析結果を硫黄浸透深さと比較することで、硫酸以外の酸に  
よる浸透深さを推定した。EDS 分析※ 2 結果を図－１に示す。  
・酸の浸透深さは、硫黄浸透深さ（27μm～114μm）より大き  
いことが分かった。  
・汚泥中に有機酸が高濃度で存在することなどから、防食被  
覆層への浸透は有機酸によるものと推定された。  
・有機酸浸透深さが大きかった要因としては、調査個所が L. 
W.L 付近の気液界面であり、気相より液相に曝露される期間  
が長かったことなどが考えられた。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 1：久 保内昌敏、 ABUDUHAILILI  ZULIHUMAER,谷本  那月 ,荒尾  与史彦「アルカリ前処理 を利用したエポキシライニング

材への有機酸浸透深さ評価手法 ,  第 55 回下水道研究発表会講演集 ,P866,2018 
※ 2：エネルギー分散型 X 線分析装置 (Energy dispers ive  X-ray spectrometry)  

３．今後の予定  
今後は、有機酸劣化については、実施設における有機酸劣化環境の実態把握を中心に実  

施予定である。また、炭酸劣化については、実施設における現地調査を実施予定である。  

キーワード  有機酸，防食被覆層，劣化  

表 －1 調 査 対 象  

対 象 処 理 場 A処理場

対 象 施 設 濃縮汚泥受槽

対象施設の供用年数 13年経過

調 査 個 所 気液界面(L.W.L付近)

防 食 の 種 類 塗布型ライニング(D1種)

防 食 材 ポリウエア樹脂

防 食 被 覆 の 厚 さ 設計値：3mm

防食被覆の供用年数 13年経過

表 －3 腐 食 ・劣 化 環 境 調 査 結 果

測定結果

硫化水素ガス濃度(平均) 371.2ppm

槽内気温(平均) 17.5℃

水温 14.0℃

ｐH 5.0

ORP（酸化還元電位） －45mV

酢酸 439mg/ℓ

プロピオン酸 616mg/ℓ

i-酪酸 41mg/ℓ

n-酪酸 334mg/ℓ

i-吉草酸 58mg/ℓ

n-吉草酸 169mg/ℓ

調査項目

汚泥ろ過液

気相

汚泥

図 －1 アルカリマーキング試 験 結 果  

表 －2 調 査 項 目  

気相 硫化水素ガス濃度

汚泥

汚泥ろ過液
(遠心分離上澄み液)

既存防食被覆層の異状

接着試験

厚さ

残存鉄筋かぶり厚

有機酸浸透深さ

硫黄浸透深さ

中性化深さ測定

防
食
被
覆
層

調査項目

腐
食
環
境
調
査

水
質

コンクリート表面

腐
食
・
劣
化
状
況
調
査

腐食生成物

はく落・膨張・ひび割れ

骨材露出・表面異状
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JS 技術開発年次報告書（平成 30 年度） 

 

研究テーマ名  有機酸・炭酸による腐食の対策技術の確立  

研 究 期 間      平成 29 年度～令和 3 年度  研 究 費 目      試験研究費  

研究担当者  山下洋正（研究主任），中西啓（主担当），清水克祐  

１．目的  
近年､下水道施設において、有機酸による防食被覆層の劣化や炭酸によるコンクリート

の劣化が懸念されているが、その実態については、ほとんど知見がないのが実情である。

本開発課題では、有機酸や炭酸による防食被覆層等の劣化について、下水道施設における

実態を把握するとともに、対策技術の確立を図ることを目的とする。  
２．本年度の研究成果  
 本年度は、有機酸による防食被覆層の劣化の発生が想定さ  
れる下水道施設 1 箇所を対象として、腐食環境調査と劣化状  
況調査を行った。調査対象施設の概要を表－1 に、調査項目  
を表－２にそれぞれ示す。なお、調査対象施設は、有機酸が  
スカム等を含む堆積物（バイオフィルム）中で高濃度になる  
と考えられるため、生汚泥と余剰汚泥を貯留する濃縮汚泥受  
槽を選定した。  
（１）主な腐食環境調査結果を表－３に示す。  
・対象施設の汚泥中には有機酸が高濃度で確認された。  
・硫化水素ガスは高濃度であり、対象施設は有機酸・硫酸に  
よる厳しい腐食環境下にあると推定された。  
（２）防食被覆層において、アルカリマーキング法※ 1 による  
分析結果を硫黄浸透深さと比較することで、硫酸以外の酸に  
よる浸透深さを推定した。EDS 分析※ 2 結果を図－１に示す。  
・酸の浸透深さは、硫黄浸透深さ（27μm～114μm）より大き  
いことが分かった。  
・汚泥中に有機酸が高濃度で存在することなどから、防食被  
覆層への浸透は有機酸によるものと推定された。  
・有機酸浸透深さが大きかった要因としては、調査個所が L. 
W.L 付近の気液界面であり、気相より液相に曝露される期間  
が長かったことなどが考えられた。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 1：久 保内昌敏、 ABUDUHAILILI  ZULIHUMAER,谷本  那月 ,荒尾  与史彦「アルカリ前処理を利用したエポキシライニ ング

材への有機酸浸透深さ 評価手法 ,  第 55 回下水道研究発表会講演集 ,P866,2018 
※ 2：エネルギー分散型 X 線分 析装置 (Energy dispers ive  X-ray spectrometry)  

３．今後の予定  
今後は、有機酸劣化については、実施設における有機酸劣化環境の実態把握を中心に実  

施予定である。また、炭酸劣化については、実施設における現地調査を実施予定である。  

キーワード  有機酸，防食被覆層，劣化  

表 －1 調 査 対 象  

対 象 処 理 場 A処理場

対 象 施 設 濃縮汚泥受槽

対象施設の供用年数 13年経過

調 査 個 所 気液界面(L.W.L付近)

防 食 の 種 類 塗布型ライニング(D1種)

防 食 材 ポリウエア樹脂

防 食 被 覆 の 厚 さ 設計値：3mm

防食被覆の供用年数 13年経過

表 －3 腐 食 ・劣 化 環 境 調 査 結 果

測定結果

硫化水素ガス濃度(平均) 371.2ppm

槽内気温(平均) 17.5℃

水温 14.0℃

ｐH 5.0

ORP（酸化還元電位） －45mV

酢酸 439mg/ℓ

プロピオン酸 616mg/ℓ

i-酪酸 41mg/ℓ

n-酪酸 334mg/ℓ

i-吉草酸 58mg/ℓ

n-吉草酸 169mg/ℓ

調査項目

汚泥ろ過液

気相

汚泥

図 －1 アルカリマーキング試 験 結 果  

表 －2 調 査 項 目  

気相 硫化水素ガス濃度

汚泥

汚泥ろ過液
(遠心分離上澄み液)

既存防食被覆層の異状

接着試験

厚さ

残存鉄筋かぶり厚

有機酸浸透深さ

硫黄浸透深さ

中性化深さ測定

防
食
被
覆
層

調査項目

腐
食
環
境
調
査

水
質

コンクリート表面

腐
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・
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状
況
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研究テーマ名  施設運転管理効率化・高度化・自動化技術の開発  

研 究 期 間      平成 29 年度～令和 3 年度  研 究 費 目      試験研究費  

研究担当者  山下洋正（研究主任），金澤純太郎（主担当），中村周太郎  

 
１．目的  
本開発課題では、下水処理施設の運転管理の効率化や高度化、自動化を目的として、近

年、技術革新や他分野における技術導入の進展が著しい、各種センサーを用いた ICT
（ Information and Communication Technology：情報通信技術）・ IoT（ Internet of 
Things：物のインターネット）技術や AI（Artificial Intelligence：人工知能）技術、ロ

ボット技術等について、下水道分野への適用可能性等を調査・検討するとともに、民間企

業との共同研究等により、その実用化に向けた検討を行う。  
 

２．本年度の研究成果 

（１）「AI を活用した下水処理運転管理支援技術に関する調査」について、国土交通省が

実施する下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）の FS 調査として、机上で

の予測手法の検討や予測精度の検証等を行った。  
（２）「 ICT を活用したプロセス制御とリモート診断による効率的水処理運転管理技術」

について、前年度に引き続き、B-DASH プロジェクト後の自主研究として、実施設におけ

る実証試験を行った。  
（３）下水道事業（主に維持管理・運営管理）における課題について、関連する国や自治

体等の調査報告等を整理するともに、JS が維持管理を受託する磐南浄化センターにおいて

ヒアリングを行った。それらの結果から AI 等の技術を適用することにより解決可能と想

定される課題を抽出し、課題解決へ適用する技術分野として、AI 技術、画像処理技術およ

びロボット技術を選定した。これらの技術分野について、最新の技術動向に関する情報を

収集・整理し、下水道分野への適用可能性について検討を行った（表－1）。  
 

 

３．今後の予定  
 「AI を活用した下水処理運転管理支援技術に関する調査」ならびに「 ICT を活用したプ

ロセス制御とリモート診断による効率的水処理運転管理技術」については、次年度も引き

続き検討するとともに、新たな B-DASH プロジェクトである「単槽型硝化脱窒プロセスの

ICT・AI 制御による高度処理技術」の実証試験を行う。また、本年度の研究で抽出した技

術分野について、自治体におけるニーズや下水道分野への適用に際しての技術的課題等の

把握を行い、実用化の検討に向けた対象技術の絞り込み等を行う予定である。  

キーワード  ICT、 IoT、AI、画像診断技術、ロボット技術  

技術分野 要素技術 技術内容 活用例 導入効果

予兆検知 取得した時系列データ等から重要なパターンを抽出するもの。 機器故障パターンの事前把握 作業効率化

制御技術 システム全体の最適化を図るため、入出力パラメータを安定的に
調節するもの。 曝気風量等の最適化 作業自動化

機械学習 データを反復的に学習し、データの性質や規則性を見出すもの。 水処理施設の運転パラメータの調整 作業効率化

3D計測 2次元画像（RGB）＋奥行きを計測するもの。 沈殿池等の汚泥界面位置の計測 作業効率化

画像鮮明化 水の濁り等で不鮮明な画像を鮮明化するもの。 水中水没機器類の点検 作業効率化

狭隘部撮影 人が入ることが困難な狭い場所を撮影するもの。 危険個所や狭隘部等の点検 作業省力化

水中ロボット 水中を自動で移動し、静止画や動画を撮影等するもの。 水中機器の点検や水槽内の汚泥堆積状態の把握等 作業効率化

自動航行 非GPS環境下でも自己位置を推定しつつ目標まで自動的に航
行するもの。 危険箇所や狭隘部等の点検 作業自動化

支援ロボット 人では困難な危険作業等を支援するもの。 脱水ケーキ移送コンベアの閉塞除去等 作業省力化

AI技術

画像処理
技術

ロボット
技術

表―１ 下水道分野へ適用可能性を有する技術の例  
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表－２ 適用要素技術の設定  
ケース 対象 適用技術 区分

焼却炉 階段炉による電力創造ｼｽﾃﾑ 新技術
標準法 低圧損型メンブレン式散気装置 共同研究
脱水機等 下水汚泥由来繊維利活用ｼｽﾃﾑ 新技術
脱水機等 圧入式ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ脱水機（Ⅲ型） 新技術

OD法
高効率固液分離技術と二点DO制御技術

を用いた省ｴﾈ型水処理技術
B-DASH

脱水機等 多重板型ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ脱水機-Ⅱ型 新技術

1

2

3

研究テーマ名  下水処理場の全体最適化手法の確立  

研 究 期 間      平成 30 年度～令和 3 年度  研 究 費 目      試験研究費  

研究担当者  三宅晴男（研究主任），清水克祐（主担当）  

 
１．目的  

本開発課題は、下水処理場全体の消費エネルギー等の最小化、資源利用等の最大化等

について達成可能な水準を明らかにし、下水処理場を全体最適化する検討手法を確立す

ることを目的とする。具体的な実施項目を以下に示す。  
①処理場の基本的収支の検討：処理法別、処理規模別等に水処理、汚泥処理のフローを

整理し、各フローについて物質・エネルギー・CO2 排出の収支を作成する。  
②JS 保有の要素技術の体系的整理：JS が保有する要素技術（新技術等）を体系的に整

理する。  
③処理場を最適化する手法の確立：処理場最適化のための要素技術選択方法及び最適化

した処理場の収支を提示する手法を確立する。  
④処理場最適化検討ツールの開発：③で確立した最適化手法により省エネ、創エネ、コ

スト削減等のニーズに対する達成水準を提示できる最適化検討ツールを開発する。  
２．本年度の研究成果  
  本年度は、代表的な処理フロー（3 ケース）を設定し、収支の作成（上記①）、上記②

及び③を実施し、各項目を実施する上での課題等を整理した。  
（１）処理場の基本的収支の検討  

表－１に示すとおり、下水道統

計等に基づき、規模別に代表的な

処理フローを設定し、従来技術を

適用した場合の収支を作成した。  
（２）要素技術の整理及び設定  
  対象技術を共同研究成果、JS 新技術選定技

術、JS が参画した B-DASH 技術とし、これ

らを処理法別等に整理し､各ケースに適用す

る要素技術について、表－２に示すとおり設

定した。  
（３）処理場を最適化する手法の検討  
 要素技術選択方法の基本的な考え方を処理

場の条件等から整理した。また、整理した要

素技術を適用した場合の収支を作成し、従来

技術の収支と比較した。比較検討結果の一例

（エネルギー削減効果）を表－３に示す。  
（４）課題の整理  

･物質収支等の作成が容易にできるように  
処理フローの整理方法の検討が必要。  

･要素技術の設定は、ニーズに合った効果の大  
きい技術を数個提示できることが望ましい。 

･要素技術において、収支の算定に必要な  
処理量に対する関数（電力消費、燃料消費  
等）の整備が必要。  

４．今後の予定  
本年度業務で明らかになった課題を反映して上記実施項目を進め、全体最適化手法の

確立を目指す。  

キーワード  下水処理場全体最適化，エネルギー自立  

処理水量

m
3
/日 濃縮 機種① 機種② 消化 脱水 機種 脱水以降

1 250,000 標準法 分離濃縮 重力 遠心 無し 有り 遠心 焼却
2 25,000 標準法 分離濃縮 重力 遠心 有り 有り 遠心 場外搬出

3 1,000 OD法 無し - - 無し 有り
多重板型
ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ

場外搬出

ケース
汚泥処理

水処理

表－１ 処理フローのケース設定  

表－３ エネルギー削減効果の一例  

従来 新技術

m3/日

m3/日
送風設備 kWh/日 14,976 12,672
その他 kWh/日 8,200 8,200
計 kWh/日 23,176 20,872

重力濃縮 kWh/日 173 173
遠心濃縮 kWh/日 1,175 1,175
脱水(遠心) kWh/日 4,436 4,128

焼却 kWh/日 38,382 8,857
計 kWh/日 44,166 14,333

kWh/日 67,342 35,205
燃料消費量 汚泥処理 焼却 MJ/日 230,377 7,977
発電量 汚泥処理 焼却 kWh/日 0 22,282

kWh/m
3 0.337 0.065

％ 80.8

ケース1

電力消費量の削減効果

250,000

200,000

処理水量当たり電力消費量（発電含）

項目

処理規模

日平均処理水量

電力消費量

水処理

汚泥処理

合計
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表－２ 適用要素技術の設定  
ケース 対象 適用技術 区分

焼却炉 階段炉による電力創造ｼｽﾃﾑ 新技術
標準法 低圧損型メンブレン式散気装置 共同研究
脱水機等 下水汚泥由来繊維利活用ｼｽﾃﾑ 新技術
脱水機等 圧入式ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ脱水機（Ⅲ型） 新技術

OD法
高効率固液分離技術と二点DO制御技術

を用いた省ｴﾈ型水処理技術
B-DASH

脱水機等 多重板型ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ脱水機-Ⅱ型 新技術

1

2

3

研究テーマ名  下水処理場の全体最適化手法の確立  

研 究 期 間      平成 30 年度～令和 3 年度  研 究 費 目      試験研究費  

研究担当者  三宅晴男（研究主任），清水克祐（主担当）  

 
１．目的  

本開発課題は、下水処理場全体の消費エネルギー等の最小化、資源利用等の最大化等

について達成可能な水準を明らかにし、下水処理場を全体最適化する検討手法を確立す

ることを目的とする。具体的な実施項目を以下に示す。  
①処理場の基本的収支の検討：処理法別、処理規模別等に水処理、汚泥処理のフローを

整理し、各フローについて物質・エネルギー・CO2 排出の収支を作成する。  
②JS 保有の要素技術の体系的整理：JS が保有する要素技術（新技術等）を体系的に整

理する。  
③処理場を最適化する手法の確立：処理場最適化のための要素技術選択方法及び最適化

した処理場の収支を提示する手法を確立する。  
④処理場最適化検討ツールの開発：③で確立した最適化手法により省エネ、創エネ、コ

スト削減等のニーズに対する達成水準を提示できる最適化検討ツールを開発する。  
２．本年度の研究成果  
  本年度は、代表的な処理フロー（3 ケース）を設定し、収支の作成（上記①）、上記②

及び③を実施し、各項目を実施する上での課題等を整理した。  
（１）処理場の基本的収支の検討  

表－１に示すとおり、下水道統

計等に基づき、規模別に代表的な

処理フローを設定し、従来技術を

適用した場合の収支を作成した。  
（２）要素技術の整理及び設定  
  対象技術を共同研究成果、JS 新技術選定技

術、JS が参画した B-DASH 技術とし、これ

らを処理法別等に整理し､各ケースに適用す

る要素技術について、表－２に示すとおり設

定した。  
（３）処理場を最適化する手法の検討  
 要素技術選択方法の基本的な考え方を処理

場の条件等から整理した。また、整理した要

素技術を適用した場合の収支を作成し、従来

技術の収支と比較した。比較検討結果の一例

（エネルギー削減効果）を表－３に示す。  
（４）課題の整理  

･物質収支等の作成が容易にできるように  
処理フローの整理方法の検討が必要。  

･要素技術の設定は、ニーズに合った効果の大  
きい技術を数個提示できることが望ましい。 

･要素技術において、収支の算定に必要な  
処理量に対する関数（電力消費、燃料消費  
等）の整備が必要。  

４．今後の予定  
本年度業務で明らかになった課題を反映して上記実施項目を進め、全体最適化手法の

確立を目指す。  

キーワード  下水処理場全体最適化，エネルギー自立  

処理水量

m
3
/日 濃縮 機種① 機種② 消化 脱水 機種 脱水以降

1 250,000 標準法 分離濃縮 重力 遠心 無し 有り 遠心 焼却
2 25,000 標準法 分離濃縮 重力 遠心 有り 有り 遠心 場外搬出

3 1,000 OD法 無し - - 無し 有り
多重板型
ｽｸﾘｭｰﾌﾟﾚｽ

場外搬出

ケース
汚泥処理

水処理

表－１ 処理フローのケース設定  

表－３ エネルギー削減効果の一例  

従来 新技術

m3/日

m3/日
送風設備 kWh/日 14,976 12,672
その他 kWh/日 8,200 8,200
計 kWh/日 23,176 20,872

重力濃縮 kWh/日 173 173
遠心濃縮 kWh/日 1,175 1,175
脱水(遠心) kWh/日 4,436 4,128

焼却 kWh/日 38,382 8,857
計 kWh/日 44,166 14,333

kWh/日 67,342 35,205
燃料消費量 汚泥処理 焼却 MJ/日 230,377 7,977
発電量 汚泥処理 焼却 kWh/日 0 22,282

kWh/m
3 0.337 0.065

％ 80.8

ケース1

電力消費量の削減効果

250,000

200,000

処理水量当たり電力消費量（発電含）

項目

処理規模

日平均処理水量

電力消費量

水処理

汚泥処理

合計
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研究テーマ名  振動診断とビッグデータ分析による下水道施設の劣化状況把握・診断技術

実証研究（B-DASH）  

研 究 期 間      平成 27 年度～令和元年度  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  山下洋正（研究主任），小島浩二（研究担当）  

 
１．目的  

近年、下水道施設の維持管理においては、施設の老朽化と技術者の減少が懸念されて

いることから、保守点検業務の効率化を図る保全技術が求められている。本実証研究は、

センシング技術とビッグデータ分析技術を用いて、下水道施設の劣化状態を定量的に把

握・診断することで、効率的な維持管理の支援を

するための技術の開発と、下水処理設備のライフ

サイクルコスト縮減に寄与する技術を確立するこ

とを目的としている。 

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「株式会社ウォー

ターエージェンシー・日本電気株式会社・旭化成

エンジニアリング株式会社・日本下水道事業団・

守谷市・日高市共同研究体」が実施したものであ

る。 

２．各年度の経過  
平成 27 年度 下水道施設への他分野技術導入による適用化実験 

平成 28 年度 下水道特有設備への適用確認および劣化予測結果の精度確認 

平成 30 年度 下水道特有設備への適用効果および予測精度向上効果の確認 

３．本年度の研究成果  
（１）過年度の研究で設定した管理基準値を用いて、過年度の故障実績を分析した結果、

センシング技術を導入することで突発故障の 3.66％低減が期待されることがわかった。 

（２）分解点検周期、機器更新周期を、標準的な周期よりそれぞれ 1.2 倍以上、1.1 倍以

上とすることの妥当性が、過年度に設定した管理基準値を用いて確認できた。 

（３）インバリアント分析技術を導入することにより、異常箇所の絞込みや事前対処が可

能となり、保守点検工数の削減や計装設備点検の効率化が期待できることが確認できた。 

（４）インバリアント分析技術とセンシング技術を組み合わせることで、異常予兆検知の

検知確度向上の効果が期待できることが確認できた。 

（５）異種混合学習技術では、学習対象データを精査、クレンジングすることで、学習期

間が 1 年程度と短期間であっても、過年度目標値の誤差率 0.5%以内という結果が得られ

た。 

（６）本技術を導入した場合の経済性の試算を行った結果、施設規模にもよるが、4～11
年程度で投資額を回収できることがわかった。 

４．まとめおよび今後の予定  
本年度は、実際の故障実績を分析することで過年度に設定した管理基準値の妥当性を

確認するとともに、1 年程度の蓄積データを用いてビッグデータ分析技術の精度向上を図

った。来年度は、以下の内容について検討する。 

（１）運転管理・維持管理等の過年度データや振動データをさらに収集する。 

（２）収集したデータを分析・学習し、劣化予測精度の向上を図る。 

（３）本技術に関するガイドラインを作成する。  

キーワード  センシング，ビッグデータ，診断，予測，振動，インバリアント分析，異

種混合学習  
 

図－1 実証技術の概要 
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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 山下洋正（研究主任），水田丈裕（主担当），中村周太郎 

 
１．目的 

本研究では、最終沈殿池（以下、終沈）の躯体増設をせずに、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用化することを目的とした。 
なお、本実証研究は平成 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「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．実証技術の概要 

 図－1 に本技術の概要を示す。本技術は既存終沈

内の下流側にろ過部を設けるものである。上流側

（沈殿部）とろ過部の間には仕切り壁が設置されて

おり、終沈流入水が沈殿分離した後、その上澄水が

ろ過部を通過することで、沈殿しにくい固形物も除

去される。ろ過を一定期間行うと、固形物によりろ

過部空隙が徐々に閉塞するため、空気を吹き込むこ

とで、ろ過部内の固形物を剥離させる洗浄を行う。 
本技術は、既存の処理水質を維持しつつ、処理

能力以上の水量を処理することを可能（量的向上）

とする、あるいは既存の処理能力以下の水量で運

転することにより、放流水質を向上（質的向上）

させる特徴を有する。 
  
３．本年度の研究成果 

本年度は、平成 29 年度に両島浄化センター（松本市）に設置した実証設備により、量的向

上あるいは質的向上を目的とした運転条件で通年での実証実験を実施した。 
（１）量的向上に係る実験結果 

対照系の概ね 2 倍の水量を実証系で処理する条件において、SS は実証系 3.5mg/L、対照系

4.5mg/L、ATU-BOD は実証系 2.5mg/L、対照系 2.9mg/L（いずれも放流水質の年間平均値、

以下同じ。）と実証系の方がやや優れる水質が得られた。 
（２）質的向上に係る実験結果 
 実証系および対照系において、同等の水量を処理する条件において、SS は対照系 4.0mg/L、

実証系 1.4mg/L、T-BOD では対照系 4.1mg/L、実証系 2.2mg/L（放流水質の年間平均値、以

下同じ。）と実証系の方が良好な処理水質であり、T-BOD が 10mg/L を超えることも見られな

かった。 
対照系＋急ろとの比較において、SS は実証系が 1.4mg/L、対照系＋急ろは 1.5mg/L、 T-BOD

では実証系 2.2mg/L、対照系＋急ろは 1.9mg/L と両者は同等の水質であった。 
（３）総費用（年価換算値）  

量的向上（2 倍）では、土木躯体を含む系列増設に比べて 50.6％、質的向上では、急速ろ

過施設の新設に比べて 67.5%の総費用（年価換算値）の縮減効果が得られる結果となった。  
 
４．今後の予定 

 今後は、共同研究体による自主的な研究として、維持管理性の向上を目的とした対策やろ過

部洗浄条件の最適化等について検証を進める予定である。 

キーワード 最終沈殿池，ろ材ろ過、既設活用、処理能力増強 
 

図－1 技術概要
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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 山下洋正（研究主任），水田丈裕（主担当），中村周太郎 

 
１．目的 

本研究では、最終沈殿池（以下、終沈）の躯体増設をせずに、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用化することを目的とした。 
なお、本実証研究は平成 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「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．実証技術の概要 

 図－1 に本技術の概要を示す。本技術は既存終沈

内の下流側にろ過部を設けるものである。上流側

（沈殿部）とろ過部の間には仕切り壁が設置されて

おり、終沈流入水が沈殿分離した後、その上澄水が

ろ過部を通過することで、沈殿しにくい固形物も除

去される。ろ過を一定期間行うと、固形物によりろ

過部空隙が徐々に閉塞するため、空気を吹き込むこ

とで、ろ過部内の固形物を剥離させる洗浄を行う。 
本技術は、既存の処理水質を維持しつつ、処理

能力以上の水量を処理することを可能（量的向上）

とする、あるいは既存の処理能力以下の水量で運

転することにより、放流水質を向上（質的向上）

させる特徴を有する。 
  
３．本年度の研究成果 

本年度は、平成 29 年度に両島浄化センター（松本市）に設置した実証設備により、量的向

上あるいは質的向上を目的とした運転条件で通年での実証実験を実施した。 
（１）量的向上に係る実験結果 

対照系の概ね 2 倍の水量を実証系で処理する条件において、SS は実証系 3.5mg/L、対照系

4.5mg/L、ATU-BOD は実証系 2.5mg/L、対照系 2.9mg/L（いずれも放流水質の年間平均値、

以下同じ。）と実証系の方がやや優れる水質が得られた。 
（２）質的向上に係る実験結果 
 実証系および対照系において、同等の水量を処理する条件において、SS は対照系 4.0mg/L、

実証系 1.4mg/L、T-BOD では対照系 4.1mg/L、実証系 2.2mg/L（放流水質の年間平均値、以

下同じ。）と実証系の方が良好な処理水質であり、T-BOD が 10mg/L を超えることも見られな

かった。 
対照系＋急ろとの比較において、SS は実証系が 1.4mg/L、対照系＋急ろは 1.5mg/L、 T-BOD

では実証系 2.2mg/L、対照系＋急ろは 1.9mg/L と両者は同等の水質であった。 
（３）総費用（年価換算値）  

量的向上（2 倍）では、土木躯体を含む系列増設に比べて 50.6％、質的向上では、急速ろ

過施設の新設に比べて 67.5%の総費用（年価換算値）の縮減効果が得られる結果となった。  
 
４．今後の予定 

 今後は、共同研究体による自主的な研究として、維持管理性の向上を目的とした対策やろ過

部洗浄条件の最適化等について検証を進める予定である。 

キーワード 最終沈殿池，ろ材ろ過、既設活用、処理能力増強 
 

図－1 技術概要
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研究テーマ名  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）  

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），林梓（主担当），島田正夫  

 
１．目的  

本実証研究は、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（SOFC）の組み合わせにより、嫌気性消化を高効率で行い、エネルギーを効率的

に回収・利用するとともに排出汚泥量の低減、汚泥処分費の削減を実証するものである  。 
併せて、地域バイオマス及び外部汚泥の受入れによって、地域全体として地域バイオマ

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。  
 
２．実証技術の概要  

本実証技術は、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する

固体酸化物形燃料電池（SOFC）か

ら構成される。また、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）および食品残渣の受入れ施設を設置し、集

約処理を行うことにより、地域バイオマス処分費の削減と、下水処理場におけるバイオ

ガス発生量の増量効果を見込む。  
 
３．各年度の経過  

平成 29 年度：実証施設の立ち上げ、連続運転及び SOFC の性能確認試験を実施した。 
 
４．本年度の研究成果  

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及び SOFC の性能・安定性評価等を行った。  
（１）既設中温消化 /ガス撹拌方式及び機械撹拌方式に対して、本実証技術により撹拌動力

を 90%以上削減できることを確認した。  
（２）高効率加温設備及び地域バイオマスの受入れにより、従来技術と比較して投入 VS

当たりガス発生量が 30%以上増量することを確認した。  
（３）汚泥含水率の低減効果が確認され、排出汚泥量 40%以上の削減効果を確認した。  
（４）2,000 時間経過後に想定される SOFC の発電効率が、48%以上であることを確認し

た。  
５．まとめ (今後の予定 ) 

今後は自主研究として、実証施設の通年安定運転を行うとともに、他脱水機（スクリ

ュープレス）を用いた脱水性改善効果の検証を引き続き行う予定である。  

キーワード  嫌気性消化，可溶化，消化ガス発電，地域バイオマス  

図－１ 本実証技術のフロー 
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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），井上善之  

 
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、フ

リーボード部に高温場を創出させ、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、本技術の性能確認運転および従来

技術と本技術についてフィージビリティスタディ（以下、「ＦＳ」という。）を行い、比

較検証を実施した。本年度の研究成果を以下に記す。  
 

（１） 高効率発電技術における投入熱量に対する発電量について、四季を通じて目標値（発

電量（kWh)＝59H-574 H:投入熱量 (GJ/h)）の達成が確認された。  
（２）局所撹拌空気吹込み技術と局所撹拌なしのデータを比較し、N2O 削減割合は、削減

割合 50％以上（焼却負荷 100％以上）を冬季実証で確認し、NOx 削減割合は、削

減割合 50％以上(焼却負荷 87％以上）を四季で確認した。  
（３）ＦＳによって既存施設の局所撹拌無しのデータ（150wet-t/日、含水率約 74%）に対

して、混合生汚泥の場合、「含水率 72%以下」または「150wet-t/日×2 炉以上への

設置」、消化汚泥の場合、「消化ガスを補助燃料に使用」のいずれかの条件を満たす

ことで、温室効果ガス削減率 70％以上およびエネルギー削減率 100％以上の目標値

達成を確認した。  
 
４．今後の課題  

今後は、共同研究体による自主的な研究として、N2O 排出量の削減効果を長期的に確

認すると共に、更なる発電効率の改善、コスト低減に向けた検討を進める予定である。  

キーワード  廃熱発電，N2O 削減，NOx 削減，高効率発電、後付設置可能  

 

図－１ 本技術概要  
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研究テーマ名  AI を活用した下水処理運転管理支援技術に関する研究（B-DASH FS 調査） 

研 究 期 間      平成 30 年度～令和元年度  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  山下洋正（研究主任），糸川浩紀（主担当）  

 
１．目的  

本研究では、｢AI を活用した下水処理運転管

理支援技術｣について、実下水処理場のデータ

を用いて適用方法を確立し予測精度等の性能

を検証すると共に、下水処理場への導入可能性

や普及可能性の検討を行なう。なお、本研究は

平成 30 年度の国土交通省 B-DASH プロジェク

ト（FS 調査）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｢ (株 )
安川電機･前澤工業 (株 )･日本下水道事業団共同

研究体｣が実施したものである。  
 

２．対象技術の概要  
｢AI を活用した下水処理運転管理支援技術｣

は、AI を活用した二つの要素技術により水処理施設の運転支援を行なうことで、運転管

理の効率化･省力化や熟練技術者不足への対応等を図るものである（図－１）。  
①水処理制御支援技術：ランダムフォレストにより、多数の計測データから水処理施設

の運転条件設定値（曝気風量、余剰汚泥引抜量等）を推定しガイダンスを行なう。  
②画像診断支援技術：活性汚泥の顕微鏡観察画像に対して、ディープラーニングを用い

た画像認識により特定の微生物の同定･計数を行なう。  
 

３．本年度の研究成果  
各要素技術について、実下水処理場からデータを収集し、予測手法（モデル構築方法）

を検討した上で、各々の予測精度を検証した。  
 

 水処理制御支援技術：下水処理場 1 箇所の計測データを対象に、曝気風量および余剰

汚泥引抜量を予測するモデルを構築した結果、1 年間の平均的な予測誤差率（MAPE
値）が各々4.20、8.09%と、いずれも目標値（10%以内）を満足する予測精度が得られ

た。また、モデル構築のための学習用データの所要項目数やモデル化条件（決定木の

本数および階層数）については、予測対象に応じて個別に最適化する必要があること

が明確となった。  
 画 像 診 断 支 援 技 術 ： 微 小 後 生 動 物

Rotaria 属を対象に、顕微鏡観察の画

像データから認識を行なう手法を検討

した結果、300 枚の画像データを用い

て学習を行なうことにより、認識率と

して 90%が得られ、目標値（80%以上）

を満足する認識精度が得られた。  
 

４．今後の予定  
令和元年度も研究を継続し、使用する

データの範囲（対象とする処理場数や微

生物種等）を広げて予測の手法や精度の

汎用性を検証する等、技術の確立および

実運用に向けた検討を進める。  

キーワード  運転管理支援、AI、ランダムフォレスト、ディープラーニング  

 
図－１  ｢AI を活用した下水処理運転管理支

援技術｣のイメージ  

 

図－２ 水処理制御支援技術による曝気風量の  
検証結果の例（ 1 年分の検証用データに  
おける予測結果を運転実績値と比較）  
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図－２ 高濃度濃縮前後の TS および固形物処理量の推移 
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研究テーマ名  高濃度消化･省エネ型バイオガス精製による効率的エネルギー利活用技術

実証研究（B-DASH）  

研 究 期 間      平成 30 年度～令和元年度  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），井上  善之  

 
１．目的  

本研究では、槽容量の大幅削減によって初期投資の削減が可能な消化技術及びシンプ

ルな機器構成とすること等により維持管理を容易にした｢高濃度消化・省エネ型バイオガ

ス精製による効率的エネルギー利活用技術｣について、実規模の実証施設を設置し処理性

能や導入効果を実証し、国内下水処理場での汚泥消化・バイオガス利活用設備の普及を

促進に貢献することを目的とした。なお、本実証研究は平成 30 年度の国土交通省 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｢神

鋼環境ソリューション・日本下水道事業団・富士市共同研究体｣が実施したものである。 
 

２．各年度の経過  
本研究の実証技術は、図－1 に示す①

消化槽投入汚泥を高濃度に濃縮すること

により消化槽容量をコンパクト化する高

濃度消化技術、②従来技術よりも低動力

で高純度メタンバイオガスを製造可能と

する省エネ型バイオガス精製技術、③燃

料電池自動車の初期需要を考慮した小規

模水素製造・供給技術、④余剰水素を消

化槽に返送し、メタン生成菌によりメタ

ンを再生成する高濃度メタン生成技術を

組み合わせている。本研究は、これらの

技術により、効率的エネルギー利活用技

術の確立を目指すものである。  
 

３．本年度の研究成果  
富士市東部浄化センター（静岡県富士市）に高濃度消化・省エネ型バイオガス精製に

よる効率的エネルギー利活用技術の実規模実証施設を設置し、実証実験を実施した。高

濃度消化技術および高濃度メタン生成技術に関して、本年度の主たる成果は以下の通り

である。  
 
 高濃度濃縮装置にて初沈汚泥と余剰汚泥、返送消化汚泥の混合汚泥を TS=6%以上に濃

縮可能であり、混合汚泥中の NH4-N が分離液に溶解し、分離可能であった(図－２)。 
 TS=6% 以 上 に 濃 縮 し た

汚泥を用いた高濃度消化

槽での立上げは、負荷率

約 30%ではあるが、順調

に実施された。  
 
４．まとめ (今後の課題 ) 

本研究は、実証施設の設置が

平成 30 年度に完了しており、実証施設の運転を令和元年度以降も継続して実施している。

高濃度消化槽への原料汚泥投入を行い、負荷を上昇させ四季を通じた運転を行う予定で

ある。また、省エネ型バイオガス精製技術、小規模水素製造・供給技術に関しても、実

証施設で検証を行う予定である。  

キーワード  高濃度消化，省エネ，バイオガス，小規模水素製造  

 
図－１ 実証技術の基本的な処理フロー  
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図－２ 高濃度濃縮前後の TS および固形物処理量の推移 
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２．各年度の経過  
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濃度消化技術、②従来技術よりも低動力

で高純度メタンバイオガスを製造可能と

する省エネ型バイオガス精製技術、③燃

料電池自動車の初期需要を考慮した小規

模水素製造・供給技術、④余剰水素を消

化槽に返送し、メタン生成菌によりメタ

ンを再生成する高濃度メタン生成技術を

組み合わせている。本研究は、これらの

技術により、効率的エネルギー利活用技

術の確立を目指すものである。  
 

３．本年度の研究成果  
富士市東部浄化センター（静岡県富士市）に高濃度消化・省エネ型バイオガス精製に

よる効率的エネルギー利活用技術の実規模実証施設を設置し、実証実験を実施した。高

濃度消化技術および高濃度メタン生成技術に関して、本年度の主たる成果は以下の通り

である。  
 
 高濃度濃縮装置にて初沈汚泥と余剰汚泥、返送消化汚泥の混合汚泥を TS=6%以上に濃

縮可能であり、混合汚泥中の NH4-N が分離液に溶解し、分離可能であった(図－２)。 
 TS=6% 以 上 に 濃 縮 し た

汚泥を用いた高濃度消化

槽での立上げは、負荷率

約 30%ではあるが、順調

に実施された。  
 
４．まとめ (今後の課題 ) 

本研究は、実証施設の設置が

平成 30 年度に完了しており、実証施設の運転を令和元年度以降も継続して実施している。

高濃度消化槽への原料汚泥投入を行い、負荷を上昇させ四季を通じた運転を行う予定で

ある。また、省エネ型バイオガス精製技術、小規模水素製造・供給技術に関しても、実

証施設で検証を行う予定である。  

キーワード  高濃度消化，省エネ，バイオガス，小規模水素製造  

 
図－１ 実証技術の基本的な処理フロー  
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研究テーマ名  ICT を活用した総合的な段階型管路診断システムの確立にかかる  
実証研究（B-DASH）  

研 究 期 間      平成 30 年度～令和元年度  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  富樫俊文（研究主任），川上高男（主担当），嘉戸重仁  

１．目的  
本研究は、実フィールドにおいてビックデータ解析による劣化予測システムや ICT を活

用したデータ入力・蓄積ツール、点検直視型カメラ等の技術を用いて効率的なスクリーニ

ング及び詳細調査を実施し、低コストで効果的な「 ICT を活用した総合的な段階型管路診

断システム」の実証を行う。なお、本研究は、平成 30 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「クリアウォーターOSAKA・日本下水道事業団・大阪市共同研究

体」が実施したものである。  
２．研究概要  

本研究は、膨大な管渠劣化データをビックデータ解析

することによる劣化予測技術を用いて詳細調査箇所を絞

り込み、現地スクリーニングにおいて点検直視型カメラ

等を用いることや、マンホール点検で ICT を活用したデ

ータ入力支援ツールを用いることによる点検作業の効率

化・低コスト化を図ることを目的としている。  
３．本年度の研究成果  
（１）机上スクリーニング（劣化予測システム）の検証を行った結果、多変量解析による

判別値の算出において管渠劣化データの組合せに考慮する必要があるが、コンクリート管

での緊急度適合率Ⅰ～Ⅱは 76.4%と一定の妥当性を確認できた。  
（２）現地スクリーニング技術（管渠調査）による調査結果と従来型 TV カメラ調査によ

る緊急度を比較した結果、緊急度適合率でコンクリート管が 100%、陶管で 97%となり、

現地スクリーニング技術を活用した詳細調査箇所の絞り込みは可能と考えられる。  
（３） ICT データ入力・蓄積ツールを活用したマンホール点検作業では、現場作業及び室

内作業を含めた全体で約 40%の期間短縮、約 41%のコスト縮減の効果を確認できた。  
（４）現地スクリーニング技術（不明水調査）では、雨天時浸入水量と基礎汚水量比によ

る評価を行い、簡易水位計及び暗視カメラと流量計の評価結果を比較したところ、適合率

80％以上となったことからスクリーニング技術の有効性を確認できた。  
（５）硫化水素濃度連続測定技術では、硫化水素濃度の段差・落差による相関性を検出す

るため、マンホール深さが 5.0m 以上かつ勾配不良箇所を選定し計測を行ったが、段差・

落による相関性の検証に必要なデータを得ることができなかった。  
（６）自治体状況調査（普及展開）について、21 都市の自治体にヒアリングを行った結果、

自治体が維持管理に伴う予算や職員不足を問題視していることや、安価で効率的かつ正確

な現地スクリーニング技術（不明水調査）を求めていることが分かった。  
（７）システム全体の合理性検証では、机上スクリーニング、現地スクリーニングについ

て従来技術との経済性、有効性、適用性の視点において比較検証した。机上スクリーニン

グにおいてはコンクリート管、硬質塩ビ管について目標を上回るコスト縮減率および期間

縮減率を確認できた。現地スクリーニングにおいては、簡易水位計、暗視カメラともにコ

スト、工期の縮減を図ることができた。  
４．まとめ (今後の課題 ) 

今後の課題としては、机上スクリーニング（劣化予測システム）のさらなる精度向上や、

現地スクリーニング技術（管渠調査）における点検直視型カメラの走行性能の向上、現地

スクリーニング技術（不明水調査）では、小ブロックまで絞り込んだ不明水エリアを簡易

水位計等によりさらに詳細なブロックまで絞り込めるか検証を行う。  

キーワード  ICT，劣化予測，現地スクリーニング技術，不明水調査  

図‐１ 実証範囲  
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振動診断とビッグデータ分析による 

下水道施設の劣化状況把握・診断技術実証研究（B-DASH） 
 

山下 洋正 

小島  浩二 

 

１．はじめに 

下水道施設においては改築更新需要が増加しており、また、老朽化の進行に伴い適正

な維持管理に必要な経費も増加していくことが考えられる。一方で、維持管理を支えて

きた技術者の減少はとまらず、脆弱な管理体制や技術力の継承が課題となっている。 

そのため、下水道施設について効率的な予防保全を実施し、施設のライフサイクルコ

ストを考慮した修繕計画や更新計画を立案するなど、計画的・効率的な下水道施設の維

持管理の推進が必要となっている。 

このような背景をもとに、本実証研究では、 ICT を活用したセンシング技術とビッグ

データ分析技術により、下水道施設の劣化状態を定量的に把握・診断することで、効率

的な維持管理の支援をするための技術の開発と、下水処理設備のライフサイクルコスト

縮減に寄与する技術を確立することを目的としている。 

実証技術の概要を図－1 に

示す。 

センシング技術では、主に

振動センサのデータをオン

ラインで収集・分析すること

で設備の劣化状況を診断す

る。 

ビッグデータ分析技術で

は、過去のデータをモデル化

して設備の劣化状況の予測、

故障の予兆の検知を行う。 

さらに、センシング技術と

ビッグデータ分析技術を組

み合わせることにより、設備

の劣化状況の診断精度の向

上が期待できる。 

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

「株式会社ウォーターエージェンシー・日本電気株式会社・旭化成エンジニアリング株

式会社・日本下水道事業団・守谷市・日高市共同研究体」が実施したものである。 

 

図－1 実証技術の概要 
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２．過年度の調査概要 

平成 27 年度は、センシング技術では、実証実験フィールドである守谷浄化センター

の機器と実験装置1)に設置したオンラインセンサによる測定値、守谷浄化センターと西

遠浄化センターでのポータブル振動計による測定値をもとに、センシング技術を下水処

理施設に適用するうえで必要と考えられる検証を行った。 

また、ビッグデータ分析技術では、日高市浄化センターほかの計装設備にデータ収集

用サーバー（OPC サーバー2)）を設置し、膨大な下水処理場データを分析・解析するこ

とで、設備の異常予兆を検知する実験や機器の劣化進行を予測する実験を行った。 

 

２.１ センシング技術 

センシング技術の実施内容、目的、結果の概要を表－1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
1) 実験装置：劣化の進行に伴う軸受振動の変化量を調べるため、人為的に機器へ異常を加えることが

できる実験装置。汚泥ポンプ 4 台と汚泥を循環させるための循環槽を併設している。  
2) OPC サーバー：OLE for Process Control。工業用コントローラと Windows 等のパソコン間でプロ

セス制御を行うための通信インタフェ－スの統一規格。さまざまなクライアントアプリケ－ションとデ

ータ収集機器を接続できる。  

表－1 センシング技術の実施内容、目的、結果の概要（平成 27 年度実証研究） 

実施内容 目的 結果

1 センサ取付方向の検証
オンラインセンサの最適な取付方向（鉛
直、水平、軸方向）の確認

取付方向は「水平方向が望ましい」こと
が確認できた

2 オンライン／ポータブルの比較
オンラインおよびポータブルの測定結
果が同一であるかを確認

測定結果は概ね一致することが確認で
きた

3 センサ取付方法の評価
オンラインセンサ取付方法による測定
感度確認

「塗膜なし＋ねじ込み式」が最適な取付
方法であることが確認できた

4 振動モードによる劣化検知感度の比較
振動モード（変位、速度、加速度）による
劣化検知感度確認

振動モードと検知可能な異常の関係を
確認できた

5 測定場所による評価 測定場所による測定感度確認
軸受近傍が測定感度が高いことを確認
できた

6 実験装置による人為的劣化状態の測定
劣化を的確に捉えられるかどうかの確
認

機器劣化状況を的確に捉えられている
ことが分かった

7
実験装置「人為的劣化状態」の機器におけ
る、振動測定値と他測定値による比較

機器劣化把握における、振動測定の優
位性提示

振動測定による優位性が確認できた

8 他メーカセンサとの比較 センサ間による測定誤差の有無確認
センサメーカ間による測定感度に差は
ないことが確認できた

9 正常値分布、異常値分布の把握 振動基準値、しきい値の決定 振動基準値、しきい値を決定した

10
人為的劣化状態機器における運転後のベア
リング検証

振動測定結果の妥当性評価
劣化状況と測定結果の妥当性を確認で
きた
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実施内容 目的 結果

1 センサ取付方向の検証
オンラインセンサの最適な取付方向（鉛
直、水平、軸方向）の確認

取付方向は「水平方向が望ましい」こと
が確認できた

2 オンライン／ポータブルの比較
オンラインおよびポータブルの測定結
果が同一であるかを確認

測定結果は概ね一致することが確認で
きた

3 センサ取付方法の評価
オンラインセンサ取付方法による測定
感度確認

「塗膜なし＋ねじ込み式」が最適な取付
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4 振動モードによる劣化検知感度の比較
振動モード（変位、速度、加速度）による
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振動モードと検知可能な異常の関係を
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5 測定場所による評価 測定場所による測定感度確認
軸受近傍が測定感度が高いことを確認
できた

6 実験装置による人為的劣化状態の測定
劣化を的確に捉えられるかどうかの確
認

機器劣化状況を的確に捉えられている
ことが分かった

7
実験装置「人為的劣化状態」の機器におけ
る、振動測定値と他測定値による比較

機器劣化把握における、振動測定の優
位性提示

振動測定による優位性が確認できた

8 他メーカセンサとの比較 センサ間による測定誤差の有無確認
センサメーカ間による測定感度に差は
ないことが確認できた

9 正常値分布、異常値分布の把握 振動基準値、しきい値の決定 振動基準値、しきい値を決定した

10
人為的劣化状態機器における運転後のベア
リング検証

振動測定結果の妥当性評価
劣化状況と測定結果の妥当性を確認で
きた
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２．２ ビックデータ分析技術 

インバリアント分析技術3)の分析種別、分析名称、結果の概要を表－2 に、異種混合

学習技術4)の対象機器、劣化指標、結果の概要を表－3 に示す。 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
3) インバリアント分析技術：センサ間の関連性を機械学習により自動的に抽出する技術。いつもと違

うセンサ間の動きを捉え、設備の異常兆候を発見する。  
4) 異種混合学習技術：多種多様なデータの中から精度の高い規則性を自動で発見し、その規則に基づ

いて、状況に応じた最適な予測を行う技術。本研究では機器の劣化予測を行っている。  

表－2 インバリアント分析技術の分析種別、分析名称、結果の概要 

（平成 27 年度実証研究） 

表－3 異種混合学習技術の対象機器、劣化指標、結果の概要 

（平成 27 年度実証研究） 

施設名 分析種別 分析名称 備考

日高市浄化センター 過去分析
日高市浄化センター
事象1

障害発生11分前に予兆を検出。

日高市浄化センター
事象2

障害の予兆はなかった。

現在分析
日高市浄化センター
現在分析

障害が無かった。ただしオペレーションに
よる運転状態の変化を検出。

守谷浄化センター 過去分析
守谷浄化センター
事象1

機器の動作に影響が出る部位の破損で
はなかったため、障害の予兆はなかった。

守谷浄化センター
事象2

ポンプ電流値に動きはあったが、それ以
外の障害の予兆はなかった。

現在分析
守谷浄化センター
現在分析（センサ追加）

障害が無かった。ただしオペレーションに
よる運転状態の変化を検出。

※過去分析とは、保存された過去のデータを使って異常予兆を捉える実験をさし、現在分析とは、リアルタイムで異常予兆を捉える実験をさす。

処理場名 対象機器 劣化指標 結論

劣化状況予測 汚水ポンプ 揚水能力 劣化状況を確認することができた。

送風機 送風能力 劣化状況を確認することができた。

エアレーション
タンク

送風能力 劣化状況を確認することができた。

脱水機 脱水能力
劣化状況を予測することができたが、予測
精度があまり良くない。

守谷
浄化センター

場外ポンプ場 送水能力 劣化状況を確認することができた。

劣化進行予測 汚水ポンプ 揚水能力 劣化状況を確認することができた。

送風機 送風能力
3年では劣化傾向が見えず、さらに長い期
間のデータが必要であることがわかった。

エアレーション
タンク

送風能力
有効なデータが3年分以上のデータ点数が
必要であることがわかった。

脱水機 脱水能力
データの精度を上げるなど入力データを見
直す必要があることがわかった。

守谷
浄化センター

場外ポンプ場 送水能力 劣化状況を確認することができた。

日高市
浄化センター

日高市
浄化センター
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平成 28 年度は、引き続き実証施設のデータを収集・分析し、要素技術毎の課題につい

て検討を加えることで、要素技術の精度向上を目指した。平成 27 年度から残された課題

について表－4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．３ センシング技術 

センシング技術において実施した実証項目、実証目的、結果の概要を表－5 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表－5 センシング技術の実証項目、実証目的、結果の概要 

（平成 28 年度実証研究） 

対象機器の拡大にあたり、インバータ機器や600rpm未満の機器の振動値に与える影響を検証
する必要がある。

振動基準値の精度向上のため、下水道施設特有のオーバーヘッド駆動型ポンプや遠心脱水機等
の架台設置型機器や、季節変動による振動値に与える影響を検証する必要がある。

振動基準値の精度向上のため、ミスアライメント（芯ずれ等）による振動値に与える影響を検
証する必要がある。

振動基準値の精度向上のため、分解点検前後の振動値の差異や、実際の劣化状況を検証する必
要がある。

インバリアント分析技術
精度向上や現場適用手順の標準化のため、分析精度の評価（検出精度、誤検知率）や実際に現
場にて使用する必要がある。

異種混合学習技術
精度向上や現場適用手順の標準化のため、分析精度の評価（学習データの年次数増、予測年度
の延伸）や、本技術を更新計画の立案時に用いた検証を行う必要がある。

H27年度から残された課題

センシング技術

実　証　項　目 実　証　目　的 結　果　一　覧

（１）
600rpm未満の低速回転機器の
振動基準値の設定

　600rpm未満の振動は変化量が少ないため診
断が難しいが、下水道施設では多く採用されて
いることから、ポンプ本体の振動加速度による
診断が可能か見きわめる（変位、速度は変化量
をセンサで検出できないため、適用範囲外とす
る）。

　ポンプ本体部の暫定基準値（振動加速度）を
設定することができた。

（２)
インバータ駆動機器の振動基
準値の設定

　インバータノイズがモータ部の振動加速度に
影響を与えるため、正確な診断が難しいことか
ら、対応策を検討する。

　インバータ機器のモータ暫定基準値（振動加
速度）を設定することができた。

（３）
オーバーヘッド型ポンプの振動
基準値の設定

　オーバーヘッド型ポンプに対し、AMD基準（変
位、速度）が適用できるか確認する。

　オーバーヘッド型機器はAMD基準で運用する
ことが可能であることがわかった

（４)
防振構造機器の振動基準値の
設定

　防振構造の機器に対し、AMD基準（変位、速
度）が適用できるか確認する。

　防振構造機器の暫定基準値を設定することが
できた。

（５）
季節変動による振動測定値へ
の影響確認

　年間を通して性質が変化する汚水や汚泥など
の流体が、本体の振動（変位、速度、加速度）に
影響を与えるか確認する。

　H27年度に設定した振動基準（変位、速度、加
速度）が、適用できることが確認できた。

（６)
ミスアライメントによる振動測定
値への影響確認

　下水道施設特有のオーバーヘッド駆動型ポン
プのメンテナンスを行う上で発生したミスアライ
メントが、振動変位、速度に影響を与えるか確
認する。

　ベルト駆動機器のミスアライメントは、振動測
定で捉えることは難しいことがわかった。

（７)
実機分解点検前後の振動測定
値比較
（振動基準値の妥当性確認）

　AMD基準にて「良好」と診断した軸受や、「要
処置」と診断した軸受を分解し、診断結果と軸
受状態が合致するか確認する。

　H27年度に設定した基準値が妥当であること
が確認できた。

表－4 平成 27 年度から残された課題 
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表－5 センシング技術の実証項目、実証目的、結果の概要 

（平成 28 年度実証研究） 

対象機器の拡大にあたり、インバータ機器や600rpm未満の機器の振動値に与える影響を検証
する必要がある。

振動基準値の精度向上のため、下水道施設特有のオーバーヘッド駆動型ポンプや遠心脱水機等
の架台設置型機器や、季節変動による振動値に与える影響を検証する必要がある。

振動基準値の精度向上のため、ミスアライメント（芯ずれ等）による振動値に与える影響を検
証する必要がある。

振動基準値の精度向上のため、分解点検前後の振動値の差異や、実際の劣化状況を検証する必
要がある。

インバリアント分析技術
精度向上や現場適用手順の標準化のため、分析精度の評価（検出精度、誤検知率）や実際に現
場にて使用する必要がある。

異種混合学習技術
精度向上や現場適用手順の標準化のため、分析精度の評価（学習データの年次数増、予測年度
の延伸）や、本技術を更新計画の立案時に用いた検証を行う必要がある。

H27年度から残された課題

センシング技術

実　証　項　目 実　証　目　的 結　果　一　覧

（１）
600rpm未満の低速回転機器の
振動基準値の設定

　600rpm未満の振動は変化量が少ないため診
断が難しいが、下水道施設では多く採用されて
いることから、ポンプ本体の振動加速度による
診断が可能か見きわめる（変位、速度は変化量
をセンサで検出できないため、適用範囲外とす
る）。

　ポンプ本体部の暫定基準値（振動加速度）を
設定することができた。

（２)
インバータ駆動機器の振動基
準値の設定

　インバータノイズがモータ部の振動加速度に
影響を与えるため、正確な診断が難しいことか
ら、対応策を検討する。

　インバータ機器のモータ暫定基準値（振動加
速度）を設定することができた。

（３）
オーバーヘッド型ポンプの振動
基準値の設定

　オーバーヘッド型ポンプに対し、AMD基準（変
位、速度）が適用できるか確認する。

　オーバーヘッド型機器はAMD基準で運用する
ことが可能であることがわかった

（４)
防振構造機器の振動基準値の
設定

　防振構造の機器に対し、AMD基準（変位、速
度）が適用できるか確認する。

　防振構造機器の暫定基準値を設定することが
できた。

（５）
季節変動による振動測定値へ
の影響確認

　年間を通して性質が変化する汚水や汚泥など
の流体が、本体の振動（変位、速度、加速度）に
影響を与えるか確認する。

　H27年度に設定した振動基準（変位、速度、加
速度）が、適用できることが確認できた。

（６)
ミスアライメントによる振動測定
値への影響確認

　下水道施設特有のオーバーヘッド駆動型ポン
プのメンテナンスを行う上で発生したミスアライ
メントが、振動変位、速度に影響を与えるか確
認する。

　ベルト駆動機器のミスアライメントは、振動測
定で捉えることは難しいことがわかった。

（７)
実機分解点検前後の振動測定
値比較
（振動基準値の妥当性確認）

　AMD基準にて「良好」と診断した軸受や、「要
処置」と診断した軸受を分解し、診断結果と軸
受状態が合致するか確認する。

　H27年度に設定した基準値が妥当であること
が確認できた。

表－4 平成 27 年度から残された課題 
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表－6 に、平成 28 年度の成果として、種別ごとの振動基準値の設定結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－7 に AMD 基準5)の変位および速度を、図－2 に AMD 基準の加速度「AMD 転が

り軸受判定基準」を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
5) AMD 基準：Asahi-kasei Machine Diagnosis。旭化成エンジニアリング (株 )が提唱する振動判定

基準。化学プラントや火力発電所等にて軸受劣化と振動値の関係を調査・研究し 1980 年に策定した。 

表－6 種別ごとの振動基準値（平成 28 年度実証研究） 

変位 速度 加速度

600rpm以上の回転機器 モータ部

（下記を除く） 本体部

600rpm未満の回転機器 モータ部 AMD基準 AMD基準 AMD基準

（一軸ねじ式ポンプ、横軸渦
巻きポンプ）

本体部 適用外 適用外
統計法により機種ごとに

定めた暫定基準

モータ部
統計法により測定点ごと
に定めた暫定基準※

本体部 AMD基準

モータ部

本体部

モータ部

本体部

　※正常状態にもかかわらず、AMD基準の要処置域と診断された機器については適用範囲外とする

インバータ駆動機器

オーバーヘッド型ポンプ

統計法により測定点ごと
に定めた暫定基準

統計法により測定点ごと
に定めた暫定基準

AMD基準

AMD基準

AMD基準

種別 部位
基準値

防振構造機器

AMD基準 AMD基準 AMD基準

AMD基準

AMD基準 AMD基準

表－7 AMD 振動速度基準 

図－2 AMD 転がり軸受判定基準 

振動モード 変位 速度
（単位） （μmp-p） (mm/s)
良好域 0～49 0～3.9
注意域 50～99 4.0～7.9
要処置域 100～ 8.0～

※変位は参考値 
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（１）600rpm 未満の回転機器の基準値の設定 

600rpm 未満の回転機器の基準値の設定にあたっては、はじめに、検証対象である、

一軸ねじ式ポンプと横軸渦巻ポンプのオンラインデータの分布をもとに一律の基準値

の設定を試みた。その結果、一軸ねじ式ポンプと横軸渦巻ポンプとでは、振動値のレ

ベルの差が大きく、一律の基準の設定は困難であることがわかった。そのため、一軸

ねじ式ポンプの基準値と横軸渦巻ポンプの基準値をそれぞれ設定することとした。 

 

（２）インバータ駆動機器の基準値の設定 

実験装置の汚泥ポンプ軸受に、加工により人工的なきずを設け、きず加工前後での

商用運転およびインバータ駆動したときの振動値を確認した。 

きず加工前は、商用運転時は良好域にあった加速度が、インバータ駆動時には注意

域となった。キャリア周波数の設定による違いは特にみられなかった。きず加工後は、

商用運転、インバータ駆動のいずれにおいても加速度は要処置域となった。きず加工

前に比べ、商用運転、インバータ駆動の差異は小さくなった。 

以上から、きず加工前後で比較すると、インバータ駆動時においても明確な差が生

じていることから、軸受きずによる加速度の変化により機器の劣化状況を把握するこ

とができるものと考えられた。 

 

（３）オーバーヘッド型ポンプの基準値の設定 

ポンプ本体上部にモータを組み付け、V ベルトで駆動するオーバーヘッド型ポンプ

の回転数を変化させ、それぞれの回転数におけるモータ部の変位と速度を確認した。 

回転数の増加に伴い、モータ部の速度に上昇傾向はみられるものの、最高回転時に

おいても良好域にあり、変位、速度ともに AMD 基準の適用が可能であると考えられ

た。 

 

（４）防振構造機器の基準値の設定 

実機 No.1 遠心脱水機を使って防振構造機器の振動状況を確認した。運転時の値は

変位では AMD 基準の注意域にあり、速度では要処置域となっている。そのため、変

位と速度について、統計法6)により暫定基準を定めた。 

基準値の設定にあたっては、はじめに、検証対象である、防振構造機器全体でのオ

ンラインデータの分布をもとに基準値の設定を試みた。その結果、機器、測定点によ

る振動値のレベルの差が大きく、一律の基準の設定は困難であることがわかった。そ

のため、防振構造機器については、測定点ごとに基準値を設定することとした。 

 

（５）季節変動による振動測定値への影響確認 

機器に取り付けた振動センサのオンラインデータをもとに年間の振動変動を確認

した。 

                                                   
6) 統計法：統計学的手法。下水道特有の機器に対し、新たな管理基準を定めるため、対象となる機器

の軸受振動データ群より標準偏差（ σ）を求め、＋ 3σ の値を注意域ラインとした。  
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じていることから、軸受きずによる加速度の変化により機器の劣化状況を把握するこ
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（３）オーバーヘッド型ポンプの基準値の設定 
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回転数の増加に伴い、モータ部の速度に上昇傾向はみられるものの、最高回転時に
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た。 

 

（４）防振構造機器の基準値の設定 

実機 No.1 遠心脱水機を使って防振構造機器の振動状況を確認した。運転時の値は
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位と速度について、統計法6)により暫定基準を定めた。 

基準値の設定にあたっては、はじめに、検証対象である、防振構造機器全体でのオ

ンラインデータの分布をもとに基準値の設定を試みた。その結果、機器、測定点によ

る振動値のレベルの差が大きく、一律の基準の設定は困難であることがわかった。そ

のため、防振構造機器については、測定点ごとに基準値を設定することとした。 

 

（５）季節変動による振動測定値への影響確認 

機器に取り付けた振動センサのオンラインデータをもとに年間の振動変動を確認

した。 

                                                   
6) 統計法：統計学的手法。下水道特有の機器に対し、新たな管理基準を定めるため、対象となる機器

の軸受振動データ群より標準偏差（ σ）を求め、＋ 3σ の値を注意域ラインとした。  
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年間を通して、変位、速度、加速度の振動値レベルは AMD 基準の良好域で推移し

ており、季節による上昇傾向や低下傾向等は見られなかった。 

このことから、季節による振動測定値への影響はみられず、化学プラントで使用さ
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わかった。 

 

（６）ミスアライメント7)による振動測定値への影響確認 

下水道施設特有のオーバーヘッド型ポンプである実験装置の汚泥ポンプを使って、
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基準の「良好域」にあり、振動測定値ではミスアライメント状態を捉えることができ

なかった。その原因として、ミスアライメント状態による変化を V ベルトが吸収して

いることが考えられた。 

これらのことから、オーバーヘッド型ポンプのミスアライメント状態を捉えること

は、センシング技術の適用対象外とした。 

 

（７）実機分解点検前後の振動測定値比較 

平成 27 年度に実施したポータブル振動計8)による振動測定・診断結果で、「良好」

と診断された実機 No.1 遠心脱水機、実機 No.3 汚水ポンプ、実機ターボブロワ 2-A、

実機ろ過水送水ポンプ 2 では、補修点検前も補修点検後も加速度は良好域にあり、補

修点検前の軸受に損傷はみられず、振動診断結果と目視確認結果が一致した。 

一方、「要処置」と診断された実機ろ過水送水ポンプ 1 は、補修点検前の振動測定

では基準値を超えていたが、図－3 および図－4 に示すように軸受には明らかな「き
、

ず
、
」（矢印で示す）が認められ、振動診断結果と目視確認結果が一致した。また、補修

点検後の振動測定では基準値未満となった。 

これらのことから、AMD 基準の加速度基準値の妥当性を実証することができた。 

  

                                                   
7) ミスアライメント：機械要素を組み合わせて使用するときに生じる取り付け誤差による芯ずれや面

ずれ。一般的にカップリングや V ベルトなど、動力伝達装置の芯出し不良を指す。  
8) ポータブル振動計：ハンディタイプの振動計で、オンラインセンサを設置する前に、機器の初期診

断を行う場合に使用する。周波数分析が可能な高機能タイプのものを選定する。  

図－3 ろ過水送水ポンプ 1 外輪軌道面 図－4 ろ過水送水ポンプ 1 内輪軌道面 
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２．４ ビッグデータ分析技術（インバリアント分析技術） 

平成 28 年度のインバリアント分析技術における実証項目、実証目的、結果の概要を

表－8 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）監視目的別の検知モデル作成 

異常を捉えるために必要な検知モデルを作成するにあたり、水処理系モデル（図－

5）を使用して確認を行った。Fittness 値9)の高い Invariant10)が多く分布している周

期は 30 分であった。図－5 に検知モデルの区分フローを、表－9 に監視項目別の検知

モデルを示す。 

この結果から水処理系モデルでは、データ周期を 30 分とすることにした。また、

他モデルも同様に周期分析を行った結果、エアタン・送風機モデルは 10 分、消毒・

用水モデルは 1 分であり、監視目的別にデータ周期を設定する必要があることが明ら

かとなった。 

故障事象検知モデルでは、いち早く異常予兆を検知するため 1 分データ周期を採用

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
9) Fittness 値：インバリアント分析技術において 2 つのセンサ間の関係性の強さを表している。最大

強さは１で最小は 0 となる。  
10) Invariant： 2 つのセンサ間の関係性あるいは相関の関係式を意味する。  

表－8 インバリアント分析技術における実証項目、実証目的、結果の概要 

（平成 28 年度実証研究） 

実　証　項　目 実　証　目　的 結　果　一　覧

1 監視目的別の検知モデル作成 下水道向け検知モデル作成方法の決定
モデルの作成手順、監視項目別のデー
タ周期を定めることができた。

2
検知漏れの低減、誤検知の低
減実証

検知精度の向上
検知精度を向上したことで、保守点検
工数、計装設備点検周期の延伸が期
待できる。

3 オンラインシステムの構築 下水道向けシステムの構築
システムが問題なく稼働することを確認
した。

4 計装設備点検の効率化 計装設備点検の補完 計装設備点検の効率化が期待できる。
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9) Fittness 値：インバリアント分析技術において 2 つのセンサ間の関係性の強さを表している。最大
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10) Invariant： 2 つのセンサ間の関係性あるいは相関の関係式を意味する。  

表－8 インバリアント分析技術における実証項目、実証目的、結果の概要 
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実　証　項　目 実　証　目　的 結　果　一　覧

1 監視目的別の検知モデル作成 下水道向け検知モデル作成方法の決定
モデルの作成手順、監視項目別のデー
タ周期を定めることができた。

2
検知漏れの低減、誤検知の低
減実証

検知精度の向上
検知精度を向上したことで、保守点検
工数、計装設備点検周期の延伸が期
待できる。

3 オンラインシステムの構築 下水道向けシステムの構築
システムが問題なく稼働することを確認
した。

4 計装設備点検の効率化 計装設備点検の補完 計装設備点検の効率化が期待できる。
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図－５ 検知モデルの区分フロー 表－9 監視目的別の検知モデル（平成 28 年度実証研究） 

監視目的 監視内容 モデル範囲 データ周期 検知モデル

故障事象検知
人の気付きよりも早く異常予兆を検
知。

設備単位
いち早く異常を検知するため1分データにて
分析。

汚水ポンプモデル

制御状態監視
制御の崩れ、制御機器や計装機器
の異常、誤操作などを検知する。

複数設備
1分以上
（制御応答などの変化速度から適切な周期
を設定する）

水処理系モデル
エアタン・送風機モデル
消毒・用水モデル

図－5 検知モデルの区分フロー 
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（２）検知漏れの低減、誤検知の低減実証 

インバリアント分析技術により設備の異常兆候を把握するには、異常検知しきい値

11)を設定する必要がある。但し、異常検知しきい値は一律のものではなく、設備単位

で設定する必要があることから、暫定値として実証実験前に異常検知しきい値を仮設

定し、運用の中で警報発報状況等を確認しながら、誤検知や検知漏れがないように設

定調整を行った。 

汚水ポンプモデルにより検知した異常予兆検知の状況は、5 件のうち 3 件が疑似デ

ータによるものであり、2 件は実データによるものであった。実データでの異常予兆

検知 2 件は、いずれも電流・電力の異常に起因しており、日高市でのヒアリングの結

果、機器動作試験の実施によるものであることがわかった（異常検知実証期間：

H28.11.5～H28.11.20）。 

この結果も含め、各検知モデルにおいて目標とした誤検知数 1 回/日以下、検知漏

れ回数 0 回（総数 5 件中 5 件を検知：検知率 100%）を満足しており、監視目的別の

検知モデルや異常検知しきい値設定により、精度の高い異常予兆検知が可能となった。 

 

（３）オンラインシステム12)の構築 

オンラインデータ収集とリアルタイム分析を行うために、日高市浄化センターの既

存システムに「インバリアント分析サーバー」を接続し、既存の下水道施設でオペレ

ータが異常兆候を素早く捉えられる環境を構築できることが確認できた。 

既存設備を改造することなくオンラインシステムの構築が行えることで、低コス

ト・短工期で異常兆候を捉える監視装置の導入が可能となる。 

 

２．５ ビッグデータ分析技術（異種混合学習） 

平成 28 年度の異種混合学習技術における実証項目、実証目的、結果の概要を、表－

10 に示す。これらの結果から、異種混合学習技術による予測を更新計画立案の目安と

して利用可能であると考えられる。 

 

  
 

 

 

 

 

  

                                                   
11) 異常検知しきい値：異常を検知するための警報設定値。センサ間の相関の崩れを数値化して判断す

る。  
12) オンラインシステム：インバリアント分析技術を応用した異常予兆を検知するための PC 装置。  

表－10 異種混合学習技術における実証項目、実証目的、結果の概要 

（平成 28 年度実証研究） 

実　証　項　目 実　証　目　的 結　果　一　覧

1 １年後劣化進行予測の精度検証

劣化進行予測誤差の目標値0.5％以下
を達成することができた。
性能状況推定値誤差の目標値5.0％以
下を達成することができた。

2 ２年後の劣化進行予測
2年後劣化進行予測誤差の目標値
1.0％以下を達成することができた。

3
１年後の劣化進行予測の更なる精
度向上

劣化進行予測の誤差率を0.25％から
0.23％に改善することができた。

予測精度の向上
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2年後劣化進行予測誤差の目標値
1.0％以下を達成することができた。

3
１年後の劣化進行予測の更なる精
度向上

劣化進行予測の誤差率を0.25％から
0.23％に改善することができた。

予測精度の向上
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（１）1 年後劣化予測の精度検証（摩耗劣化による汚水ポンプの揚水量変化） 

平成 27 年度に算出した劣化進行予測値13)と平成 28 年度に算出した性能状況推定値

14)をもとに、1 年後の劣化進行予測の誤差率15)を算出した。劣化進行予測の誤差率は

0.25%であり、モニタリングデータを蓄積したことで目標値である 0.5%以下を達成す

ることができた。図－6 に進行予測誤差グラフを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）2 年後の劣化進行予測 

2 年後の劣化進行予測値と平成 28 年度に算出した性能状況推定値をもとに、2 年後

の劣化進行予測の誤差率を算出した。2 年後の劣化進行予測値に対応する性能状況推

定値は、データ集計の関係から 2016 年 7 月のものと、2016 年 8 月のもののみであり、

この 2 ヶ月分のデータをもとに誤差率を算出した。劣化進行予測の誤差率は 0.62%で

あり、モニタリングデータを蓄積したことで予測精度の目標値である 1%以下達成す

ることができた。図－7 に 2 年後の劣化進行予測グラフを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
13) 劣化進行予測値：劣化進行予測モデル式に劣化要因を入力して求めた計算上のポンプ揚水量。  
14) 性能状況推定値：劣化進行予測モデル式に固定値を入力して求めた計算上のポンプ揚水量。  
15) 誤差率：計算式は 1/12×Σ (|劣化進行予測値－性能状況推定値|/性能状況推定値 )×100％  

図－7 2 年後の劣化進行予測グラフ 

図－6 1 年後の劣化進行予測グラフ 
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（３）1 年後の劣化進行予測の更なる精度向上 

劣化進行予測の精度向上を確認するため、学習期間16)を 2 年間とした場合と 3 年間

とした場合で比較を行った。平成 28 年度の実証研究として劣化進行予測期間に対応

する性能状況推定値は、データ集計の関係から 2016 年 7 月のものと、2016 年 8 月の

もののみであり、この 2 ヶ月分のデータをもとに誤差率を算出した。 

学習期間が 2 年間の場合の劣化進行予測の誤差率は 0.25%であったが、学習期間を

3 年間とした場合には、劣化進行予測の誤差率は 0.23%に低下した。低下率はわずか

であるが、誤差率は累積するため、長期的な観点からは、学習期間を増やすことで、

予測の信頼性が向上するものと考えられる。 

2 ヶ月分のデータでの比較ではあるが、モニタリングデータを蓄積することで予測

精度の向上が図れることを確認した。図－8 に 3 年間学習による劣化進行予測グラフ

を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
16) 学習期間：劣化進行予測モデル式を作成するために必要となる実データ期間。図－６、７、８グラ

フ内の学習期間は、その先の劣化進行予測グラフを作成するために使用したデータ期間を指す。  

図－8 3 年間学習した 1 年後の劣化進行予測グラフ 
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16) 学習期間：劣化進行予測モデル式を作成するために必要となる実データ期間。図－６、７、８グラ
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３． 本年度の調査内容 

３．１ 検証結果 

 

３．１．１ センシング技術 

センシング技術において実施した検証結果の概要を表－11 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３．１．２ ビッグデータ分析技術（インバリアント分析） 

インバリアント分析技術における研究成果の概要を表－12 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

３．１．３ ビッグデータ分析技術（異種混合学習） 

異種混合学習技術における研究成果の概要を、表－13 に示す。当初予定の評価では学習

期間を 2 年，4 年に延伸し予測先期間も延伸しての評価予定であったが、評価設備の故障

影響による運用が生じたため、影響期間を除く劣化進行予測の技法を検証した。予測精度

は過年度目標と同等の 0.5%以内の結果を得た。今後、引き続きデータ蓄積による評価検証

を検討する。 

また送風機設備については異種混合学習を利用した劣化予測が不適合と考えられる。 

 

 

 

 

 

表－11 検証結果の概要（センシング技術） 

1 No.3遠心脱水機

対象機器 振動値傾向 分解状況 検証結果

・モーターは速度値、加速度値が
 注意域
・本体は速度値、加速度値共に良
 好域

2 No.2遠心濃縮機 ・モータ、本体共に速度値、加速
 度値共に良好域を変動なく推移

・主要な部品に著しい損傷は無し
・モータ軸受に軽微な損傷あり
・本体軸受に損傷なし

・主要な部品に著しい損傷は無し
・本体軸受に損傷なし

・速度基準は妥当である
・加速度基準は、運転データが少
 ない為、今後データ取りが必要

・基準値は妥当である

3 No.1薬液注入
ポンプ

・ポンプは加速度値が良好域
※OH対象はポンプのみ。600rpm
 未満の為、加速度のみ検証対象

・ステータ内面のゴムに割れあり
・本体軸受に損傷なし

・ベアリングに損傷は無いため、
 基準値は妥当である
・ステーター内面のゴムの割れは
 振動では検出出来ないことが検
 証された

4 No.2冷却水ポンプ
・モーターは速度値、加速度値共
 に良好域
・ポンプは加速度値が注意域
※機器更新

・主要な部品に著しい損傷は無し
・モータ、本体軸受に軽微な損傷
 あり

・OH後に機器を更新している為、
 基準値の妥当性評価不可

実証項目 実証目的 結果一覧

(1) 検知精度の向上
誤検知率は目標値の1回/日以下であり、点検作
業の効率化が期待できる。

(2) 計装点検の効率化
計装監視対象は目標値の40%以上であり、計装
点検の効率化が期待できる。

ビッグデータ分析装置で
のオンライン分析

表－12 インバリアント分析技術における研究成果の概要 
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３．１．４ 組み合わせ技術 

 組み合わせ技術による研究成果の概要を、図－9 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－9 に示すとおり、センサデータが電流・流量のみと少ない場合は、総じて Anomaly 
Score の変動が大きくなり、誤検知のリスクが高まることが懸念される。インバリアント

分析で使用するセンサ数を増やすことで、検知精度の確度が向上することが期待される。 

また、Anomaly Score の変動に応じて、適切なしきい値の設定を要するため、センサ数

が少ない場合は設定頻度にも影響がないか更なる確認検証を要する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－13 異種混合学習技術における研究成果の概要 

図－9 参考評価 異常再現実験インバリアント分析結果 
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３．１．４ 組み合わせ技術 
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表－13 異種混合学習技術における研究成果の概要 

図－9 参考評価 異常再現実験インバリアント分析結果 
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３．２ 平成 30 年度実証研究の各評価項目における成果 

各評価項目に該当する要素技術の一覧を表－14 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．２．１ 設備信頼性向上により故障を予防することによる損害低減効果 

本研究では、守谷浄化センターにおいて、過年度に設定した管理基準値（注意値、要処

置域値）の妥当性を検証するため、機器の定期修繕前後の振動値と管理基準値との関係を

把握した上で、当該浄化センターで定期修繕分解整備を行った機器の軸受分解目視評価結

果と、オンラインセンサによる分解点検前後の振動値比較検証を行った。検証した結果、

設定した管理基準値で判断した結果が目視結果と合致していたことから管理基準の妥当性

を確認した。 

また、上記の検証結果を踏まえ、守谷浄化センターで発生した故障について、センシン

グ技術を導入することで、突発故障低減効果が期待できることがわかった。 

平成 26 年度から平成 30 年度（平成 30 年度は 12 月 31 日まで）に守谷浄化センターで

発生した故障について、当研究体がその内容を分析し、センシング技術を導入することで

事前検知が期待できる故障件数を求めた。この件数をもとに振動診断による突発故障低減

効果が表－15 のように期待できることがわかった。 

これにより、突発故障の 3.66%低減が、期待されることがわかった。 

 

 

 

  

表－15 守谷浄化センターで発生したセンシング技術で検知可能な故障件数 

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度※1

(2014年度) (2015年度) (2016年度) (2017年度) (2018年度)

センシング対象機器の件数（A） 65 42 46 51 18 44.4

検知が期待できる故障件数（B） 2 2 3 2 0 1.8

比率（B）/（A） 3.08% 4.76% 6.52% 3.92% 0.00% 3.66%

※1:H30年（2018年）12月31日までの集計

項目 平均

ｲﾝﾊﾞﾘｱﾝﾄ分析技術 異種混合学習技術

劣化診断の高度化による計測誤差低減、
劣化診断および劣化予測の精度向上効果

設備信頼性向上により故障を予防するこ
とによる損害低減効果
設備定期修繕周期の延伸によるコスト縮
減効果

〇

組合せ技術評価項目
ビッグデータ分析技術

センシング技術

〇

〇

モニタリングデータ蓄積による劣化診断
および劣化予測の精度向上効果 〇

〇劣化診断の効率化による作業量・時間の
低減効果

表－14 評価項目と該当する要素技術 

JS技術開発年次報告書（平成30年度）

- 39 -



JS 技術開発年次報告書（平成 30 年度） 

 

３．２．２ 設備補修点検周期の延伸によるコスト縮減効果 

本実証研究の成果により、オンラインでの振動診断による定量的な機器の劣化状況把握

が可能であることが実証された。このことから、下水処理施設に設置されている機器にお

いても、修繕周期延伸や更新周期延伸が可能となり、修繕および更新費用の大幅な縮減に

つながるものと考えられる。 

国土技術政策総合研究所の調査結果より得られた全国の平均的な定期修繕周期を修繕周

期、標準耐用年数を機器更新周期と設定し、守谷浄化センターの修繕周期および機器更新

周期を超過した機器について FS 効果を求めるため、本研究で得られた基準値と振動測定

値を比較した。 

修繕後の経過年数を設定した平均的な修繕周期で除した値を修繕経過率として、設置後

の経過年数を標準耐用年数で除した値を更新経過率としてそれぞれ算出した。 

修繕経過率＝修繕後の経過年数／全国の平均的な修繕周期 

更新経過率＝設置後の経過年数／標準耐用年数 

修繕経過率が 1.2 以上の機器と更新経過率が 1.1 以上の機器において、本研究で得られ

た基準値と振動測定値を比較するため、修繕経過率と振動測定値の関係を図－10 に、更新

経過率と振動測定値の関係を図－11 に示す。なおここでは、初年度に実施した初期診断結

果が要処置域となった機器および AMD 基準の適用対象外の機器は除外している。 

図－10 と図－11 から、修繕経過率が 1.2 以上の機器と更新経過率が 1.1 以上の機器の振

動測定値は、そのほとんどが本研究で定めた基準値以下であった。また基準値を超過して

いた機器については、センシング技術による状態基準保全を行うことで、故障前に修繕を

行うことが可能となり、突発故障を防止することができると考えられる。 

  

図－10 

定期修繕周期を経過した機器の分布 

図－11 

機器更新周期を経過した機器の分布 
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３．２．３ 劣化診断の効率化による作業量・時間の低減効果 

インバリアント分析技術では、日高市浄化センターにてオンライン分析を行い、異常予

兆の誤検知数の目標値である、1 回/日以下を達成することができた。また、インバリアン

ト分析を行う際の正常モデルの構築において、学習期間及びデータクレンジングによる学

習データの適正化は誤検知数の低減に有効であることを確認した。 

センサの監視対象率についても、日高市浄化センターでは目標値である 40％以上を達成

することができた。他の浄化センターでも同様に中央監視データのインバリアント分析モ

ニタを行うことで、同様の監視対象率が期待される。 

このことから、インバリアント分析技術を導入することにより、保守点検工数の削減や

計装設備点検の効率化が期待できることが確認できた。 

 

３．２．４ 劣化診断の高度化による計測誤差低減、劣化診断および劣化予測の精度向上

効果 

インバリアント分析技術では、守谷浄化センターの実験装置を用いて任意の異物を投入

し、振動センサの信号が有る場合と無い場合で分析を行い、振動センサの信号を取り込む

ことで異物の詰まりの異常予兆をより早期に、または正確に検知できるかを検証した。そ

の結果、振動データを含めることで異常予兆検知の検知確度向上の効果が見られることが

あった。 

 

３．２．５ モニタリングデータ蓄積による劣化診断および劣化予測の精度向上効果 

異種混合学習技術では、学習データに課題があり、学習期間の延伸（長期間のデータを

利用した学習）が困難であったため、劣化進行予測のモデル作成に使用するデータが 1 年

分程度となったが、学習対象データを精査、クレンジングすることで、学習期間が 1 年程

度と短期間であっても、過年度目標値の誤差率 0.5%以内という結果が得られた。 
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３．２．６ 経費回収年 

設備の維持管理を時間基準保全で実施する下水処理場において、本技術を導入し状態基

準保全を実施する場合のコスト面での評価として経費回収年を算出した。 

経費回収年は、建設費、維持管理費、導入効果より以下のとおり算出する。 

経費回収年＝建設費／（導入効果－維持管理費） 

 

（１）評価規模 

委託元である国土交通省国土技術政策総合研究所より、以下の評価規模の下水処理場

について、基本条件が提示された。 

 

1) 標準活性汚泥法、計画処理水量 10,000m3/日の場合 

2) 標準活性汚泥法、計画処理水量 50,000m3/日の場合 

3) 標準活性汚泥法、計画処理水量 100,000m3/日の場合 

 

なお、評価規模ごとの建設費、維持管理費等の根拠として、表－16 に示す国土技術政

策総合研究所による調査結果を用いた。 

  

1万m3/day 5万m3/day 10万m3/day

台 台 台

汚水ポンプ 4 4 6

汚泥ポンプ 7 12 17

脱臭ファン 2 4 7

送風機 4 4 5

遠心脱水機 2 2 3

遠心濃縮機 1 2 3

表－16 処理規模別の機種別設置台数 
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３．２．６ 経費回収年 

設備の維持管理を時間基準保全で実施する下水処理場において、本技術を導入し状態基

準保全を実施する場合のコスト面での評価として経費回収年を算出した。 

経費回収年は、建設費、維持管理費、導入効果より以下のとおり算出する。 

経費回収年＝建設費／（導入効果－維持管理費） 
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委託元である国土交通省国土技術政策総合研究所より、以下の評価規模の下水処理場
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1) 標準活性汚泥法、計画処理水量 10,000m3/日の場合 

2) 標準活性汚泥法、計画処理水量 50,000m3/日の場合 

3) 標準活性汚泥法、計画処理水量 100,000m3/日の場合 

 

なお、評価規模ごとの建設費、維持管理費等の根拠として、表－16 に示す国土技術政

策総合研究所による調査結果を用いた。 

  

1万m3/day 5万m3/day 10万m3/day

台 台 台

汚水ポンプ 4 4 6

汚泥ポンプ 7 12 17

脱臭ファン 2 4 7

送風機 4 4 5

遠心脱水機 2 2 3

遠心濃縮機 1 2 3

表－16 処理規模別の機種別設置台数 
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これらの条件をもとに、本技術の各種効果の試算を行うための条件を共同研究体で設

定した。 

各評価規模における主な設定条件を表－17 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各評価規模における主な条件の設定の考え方を表－18 および表－19 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1万m3/day 5万m3/day 10万m3/day

台 台 台

汚水ポンプ － 1 1 1

初沈用 1 1 1

終沈用 1 1 1

汚泥処理用 1 1 1

沈砂池用 1 1 1

機械棟用1 0 1 1

機械棟用2 0 1 1

送風機 － 1 1 1

遠心脱水機 － 1 1 1

遠心濃縮機 － 1 1 1

8 10 10

用途機種名

汚泥ポンプ

脱臭ファン

計

1万m3/day 5万m3/day 10万m3/day

台 台 台

初沈用 1 2 3

終沈用 3 6 8

汚泥処理用 3 4 6

7 12 17計

機種名 用途

汚泥ポンプ

表－17 試算条件として使用した規模別導入機器台数 

表－18 処理規模別のオンライン測定装置設置台数 

表－19 処理規模別の汚泥ポンプ設置台数内訳の考え方 

1万m3/day 5万m3/day 10万m3/day

オンライン測定装置（16ch） 8 9 6 台

オンライン測定装置（32ch） 0 1 4 台

オンライン測定装置（48ch） 0 0 0 台

オンライン測定装置（64ch） 0 0 0 台

オンライン測定データ集積システム 1 1 1 式

振動センサ 80 112 164 台

振動センサ延長ケーブル 80 112 164 本

振動センサ取付座 80 112 164 台

振動測定装置試験調整費 1 1 1 式

振動センサ取付工事 1 1 1 式

オンライン測定装置設置工事 1 1 1 式

ビッグデータ分析装置 1 1 1 式

項目 単位
数量
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（２）経費回収年の算出 

①建設費 

本技術の導入に必要となる建設費は以下となる。 

 

（センシング技術） 

・オンライン測定装置：回転型機械に取り付けた振動センサの信号を収集、記録するため

の装置の機器費 

・オンライン測定データ集積システム：オンライン測定装置で収集、記録したデータを統

合的に管理（傾向管理や精密診断）するための装置の機器費 

・オンライン測定データ集積システムの初期調整費：システムへの機器名称登録や機器情

報を入力する費用 

・振動センサ：機器に取り付ける振動センサの機器費 

・振動センサ延長ケーブル：振動センサとオンライン測定装置を接続する延長ケーブルの

機器費 

・振動センサ取付座：機器へのセンサ取付のための取付座の機器費 

・振動測定装置試験調整費：機器に取り付ける振動センサからの信号が、適切にオンライ

ン測定装置に入力されるかを確認するための費用 

・振動センサ取付工事：回転型機器へ取付座を取り付けるとともに、振動センサを設置す

るための費用 

・オンライン測定装置設置工事：オンライン測定装置・オンライン測定データ集積システ

ムの設置、振動センサ延長ケーブルの敷設、中継ボックスの敷設、中継ボックスからオ

ンライン測定装置間のケーブル敷設、接続などの電気工事一式を含む費用 

 

（ビッグデータ分析技術） 

・ビッグデータ分析装置：ビッグデータ分析に必要な機器費とモデル構築および検証に関

わる費用 

 

②維持管理費 

本技術の導入後に必要となる維持管理費は以下となる 

 

・振動センサ校正費 

センシング技術に用いる振動センサの定期的な校正費用 

・ビッグデータ分析装置年間維持管理費 

予測式（異種混合学習）および分析モデル（インバリアント分析）のチューニング（検

証・調整など）に関わる費用 
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（２）経費回収年の算出 

①建設費 

本技術の導入に必要となる建設費は以下となる。 
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・オンライン測定装置：回転型機械に取り付けた振動センサの信号を収集、記録するため

の装置の機器費 

・オンライン測定データ集積システム：オンライン測定装置で収集、記録したデータを統

合的に管理（傾向管理や精密診断）するための装置の機器費 

・オンライン測定データ集積システムの初期調整費：システムへの機器名称登録や機器情

報を入力する費用 

・振動センサ：機器に取り付ける振動センサの機器費 

・振動センサ延長ケーブル：振動センサとオンライン測定装置を接続する延長ケーブルの

機器費 

・振動センサ取付座：機器へのセンサ取付のための取付座の機器費 

・振動測定装置試験調整費：機器に取り付ける振動センサからの信号が、適切にオンライ

ン測定装置に入力されるかを確認するための費用 

・振動センサ取付工事：回転型機器へ取付座を取り付けるとともに、振動センサを設置す

るための費用 

・オンライン測定装置設置工事：オンライン測定装置・オンライン測定データ集積システ

ムの設置、振動センサ延長ケーブルの敷設、中継ボックスの敷設、中継ボックスからオ

ンライン測定装置間のケーブル敷設、接続などの電気工事一式を含む費用 

 

（ビッグデータ分析技術） 

・ビッグデータ分析装置：ビッグデータ分析に必要な機器費とモデル構築および検証に関

わる費用 

 

②維持管理費 

本技術の導入後に必要となる維持管理費は以下となる 

 

・振動センサ校正費 

センシング技術に用いる振動センサの定期的な校正費用 

・ビッグデータ分析装置年間維持管理費 

予測式（異種混合学習）および分析モデル（インバリアント分析）のチューニング（検

証・調整など）に関わる費用 
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③導入効果の算出 

本研究によって実証された、本技術の導入による修繕周期の従来比 1.2 倍延伸、更新周

期の従来比 1.1 倍延伸をもとに導入効果を算出した。 

修繕費、更新費、修繕周期については、国土技術政策総合研究所による調査結果をもと

に設定を行った。 

更新周期には、標準耐用年数（平成 3 年 4 月 23 日事務連絡別表（平成 15 年 6 月 19 日

改正））を用いた。 

また、本研究によって実証された、突発故障低減（従来比 3.66%低減）による維持管理

費の縮減効果の算出においては、劣化起因の故障件数、故障対応の人件費、設備故障時の

対応費用（外注費）を、国土技術政策総合研究所による調査結果をもとに設定し、使用し

た。 

ビッグデータ分析技術については、点検作業効率向上と計装点検周期延伸による期待さ

れる効果を試算している。 

このうち、点検作業効率向上については、インバリアント分析による常時計装設備監視

により、これまで日常的に行われてきた保守点検業務のうち、計装設備の確認作業（保守

点検業務全体の 0.4%）が代替可能であるという想定のもとに試算を行った。保守点検業務

費は、「下水道施設維持管理積算要領－終末処理場・ポンプ場編（2011 年版）」に基づいて

設定した。 

また、計装点検周期延伸については、国土技術政策総合研究所による調査結果をもとに、

日高市浄化センターで行っているインバリアント分析技術で、異常予兆検知が可能な計装

設備（計装点検対象項目の 72%）の点検頻度を 1 年に 1 回から 2 年に 1 回に延伸できたと

仮定して、その効果を設定した。 

算出の根拠を表－20 に示す。 

 

 

改築更新
周期

更新費用
補修点検
周期

補修点検
費用

劣化起因の
故障発生
件数

設備故障時の
対応費用
(外注費)

年 百万円 年 百万円 件/台/年 1万m3/日 5万m3/日 10万m3/日 百万円/件

汚水ポンプ 15 24 8 7 0.040 4 9 17 2.9

汚泥ポンプ 15 7 7 2 0.018 1 5 8 0.9

脱臭ファン 10 6 3 1 0.026 0 6 5 0.2

送風機 20 57 9 7 0.040 3 7 9 2.4

遠心脱水機 15 170 7 16 0.107 2 7 9 6.0

遠心濃縮機 15 160 6 13 0..094 1 12 33 2.0

・改築更新周期は標準耐用年数とした（平成3年4月23日事務連絡別表より）

・更新費用、補修点検周期、補修点検費用、劣化起因の故障発生件数、故障対応の人件費、設備故障時の対応費用(外注費)は

　国土技術政策総合研究所による調査結果より

故障対応の人件費

千円/年

表－20 経費回収年の算出根拠 
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 以上をもとに、計画処理水量ごとに費用回収年を算出した結果を表－21 に示す。 

 

 

 

 

 

 

  

10,000m3/日 50,000m3/日 100,000m3/日

建設費 [百万円] 40.68 47.81 55.78 A

維持管理費 [百万円/年] 7.44 7.62 7.88 B

導入効果① [百万円/年] 9.32 12.04 17.42 修繕周期、更新周期延伸

導入効果② [百万円/年] 0.09 0.10 0.15 突発故障低減

導入効果③ [百万円/年] 0.13 0.37 0.58 ビッグデータ分析による点検作業効率向上

導入効果④ [百万円/年] 1.44 2.16 4.68 ビッグデータ分析による計装点検周期延伸

導入効果計（①～④） [百万円/年] 10.98 14.67 22.83 C1

経費回収年 [年] 11.48 6.78 3.73 ＝A／（C1-B）

導入効果⑤ [百万円/年] 0.21 0.30 0.44 オンライン化による作業効率向上

導入効果計（①～⑤） [百万円/年] 11.19 14.97 23.27 C2

経費回収年 [年] 10.83 6.51 3.62 ＝A／（C2-B）

計画処理水量
単位項目 備考

表－21 経費回収年の算出結果 
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 以上をもとに、計画処理水量ごとに費用回収年を算出した結果を表－21 に示す。 
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導入効果① [百万円/年] 9.32 12.04 17.42 修繕周期、更新周期延伸

導入効果② [百万円/年] 0.09 0.10 0.15 突発故障低減

導入効果③ [百万円/年] 0.13 0.37 0.58 ビッグデータ分析による点検作業効率向上

導入効果④ [百万円/年] 1.44 2.16 4.68 ビッグデータ分析による計装点検周期延伸

導入効果計（①～④） [百万円/年] 10.98 14.67 22.83 C1

経費回収年 [年] 11.48 6.78 3.73 ＝A／（C1-B）
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表－21 経費回収年の算出結果 

JS 技術開発年次報告書（平成 30 年度） 

 

４．まとめ 

平成 27 年度より、国土交通省の B-DASH プロジェクトとして「振動診断とビッグデー

タ分析による下水道施設の劣化状況把握・診断技術実証研究」を実施している。平成 30
年度は、実際の故障実績を分析することで過年度に設定した管理基準値の妥当性を確認す

るとともに、1 年程度の蓄積データを用いてビッグデータ分析技術の精度向上を図った。 

（１）過年度の研究で設定した管理基準値を用いて、過年度の故障実績を分析した結果、

センシング技術を導入することで突発故障の 3.66％低減が期待されることがわ

かった。 

（２）分解点検周期、機器更新周期を、標準的な周期よりそれぞれ 1.2 倍以上、1.1 倍

以上とすることの妥当性が、過年度に設定した管理基準値を用いて確認できた。 

（３）インバリアント分析技術を導入することにより、異常箇所の絞込みや事前対処が

可能となり、保守点検工数の削減や計装設備点検の効率化が期待できることが確

認できた。 

（４）インバリアント分析技術とセンシング技術を組み合わせることで、異常予兆検知

の検知確度向上の効果が期待できることが確認できた。 

（５）異種混合学習技術では、学習対象データを精査、クレンジングすることで、学習

期間が 1 年程度と短期間であっても、過年度目標値の誤差率 0.5%以内という結果

が得られた。 

（６）本技術を導入した場合の経済性の試算を行った結果、施設規模にもよるが、4～
11 年程度で投資額を回収できることがわかった。 

 

５．今後の課題 

次年度は、以下の点について引き続き検討を進める。 

（１）運転管理・維持管理等の過年度データや振動データをさらに収集する。 

（２）収集したデータを分析・学習し、劣化予測精度の向上を図る。 

（３）本技術に関するガイドラインを作成する。 
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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いるが、処理能力に余裕がない処理場

では更新工事時に処理能力の不足が懸念される。また、将来的に人口減少、すなわち流入流量

の減少が見込まれる中、下水処理場の統合を計画する自治体もあるが、統合後しばらくは既存

の下水処理場の処理能力が不足する場合がある。上記課題に対して、従来は、下水処理場内に

新たな系列を建設することで処理能力の不足を補ってきたが、自治体の財政負担が大きいため、

低コストで既存の処理能力を向上できる技術が求められている。これまで、最初沈殿池や反応

タンクについては、既設の躯体を用いて処理能力を向上させる技術で実用化されているものが

ある 1)2)が、最終沈殿池（以下、「終沈」とする。）については広く普及している技術がない状

況であった。 
本研究では、既設終沈内の下流側にろ過部を設ける技術（以下、「本技術」とする。）につい

て標準活性汚泥法を採用している下水処理場に適用し、(a)従来の処理水質を維持しつつ、既存

の処理能力以上の水量を処理できること（量的向上）、あるいは、(b)既存の処理能力以下の水

量で運転することで、終沈の処理水質を急速ろ過水並みに向上できること（質的向上）、の両者

について検証することを目的とし、実証実験を実施した。また、実証実験における通年の運転

実績から、本技術の実用性を評価した。 
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、両島浄化センター（松本市）に設置した実証設備により実施し

たものである。平成 30 年度はその継続として、通年の実証実験および総費用（年価換算値）

の試算を実施した。 
 

２．本研究の概要 

２．１ 本研究の目的 

本研究では、本技術の実証実験により以下の導入効果を明らかとする。 

（１）既存の処理水質を維持しつつ、処理水量を最大２倍に増加することが可能（量的向上） 
（２）計画日最大汚水量で運転した場合、処理水質を急速ろ過水並みに向上（質的向上） 

また、これらの検証結果を基に、総費用（年価換算値）縮減効果を検証する。 
 

２．２ 技術概要 

図－1 に本技術の概略を示す。既述のとおり、本技術は、既設終沈内の下流側にろ過部を設

JS技術開発年次報告書（平成30年度）

- 48 -



JS 技術開発年次報告書（平成 30 年度） 

 

 最終沈殿池の処理能力向上技術実証研究（B-DASH） 
 

山下 洋正 
水田 丈裕 

     中村 周太郎  
 

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いるが、処理能力に余裕がない処理場

では更新工事時に処理能力の不足が懸念される。また、将来的に人口減少、すなわち流入流量

の減少が見込まれる中、下水処理場の統合を計画する自治体もあるが、統合後しばらくは既存

の下水処理場の処理能力が不足する場合がある。上記課題に対して、従来は、下水処理場内に

新たな系列を建設することで処理能力の不足を補ってきたが、自治体の財政負担が大きいため、

低コストで既存の処理能力を向上できる技術が求められている。これまで、最初沈殿池や反応

タンクについては、既設の躯体を用いて処理能力を向上させる技術で実用化されているものが

ある 1)2)が、最終沈殿池（以下、「終沈」とする。）については広く普及している技術がない状

況であった。 
本研究では、既設終沈内の下流側にろ過部を設ける技術（以下、「本技術」とする。）につい

て標準活性汚泥法を採用している下水処理場に適用し、(a)従来の処理水質を維持しつつ、既存

の処理能力以上の水量を処理できること（量的向上）、あるいは、(b)既存の処理能力以下の水

量で運転することで、終沈の処理水質を急速ろ過水並みに向上できること（質的向上）、の両者

について検証することを目的とし、実証実験を実施した。また、実証実験における通年の運転

実績から、本技術の実用性を評価した。 
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、両島浄化センター（松本市）に設置した実証設備により実施し

たものである。平成 30 年度はその継続として、通年の実証実験および総費用（年価換算値）

の試算を実施した。 
 

２．本研究の概要 

２．１ 本研究の目的 

本研究では、本技術の実証実験により以下の導入効果を明らかとする。 

（１）既存の処理水質を維持しつつ、処理水量を最大２倍に増加することが可能（量的向上） 
（２）計画日最大汚水量で運転した場合、処理水質を急速ろ過水並みに向上（質的向上） 

また、これらの検証結果を基に、総費用（年価換算値）縮減効果を検証する。 
 

２．２ 技術概要 

図－1 に本技術の概略を示す。既述のとおり、本技術は、既設終沈内の下流側にろ過部を設

 

 

けるものである。ろ過部の上流側（以下、「沈殿部」とする。）とろ過部には仕切り板が設置さ

れており、終沈に流入した水は全てろ過部を通過して流出する。 
沈殿部では、従来と同様に終沈に流入する反応タンク汚泥のほとんどが沈殿し、その後、沈

殿によって得られた上澄水が、ろ過部を通過することで、沈殿しにくい固形物も除去される。

ろ過を一定期間行うと、固形物によりろ過部空隙が徐々に閉塞し、仕切り板の前後で水位差が

生じるため、定期的にろ過部を洗浄する必要がある。洗浄は、洗浄空気を吹き込むことでろ過

部内に捕捉された固形物が再び懸濁状態となり、懸濁した固形物をろ過部から水で排出するこ

とで行われる。洗浄によって発生した排水はポンプで終沈上流、例えば反応タンクと終沈の間

に設けられている共通水路に返送される。なお、上記水位差は、沈殿部およびろ過部各々に設

置した、水位計指示値の差によって把握ができる。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．３ 運転フロー 

本技術は、ろ過運転と 1 日に 1 回程度の洗浄運転（空洗工程およびリンス工程）を繰り返す

ことによって自動運転を可能としている。 
図－２、図－３および図－４に本技術の各工程のフローを示す。 

（１） ろ過運転 

 沈殿しにくい固形物をろ過部により除去する。ろ過は既存の反応タンクと終沈の水位差を

利用して行われる。 

① 終沈に流入した反応タンク汚泥中の固形物の大半は沈殿部で沈降し、残りの固形物は

ろ過部で捕捉される。 
② ろ過部を通過した水は既設の流出トラフを通じて池外に流出する。 
③ ろ過開始時は、仕切り板の前後で水位差はほとんどない（数 mm）が、ろ過の継続と

ともにろ過部において固形物による閉塞が進行し、仕切り板の前後で水位差（数十 mm）

が生じる。なお、流出トラフの水位はほぼ一定であり、生じた水位差は沈殿部水位の上

図－１ 技術概略図（上：縦断面、下左：横断面、下右：ろ過部ろ材）
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昇として現れる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２） 洗浄運転（空洗工程） 

ろ過部の閉塞によって生じた仕切り板前後の水位差を回復させる。ろ過部に洗浄空気を吹き

込み、ろ材に捕捉された固形物を懸濁状態にして、その固形物を水で排出する。水の流れはろ

過運転と同じ上向流である。 

①   タイマーあるいは、沈殿部とろ過部の水位差が予め設定した数値に達した場合に、洗

浄運転開始の信号が発信される。 
② 流出トラフ末端の洗浄切替ゲートを閉止し、処理水の排出を停止する。 
③ ろ過部の水位が上昇し、沈殿部との水位差が小さくなりろ過部への流入が一時的に停

止する。 
④ 洗浄ブロワから空気を供給することでろ過部のろ材が流動し、ろ過部に捕捉されてい

た固形物が再び懸濁状態になる。 
⑤ 再懸濁した固形物は、洗浄排水ポンプにより洗浄排水槽を介して洗浄排水として終沈

共通水路等へ返送される。 
 

⑥ 洗浄排水槽の水位が低下するとともにろ過部の水位が低くなり、沈殿部との水位差が

再び生じる。これにより、ろ過部への流入が再開し、懸濁した固形物が継続して洗浄排

水槽に送られる。 
⑦ 一定時間経過後（初期設定 20 分）、洗浄ブロワを停止し、ろ材の流動を終了させる。 

 

 

 

 

図－２ ろ過運転工程概念図
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図－２ ろ過運転工程概念図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 洗浄運転（リンス工程） 

空洗工程後も、一定の時間は懸濁した固形物が排出され続けるため、処理水に影響が出なく

なるまでは懸濁した固形物を継続して洗浄排水槽に送る必要がある。本工程において所定の条

件を満たした後に、洗浄切替ゲートが開き、ろ過運転に戻る。 
①   洗浄排水ポンプは空洗工程後も稼働し、ろ材間に残った固形物を排出する。 
②   洗浄排水ポンプの運転が一定時間経過した後（空洗工程を含め初期設定 40 分）、も

しくは洗浄排水ラインに設けた洗浄排水濁度計の指示値が所定値（定常的なろ過水質

程度）を下回った場合、洗浄排水ポンプを停止させる。 
③ 洗浄切替ゲートを開き、ろ過運転に戻る。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－４ 洗浄運転（リンス工程）概念図

図－３ 洗浄運転（空洗工程）概念図
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２．４ 特徴 

（１）量的向上 

本技術を導入することで、流入水量が増えることによる処理水中の固形物濃度の上昇を抑

え、良好な処理水質を維持しつつ、既存の処理能力以上の水量を処理することが可能となる。

そのため、既存の終沈の能力増強を行うことで、再構築時等における終沈躯体の増設が不要

となり、省コスト・省スペース化が期待できる。 

（２）質的向上 

本技術を導入することで、ろ過部において上澄水中の固形物を捕捉することが可能となる

ため、計画日最大汚水量で運転した場合において、放流水質を安定かつ向上させることが期

待できる。急速ろ過の新設あるいは更新を控えている処理場においては、その機能を既存の

終沈が担うことで、新たな用地の確保を不要にする、あるいはコスト縮減の効果が期待でき

る。 

（３）プレハブ化による通水停止期間の短縮 

ろ過部を設置する際には、従来の終沈更新工事時と同様に、当該系列の運転を休止する必

要がある。しかしながら、水上部の機器据付工事や配管工事を先行して行い、プレハブ構造

としたカセットのみを現地据付とすることで、現地での作業工数を大幅に縮減することが可

能である。また、カセットはクレーン等で容易に取り付けることができることから、終沈の

通水停止期間を 1 週間程度に抑えることができる。 
本技術で使用するろ過部カセットの概念図、ろ過部設置箇所の断面図および平面図をそれ

ぞれ図－５、図－６および図－７に示す。ろ過部は以下の特徴を有する。 
① ろ過部は複数のカセットで構成されている。 
② カセットは工場で製作され、現場にて据え付けるプレハブ構造である。 

（カセット構成：フレーム、上下スクリーンおよびろ材など） 
③ カセットは、開口部から挿入し躯体に設置するレールに沿って槽内でスライド出来る

ため、スラブ下への設置が可能である。 
④ カセット設置後、洗浄空気管およびスクリーン清掃空気管と洗浄用ブロワを槽上部に

て接続する。 

図－５ ろ過部カセット概念図      図－６ ろ過部設置箇所（断面図） 
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としたカセットのみを現地据付とすることで、現地での作業工数を大幅に縮減することが可

能である。また、カセットはクレーン等で容易に取り付けることができることから、終沈の

通水停止期間を 1 週間程度に抑えることができる。 
本技術で使用するろ過部カセットの概念図、ろ過部設置箇所の断面図および平面図をそれ

ぞれ図－５、図－６および図－７に示す。ろ過部は以下の特徴を有する。 
① ろ過部は複数のカセットで構成されている。 
② カセットは工場で製作され、現場にて据え付けるプレハブ構造である。 

（カセット構成：フレーム、上下スクリーンおよびろ材など） 
③ カセットは、開口部から挿入し躯体に設置するレールに沿って槽内でスライド出来る

ため、スラブ下への設置が可能である。 
④ カセット設置後、洗浄空気管およびスクリーン清掃空気管と洗浄用ブロワを槽上部に

て接続する。 

図－５ ろ過部カセット概念図      図－６ ろ過部設置箇所（断面図） 

 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．５ 実証フィールド  
 表－１に両島浄化センターの概要を示す。 
 両島浄化センターの排除方式および水処理方式は、分流式および標準活性汚泥法であり、同

センターの既設の終沈は 3 系列 9 水路で構成されている。現状、既設の処理能力が 32,850m3/
日であるのに対し、流入流量は平均で 32,600m3/日程度となっており、水量負荷率はほぼ 100%
と非常に高い水準となっている。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．６ 実証施設 

両島浄化センターの処理フローを図－８に示す。また、実証設備の仕様を表－２に示す。 
図－８に示すとおり既設終沈のうち、1 系の全 3 水路の下流部にろ過部を設置した。3 水路

合計の処理規模は計画日最大汚水量ベースで 10,950m3/日となる。同図に示すとおり、反応タ

ンクの 1 系および 2 系は同等の運転がされており、終沈の 1 系および 2 系から引き抜かれる返

送汚泥は反応タンク 1 系および 2 系に分配して返送されている。これらより、終沈に流入する

活性汚泥の性状は 1 系と 2 系で差はないと判断し、1 系 1-3 水路を実証系（以下、実証系とす

る。）、2 系 2-1 水路を対照系（以下、「対照系」とする。）として実証実験を行った。 
 表－２に示すとおり、ろ材は円筒型（径 :7mm , 長さ :8mm , 母材 :ポリプロピレン）で中空

のものを使用し、ろ材の充填高さは 0.7m とした。 

項 目 諸   元 

現有処理能力 日最大 32,850m3/日（3 系列） 

処理実績 晴天日日最大：45,000m3/日（平成 28 年度実績） 
晴天日日平均：32,600m3/日（平成 28 年度実績） 

水処理方式 標準活性汚泥法 

排除方式 分流式 

最終沈殿池 1 系列につき 3 水路 （全 9 水路） 

図－７ ろ過部設置箇所（平面図） 

表－１ 両島浄化センターの概要 
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２．７ 本研究の目標 

本研究の評価項目および目標値を表－３に示す。 
表－３に示すとおり、量的向上に係る実証実験においては、実証系の処理水量を対照系の 2

倍（ただし、計画日最大汚水量に対して最大 2 倍迄）に設定し、実証系と対照系の処理水質に

差が生じないことを目標とした。一方で、質的向上に係る実証実験においては、実証系と対照

系の処理水量を同量に設定し、実証系処理水の T-BOD が 10mg/L 以下、かつ実証系において

急速ろ過と同等の処理水質が得られることを目標とした。なお、いずれも放流水質での比較と

した。 

  

項 目  諸   元  

終沈寸法  W5.0m×L32.2m×H3.0m 

ろ

過

部

仕

様  

ろ材  φ7mm×L8mm 母材：ポリプロピレン   

ろ過面積  24.5m2/水路 3 水路  

充填高さ  0.7m 

図－８ 両島浄化センターの処理フロー 
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返送引抜弁 ： サイクル運転

実証系

対照系

返送汚泥

ポンプ

対照系＝No.2-1水路

実証系＝No.1-3水路

表－２ 実証設備の仕様 
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２．７ 本研究の目標 

本研究の評価項目および目標値を表－３に示す。 
表－３に示すとおり、量的向上に係る実証実験においては、実証系の処理水量を対照系の 2

倍（ただし、計画日最大汚水量に対して最大 2 倍迄）に設定し、実証系と対照系の処理水質に

差が生じないことを目標とした。一方で、質的向上に係る実証実験においては、実証系と対照

系の処理水量を同量に設定し、実証系処理水の T-BOD が 10mg/L 以下、かつ実証系において

急速ろ過と同等の処理水質が得られることを目標とした。なお、いずれも放流水質での比較と

した。 

  

項 目  諸   元  

終沈寸法  W5.0m×L32.2m×H3.0m 

ろ

過

部

仕

様  

ろ材  φ7mm×L8mm 母材：ポリプロピレン   

ろ過面積  24.5m2/水路 3 水路  

充填高さ  0.7m 

図－８ 両島浄化センターの処理フロー 
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返送引抜弁 ： サイクル運転

実証系

対照系

返送汚泥

ポンプ

対照系＝No.2-1水路

実証系＝No.1-3水路

表－２ 実証設備の仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 放流水質として 

 

３．過年度（平成 29 年度）の研究概要 3) 

３．１ 実証方法 

平成 29 年度の実証方法を表－４および図－９に示す。 
量的向上評価に係る実証系への流入流量の調整は、表－４および図－９に示すとおり、

No.1-1 水路の終沈流入水路に堰板を入れ、3 水路分の水を他の 2 水路（No.1-1 水路および実証

系）に流入させて、実証系への流入流量を約 1.5 倍となるようにした。質的向上に係る実証実

験においては、急速ろ過と実証系の処理水質を比較するため、小型の砂ろ過装置を製作した。

その装置の仕様を表－５に示す。対照系処理水を表－５に示す小型の砂ろ過装置に通して得ら

れた砂ろ過処理水（以下、「対照系＋急ろ」とする。）と実証系処理水の水質を比較した。また、

本技術を適用した 1 系の 3 水路間（No.1-1 水路、No.1-2 水路および実証系）で、処理水質に

バラツキが無いことを確認した。 
量的向上および質的向上に係る実証実験はいずれも冬季期間（2018 年 1 月 14 日～2 月 20

日）における各 5 日間とし、水量調整後は、約 1 週間の返送汚泥量調整期間を設けてから、実

証実験に移行した。実証系および対照系の処理水をそれぞれ越流トラフの末端から採水し、塩

素消毒後の放流水の水質を模擬するため、両島浄化センターでの実績にあわせて次亜塩素酸ナ

トリウムを添加率  約 1ppm で加えた。また、ろ過部の処理性能を確認するために、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。反応タンク汚泥および返送汚泥は

評価期間中に毎日同じ時刻（8:30～9:00 の間）に採水し、反応タンク汚泥の SV30 は採水後た

だちに測定した。なお、返送汚泥は 1 水路ごとに引き抜きを行うため、各水路の返送汚泥引抜

弁が開いて 3 分後に採水した。 
また、終沈各水路への流入流量は、各水路の流出トラフの末端に設けた堰式流量計で測定し

たが、対照系の流入流量が正確に測定できていないと判断し、対照系の流入流量に限っては、

処理場へ流入した汚水が 3 系列 9 水路に均等に分配すると仮定して算出した。 

※ その他の水質項目（ATU-BOD、T-N、S-T-N、T-P および S-T-P）の分析結果は、1 系の 3
水路間の処理水質のバラツキを確認するために使用した。 

 

評価項目 実証系の処理水量 実証系の目標処理水質※ 

量的向上 対照系（ただし、計画日最

大汚水量以下）の 2 倍 
対照系同等 

（SS,T-BOD） 

質的向上 対照系（ただし、計画日最

大汚水量以下）の 1 倍 

T-BOD≦10mg/L 
急速ろ過同等 
（SS,T-BOD） 

表－３ 本研究の評価項目と実証系の目標水質 
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※ 砂と砂利の容積は含まず  

項 目 実証系の流入流量の調整  実証方法 実証期間 

量的向上 

No.1-1 水路の流入水路を

閉止し、実証系の処理水量

を対照系の約 1.5 倍に調

整  

＜対照系との比較＞ 
実証系および対照系それぞれの

処理水を採水し比較 

2018 年 2 月 15 日～ 
2 月 20 日の 5 日間 

質的向上 調整せず成り行きで運転  

＜対照系との比較＞ 
実証系および対照系それぞれの

処理水を採水し比較 

2018 年 1 月 14 日～ 
1 月 19 日の 5 日間 

＜対照系＋急ろとの比較＞ 
実証系および対照系＋急ろそれ

ぞれの処理水を採水し比較 

＜1 系の 3 水路間の比較＞ 
No.1-1 水路、No.1-2 水路および

実証系の処理水を採水し比較  

項 目 諸 元 

装置仕様 円筒  φ100mm×L1370mm  有効容積※：10.8L   

ろ過方式 重力式上向流ろ過  （固定床） 

ろ過速度 300m/日 

砂層条件 充填高さ：1000mm  有効径 :1mm 

砂利層条件 充填高さ：250mm   有効径 :4～8mm 

表－４ 実証方法（平成 29 年度） 

（2系）

2-3

2-2

2-1

1-3

1-2

1-1

（2系）

（1系）

P

実証系

対照系

反応タンク 共通水路 終沈

1.5倍

×

図－９ 量的向上における実証系への流入流量調整方法（平成 29 年度） 

表－５ 小型砂ろ過装置の仕様 

対照系
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※ 砂と砂利の容積は含まず  

項 目 実証系の流入流量の調整  実証方法 実証期間 

量的向上 

No.1-1 水路の流入水路を

閉止し、実証系の処理水量

を対照系の約 1.5 倍に調

整  

＜対照系との比較＞ 
実証系および対照系それぞれの

処理水を採水し比較 

2018 年 2 月 15 日～ 
2 月 20 日の 5 日間 

質的向上 調整せず成り行きで運転  

＜対照系との比較＞ 
実証系および対照系それぞれの

処理水を採水し比較 

2018 年 1 月 14 日～ 
1 月 19 日の 5 日間 

＜対照系＋急ろとの比較＞ 
実証系および対照系＋急ろそれ

ぞれの処理水を採水し比較 

＜1 系の 3 水路間の比較＞ 
No.1-1 水路、No.1-2 水路および

実証系の処理水を採水し比較  

項 目 諸 元 

装置仕様 円筒  φ100mm×L1370mm  有効容積※：10.8L   

ろ過方式 重力式上向流ろ過  （固定床） 

ろ過速度 300m/日 

砂層条件 充填高さ：1000mm  有効径 :1mm 

砂利層条件 充填高さ：250mm   有効径 :4～8mm 

表－４ 実証方法（平成 29 年度） 

（2系）
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1-3

1-2

1-1
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（1系）

P

実証系

対照系

反応タンク 共通水路 終沈

1.5倍

×

図－９ 量的向上における実証系への流入流量調整方法（平成 29 年度） 

表－５ 小型砂ろ過装置の仕様 

 

 

３．２ 過年度成果 

（１） 流入条件 

 質的向上の実証期間における終沈各水路の平均流入流量は 3,400m3/日（計画値 3,650m3/日）

で、反応タンク汚泥の 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

おける平均流入流量は対照系で 3,310m3/日、実証系で 4,870m3/日（対照系の約 1.5 倍）であり、

反応タンク汚泥の MLSS 濃度は 1,420mg/L 程度であった。 

（２） 量的向上 

量的向上に係る実験結果は、流出トラフの末端に取り付けた濁度計による計測結果を用いた。

実証系処理水、対照系処理水および実証系ろ過部流入水の濁度の推移を図－１０に示す。いず

れも実証期間中において濁度が増減しているものの、実証系処理水は対照系よりも概ね低い値

を示した。また、実証系ろ過部流入水の濁度の増加に対して、実証系処理水の濁度の上昇幅は

小さく抑えられており、流入流量を対照系の約 1.5 倍にしても安定した処理ができていたと評

価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 質的向上 

実証系処理水、対照系処理水および実証系ろ過部流入水の SS の推移を図－１１に示す。ま

た、実証系および対照系＋急ろ処理水の T-BOD および S-BOD の分析結果を図－１２に示す。 

図－１１に示すとおり、いずれも実証期間中において SS 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 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、ろ過によって安定した水質が得られ

た。また、図－１２に示すとおり、対照系＋急ろ処理水との比較評価を行った 5 日間において、

1 月 17 日のデータを除いた 4 日間のデータで実証系は対照系＋急ろ同等の水質であった。一方、

1 月 17 日については、T-BOD および S-BOD の両方において実証系が対照系よりも高く、T-BOD
で 4mg/L 程度であった。S-BOD について両者に差があったことから、採水時に、次亜塩素酸

ナトリウムの添加が不十分であった可能性が疑われる結果であった。ただし、T-BOD はいずれ

も 10mg/L 以下であり、目標は概ね達成できたと判断した。 
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図－１０ 処理水およびろ過部流入水の濁度経時変化（量的向上） 
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（４）処理水質の均一性 

表－６に、本技術を適用した 1 系の 3 水路間（No.1-1 水路、No.1-2 水路および実証系）に

おける処理水の水質分析結果を示す。表－６に示すとおり、全ての水質項目において、水路間

の差はほとんど見られず、いずれの水路の処理水質も良好であった。本結果から、同系列の複

数水路に本技術を適用した場合にも、処理水質に不均一が生じる可能性は低いと判断した。  
 
 

単位 
mg/L SS T-BOD S-BOD ATU- 

BOD T-N S-N T-P S-P 

No.1-1 3.1 
(2.7-3.7) 

6.3 
(5.1-7.2) 

1.5 
(1.2-1.8) 

4.3 
(4.2-4.3) 

28 
(26-30) 

27 
(26-30) 

0.4 
(0.4-0.5) 

0.3 
(0.2-0.3) 

No.1-2 3.1 
(2.8-3.8) 

6.7 
(6.1-7.8) 

1.5 
(1.4-1.6) 

4.2 
4.1-4.4) 

28 
(26-29) 

27 
(26-29) 

0.4 
(0.4-0.5) 

0.3 
(0.2-0.3) 

No.1-3 2.7 
(2.6-3.1) 

6.6 
(5.5-7.9) 
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（４）処理水質の均一性 

表－６に、本技術を適用した 1 系の 3 水路間（No.1-1 水路、No.1-2 水路および実証系）に

おける処理水の水質分析結果を示す。表－６に示すとおり、全ての水質項目において、水路間

の差はほとんど見られず、いずれの水路の処理水質も良好であった。本結果から、同系列の複

数水路に本技術を適用した場合にも、処理水質に不均一が生じる可能性は低いと判断した。  
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４． 本年度の研究概要 

４．１ 実証方法 

平成 30 年度の実証方法を表－７および図－１３に示す。 
量的向上評価に係る実証系への流入流量の調整は、表－７および図－１３に示すとおり、反

応タンク流出後の共通水路（終沈流入水路）No.1-1 水路および No.1-2 水路の幅を狭めること

で実証系への流入流量を対照系（ただし、計画日最大汚水量以下）に対して 2 倍になるよう調

整した。質的向上に係る実証実験においては、平成 29 年度と同様に、対照系（ただし、計画

日最大汚水量以下）に対して 1 倍とした。上記水量条件を 1 か月ごとに切り替え、質的向上お

よび量的向上ともに四季のデータを得た。 
実証系および対照系の処理水および実証系ろ過部流入水の採水場所は平成 29 年度と同じ場

所とし、処理水は採水後に次亜塩素酸ナトリウムを（添加率約 1ppm）加えた。いずれの試料

も週 2 回、午前 10 時にスポットで採水し、1 か月に 1 回、オートサンプラーを使用した通日

採水（正午から翌日の 10 時の間で 2 時間おき）を実施した。反応タンク汚泥および返送汚泥

も平成 29 年度と同様に採水し、分析に供した。  

分析項目は、SS および T-BOD としたが、量的向上の実証実験のおける T-BOD については、

NH4-N の影響が大きかったため、本稿においては、代わりに ATU-BOD の結果を報告する。

一方、反応タンク汚泥の分析項目は SS および VSS とし、加えて採取後すぐに SV30 を計測し

た。また、対照系への流入流量は、2018 年 4 月 27 日に堰式流量計の調整を行い、実証系およ

び対照系ともに正確に測定ができていると判断した上で、実証実験に臨んだ。 

 

 

 

 

 

 

項 目 実証系の流入流量の調整  実証方法 実証期間 

量的向上 

No.1-1 水路および No.1-2
水路の流入水路幅を狭め

ることで、実証系の処理水

量を調整 

＜対照系との比較＞ 
実証系および対照系それぞれの

処理水を採水し比較 

1 か月 /季 

質的向上 調整せず成り行きで運転  

＜対照系との比較＞ 
実証系および対照系それぞれの

処理水を採水し比較 

＜急速ろ過との比較＞ 
実証系および小型急速ろ過それ

ぞれの処理水を採水し比較 

表－７ 実証方法（平成 30 年度） 
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４．２ 実証成果 

（１） 流入条件 

① 処理水量 

量的向上および質的向上の実験期間において、実証系の年間平均流入流量は、それぞれ

約 6,400m3/(日･水路)、約 3,500 m3/(日･水路)であった。当該期間全体における対照系の平

均処理水量は 3,300m3/(日･水路)であり、量的向上では概ね 2 倍、質的向上では同等量に

相当するものであった。  

② 終沈に流入する反応タンク汚泥の性状 

実証系および対照系に流入する反応タンク汚泥は、年間を通じて、MLSS 濃度が 950～
1,500mg/L、SVI が 110～200mL/g の範囲であった。両系とも冬季は MLSS 濃度および

SVI が他の季節に比べて高く、固形物が終沈内においてやや沈みにくくなっていたことが

推察される。ただし、前述のとおり、両系は返送汚泥を分配しており MLSS 濃度および

SVI は、いずれの期間においても差が見られず、反応タンク汚泥の性状が処理水質の比較

評価に及ぼす影響は小さいと判断した。 

（２） 量的向上 

① 対照系との比較 

図－１４に各評価期間における、実証系および対照系処理水の SS 濃度および ATU-BOD
を示す。 

SS に関しては、春季から夏季にかけて実証系と対照系で同等の処理水質が得られた。そ

の一方で、秋季においては、実証系では良好な処理水質を維持したのに対して、対照系で

は処理水質が悪化した。また、冬季については、実証系および対照系ともにばらつきが大

きく、採水日によって優劣が逆転した。年間を通じた平均値では、実証系が 3.5mg/L であ

ったのに対して対照系で 4.5mg/L となり、実証系の方がやや優れることが確認できた。 
ATU-BOD に関しても、SS と傾向が同じで、冬季においては実証系および対照系ともに

上昇し、ばらつきも大きい結果が得られた。SS の変動に合わせて ATU-BOD も変動して

いることから、固形性の BOD 成分が影響しているものと考えられる。年間の平均値では、

実証系で 2.5mg/L、対照系で 2.9mg/L となり、同等の処理水質であると判断した。 
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② 処理の安定性 

図－１５に実証系および対照系処理水の SS について、秋季と冬季における通日調査の
結果を示す。 

秋季においては、対照系に対して実証系処理水の SS が常に低く、良好な水質が得られ
た。冬季においても、秋季同様に実証系が対照系よりも良好な処理性能を示す一方で、8
時や 14 時の時間帯では、実証系処理水の SS が対照系よりも高い時間帯が見られた。冬季
においては、流入汚水量の変動に合わせてろ過部流入水の SS が大きく変動しており、8 時
の時間帯で実証系処理水の SS が対照系を上回ったのは、ろ過部流入水の SS の影響を受け
たものと考えられる。秋季および冬季で、流入汚水量および流量変動パターンに大きな差

が見られないことから、冬季では汚泥の性状がやや悪化していたことで、流入汚水量が増

加する時間帯に、汚泥界面の巻き上がりあるいは沈殿不良が起き、ろ過部流入水が上昇し

たものと推察される。また、14 時の時間帯に関しては、実証系の洗浄直前に採水したもの
であり、ろ過部の処理性能そのものが、低下していた可能性が示唆された。 
なお、冬季においても 1 日の平均値としては実証系で 6.0mg/L、対照系で 6.1mg/L と両

者の処理水質に差は見られなかった。 

 

 

 

 

 

 
 

 

（３） 質的向上 

① 対照系との比較 

実証系および対照系処理水の SS および T-BOD の分析結果を図－１6 に示す。 
図－１6 のとおり、SS および T-BOD ともに季節によらず実証系において対照系よりも

良好な処理水質が得られた。また、年間の平均値としては、SS については対照系が 4.0mg/L

図－１４ スポット採水結果（左：SS 、右：ATU-BOD） 

図－１５ 処理水の SS の日間変動（左：秋季 右：冬季） 
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であったのに対して実証系が 1.4mg/L であった。ATU-BOD については、対照系が 4.1mg/L、

実証系が 2.2mg/L であり、これらの結果より、実証系処理水は対照系よりも良好な処理水

質であることが確認された。また、実証系における処理水の T-BOD の最大値は 4.1mg/L
であり、年間を通して 10mg/L 以下であったことが確認された。 

 

② 対照系＋急ろとの比較 

実証系および対照系＋急ろ処理水の SS および T-BOD の分析結果を図－１７に示す。図

－１７に示すとおり、季節によるばらつきは多少あるものの、SS の年間の平均値は、実証

系 1.4mg/L、対照系＋急ろ 1.5mg/L であった。また、T-BOD の年間の平均値は、実証系

2.2mg/L、対照系＋急ろ 1.9mg/L であった。このように、本技術を既存終沈に適用するこ

とで、急速ろ過と同等の水質を安定的に得られることが確認された。  
 

 

 

 

（４） 総費用（年価換算値） 

   本技術の経済性を評価するため、建設費を年価換算した費用に維持管理費を加え、総費

用（年価換算値）としてコストを比較した。表－８、図－１８、図－１９に量的向上およ

び質的向上各々におけるコスト試算に用いたシナリオと評価範囲を示す。 
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図－１７ 処理水の SS および T-BOD（対照系+急ろとの対比）（質的向上） 
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－１７に示すとおり、季節によるばらつきは多少あるものの、SS の年間の平均値は、実証

系 1.4mg/L、対照系＋急ろ 1.5mg/L であった。また、T-BOD の年間の平均値は、実証系

2.2mg/L、対照系＋急ろ 1.9mg/L であった。このように、本技術を既存終沈に適用するこ

とで、急速ろ過と同等の水質を安定的に得られることが確認された。  
 

 

 

 

（４） 総費用（年価換算値） 

   本技術の経済性を評価するため、建設費を年価換算した費用に維持管理費を加え、総費

用（年価換算値）としてコストを比較した。表－８、図－１８、図－１９に量的向上およ

び質的向上各々におけるコスト試算に用いたシナリオと評価範囲を示す。 
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ろ過設備を３水路に設置  
 
5,000m3/日×３水路＋ 
5,000m3/日×２倍×３水路 

（15,000m3/日）  

質的向上 

現有 45,000m3/
日の処理場の処
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かる 

急速ろ過施設を新設 

ろ過設備を９水路に設置  
 
5,000m3/日×１倍×９水路 

（45,000m3/日）  

注）現有ならびに従来技術の終沈１水路の処理能力を 5,000m3/日とする。 
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図－１８ コスト比較における評価範囲（量的向上） 

図－１９ コスト比較における評価範囲（質的向上） 

表－８ 試算シナリオと評価範囲 

【従来技術】            【実証技術】 

【従来技術】            【実証技術】 

JS技術開発年次報告書（平成30年度）

- 63 -



 

 

 

① 量的向上 

量的向上における総費用の試算条件は、従来技術は終沈 3 水路増設に伴うコスト、実証

技術は現有終沈のポンプ能力増強およびスカムスキマ改造、およびろ過設備設置に伴うコ

ストでの比較を行った。それぞれの総費用は、図－２０に示すとおり、本技術が 51.6 百万

円 /年、実証技術が 25.4 百万円 /年と試算された。これより、実証技術を導入することによ

り、総費用は 50.8％の縮減が見込める結果となった。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 質的向上 

質的向上における総費用の試算条件は、従来技術は急速ろ過施設の新設に伴うコスト、

実証技術は、現有終沈 9 水路のスカムスキマ改造、およびろ過設備設置に伴うコストでの

比較を行った。それぞれの総費用は従来技術が 167.0 百万円 /年、実証技術が 54.3 百万円 /
年と試算された。これより、図－２１に示すとおり、実証技術を導入することにより、総

費用は 67.5％の縮減が見込める結果となった。  
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５．まとめ及び今後の予定 

表－９に本実証研究の平成 30 年度の実験条件および成果のまとめを示す。 

①   量的向上 

対照系の概ね 2 倍の水量を実証系で処理する条件において、SS は実証系 3.5mg/L、対

照系 4.5mg/L、ATU-BOD は実証系 2.5mg/L、対照系 2.9mg/L と実証系の方がやや優れる

水質が得られた。 

②   質的向上 

実証系および対照系において、同等の水量を処理する条件において、SS は対照系

4.0mg/L、実証系 1.4mg/L、T-BOD では対照系 4.1mg/L、実証系 2.2mg/L と実証系の方が

良好な処理水質であり、T-BOD が 10mg/L を超えることも見られなかった。 
対照系＋急ろとの比較において、SS は実証系が 1.4mg/L、対照系＋急ろは 1.5mg/L 

T-BOD では実証系 2.2mg/L、対照系＋急ろは 1.9mg/L、と両者は同等の水質であった。 

③ 総費用（年価換算値） 

量的向上（2 倍）では、土木躯体を含む系列増設に比べて 50.6％、質的向上では、急速

ろ過施設を新設するのに比べて 67.5%の総費用の縮減が見込まれる結果となった。 
 
次年度以降、共同研究体による自主研究として、維持管理性の向上を目的とした対策を

行い、その効果について検証する。また、ろ過部洗浄条件（洗浄時通水速度および洗浄時

間）の最適化を図り、設計上に必要な数値を纏める予定である。 

※１ 放流水質として 

※２ NH4-N の影響が大きかったため、T-BOD の代わりに ATU-BOD で評価 

評価

項目 
実証系の 
処理水量 

実証系の 
目標処理水質※1 実証結果 

量的
向上 

対照系（ただし、

計画日最大汚水

量以下）の 2 倍 

対照系同等 
（SS,ATU-BOD※2） 

年間を通じて、対照系の概ね 2 倍の処理水量

で運転し、対照系の処理水質（SS,ATU-BOD）

を満足し、達成（年平均値）  
 
単位：mg/L 対照系 実証系 
SS 4.5 3.5 
ATU-BOD 2.9 2.5 

 

質的

向上 

対照系（ただし、

計画日最大汚水

量以下）の 1 倍 

T-BOD≦10mg/L 年間を通じて、対照系の概ね 1 倍の処理水量

で運転した結果、T-BOD≦10mg/L 以下かつ、

急速ろ過の処理水質（SS,T-BOD）を満足し、

いずれも達成（年平均値） 
 
単位：mg/L 対照系+急ろ 実証系 
SS 1.5 1.4 
T-BOD 1.9 2.2 

 

急速ろ過同等 
（SS,T-BOD） 

表－９ 成果のまとめ 
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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 
林 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・利用の効率化並

びに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。 
 

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嫌気性消化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）や食品残渣等の地域バイオマスを受入れる施設を設置

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にする。 
 
 
 
*SOFC：固体酸化物形燃料電池（Solid Oxide Fuel Cell） 
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①   バイオガス発生量増大、消費電力の削減等によるエネルギー自給率の向上効果 
②   地域バイオマス及び外部汚泥の受入れ効果 
③   ライフサイクルコスト（LCC）の縮減効果 
 

２．２ 本技術のフロー 

本実証施設のフローを図－1 に示し、実証技術について説明する。 

 
既設の濃縮施設で濃縮された下水汚泥は、投入汚泥貯留槽に受入れた後、無動力攪拌式消

化槽に投入される。地域バイオマスとして受入れた食品残渣は、地域バイオマス・下水処理

水混合スラリー化装置でスラリー状にされた後、投入汚泥貯留槽にて濃縮汚泥と混合され、

無動力撹拌式消化槽へ投入される。 
無動力撹拌式消化槽からオーバーフローにより排出された消化汚泥は消化汚泥貯留槽を経

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
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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。 
 

２．３ 実証施設 

実証フィールドである唐津市浄水センターの概要を表－１に示す。また、実証施設の全体

配置図を図－２、写真－１、主な実証設備及び実証試験条件を表－２に示す。 
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図－１ 実証フロー 

 

 

表－１ 唐津市浄水センターの概要 5) 
処理場 唐津市浄水センター 
処理場位置 佐賀県唐津市二夕子 3 丁目 1-6 
供用開始年月  昭和 58 年 4 月 
現有処理能力 24,750m3/日 
流入水量 日平均 18,762m3 （平成 27 年度実績） 
水処理方式 標準活性汚泥法 
汚泥処理フロー 濃縮-消化-脱水 
脱水汚泥量 4,008 t/年（含水率 82.6%） （平成 27 年度実績） 

 

 
 
 
 
 
 

図－２ 全体配置図 

写真－１ 実証施設 
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表－２ 主な実証設備及び実証試験条件 

※VTS: VS/TS の割合 
 
本研究においては、無動力撹拌式消化槽、高効率加温設備（可溶化装置）、SOFC、並びに

地域バイオマス受入れに必要となる受入施設を新たに設置した。地域バイオマスの受入れに

際しては、近隣の小規模下水処理場で発生する OD 脱水汚泥 1.0t/日及び食品廃棄物 0.15t/日
を投入することとした。また、食品廃棄物はスラリー化処理を行った後に投入汚泥貯留槽で

受入れ、OD 汚泥は熱可溶化処理を行った後に無動力撹拌式消化槽で受入れた。 
 

２．４ 運転条件および調査期間 

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

果を確認した。本研究の 2 ヶ年度分に渡る全体スケジュールを表－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

設備・機器名

消化槽容量 500m
3
×１槽

消化日数 20日

温度 35～40℃（中温消化）

処理量
脱水汚泥：3.4t/日
（消化脱水汚泥：2.5t/日・外部ＯＤ汚泥：0.9t/日）

汚泥性状
・消化脱水汚泥　ＴＳ：23%  ＶＴＳ：63%
・外部ＯＤ汚泥　 ＴＳ：15%  ＶＴＳ：80%

可溶化投入率 0.5（消化脱水汚泥分のみ）

可溶化時間 30分

可溶化温度 160～170℃

運転時間 6時間/日

バイオガス量 75Nm
3
/日

メタン濃度 58～60％

発電能力 9.9ｋＷ

発電効率 48～50％

バイオガス量 126Nm3/日

加温熱量 2,300MJ/日

汚泥処理量 27.2m
3
/日　固形物量：0.74t/日

汚泥性状 ＴＳ：2.72%　ＶＴＳ：70%

投入汚泥他

ＴＳ： 3.5%

ＶＴＳ： 80%

ＴＳ： 23%

ＶＴＳ： 63%

ＴＳ： 15%

ＶＴＳ： 80%

ＴＳ： 15%

ＶＴＳ： 90%

汚泥性状他

濃縮汚泥

消化脱水汚泥（可溶化）

外部ＯＤ汚泥

地域バイオマス
（食品残渣）

無動力撹拌式消化槽

実証試験条件（計画値）

高効率加温設備
（可溶化装置）

固体酸化物形燃料電池
（ＳＯＦＣ）

脱水設備
（既設ＢＰ脱水機）

蒸気ボイラ
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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。 
 

表－３ 消化槽運転条件  
条件 加温方法 地域バイオマスの受入れ  
①  高効率加温設備（可溶化装置） 無し 
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（２ヶ年度） 

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．過年度の研究概要（平成 29 年度調査）5） 

 平成 29 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。主な研究結果

を以下に示す。 
 
①  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ところ、既設中温消化設備

に対して、本実証技術によって撹拌動力を 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）を用いた消化実験では、地域バイオマスを受入れていない

条件における投入有機物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、本実証試験の目標値は 540Nm3/t-VS、結果は 440Nm3/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%、目標値は 10 ポイント増加であっ

たが、実証試験では 61.5%となった。投入 VS あたりガス発生量、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  SOFC の発電効率 51%、総合効率 86%を確認した。 
 
４．本年度の調査結果 

 昨年度に引き続き、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・安定性評価等を行った。  
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４．１ 無動力撹拌式消化槽 

（１）消化槽消費電力量 

平成 30 年 4 月以降の無動力撹拌式消化槽における補助ブロワ消費電力量の推移を図－３に

示す。従来のガス撹拌ブロワと比較して 99.1％、機械撹拌と比較して 96.8％消費電力が削減

された。なお、平成 30 年 12 月～平成 31 年 1 月の期間は、可溶化装置の年次法定点検実施及

び年末年始の長期休暇により可溶化装置を一定期間停止したため、消化槽からのバイオガス

発生量が一時的に減少し、補助ブロワの消費電力が増加した。 

 

（２）消化槽の安定運転 

 平成 30 年 4 月以降の消化槽内の各層（底層：T1 ▽1.0m、中層：T2 ▽3.0m、上層：T3 ▽5.0m 
の計 3 ヵ所）の温度推移を図－４に示す。平成 30 年 4 月以降、夏場にかけて一時的に槽内温

度が 40℃以上に上昇した。汚泥循環ラインの冷却運転を行い、以降は槽内温度を 35～40℃の

範囲に維持した。 
平成 30 年 11 月以降、槽内温度の上昇傾向が確認されたが、これは可溶化装置への汚泥供

給ポンプ（一軸ねじポンプ）の単位時間当たり吐出量が低下したため、可溶化汚泥投入時間

が増加したことにより温度が上昇したものである。また、平成 30 年 12 月初旬及び年末年始

期間において、消化槽内温度の低下傾向が確認されたが、これは可溶化装置の年次法定点検

及び正月休暇により両期間ともに可溶化装置が一定期間停止したことにより、供給熱量が減

少したものである。 
 また、消化槽内の各層（底層：T1 ▽1.0m、中層：T2 ▽3.0m、上層：T3 ▽5.0m）の日平均

温度は、±2℃の範囲に安定的に収まっており、ほぼ同一の値を示して推移したことから、消

化槽内の撹拌が十分に実施されたと考えられる。 

図－３ 高効率消化システム消費電力推移 

kWh／週････③  
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加えて、消化槽内の砂の堆積状況調査を平成 30 年 11 月に実施した。槽内底部の砂堆積調

査状況を図－５に示す。槽内砂抜き作業に関しては、1 回 /週の頻度にて実施している。砂堆

積状況は、超音波探傷器を用いて消化槽の周囲 5 箇所で調査した。その結果、平成 30 年 2 月

からの汚泥投入以降、約 9 ヶ月間の汚泥投入期間に対して、砂の堆積は確認されなかった。  
 

 

４．２ 高効率加温設備（可溶化装置） 

（１）投入 VS 当たりガス発生量 

濃縮汚泥と可溶化汚泥を混合投入した場合の実証施設におけるバイオガスの発生量の推移

を図－６に示す。可溶化によるガス増量効果として、既設に対する実証施設の投入 VS 当たり

ガス発生量が平均 17%増加したことを確認した。 

図－４ 消化槽内温度推移 

図－５ 消化槽底部砂堆積調査状況 
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次に、濃縮汚泥、可溶化汚泥及び地域バイオマス（食品残渣）を混合投入した場合のバイ

オガス発生量の推移を図－７に示す。可溶化及び地域バイオマス（食品残渣）受入れによる

ガス増量効果として、既設に対する実証施設の投入 VS 当たりガス発生量の割合が平均 28%
増加したことを確認した。なお、可溶化装置により投入 VS 当たり平均ガス発生量が 17%増

加したと仮定し、可溶化装置とバイオマス受入れによるガス増量効果を分けて評価すると、

図－７中の緑色ハッチング範囲が可溶化によるガス増量分、青色ハッチング範囲が食品残渣

受入れによるガス増量範囲と想定される。 
 

 
 

 次に、濃縮汚泥、可溶化汚泥及び外部汚泥（OD 脱水汚泥）を混合投入した場合のバイオガ
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設に対する実証施設の投入 VS 当たりガス発生量が平均 24%増加したことを確認した。 

図－６ ガス増量効果【濃縮汚泥+可溶化汚泥】 

図－７ ガス増量効果【濃縮汚泥+可溶化汚泥+地域バイオマス（食品残渣）】 
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次に、濃縮汚泥、可溶化汚泥、地域バイオマス（食品残渣）及び外部汚泥（OD 脱水汚泥）

を混合投入した場合でのバイオガス発生量を図－９に示す。可溶化、地域バイオマス（食品

残渣）及び外部汚泥受入れガス増量効果として、既設に対する実証施設の投入 VS 当たりガス

発生量が平均 38%増加したことを確認した。 
 

 

（２）消化率（VS 分解率） 

本研究における消化率向上効

果を確認するために、既設側と

実証施設側でそれぞれ汚泥をサ

ンプリングし、汚泥中の VS 減少

率（消化率）について比較検証

を実施した。実証施設側及び既

設側消化汚泥のサンプリング場

図－８ ガス増量効果【濃縮汚泥+可溶化汚泥+外部汚泥（ＯＤ脱水汚泥）】 

図－１０ 実証側・既設側 消化汚泥サンプリング場所 

図－９ ガス増量効果【濃縮汚泥+可溶化汚泥+食品残渣+外部汚泥】 
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所を図－１０に示す。 
 また、実証施設の運転条件ごとに、実証施設及び既設側の平均消化率を示す（図－１１）。

既設 1 次消化汚泥に対して消化率 19.5 ポイントの改善、2 次消化汚泥に対して消化率 10.6 ポ

イントの改善を確認した。また、実証施設側消化槽施設の、消化日数 20 日における消化率が

62.9%であることを確認した。 

 
 
（３）可溶化装置導入による放流水への影響確認 

可溶化装置導入による返流水への影響を確認するために、既設水処理施設の放流水質デー

タの確認を実施した。なお、実証施設側での汚泥処理量としては、処理場全体での発生濃縮

汚泥量 120m3/日のうち 25m3/日を実証施設側にて処理した状況でのデータとなる。実証施設

側汚泥受入量に関する簡易フローを図－１２に示す。また、既設水処理施設放流水質データ

を図－１３に示す。図－１３中の COD、T-N、T-P 濃度に関して、実証設備運転開始後も顕

著な悪化や変動は発生していないことを確認した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－１１ 実証側・既設側消化槽施設 消化率 

図－１２ 実証施設簡易フロー 
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図－１２ 実証施設簡易フロー 

 

 

 
次に既設側、実証施設側それぞれの消化汚泥からの疑似脱水ろ液を用いて、COD、T-N、

T-P を分析し、可溶化による脱水ろ液 /場内返流水の水質および負荷量の増減を検証した（図

－１４）。 

 
汚泥の熱可溶化処理によって、疑似脱水ろ液の COD 及び T-N 濃度が増加したことを確認

した。既設側消化汚泥の COD 値が実証側よりも低くなっているが、これは、既設側消化槽の

滞留日数が長いことが要因と考えられる。 
可溶化装置を導入した場合について、返流水による COD、T-N 負荷量の変化を試算したと

ころ、水処理系全体の負荷量が数%増加することが分かった。また、T-P 濃度の増加は確認さ

れなかった。これは、熱可溶化処理により汚泥中のリンが PO4-P として溶出することがなか

ったためと考えられる。  
また、ポリ鉄添加による COD 濃度減少効果を検証したが、効果は確認出来なかった。 

 
４．３ 脱水汚泥 

（１）含水率の低減 
 既設ベルトプレス脱水機での 4 月以降の含水率データを図－１５に示す。従来技術（中温

図－１３ 既設水処理施設 放流水質データ 

図－１４ 可溶化による脱水ろ液水質悪化分析 
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消化）により、消化をしていた期間（平成 27～28 年度）における含水率平均値 84.1%に対し

て、（2）可溶化+食品残渣受入期間で、4.2 ポイント改善、（3）可溶化+外部汚泥受入期間で、

5.1 ポイント改善、（4）可溶化+食品残渣+外部汚泥の受入期間で、4.0 ポイント改善の結果を

得た。なお、（4）の受入期間に関しては、12 月上旬及び正月休みの間、維持管理上の制約で

可溶化装置を一定期間停止させたため、可溶化投入率が低下したことにより含水率が増加傾

向にあったと考えられる。 

 
次に、脱水機を移動脱水車による遠心脱水機に変えて、既設に対する実証側の含水率低減

効果を確認した。確認実験は、春期（5 月）と冬期（12 月）の 2 回実施した（表－５）。 
脱水機の汚泥固形物負荷量を同じとして比較すると、含水率低減効果は春期（5 月）・冬期

（12 月）共に 6.7 ポイントであった。また、汚泥供給量を同じとした場合の比較で、春期（5
月）で 6.5 ポイント、冬期（12 月）で 5.4 ポイントの含水率低減効果を確認した。 

 

 
 

表－５ 移動脱水車／遠心脱水機 脱水ケーキ含水率の推移 

図－１５ 既設ベルトプレス脱水機 脱水ケーキ含水率の推移 

5.1ポイント改善
4.2ポイント改善
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5.1ポイント改善
4.2ポイント改善
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（２）排出汚泥量の削減の試算 
 実証運転期間中の既設ベルトプレス脱水機による脱水汚泥の排出量を計測し、処理場より

発生する濃縮汚泥全量を実証施設側消化槽施設で処理した場合の排出汚泥削減量を評価した。 
可溶化汚泥のみの期間として、含水率低減効果 4.0 ポイントを想定した場合、排出汚泥の

削減量は 44%の試算結果となる。なお、参考値として、遠心脱水機を想定場合の排出汚泥削

減量は 60%の試算結果となる。排出汚泥削減量の効果を評価した（図－１６）。 

 

 次に、可溶化及び外部汚泥受入れを行った場合について、含水率低減効果 5.1 ポイントを

適用した場合、汚泥の削減量 51%の試算結果となる。また、可溶化、外部汚泥及び食品残渣

受入れを行った場合について、含水率低減効果 4.0 ポイントを適用した場合、排出汚泥の削

減量は 54%の試算結果となる。それぞれの排出汚泥削減量の効果を評価した（図－１７、図

－１８）。 

 
４．４ SOFC  

（１）発電効率 
 平成 31 年 1 月 21 日～2 月 25 日までの SOFC の発電状況を図－１９に示す。発電初期段

階（～500 時間）において、発電効率 50%以上を確認した。別途実施した電圧低下率の試験

から、2,000 時間経過後に想定される最大電圧低下率は 6%程度と想定された。 

図－１６ 排出汚泥削減量【可溶化のみ】 

図－１８ 排出汚泥削減量 

【可溶化＋外部汚泥＋食品残渣】 

図－１７ 排出汚泥削減量 

【可溶化＋外部汚泥】 
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また、500 時間経過時の発電効率 51.7%を基準に、最大電圧低下率 6%を想定して 2000 時間

経過後の発電効率を評価すると、48.6%であることが試算された。 

 
（２）連続運転による劣化 

SOFC の連続運転データより、連続運転時間 2,000 時間経過時の想定される性能値を図－

２０に示す。セルスタック初期劣化の 830 時間経過時の発電効率を基準に評価すると、発電

初期段階 500 時間までの発電において、概ね 3%の電圧低下（初期劣化）と想定された。また、

初期劣化以降の発電効率低下は 2%/千時間以内と想定されることを確認した。 

 
４．５ 全体の効果 
（１）費用 
 本実証技術の費用算出に当たっては、日平均汚水量 30,000m3/日の処理場を想定して検証し

た。従来技術及び実証技術それぞれのマテリアルバランスを図－２１、図－２２に示す。 

図－１９ ＳＯＦＣ発電状況 

図－２０ ＳＯＦＣの電圧低下率検証結果 
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従来技術の中温消化設備の建設費は、「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（案）」6)に基づき、建設デフレーターを加味して算出した。また、発

電設備の建設費は、「下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン」7)に沿って算出した。維持管

理費は、「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（案）」6)

の費用関数を用い、算定範囲に含まれていない消化ガス設備（ガス貯留タンク、脱硫、余剰

ガス燃焼装置）の価格を差し引くものとした。また、ガス貯留設備の維持管理費は、容量に

応じた実勢の積上積算によるものとした。発電設備の維持管理費は「下水汚泥エネルギー化

技術ガイドライン」7)の費用関数を用いた。 
本実証技術の建設費については、設備毎の積算によって作成した費用関数により算出した。

算出範囲は、消化槽設備（無動力攪拌式消化槽、汚泥引抜ポンプ）、加温設備（高効率加温設

備）、消化ガス設備（ガスタンク、脱硫、余剰ガス燃焼）、発電設備（SOFC、小型ガスエンジ

ン）、外部汚泥・地域バイオマス受入設備（OD 脱水汚泥、食廃残渣）とした。また、維持管

理費については、各設備の費用関数で総額を算出し、各ユーティリティ単価については、使

用量、地域等によって変動するため、実態に合わせて補正した。 
また、食品廃棄物の処分単価については、環境省「一般廃棄物処理実態調査結果（H26 年

度実施）」8)により算出した。バイオガス発電については、総費用（年価換算値）算出におい

投入量     (m3/日) 4.0 発生量 ( m3/日) 2040
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（外部汚泥・地域バイオマス受入れあり）（日平均水量：30,000m3） 
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て、発電単価 15 円 /kWh にて、電力削減コストによる便益とした。 
 日平均水量 30,000m3/日を想定した場合の実証技術と従来技術の総費用（年価換算値）を図

－２３に示す。 

 
従来技術と比較して、総費用は 14.1%削減されると試算された。また、実証技術による試

算では汚泥処分量が減ることにより、汚泥処分費が 33.5%削減された。 
 
（２）省エネルギー 

 日平均水量 30,000m3/日における本実証技術導入に伴う設備全体の消費電力の削減量の試

算を表－６に示す。 
 従来技術と本実証技術によるエネルギー自給率を算出した結果を表－７に示す。本実証技

術では、41.4％のエネルギー自給率であることが試算された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図－２３  総費用（年価換算値）の試算（日平均水量：30,000m3） 

【単位：千kWh/年】

項目 消化設備消費電力量 消費電力量削減量 ① 備　　考

従来技術 168.7 ―

革新的技術 161.3 7.4
以下の増分電力消費量を含む
・地域バイオマス受入による電力消費量：18.48
・脱水機運転時間増による電力消費量：21.77

表－６ 設備全体の消費電力の削減量 

 

表－７ エネルギー自給率 

 

※従来技術における日平均 30,000m3/日処理場全体での消費電力：3,905 千 kWh/年…③ 

「下水道における地球温暖化対策マニュアル」9）より 

※  
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５．まとめ 
（１）本年度の研究成果  

本年度の研究成果は下記のとおりである。 

① 無動力式撹拌槽 
消化槽の撹拌動力として、ガス撹拌方式と比較して 99.1%、機械撹拌方式と比較して 96.8%

消費電力が削減されることを確認した。消化槽内の底層（▽+1.0m）中層（▽+3.0m）上層

（▽+5.0m）の 3 点の各日平均温度が、±2℃の範囲に安定的に収まっており、各層がほぼ同一

温度で追従変化することを確認した。このことから消化槽内の撹拌が十分に実施され、槽内

温度を均等に保たれていると考えられる。 
また、無動力撹拌式消化槽の外筒及び内筒共に、年間を通して発泡現象等の消化阻害は確

認されなかった。 
② 高効率加温設備（可溶化装置） 

外部の下水汚泥・地域バイオマスを受入れない条件において、既設に対する実証施設の投

入 VS 当たりガス発生量が平均 17%増加した。また、外部の下水汚泥及び地域バイオマス（食

品残渣）の受入れによるバイオガス発生量増加効果に関して、既設に対する実証施設の投入

VS 当たりガス発生量が平均 38%増加した。また、既設消化施設と比較して消化率（VS 分解

率）が 10.6 ポイント向上した。 
排出汚泥量の削減に関する脱水汚泥含水率の低減効果に関して、既設ベルトプレス脱水機

にて 4.0 ポイントの含水率低減効果が確認され、排出汚泥量が 40%以上削減されることが試

算された。また、遠心脱水機にて 6.7 ポイントの含水率低減効果を確認した。 
③ SOFC 

SOFC の安定運転確認に関して、発電初期段階（～500 時間）として、発電効率 50%以上

を確認した。また、500 時間経過時の発電効率を基準に 2,000 時間経過後の想定発電効率を

試算すると 48.6%であることを確認した。発電初期段階までの発電で、概ね 3%の電圧低下（初

期劣化）を確認した。また、初期劣化以降の発電効率低下は 2%/千時間以内と想定されるこ

とを確認した。 
④ 全体の効果 
 従来技術（中温消化）と総費用（年価換算値）の削減効果を試算した結果、日平均 30,000m3/
日の処理場において、14.1%低減されることを確認した。  

日平均 30,000m3/日の処理場（標準法）におけるエネルギー自給率 41.4%の改善効果を確認

した。 
 
（２）今後の予定 

今後、平成 30 年度の実証運転で得られた運転結果を基に、令和元年度以降、実証施設の通

年安定運転を行うとともに、他脱水機（スクリュープレス）を用いた脱水性改善効果の検証

を引き続き行う予定である。 
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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 
井上  善之 

 

１．はじめに 

平成 28 年 5 月に「地球温暖化対策計画」1）が策定され、中期目標（2030 年度削減目標）

の達成に向けて着実に取り組むことが基本的方向として示された。また、パリ協定や長期的

な目標を見据えた戦略的取り組みとして、抜本的な温室効果ガスの排出量削減を可能とする

革新的技術の開発・普及などイノベーションによる解決の最大限の追及が求められている。 
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）として採択された。これに基づき、

平成 29 および 30 年度に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コスト（建設年価+維持管理費）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

からも吹込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、白煙防止予熱器に関しては、熱回収の効

率を高めるため、特段の制約がない限り設置しないことを原則とする。また、発生した蒸気

の一部を白煙防止に用いることも可能である。  
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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、高い発電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用蒸気エネルギー比較 

 

 
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込み、吹

込み空気量、吹込み流速、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

いる。 
 

 

 

 
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 
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N2O、NOx が低減する理由として、砂層部では、流動空気を減少することで燃焼が抑制され、

フリーボード下部では、シアン化水素（HCN）やアンモニア（NH3）により NOX が分解し、

HCN は反応により N2O へ、NH3 は反応により窒素（N2）化される。また、フリーボード上部

では、二段燃焼（流動空気をフリーボード部に分配することで、H や OH を供給）と高温場に

より、N2O が分解される化学反応が起こっていることが考えられる（図－５）。 
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－６）。 
 
 
 

 
図－５ N2O、NOX が低減するメカニズム 

 

図－６ 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（神奈川県川崎市）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集約のうえ、集中焼却処理を行っている（図－７）。

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－７ 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、本研究は第 3 系焼却設備に実証設備を設置し、従来技術である高温熱回収式焼却

設備（実証フィールドの改造前焼却設備）と比較を行った。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：
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設備（実証フィールドの改造前焼却設備）と比較を行った。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、吹込み流速、吹込み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－８

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 平均 74.75%（72.5～77%）  
（5） 可 燃 分 平均 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－８ 主要実証設備配置図  
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JS 技術開発年次報告書（平成 30 年度） 

 

３．過年度の研究概要（平成 29 年度実証研究）5） 

平成 29 年度実証研究では、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。主た

る成果は以下の通りである。  
 
 復水式タービンへの供給蒸気流量を変化させ、焼却設備での発電出力と設計値を比較し、

その発電性能を検証した。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駆

動及び発電を確認し、本復水式タービンが適用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。しかし、汚泥発熱量が設計値よりも低く、実証設備における放散熱が想

定よりも多かったため、投入汚泥量あたりの蒸気流量が、当初見込みに対して 63%程度

しか得られず、改善対策の実施が必要であることが明らかになった。  

 局所撹拌空気吹込み技術の適用により、平均して N2O排出量で 27％、NOx排出量で 52％
の削減が同時に可能であることを確認した。 

 

４．本年度の研究内容 

本年度は、実証運転を引続き実施し、過年度より実証設備における放散熱が想定よりも多

かったことを踏まえ、ダンパシール改良及びダクト保温増強等で排ガスリークや放熱量を抑

えた。また、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、コスト（建設年価+維持管理費）や

温室効果ガス排出量の削減効果を検証した。本年度の試験項目および目標値を表－２に示す。 
 

表－２ 試験項目および目標値 

技術 評価項目 評価指標 目標値 

高効率 
発電技術 

投入熱量に対する発電
量  発電量 目標値算出式：発電量（kWh)＝59H-574    

 H:投入熱量(GJ/h) 

局所撹拌
空気吹込
み技術 

局所撹拌なしの場合に
対する NOx 削減割合 削減割合 局所撹拌なしのデータ※ 1 に比べて削減割合 50％

以上 

局所撹拌なしの場合に
対する N2O 削減割合 削減割合 局所撹拌なしのデータ※ 1 に比べて削減割合 50％

以上 

全体の 
効果 

（FS 等） 

費用 
費用回収年 
・コスト縮
減率(％) 

費用回収年＜12.5 年※１ 
コスト（建設年価＋維持管理費）縮減効果＞0※２ 

省エネ エネルギー 
削減率(％) 

高効率発電、局所撹拌無しの  
データ※３に対して 100％以上 

温室効果 
ガス削減 削減率(％) 高効率発電、局所撹拌無しの  

データ※１に対して 70％以上 
※１ 実証フィールドの入江崎総合スラッジセンター焼却設備におけるデータ（含水率約 74％）  

※２ 汚泥焼却設備の範囲における削減率  ※３ 投入熱量 21GJ/h 以上  
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かったことを踏まえ、ダンパシール改良及びダクト保温増強等で排ガスリークや放熱量を抑

えた。また、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、コスト（建設年価+維持管理費）や

温室効果ガス排出量の削減効果を検証した。本年度の試験項目および目標値を表－２に示す。 
 

表－２ 試験項目および目標値 

技術 評価項目 評価指標 目標値 

高効率 
発電技術 

投入熱量に対する発電
量  発電量 目標値算出式：発電量（kWh)＝59H-574    

 H:投入熱量(GJ/h) 

局所撹拌
空気吹込
み技術 

局所撹拌なしの場合に
対する NOx 削減割合 削減割合 局所撹拌なしのデータ※ 1 に比べて削減割合 50％

以上 

局所撹拌なしの場合に
対する N2O 削減割合 削減割合 局所撹拌なしのデータ※ 1 に比べて削減割合 50％

以上 

全体の 
効果 

（FS 等） 

費用 
費用回収年 
・コスト縮
減率(％) 

費用回収年＜12.5 年※１ 
コスト（建設年価＋維持管理費）縮減効果＞0※２ 

省エネ エネルギー 
削減率(％) 

高効率発電、局所撹拌無しの  
データ※３に対して 100％以上 

温室効果 
ガス削減 削減率(％) 高効率発電、局所撹拌無しの  

データ※１に対して 70％以上 
※１ 実証フィールドの入江崎総合スラッジセンター焼却設備におけるデータ（含水率約 74％）  

※２ 汚泥焼却設備の範囲における削減率  ※３ 投入熱量 21GJ/h 以上  
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また、表－３に四季毎の運転条件の計画値と実績値を示す。脱水汚泥処理量を変動させた

｢低負荷｣、｢定格｣、｢高負荷｣の 3 条件に加えて、脱水汚泥含水率を低減させた｢低含水汚泥｣

での実証を含む 4 条件を実施した。本年度の成果概要を表－４に示す。 
 

表－３ 運転条件の計画値と実績値 

 
４．１ 実証設備の性能確認  

（１）高効率発電技術 4),6),7),8) 

昨年度、実証設備として設置した復水式

タービンについて行った設備の性能確認を

踏まえて、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した。 
実証施設における発電量（kWh)に関し

て、発電量および焼却廃熱から回収したエネ

ルギー量を把握し、実証設備の自己消費分を

除いて算出を行った。また、電力量は電力量

計を設置して 1 日ごとの積算値の計測を行

った。また、投入熱量を算定するため、汚泥

熱量を分析し、焼却炉に投入される脱水汚泥の重量を計量機付きベルトコンベヤにより計測

して、1 時間ごとの焼却量を積算した。 
本実証では、発電量（kWh)＝59H－574 H:投入熱量（GJ/h）を目標とした（図－９）。

表－４に示す通り、四季を通じた発電量は 385～605kWh の範囲であり、目標値に対して約

100～150％の発電量を達成することが示された。以上より、高効率発電技術における投入

熱量に対する発電量（kWh)について、四季を通じて目標値の達成を確認した。 
  

図－９ 発電性能確認方法 
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表－４ 成果概要 
 項  目 従来技術 実証設備 
 

焼却量（wet-t/日） - 春季 夏季 秋季 冬季 
 150 150 150 151 154 

高効率 
発電技術 

投入熱量（GJ/ｈ） - 14.9 16.6 14.8 15.4 
発電量(kWh) ※2 - 420 605 448 385 
目標値（kWh）※1 - 305 405 299 335 
消費電力量(kWh) 463 529 552 567 560 

局所撹拌
空気吹込
み技術 

N2O 濃度（ppm-12％O2） 87～155※3 132 101 100 41 
N2O 削減率（％） - 15※4 12※4 32※4 53 

NOx濃度（ppm-12％O2） 52※5 19 10 12 13 
NOx削減率（％） - 63 81 78 76 

全体の 
効果 

項  目 検討ケース 
処理規模  （wet-t/日）  
(固形物量) （ds-t/日） 

60 
（15.6） 

100 
（26） 

150※6 
（39） 

200 
（52） 

工事費  [百万円 /年] 45.0 53.9 65.1 76.3 

維持管理費  [百万円 /年] 18.4 18.6 18.8 19.0 

導入効果  [百万円 /年] -33.1 -57.1 -88.1 -118.9 
費用回収年  [百万円 /年] 39.2 17.9 12.0 9.8 
コスト（建設年価＋維持管
理費）縮減率  [%] -6.0 -2.2 0.5 2.2 

エネルギー消費量（電気由
来） [千 kWh/Y] 3,035 3,351 3,760 4,175 

エネルギー消費量（補助燃
料由来） [千 kWh/Y] 2490 840 0 0 

エネルギー創出量  
[千 kWh/Y] -1,275 -2,268 -3,679  -5,142 

合計 [千 kWh/Y] 4,249 1,923 80.8 -967 
エネルギー削減率 [%] 17.2 49.9 97.6 125 
温室効果ガス排出量（電気
由来） [t-CO2/Y] 1,684 1,860 2,087 2,317 

温室効果ガス排出量 
（補助燃料由来） 
[t-CO2/Y] 

447 151 0 0 

温室効果ガス排出量 (N2O
由来) [t-CO2/Y] 1,369 2,282 3,422 4,563 

温室効果ガス排出量（発電
由来） [t-CO2/Y] -708 -1,259 -2,042  -2,854 

合計 [t-CO2/Y] 2,792 3,033 3,467 4,026 
温室効果ガス削減率 [%] 51.2 62.8 69.7 72.9 

※1 目標は計画発電量（kWh)＝59H－574、H:投入熱量（GJ/h）より算出 
※2 発電量はスートブロワ(蒸気または圧縮空気によって、ボイラの伝熱面に付着した灰分、

未燃分、添加剤などの付着物を除去するための設備)使用蒸気量を考慮 

※3 実証期間中の局所攪拌空気吹込みがない条件で測定 

※4 炉内流動不良により空気量調整が困難であったため、十分な削減効果得られず 

※5 2015～2017 年度の局所撹拌未実施データ平均値 

※6 150t/日については、実際の実証試験結果より試算  

JS技術開発年次報告書（平成30年度）

- 94 -



 

 

表－４ 成果概要 
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み技術 

N2O 濃度（ppm-12％O2） 87～155※3 132 101 100 41 
N2O 削減率（％） - 15※4 12※4 32※4 53 
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NOx削減率（％） - 63 81 78 76 
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効果 
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(固形物量) （ds-t/日） 

60 
（15.6） 

100 
（26） 

150※6 
（39） 

200 
（52） 

工事費  [百万円 /年] 45.0 53.9 65.1 76.3 

維持管理費  [百万円 /年] 18.4 18.6 18.8 19.0 

導入効果  [百万円 /年] -33.1 -57.1 -88.1 -118.9 
費用回収年  [百万円 /年] 39.2 17.9 12.0 9.8 
コスト（建設年価＋維持管
理費）縮減率  [%] -6.0 -2.2 0.5 2.2 

エネルギー消費量（電気由
来） [千 kWh/Y] 3,035 3,351 3,760 4,175 

エネルギー消費量（補助燃
料由来） [千 kWh/Y] 2490 840 0 0 

エネルギー創出量  
[千 kWh/Y] -1,275 -2,268 -3,679  -5,142 

合計 [千 kWh/Y] 4,249 1,923 80.8 -967 
エネルギー削減率 [%] 17.2 49.9 97.6 125 
温室効果ガス排出量（電気
由来） [t-CO2/Y] 1,684 1,860 2,087 2,317 

温室効果ガス排出量 
（補助燃料由来） 
[t-CO2/Y] 

447 151 0 0 

温室効果ガス排出量 (N2O
由来) [t-CO2/Y] 1,369 2,282 3,422 4,563 

温室効果ガス排出量（発電
由来） [t-CO2/Y] -708 -1,259 -2,042  -2,854 

合計 [t-CO2/Y] 2,792 3,033 3,467 4,026 
温室効果ガス削減率 [%] 51.2 62.8 69.7 72.9 

※1 目標は計画発電量（kWh)＝59H－574、H:投入熱量（GJ/h）より算出 
※2 発電量はスートブロワ(蒸気または圧縮空気によって、ボイラの伝熱面に付着した灰分、

未燃分、添加剤などの付着物を除去するための設備)使用蒸気量を考慮 

※3 実証期間中の局所攪拌空気吹込みがない条件で測定 

※4 炉内流動不良により空気量調整が困難であったため、十分な削減効果得られず 

※5 2015～2017 年度の局所撹拌未実施データ平均値 

※6 150t/日については、実際の実証試験結果より試算  

 

 

（２）局所撹拌空気吹込み技術 
四季を通じて、局所撹拌空気吹

込みの実施、汚泥処理量の変更を

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。本実

証では、各運転条件における N2O
濃度について、四季の変動が大き

いため、実証期間中の局所攪拌空

気吹込みがない条件で測定を行

った値を基準となる従来データ

とした。 
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（図－１０）。 
また、各運転条件における N2O

削減率についても、実証期間中の

局所攪拌空気吹込みがない条件

で測定を行った値を基準となる

従来データとして算出した（図－

１１）。N2O 削減率については春

季～秋季試験において砂層の不

流動を防止するため、流動空気量

を十分に調整することが難しく、

表－４に示す通り、春季～秋季試

験において、12～32％削減であり、

十分な削減効果を得られない結

果となったが、砂層の不流動対策

を実施した冬季試験については、

目標とした 50％削減を満足する

結果となった。 
また、NOx 削減率は、局所撹

拌空気吹込み設備設置前 3 ヵ年

のデータ平均値を基準となる従

来データとして、削減割合を算出

した。（図－１２）。 
NOx 削減率は、四季を通じて、目標とした 50％削減を満足する結果となった。 

冬季 

図－１０ N
2
O と炉内温度分布【冬季】 

図－１１ N
2
O 削減率算出式 

図－１２ NOx 削減率算出式 
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４．２ フィージビリティスタディ 

（１）対象 

従来技術と本技術についてフィージビリティスタディ（以下、「ＦＳ」という。）を行い、

比較検証する。なお、従来技術は、高温熱回収式焼却設備（実証フィールドの改造前の焼却

設備）を対象とし、本技術は、高効率小型復水式タービン（水冷方式）、処理水冷却熱源活

用による高効率発電技術＋局所撹拌空気吹込み設備を対象とする。 
 
 対象規模等：基本シナリオとして高効率発電焼却技術、局所撹拌空気吹込み技術を一

括後付設置する 8 つのシナリオ（60wet-t/日、100wet-t/日、150wet-t/日、200wet-t/日）
の処理規模を設定した上で、高効率発電焼却技術、局所撹拌空気吹込み技術を一括新

設（もしくは更新設置）および高効率発電焼却技術を後付け後、局所撹拌空気吹込み

技術を設備更新時に設置するシナリオを追加し、計 10 シナリオを設定した。 

表－５ シナリオ一覧 

シナリオ 1 

高効率発電焼却技術、局所撹拌空気吹込み技術を一括後付設置  

No． 規 模  汚泥性状  補助燃料  設備数  備考  

1-1 60（wet-t/日）[ 16（dry-t/日）] 

混合生汚泥 

都市ガス  

1 

 

1-2 100（wet-t/日）[ 26（dry-t/日）]  

1-3 

150（wet-t/日）[ 39（dry-t/日）] 

実証条件  

1-4 2  

1-5 低含水率  

混合生汚泥  

1 

 

1-6 
消化汚泥  

消化ガス   

1-7 灯油   

1-8 200（wet-t/日）[ 52（dry-t/日）] 混合生汚泥  都市ガス   

シナリオ 2 

高効率発電焼却技術、局所撹拌空気吹込み技術を一括新設（もしくは更新設置） 

2 150（wet-t/日）[ 39（dry-t/日）] 混合生汚泥  都市ガス  1  

シナリオ 3 

高効率発電焼却技術を後付け後、局所撹拌空気吹込み技術を設備更新時に設置  

3 150（wet-t/日）[ 39（dry-t/日）] 混合生汚泥  都市ガス  1  
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シナリオ 1 
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No． 規 模  汚泥性状  補助燃料  設備数  備考  

1-1 60（wet-t/日）[ 16（dry-t/日）] 

混合生汚泥 

都市ガス  
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1-2 100（wet-t/日）[ 26（dry-t/日）]  

1-3 
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実証条件  

1-4 2  

1-5 低含水率  

混合生汚泥  
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1-6 
消化汚泥  

消化ガス   

1-7 灯油   

1-8 200（wet-t/日）[ 52（dry-t/日）] 混合生汚泥  都市ガス   

シナリオ 2 

高効率発電焼却技術、局所撹拌空気吹込み技術を一括新設（もしくは更新設置） 

2 150（wet-t/日）[ 39（dry-t/日）] 混合生汚泥  都市ガス  1  

シナリオ 3 

高効率発電焼却技術を後付け後、局所撹拌空気吹込み技術を設備更新時に設置  

3 150（wet-t/日）[ 39（dry-t/日）] 混合生汚泥  都市ガス  1  

 
  

 

 

（２）範囲 

従来技術と本技術のＦＳ範囲は図－１３に示す通りとする。 
 

図－１３ 従来技術と本技術のＦＳ範囲 
 

（３）試算方法 

建設費および維持管理費について試算を行なった上で、費用回収年を計算した。さらに、

建設費年価と維持管理費の合計値を計算し従来技術に対する縮減効果を算出した。なお、

消化汚泥焼却炉の建設費および維持管理費については使用する、補助燃料に関らず混合生

汚泥焼却炉と同額とし、計算は省略した。 

− 建設費：土木建築、機械、電気の各工事費を対象に、実態調査結果に基づく回帰分

析による費用関数を用いて積算した。また、整地済の既存敷地に建設されるものと

し、造成費や、既設建設物撤去費を含まないものとした。 

− 維持管理費：従来の焼却炉部分の維持管理費  と本技術実証で付加した設備の維持管

理費を足し合わせたものとした。従来の焼却炉部分の維持管理費は、建設費同様に、

赤線枠  
：FS 範囲を示す  
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実態調査結果に基づく回帰分析による費用関数を用いて積算した。本技術実証で付

加した設備の維持管理費は、実証運転から得られたデータに基づき推算した。さら

に、発電設備の設置により休止する白煙防止設備の削減電力および更新費用は、他

導入効果として負の値で計算を行った。 

− エネルギー消費量：エネルギー消費量の算出にあたっては、電気、補助燃料の使用

に係るものを対象とし、薬品に係るものについては除外した。補助燃料の使用につ

いては、処理規模ごとに熱収支計算を実施し、必要な補助燃料使用量を決定した。 

− 温室効果ガス削減率：温室効果ガス削減率の算出にあたっては、本技術と従来技術

による温室効果ガス排出量を比較し算出した。なお、燃焼排ガスより排出される CH4

については、炉内で完全燃焼されるものであることから、本試算においては含まな

いものとした。温室効果ガス削減率の算出にあたっては、ユーティリティ（電気、

燃料）の使用、燃焼の結果生成される N2O に係るものを対象とし、薬品に係るもの

は除外した。 

 
（４）実証に基づく FS の検証結果 

実証条件であるシナリオ 1-3（150（wet-t/日） [39（dry-t/日） ]・混合生汚泥）につい

て、実証試験結果に基づき、高効率発電焼却技術、局所撹拌空気吹込み技術の一括後付設

置を想定した建設費、費用回収年、コスト縮減効果の推定結果を含む９ケースを表－６に

示し、目標を達成した数値を着色して示した。  
 

 建設費：実証技術について高効率発電焼却技術、局所撹拌空気吹込み技術を一括

後付設置する費用は、833 百万円と試算された。実証技術では、発電設備に係るコ

ストが大きく、総建設費の 84%近くが機械工事に係る建設費であるが、その約 99%
を発電設備が占めるため、同発電設備のコストダウンが課題となる。  

 維持管理費：実証技術および従来技術について各々387、414 百万円 /年と推定され、

実証技術の方が約 16%小さい試算結果となった。実証技術では、設備増加により

点検・補修費が増加するものの、発電設備等によって電力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。 

 費用回収年：実証技術では従来技術と比較して建設費が増加する一方で維持管理

費が低減されるため、費用回収年は 12.0 年と試算された。これは、本実証研究に

おける目標値（12.5 年以下）を満足した。脱水汚泥の低含水率化等によって費用

回収年を更に短縮することが可能となる見込みである。 

 コスト縮減率：上述の通り、実証技術では従来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、コスト縮減率は 0.5%と試算された。

これは、本実証研究における目標値（0%以上）を達成している。なお、施設規模

が 150wet-t/日の焼却設備に対して、脱水汚泥含水率 72%または焼却炉 2 基に対し

て 1 台の実証技術設置を想定したケース 1-4～1-5 におけるコスト縮減効果は 0.5
～0.8%と、目標値を上回る値となった。 
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 エネルギー削減率：維持管理費で上述している通り、発電設備等によって電力使

用量が低減された結果として、エネルギー削減率は約 98％と試算された。これは、

本実証研究における目標値（100％以上）を下回るが、脱水汚泥の低含水率化およ

び補助燃料への消化ガス利用等によって達成する見込みである。 

 温室効果ガス削減率：発電設備等によって電力使用量が低減された結果として、

電力由来の温室効果ガスが、エネルギー削減率同様に約 98％削減された。さらに、

N2O が局所撹拌空気吹込み技術の適用により約 64％削減されることで、全体の削

減率は 69.7%となった。これは、本実証研究における目標値（70％以上）を僅か

に下回るが、脱水汚泥の低含水率化および補助燃料への消化ガス利用等によって

達成することが可能である。  

上述の通り、既存施設の局所撹拌無しのデータ（150wet-t/日、含水率約 74%）に対し

て、混合生汚泥の場合、「含水率 72%以下」または「150wet-t/日×2 炉以上への設置」、

消化汚泥の場合、「消化ガスを補助燃料に使用」のいずれかの条件を満たすことで、温室

効果ガス削減率 70％以上およびエネルギー削減率 100％以上の目標値達成を確認した。 
 

表－６ 検討ケースと結果 

※１ 焼却炉２基にボイラ２台、発電機１台設置。各炉への技術設置、接続時期は異なる。２炉完了時の試算。 

※２ 「下水道における地球温暖化対策マニュアル、環境省・国土交通省、平成 28 年 3 月」より、消化ガスは消費

エネルギーおよび温室効果ガスに含まない。 
  

ケース 1-1 1-2
1-3

実証条件
1-4※1 1-5 1-6※2 1-7 1-8 2

建設条件 新設

60×1 100×1 150×1 150×2 140.8×1 150×1 150×1 200×1 150×1

混合生 混合生 混合生 混合生 混合生 消化 消化 混合生 混合生 目標値

74 74 74 74 72 80 80 74 74

都市ガス 都市ガス 都市ガス 都市ガス 都市ガス 消化ガス 灯油 消化ガス 消化ガス

39.2 17.9 12.1 12.0 11 .4 11.8 12.2 9.8 11 .2 ＜12.5

-6.6 -2.5 0 .5 0.5 1 .0 0 .7 0 .4 2 .4 4 .3 ＞0

17.2 49.9 97.0 109 106 101 13.5 125 97.0 ≧100

42.0 67.7 97.2 108 106 101 95.7 123 97.2

51.2 62.8 69.5 71.5 71 .4 70. 2 47.9 72.9 69.5 ≧70

後付

費用回収年(年)

ｺｽﾄ縮減効果(%)

エネルギー削減率(%)

電力自給率(%)

温室効果ｶﾞｽ削減率(%)

含水率(%)

汚泥

規模（処理t/日×基数）

補助燃料
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５．まとめ 

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、性能確認運転および従来技術と本技術についてＦＳを行い、

比較検証を実施した。本年度の主たる成果は以下のとおりである。 
 

・ 高効率発電技術における投入熱量に対する発電量について、四季を通じて目標値（発電

量（kWh)＝59H-574 H:投入熱量(GJ/h)）の達成が確認された。 
・ 局所撹拌空気吹込み技術と局所撹拌なしのデータを比較し、N2O 削減割合は、削減割合

50％以上（焼却負荷 100％以上）を冬季実証で確認し、NOX 削減割合は、削減割合 50％
以上(焼却負荷 87％以上）を四季で確認した。 

・ ＦＳによって既存施設の局所撹拌無しのデータ（150wet-t/日、含水率約 74%）に対し

て、混合生汚泥の場合、「含水率 72%以下」または「150wet-t/日×2 炉以上への設置」、

消化汚泥の場合、「消化ガスを補助燃料に使用」のいずれかの条件を満たすことで、温室

効果ガス削減率 70％以上およびエネルギー削減率 100％以上の目標値達成を確認した。 
 

本実証実験は、共同研究体による自主的な研究として、令和元年度以降も発電効率の更

なる改善に向けて継続して実施している。今後、N2O 排出量の削減効果を長期的に確認する

と共に、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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 AI を活用した下水処理運転管理支援技術に関する研究 
（B-DASH FS 調査） 

 
山下  洋正 
糸川  浩紀 

 

１．はじめに 

下水処理場における運転管理は、依然として相当割合を経験やノウハウ等に依存しており、

特に活性汚泥法を主体とした水処理工程の運転管理において、その傾向が顕著である。今後、

熟練技術者数の減少が見込まれる中、従来の経験知をシステム化し、運転管理の効率化･省

力化を図る技術が強く求められている。 
このような課題へ対応可能な革新的技術として、｢(株)安川電機･前澤工業(株)･日本下水道

事業団共同研究体｣（以下、｢共同研究体｣と略記）は、｢AI を活用した下水処理運転管理支

援技術｣を提案し、平成 30 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*）における FS 調査として採択された。これに基づき、共同研究体では平成 30 年

度に国土交通省国土技術政策総合研究所の委託研究｢AI を活用した下水処理運転管理支援技

術に関する研究｣を受託し、同技術を構成する 2 つの要素技術（水処理制御支援技術、画像

診断支援技術）について、実下水処理場から収集したデータを用いた予測手法や予測精度に

係る検討を実施した。 
 

２．FS 調査の概要 

２．１   目的  

本 FS 調査では、｢AI を活用した下水処理運転管理支援技術｣について、(a)各要素技術の適

用方法の検討および予測精度の検証、(b)下水処理場への導入可能性および普及可能性の検討

を行なうことで、同技術の適用性を検証すると共に技術的確立を図ることを目的としている。 
 

２．２   対象技術 

（１）技術の全体像 

本 FS 調査で対象とする｢AI を活用した下水処理運転管理支援技術｣は、｢水処理制御支援技

術｣、｢画像診断支援技術｣という AI を活用した 2 つの要素技術により、水処理施設の運転管

理を支援する技術である。各要素技術は、(a)運転操作値の変更に係る検討（変更要否の検討

を含む）、(b)活性汚泥の顕微鏡観察における微生物の同定および計数、という現状では相当の

経験を要する事項を代替するもので、熟練技術者による運転と同等の運転管理水準を簡易に

維持することを意図している。 
 

                                                   
* B-DASH プロジェクト：Breakthrough by Dynamic Approach in Sewage High Technology Project。  
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* B-DASH プロジェクト：Breakthrough by Dynamic Approach in Sewage High Technology Project。  
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図－１   ｢AI を活用した下水処理運転管理支援技術｣のイメージ 

 
 

（２）水処理制御支援技術 

水処理制御支援技術は、下水処理場において連続的に採取されている多数の計測データに

基づき、水処理施設の運転条件設定値（例：曝気風量、余剰汚泥引抜量）をガイダンスする

技術である。具体的には、過去の計測データに基づき予測モデルを構築した上で、刻々と変

化する計測データに対してリアルタイムで運転条件の推奨値（予測モデルよる予測値）を出

力する。運転員は、本予測値に基づき、運転条件変更の要否を判断した上で、変更する場合

には新たな設定値を決定することになる。 
本技術の活用のイメージを図－２に示す。現状の運転管理では、計測データや水質データ

等に基づき、運転員が条件変更の要否を適宜検討した上で、変更値を検討･設定する流れが典

型例となるが、本技術は、リアルタイムで予測される運転条件値を提示することで、従来の(a)
条件変更要否の検討、(b)変更値の検討、の 2 ステップを代替することを意図している*。  

 
 

                                                   
* 原理的には、本技術により予測される設定値を実際の運転へ自動で反映することも可能であるが、本 FS 調

査では、最終的に運転条件値を決定する段階を人手に委ねる運用を想定しており、現時点で所謂｢自動運転｣

を希求するものではない。  
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図－２   水処理制御支援技術の活用イメージ 
 
 
本技術では、上述の予測を行なう手法として機械学習アルゴリズムの一つである｢ランダム

フォレスト｣を使用している。ランダムフォレストは、｢決定木｣と呼ばれるツリー状のデータ

分割構造を自動生成し、複数の決定木による出力の代表値（平均値等）を予測結果とするも

のである。例えば、図－３は、流入水量および MLSS 濃度を入力データとしてランダムフォ

レストにより DO 濃度設定値の予測を行なうイメージを示したものであるが、流入水量およ

び MLSS 濃度から成る決定木は、DO 濃度を加えた 3 変数を軸とする 3 次元座標の領域を分

割する方法を定義していることになる*。所与のデータ（学習用データ）を使用して、流入水

量･MLSS 濃度から DO 濃度を推定する回帰式を領域毎に定式化すれば、新規のデータ（流入

水量と MLSS 濃度の組合せ）に対して、決定木に基づく該当領域および当該領域内の回帰式

が一義に決定され、当該データに対応する DO 濃度が得られる。同様の演算を複数の決定木

に対して実施し、全決定木による出力値（DO 濃度）の平均値等を｢予測値｣として出力するの

が、ランダムフォレストである。 
上記のとおり、本手法における予測の本質は学習用データ（過去データ）における回帰分

析に基づくため、水処理制御支援技術における｢予測｣とは、過去の運転操作を模倣すること

と表面上は同等である。従って、過去に経験されていないような状態における予測精度は原

理的に高くなりようがないし、設備更新等により運転条件値と処理性能の関係が大きく変化

した場合にも改めて｢学習｣が必要となる可能性が高い。 

                                                   
* 同図では視覚化が可能な 3 次元（3 変数）の事例を示しているが、実際には、後述する｢学習用データ項目

数｣に対応する次元数での演算となる。  

：AI支援制御の場合の変更項目
：ベテラン職員の判断、知識が必要な項目

処理状況の確認

YES

現況の運転操作フロー

NO
運転条件の変更
要否の検討

AI支援の運転操作フロー

現状の運転条件

運転条件変更値の検討
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決定

ＡＩによる運転条件
変更値の提示

現状の運転条件
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AIにより支援可能

運転条件変更値の
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（風量、DOなど）

計測データ
（風量、DOなど）
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AI 技術による予測では、予測の具体の内容がブラックボックス化し、ある予測結果が得ら

れた理由が説明できないことが多いが、ランダムフォレストを使用するメリットとして、予

測結果に対する各データ項目の寄与度合いを｢重要度｣として算出できる点がある。これによ

り、ある運転条件の予測結果を提示する際に、当該予測値に対して大きく影響したデータ項

目および重要度を併せて出力することが可能となるが、これは過去の運転方法の根拠に対す

る｢気付き｣の契機を与えるものであり、技術継承の一助となることが期待できる。 
 
 

 
 

図－３   ランダムフォレストにおける決定木によるデータ分割のイメージ 
（流入水量および MLSS 濃度から DO 濃度を予想する簡略化した例）  

 
 

（３）画像診断支援技術  

画像診断支援技術は、活性汚泥の顕微鏡観察画像に対して、AI による画像認識技術を使用

して微生物種の同定および計数を自動で行なう技術であり、活性汚泥法において広く実施さ

れている微生物顕鏡試験の実施を支援するものである。 
本技術の活用のイメージを図－４に示す。本技術では、活性汚泥の顕微鏡写真の画像デー

タを入力することで微生物の同定･計数･集計結果の出力が得られる。顕微鏡観察を行なうま

での作業は従来と同様であるが、専門的な知識･経験を要する微生物の同定が自動化できる点

が最大のポイントである。 
本技術における微生物の同定では、｢YOLO*｣という画像認識手法を使用している。YOLO

は 2015 年に最初に提案された画像認識 /物体検出アルゴリズム 1)で、ディープラーニングの一

種である。 

                                                   
* YOLO: You Only Look Once。  
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図－４   画像診断支援技術の活用イメージ 

 
 

（４）導入効果 

本技術を下水処理場に導入することで期待される効果は以下の通りである。 
 
 水処理制御支援技術：水処理施設の運転管理の効率化･省力化、熟練技術者不足への対

応、ノウハウ等可視化による技術継承･若手教育。 

 画像診断支援技術：顕微鏡観察に係る省力化、熟練技術者不足への対応。 

 
 

２．３   評価項目および目標 

本 FS 調査では、表－１に示す 3 つの評価項目を掲げ、各々について評価指標および目標

値を設定している。 
 
 予測の信頼性（水処理制御支援技術）：水処理制御支援技術による運転条件値の予測の

信頼性を評価するために、下水処理場の過去の運転データに対して予測を行なった際の

運転実績値に対する｢予測誤差｣を評価指標として使用する。ここで、予測誤差は当該技

術による予測値と実績値の乖離の程度を意味するが、各種誤差指標の中でも評価値の大

きさが直感的に理解しやすい｢平均絶対誤差率（MAPE*）｣を基本指標とする。これは次

                                                   
* MAPE：Mean absolute percentage error。  
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運転実績値に対する｢予測誤差｣を評価指標として使用する。ここで、予測誤差は当該技

術による予測値と実績値の乖離の程度を意味するが、各種誤差指標の中でも評価値の大

きさが直感的に理解しやすい｢平均絶対誤差率（MAPE*）｣を基本指標とする。これは次

                                                   
* MAPE：Mean absolute percentage error。  
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式により計算され、個々のデータ（時点）の予測誤差率の絶対値（APE*）を期間平均化

したものに相当する。本 FS 調査において設定した目標値は｢10%以内｣である。 

MAPE = �
�
∙ ∑ ������

��
��

���   (1) 

ここに、n：データ数、fi：予測値、yi：実績値である。 
 
 予測の信頼性（画像診断支援技術）：活性汚泥の顕微鏡観察画像において特定の微生物

であることを予測（認識）する性能を評価するために、｢認識率｣を評価指標として使用

する。これは、対象微生物の多数の画像を入力した際に正しく認識される画像数の割合

として定義したもので、画像認識における一般的な評価指標の中では｢再現率｣に相当す

る。本 FS 調査において設定した目標値は｢80%以上｣であるが、これは、例えば対象微

生物の画像 100 枚に対して 80 枚以上が正しく認識されることを意味する。 

 経済性：本技術の導入に係る経済性を評価するために、｢費用回収年｣を評価指標とする。

これは、本技術の導入に要するコストに対して、本技術により削減されるコストにより

回収可能な限界年数として定義され、目標値として｢7 年以下｣を設定している。 

 
 

表－１   FS 調査における評価項目･指標･目標値  

対象 
評価指標 

目標値 
評価項目 評価指標 評価方法 

水処理制御 
支援技術 

予測の 
信頼性 

予測誤差 
(MAPE;平均
絶対誤差率) 

 既往データについて、本技術による運転操作量の予測
値を実績値と比較。 

 誤差率の絶対値を対象期間分平均化(MAPE)。 
 学習用データ、検証用データの各々について検証。 

MAPE: 
10%以内 

画像診断 
支援技術 

予測(認識) 
の信頼性 

認識率 
 対象微生物の画像を正しく認識した画像数の割合を

算出。 
認識率: 

80%以上 

技術全体 経済性 費用回収年 

 モデルケースを設定して導入コストおよび導入効果(コ
スト換算)を各々試算。 

 導入コストを回収可能な年数を費用回収年として算
出。 

費用回収年: 
7 年以下 

 
 

  

                                                   
* APE：Absolute percentage error。  
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３．本年度の研究内容 

本年度の FS 調査では、以下の 3 項目を実施した。このうち、｢全体効果の検討｣について

は、当該年度時点では暫定的な内容であることから来年度の報告書において総合的に整理す

ることとし、本稿では各要素技術に係る一連の検討結果のみを掲載する。 
 
 水処理制御支援技術に係る検討：計測データ収集、システム構築、検証。 

 画像診断支援技術に係る検討：画像データ収集、システム構築、検証。 

 全体効果の検討：ヒアリング調査、経済性評価。 

 

３．１   水処理制御支援技術に係る検討 2) 

（１）検討概要 

本年度は、下水処理場 1 箇所を対象に、図－５に示した一連の検討を行ない、ランダムフ

ォレストによる予測の条件（必要データ、モデル化条件等）を検討した上で予測の信頼性（予

測誤差）を検証した。予測対象とする運転条件としては、水処理機能への影響が大きく調整

頻度も高い曝気風量および余剰汚泥引抜量を選定した。 
 
 

 
 

図－５   水処理制御支援技術に係る検討の流れ  
 
 

（２）計測データ収集 

現有処理能力 44,000 m3/d の標準活性汚泥法の下水処理場を対象に、監視装置から 391 項

目×約 3 年分の計測データを収集した。このうち、欠損率が高い項目等を除外した 168 項目

×1hr ピッチ×3 年分（2015 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31 日）の計測データを抽出し以降の

検討に使用した。 
本抽出データのうち、始めの 2 年分（2015 年 4 月 1 日～2017 年 3 月 31 日）を｢学習用デ
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ータ｣、残り 1 年分（2017 年 4 月 1 日～2018 年 3 月 31 日）を｢検証用データ｣と位置付け、

各々、ランダムフォレストによるモデルの学習用および予測誤差の検証用に使用した（図－

６）。なお、次項で示す通り、｢学習用データ｣については、2 年分を上限として使用日数を様々

に変化させて学習を行なうことで必要データ量の検討を行なった。 
 
 

 
図－６   使用データの分割（学習用 /検証用）のイメージ 

 
 

（３）システム構築 

ランダムフォレストによる予測では、モデル生成（学習）に使用するデータの量およびモ

デル化の条件（パラメータ値等）のいずれもが予測性能に影響するはずである。そこで、図

－７に示す手順に従い、(a)学習用データの必要量（項目数、日数）、(b)モデル化条件（パラ

メータとして｢決定木本数｣、｢階層｣）を機械的に変化させた条件で各々学習を行ない、予測

誤差等を比較することで最適なモデル構築条件（学習条件）を絞り込んだ。 
 
 

 
 

図－７   水処理制御支援技術に係るシステム構築の手順 
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曝気風量と余剰汚泥引抜量を予測対象とする各ケースについて、上述のモデル構築条件を

変化させた範囲および結果を表－２に総括した。 
 
 
表－２   システム構築に係る各種条件の検討内容･結果の総括（水処理制御支援技術） 

区分 項目 検討範囲 
選定結果(検証時の設定値) 

曝気風量 余剰汚泥引抜量 

学習用 
データ 

データ項目数 1,2,3,5,10,20,50,100,168 20 項目 5 項目 

データ日数 30,60,90,180,365,731 731 日(2 年) 731 日(2 年) 

モデル化 
条件 

決定木本数 10,50,100,500 500 本 100 本 

階層 3,5,10,20 10 階層 5 階層 

 
 

①  学習用データ量の影響  

機械学習では一般に学習用データの質･量が予測等の性能に大きく影響するが、過剰に多量

にデータを与えると、演算時間が増大する上に、学習用データに特化したモデルが構築され

る｢過学習｣に陥る可能性があり、必ずしもデータ量と予測性能とが比例しない。そこで、学

習に使用するデータの項目数および日数を機械的に変化させ、予測誤差（MAPE 値等）に対

する影響度合いを確認した。  
まず、データ項目数について、学習用データ日数を 731 日（2 年）で固定した上で、収集

した全 168 項目を上限として 9 段階（1,2,3,5,10,20,50,100,168 項目）に変化させてモデル構

築を行ない、前述の検証用データ（1 年分）を使用して予測誤差（MAPE 値）を算出した。

ここで、データ項目はランダムに選定したものではなく、予備的に実施したモデル構築にお

いて重要度順位が高かったものから所要数を選定したものである。曝気風量を予測対象とし

た場合（図－８(a)）、データ項目数が 1～10 の範囲では項目数の増加につれて MAPE 値が減

少する傾向が明確に見られるが、項目数が 20 以上では MAPE 値が概ね一定となった。これ

より、以降の検討では、MAPE 値が最小となった項目数 20 を使用することとした。一方、余

剰汚泥引抜量を予測対象としたケース（図－８(b)）では、データ項目数が 5 で MAPE 値が最

小となり、項目数が 20 以上では MAPE の目標値である 10%を超過した。これより、以降の

検討では項目数を 5 に限定することとした。以上より、学習用データ項目数を過度に増加さ

せても予測誤差が改善しないばかりか増加することもあり、その閾値は予測対象により異な

り得ることを確認した。  
次いで、データ項目数を上記の値で固定した上で、学習用データの日数について、30～731

日の範囲で 6 段階（30,60,90,180,365,731 日）に変化させてモデル構築を行ない、上と同様

に MAPE 値への影響を確認した。なお、本検討では、曝気風量と余剰汚泥引抜量を予測する

各ケースで各々1hr ピッチ、1 日ピッチの計測データを使用しているため、データ日数の 1 日

分は、各項目について前者ではデータ 24 点分、後者では 1 点分に相当する。結果を図－９に

示すが、曝気風量と余剰汚泥引抜量の両者について、データ日数を増加させるほど MAPE 値
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が減少しており、その傾向は特に余剰汚泥引抜量において顕著である。これより、以降の検

討では、学習用データとして 731 日（2 年）分を使用することとした。 
 
 

 
(a) 予測対象 :曝気風量  

 
(b) 予測対象 :余剰汚泥引抜量  

 
図－８   学習用データ項目数を変化させた際の MAPE 値への影響 

 
 

 
(a) 予測対象 :曝気風量  

 
(b) 予測対象 :余剰汚泥引抜量  

 
図－９   学習用データ日数を変化させた際の MAPE 値への影響 

 
 

②  モデル化条件の影響 

ランダムフォレストのモデル構築において重要な条件として、決定木の本数（決定木本数）

および階層（階層数）の 2 点を選定し、各々を機械的に変化させて予測誤差への影響を確認

した（表－２参照）。ここで、｢決定木本数｣はランダムに作成する決定木の数を定義し、｢階

層｣は個々の決定木における分岐の階層数を定義するパラメータで、いずれも数値が大きいほ

ど演算時間が増加する。  
学習用データ量を前掲の結果で固定した上で、両パラメータ値を各々4 段階（決定木本数：

10,50,100,500、階層：3,5,10,20）に変化させた 16 条件でモデル構築を行ない、上と同様に

MAPE 値への影響を確認した（図－１０）。決定木本数の影響を見ると、曝気風量を予測する

ケースでは 50～500 本、余剰汚泥引抜量を予測するケースでは 10～100 本の範囲で MAPE
値は概ね同等であるが、前者では決定木本数が最小（10 本）の条件、後者では最大（500 本）

の条件で MAPE 値が高くなっており、必ずしも決定木本数を増加させることが予測誤差の低

減に繋がらない点、最適な決定木本数は予測対象により異なる点が確認できる。一方、決定

木の階層の影響はこれよりも顕著であるが、MAPE 値が最小となる階層数は、曝気風量を予

測するケースで 10 階層、余剰汚泥引抜量を予測するケースで 5 階層と、やはり予測対象によ
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り最適値が異なっている。 
以上より、決定木の本数と階層数の組合せとして、曝気風量を予測するケースで 500 本×

10 階層、余剰汚泥引抜量を予測するケースで 100 本×5 階層を選定した。 
なお、上記の検討では、検証用データ 1 年分の誤差率を平均化した MAPE 値を主たる指標

として予測誤差を判断したが、同技術の実際の運用では、予測誤差が平均的に小さい点だけ

でなく、予測誤差のばらつき（上振れ）が小さいことも重要である。本見地から、上述の二
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（４）検証 

以上の結果に基づく条件（表－２参照）にてモデル構築を行なった結果について、1 年分

の検証用データを使用して予測を行なった結果を図－１２、１３に示した。曝気風量と余剰

汚泥引抜量を予測するケース、いずれにおいても実績データ（当該処理場における運転実績）

に対して予測結果が概ねトレースできており、当該 1 年間の MAPE 値は各々4.20、8.09%と、

予測誤差の目標値（10%）を満足する予測精度が得られた。ここで、2 年分の学習用データに

おける MAPE 値は各々3.72、5.32%と検証用データよりもやや低い程度であり、各モデルが

著しい過学習には陥っていないことが確認された。 
ただし、曝気風量の予測における期間末端付近（2018 年 3 月）や余剰汚泥引抜量の予測に

おける実績値の急変時等、予測結果が十分に追随できない事例も見出された。例えば、曝気

風量の予測における 2018 年 3 月付近の事例は、2 年分の学習用データでは見られないほど曝

気風量の実績が引上げられた期間に相当し、これに対する追随性が十分でなかった点は、本

予測手法における自然な結果とも言える。このような極端な事例への対応については、引き

続き検討を行なう必要がある。 
 
 

 

 
 

図－１２   システム構築後の予測モデルによる曝気風量の予測結果の実績値との比較 
（検証用データ） 

JS技術開発年次報告書（平成30年度）

- 113 -



JS 技術開発年次報告書（平成 30 年度） 

 

 

 

 

 
図－１３   システム構築後の予測モデルによる余剰汚泥引抜量の予測結果の実績値との比較  

（検証用データ） 
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図－１３   システム構築後の予測モデルによる余剰汚泥引抜量の予測結果の実績値との比較  

（検証用データ） 
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３．２   画像診断支援技術に係る検討  

（１）検討概要 

本年度は、1 種類の微生物を対象に、図－１４に示した一連の検討を行なった。具体的に

は、下水処理場 1 箇所において定期的に活性汚泥の顕微鏡観察を行ない対象微生物の画像デ

ータを収集し、これを用いて必要画像枚数やモデル化条件（パラメータ値等）を検討した上

で画像認識の信頼性（認識率）を検証した。 
対象とする微生物としては、活性汚泥中に広く見られる Rotaria 属*を選定した（図－１５）。

Rotaria 属は、袋形動物門輪虫綱に分類される微小後生動物で、活性汚泥法においては比較的

低負荷で処理水質が良好な状態から解体気味の条件で出現するとされる 3)。体長が最大 500 
μm 程度と比較的大きく顕微鏡観察による同定が容易である一方で、ほふく等の動きにより形

態が大きく変化するため、AI による画像認識の精度を検証するのに適した微生物種と言える。 
 
 

 
 

図－１４   画像診断支援技術に係る検討の流れ  
 
 

 
 

図－１５   Rotaria 属の顕微鏡画像の例 
 
 

                                                   
* Rotaria 属と形態的に類似した微生物に Philodina 属があるが、両者は活性汚泥法における出現環境や指標

性が概ね同等であることから、本検討では両微生物を区別していない。すなわち、本稿における｢Rotaria 属｣

は、正確には｢Rotaria 属および Philodina 属｣である。  
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（２）画像データ蓄積 

標準活性汚泥法の下水処理場 1 箇所（現有処理能力：49,700 m3/d）において、定期的に反

応タンクの活性汚泥の顕微鏡観察を行ない、Rotaria 属の画像データを収集した。主として平

成 30 年 10 月～平成 31 年 1 月の期間に 100 枚 /週程度の画像を収集した結果、約 1,100 枚の

画像が蓄積されたが、このうち 100 枚を検証用データ、残りを学習用データとして使用した。 
 
 

（３）システム構築 

前掲の水処理制御支援技術と同様に、ディープラーニングによる画像認識においても、学

習用データの質･量およびモデル化条件（パラメータ値等）の両者が認識精度に影響する。そ

こで、図－１６に示す手順に従い所要の画像枚数や最適パラメータ値に係る検討を行なった。 
 
 

 
 

図－１６   画像診断支援技術に係るシステム構築の手順 
 

 

①  学習用画像枚数等の検討  

当初、顕微鏡観察における視野の周囲が黒一色の画像データを学習用として使用したとこ

ろ、Rotaria 属を一切認識できない結果となった。そこで、Rotaria 属を含む明視野部分をト

リミングした画像を使用したところ認識が可能になったことから、これを必須の画像前処理

と位置付け、2,272×1,704 pixel の元画像データに対して 640×480 pixel の領域を切出して

使用することとした。 
次いで、学習用データとして必要な画像枚数を確認するために、モデル化の各種条件を当

初値で固定した上で、学習用画像データを 100～1,000 枚の範囲で変化させて認識率（検証用

データ 100 枚による）を確認したところ（図－１７(a)）、画像枚数 300 枚において認識率が

74%で頭打ちとなり、これより枚数を増加させても目標値である 80%には至らなかったため、

後述するパラメータ値等の調整が必要と判断した。 
パラメータ値等の調整後に改めて学習用画像枚数の影響を確認した結果を図－１７ (b)に
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示すが、200 枚で認識率が 85%を超え、300～1,000 枚では認識率が概ね 90%で一定となった。  
 
 

 
(a) パラメータ値等調整前  

 
(b) パラメータ値等調整後  

 
図－１７   学習用画像データ枚数を変化させた際の認識率への影響 

 
 

②  モデル化条件の影響 

前述の通り Rotaria 属の画像認識率を向上させるために、学習用画像データ数を 300 枚で

固定した上で、モデル化の各種パラメータ値等を機械的に変化させた条件て学習させ、検証

用画像 100 枚に対する認識率を確認した。画像認識手法である YOLO の二つのバージョン

（YOLOv1、YOLOv2）の比較も含めて各種モデル化条件の組合せを検討した結果、表－３に

示した条件にて認識率が最大の 90%となった。  
 
 

表－３   モデル化に係る各種条件の検討結果の総括（画像診断支援技術） 

項目 パラメータ値等 備考 

画像認識手法 YOLOv2 YOLO のバージョン。 

アンカー数 1 1 画像における認識用領域の設置数。 

学習回数 100 学習の実施回数。 

バッチ数 8 学習 1 回当り使用画像数。 

※学習用画像数:300 枚、検証用画像数:100 枚、画像サイズ:448×448pixel の条件において 
認識率が最大となった条件の組合せを提示。 

 
 

（４）検証 

上述の通り、表－３に示したモデル化条件において、検証用画像データ 100 枚に対する認

識率が 90%となり、目標値である｢80%以上｣を達成した。なお、ここで構築されたモデルに

対して学習用データを入力すると、認識率は 100%となる。 
本検討で見出した所要の学習用画像データ数やモデル化条件は、Rotaria 属を対象に見出

されたものである。今後、他の微生物を対象に同様の検討･検証を行ない、汎用的なモデル構
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築手法を見出す必要がある。  
 
 

４．まとめ 

国土交通省の B-DASH プロジェクト（FS 調査）において、｢AI を活用した下水処理運転

管理支援技術｣の二つの要素技術（水処理制御支援技術、画像診断支援技術）の予測手法（モ

デル構築方法）を検討した上で、予測精度を検証した。主たる成果は以下の通りである。 
 

 水処理制御支援技術：下水処理場 1 箇所の計測データを対象に、ランダムフォレストに

より曝気風量および余剰汚泥引抜量を予測するモデルを構築した結果、1 年間の平均的

な予測誤差率（MAPE 値）が各々4.20、8.09%と、いずれも目標値（10%以内）を満足

する予測精度が得られた。また、モデル構築のための学習用データの所要項目数やモデ

ル化条件（決定木の本数および階層数）については、予測対象に応じて個別に最適化す

る必要があることが明確となった。 

 画像診断支援技術：微小後生動物 Rotaria 属を対象に、顕微鏡観察の画像データからデ

ィープラーニングにより認識を行なう手法を検討した結果、300 枚の画像データを用い

て学習（モデル構築）を行なうことにより、認識率として 90%が得られ、目標値（80%
以上）を満足する認識精度が得られた。 

 
本 FS 調査は令和元年度も継続して実施している。水処理制御支援技術については、他の

下水処理場の計測データを検討対象に加え予測の手法や精度の汎用性を検証すると共に、予

測の追随性が低下する条件やその対応方法、本技術のオンラインでの運用方法等、実運用に

向けた検討を進める。画像診断支援技術についても、他の微生物種を検討対象に加え微生物

種に応じたモデル構築手法の検討を進めると共に、認識した微生物の自動計数手法について

も検討を行なう。更に、地方公共団体におけるニーズ調査等を実施し、本技術の普及可能性

や経済性の検討も進める。 
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 水処理制御支援技術：下水処理場 1 箇所の計測データを対象に、ランダムフォレストに

より曝気風量および余剰汚泥引抜量を予測するモデルを構築した結果、1 年間の平均的

な予測誤差率（MAPE 値）が各々4.20、8.09%と、いずれも目標値（10%以内）を満足

する予測精度が得られた。また、モデル構築のための学習用データの所要項目数やモデ

ル化条件（決定木の本数および階層数）については、予測対象に応じて個別に最適化す

る必要があることが明確となった。 

 画像診断支援技術：微小後生動物 Rotaria 属を対象に、顕微鏡観察の画像データからデ

ィープラーニングにより認識を行なう手法を検討した結果、300 枚の画像データを用い

て学習（モデル構築）を行なうことにより、認識率として 90%が得られ、目標値（80%
以上）を満足する認識精度が得られた。 

 
本 FS 調査は令和元年度も継続して実施している。水処理制御支援技術については、他の

下水処理場の計測データを検討対象に加え予測の手法や精度の汎用性を検証すると共に、予

測の追随性が低下する条件やその対応方法、本技術のオンラインでの運用方法等、実運用に

向けた検討を進める。画像診断支援技術についても、他の微生物種を検討対象に加え微生物

種に応じたモデル構築手法の検討を進めると共に、認識した微生物の自動計数手法について

も検討を行なう。更に、地方公共団体におけるニーズ調査等を実施し、本技術の普及可能性

や経済性の検討も進める。 
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１．はじめに 

第 4 次社会資本整備重点計画において、下水汚泥エネルギー化率は、平成 32 年に約 30%と

する目標が設定されているが、平成 29 年度末時点で約 22%にとどまっている。代表的なエネ

ルギー化技術である消化技術は、導入にあたって大容量の槽を建設する必要があるため初期投

資（建設費）が大きい。また、バイオガス利活用技術のひとつとして、これまでに研究実績の

ある水素製造・供給技術は、機器点数の多さから維持管理が煩雑化するほか、有資格者の選任

や法定点検が必要であり、維持管理の負担が重い。そのため、人員・財政に余裕がない中小規

模自治体が有する下水処理場での採用が進んでいない。 
以上の背景を踏まえ、本研究は、槽容量の大幅削減によって初期投資の削減が可能な消化技

術及び従来技術よりシンプルな機器構成とすること等により維持管理を容易にした｢高濃度消

化・省エネ型バイオガス精製による効率的エネルギー利活用技術」（以下、「実証技術」という）

を実証し、国内下水処理場での汚泥消化・バイオガス利活用設備の普及を促進し、下水汚泥エ

ネルギーの利用促進に貢献することを目的とした。なお本研究は、平成 30 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）として採択された。これに基づき、平

成 30 年度に国土交通省国土技術政策総合研究所の委託研究として、「神鋼環境ソリューショ

ン・日本下水道事業団・富士市共同研究体」が実施したものである。本報では、高濃度消化技

術の技術概要と立上げ運転結果を中心に報告する。 
 

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 

｢高濃度消化・省エネ型バイオガス精製による効率的エネルギー利活用技術」は、図－1 に示

す①消化槽投入汚泥を高濃度に濃縮することにより消化槽容量をコンパクト化する｢高濃度消

化技術」、②従来技術よりも低動力でバイオガス由来の高純度メタンを製造可能とする省エネ型

バイオガス精製技術、③燃料電池自動車の初期需要を考慮した小規模水素製造・供給技術、④

余剰水素を消化槽に返送しメタン生成菌によりメタンを再生成させる高濃度メタン生成技術を

組み合わせている。これらの技術により、効率的なエネルギー利活用技術の実証を目的とした。  
 

（２）評価項目および目標値  

本研究では、表－１に示す評価項目を掲げ、各々について目標値を設定した。 
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１．はじめに 

第 4 次社会資本整備重点計画において、下水汚泥エネルギー化率は、平成 32 年に約 30%と

する目標が設定されているが、平成 29 年度末時点で約 22%にとどまっている。代表的なエネ

ルギー化技術である消化技術は、導入にあたって大容量の槽を建設する必要があるため初期投

資（建設費）が大きい。また、バイオガス利活用技術のひとつとして、これまでに研究実績の

ある水素製造・供給技術は、機器点数の多さから維持管理が煩雑化するほか、有資格者の選任

や法定点検が必要であり、維持管理の負担が重い。そのため、人員・財政に余裕がない中小規

模自治体が有する下水処理場での採用が進んでいない。 
以上の背景を踏まえ、本研究は、槽容量の大幅削減によって初期投資の削減が可能な消化技

術及び従来技術よりシンプルな機器構成とすること等により維持管理を容易にした｢高濃度消

化・省エネ型バイオガス精製による効率的エネルギー利活用技術」（以下、「実証技術」という）

を実証し、国内下水処理場での汚泥消化・バイオガス利活用設備の普及を促進し、下水汚泥エ

ネルギーの利用促進に貢献することを目的とした。なお本研究は、平成 30 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）として採択された。これに基づき、平

成 30 年度に国土交通省国土技術政策総合研究所の委託研究として、「神鋼環境ソリューショ

ン・日本下水道事業団・富士市共同研究体」が実施したものである。本報では、高濃度消化技

術の技術概要と立上げ運転結果を中心に報告する。 
 

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 

｢高濃度消化・省エネ型バイオガス精製による効率的エネルギー利活用技術」は、図－1 に示

す①消化槽投入汚泥を高濃度に濃縮することにより消化槽容量をコンパクト化する｢高濃度消

化技術」、②従来技術よりも低動力でバイオガス由来の高純度メタンを製造可能とする省エネ型

バイオガス精製技術、③燃料電池自動車の初期需要を考慮した小規模水素製造・供給技術、④

余剰水素を消化槽に返送しメタン生成菌によりメタンを再生成させる高濃度メタン生成技術を

組み合わせている。これらの技術により、効率的なエネルギー利活用技術の実証を目的とした。  
 

（２）評価項目および目標値  

本研究では、表－１に示す評価項目を掲げ、各々について目標値を設定した。 

 

 

 高濃度消化技術：消化槽へ供給される原料汚泥と濃縮機へ返送される一部の消化汚泥（以下、

返送消化汚泥という）を混合して濃縮することでアンモニア性窒素 NH4-N を濃縮分離液に

溶解させて除去し、一定の NH4-N 濃度（1,500～2,000mg/L）に維持することで、従来と同

等の消化性能、脱水性の維持が可能となる。本研究では、高濃度濃縮設備の安定性および、

高濃度消化槽における消化性能、撹拌性能及び既設脱水機における脱水性能を確認すること

により、高濃度消化技術の安定性を検証する。  

 省エネ型バイオガス精製技術：シンプルな機器構成で効率的にバイオガスから不純物の除去

を目標とする。本研究では、従来の運転圧力を約 0.9MPa とした高圧水吸収法による水素前

処理技術よりも運転圧力を低下させることで消費電力を低減を目指す。実証技術の直接的な

導入効果であるバイオガス精製の消費電力の削減効果について、消費電力 30%減（従来技術

水素前処理との比較）を目標とした。以上より、バイオガス精製装置における不純物除去性

能、消費電力を確認することで、精製性能、低動力性を検証する。 

 小規模水素製造・供給技術：燃料電池自動車の新規需要創出を考慮した小規模設備とするこ

とで、有資格者の確保及び法定点検が不要となり、従来よりも少ない負担で水素製造・供給

設備の導入が可能とすることを目標とする。実証技術の導入による水素製造・供給装置にお

ける水素製造能力、水素品質、燃料電池自動車への充填性能を確認することにより、システ

ムの安定性を検証する。  

 高濃度メタン生成技術：余剰水素を有効活用するため消化槽に返送し、水素資化性メタン生

成菌の働きによりメタンを再生成することを目標とする。本検証では、高濃度消化槽から独

立させて実験を行うため、別途設置した水素吹込み用の水素混合槽（5m3）へ高濃度消化槽

から汚泥を供給したうえで余剰水素を吹き込み、消化性能は高濃度消化槽と同等以上を維持

しながら、バイオガス中のメタン濃度を 5 ポイント上昇することを目標とする。 

以上を踏まえて、総費用（年価換算値）、エネルギー収支、温室効果ガス排出量を確認し、費

用、省エネおよび CO2 の各項目における効果を検証する。 

 
図－１  実証技術の基本的な処理フロー
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 表－１   実証研究における評価項目･評価指標および目標値 
技術 評価項目 評価指標 実証方法 目標値 

高濃度消化 

高濃度濃縮 
の安定性 

濃縮性能 濃縮汚泥濃度を確認 

原料汚泥と返送消化汚泥の混

合汚泥を TS=6%（原料汚泥

TS=8%相当）以上に濃縮できる

こと 

NH4-N 
分離性能 

高濃度濃縮汚泥の

NH4-N を確認 

消化槽内 NH4-N を 1,500～

2,000mg/L 程度に調整できる

こと 

高濃度消化 
の安定性 

消化性能 高濃度消化槽

（1,000m3）で確認 
VS 分解率 50%以上、ガス発生

量 500Nm3/t-投入 VS 以上 

撹拌性能 トレーサー試験、流速

測定 従来技術と同等以上 

脱水性能 脱水汚泥の含水率測定 含水率 79%以下（2 液薬注） 

省エネ型 
バイオガス 

精製 

精製性能 不純物除去 
性能 

実証設備精製ガスに含

まれる濃度を確認 
硫化水素 0.1ppm 以下 
シロキサン 1mg/Nm3 以下  

低動力性 消費電力 実証設備における消費

電力を確認 
消費電力 30%減（従来技術水素

前処理との比較） 

小規模水素 
製造・供給 

システムの

安定性 

水素製造 
能力 

バイオガス精製設備

（100Nm3/h）で確認 
0.5Nm3-精製ガス /Nm3-水素以

下  

水素品質 水素製造設備で確認 燃料電池車燃料品質規格を満

たすこと（水素 99.97%以上等） 

充填性能 水素供給設備で確認 圧縮水素充填技術基準を満た

すこと 

高濃度メタ

ン生成 
消化槽への 
水素吹込み 

バイオガス 
メタン濃度 

高濃度消化槽から分岐

した水素混合槽

（5m3）へ水素吹込み 

バイオガスメタン濃度 5 ポイン

ト上昇（例：60%→65％） 

消化性能 消化率、ガス発生量を

高濃度消化槽と比較  高濃度消化槽と同等以上  

全体の効果 
（FS 等） 

費用 総費用（年

価換算値） 積み上げ計算 従来技術より縮減 

省エネ エネルギー 
収支 積み上げ計算 

算定範囲でのエネルギー自立  
従来技術よりエネルギー収支

増加 

省 CO2 温室効果 
ガス排出量 積み上げ計算 従来技術より削減 
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能力 

バイオガス精製設備

（100Nm3/h）で確認 
0.5Nm3-精製ガス /Nm3-水素以
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水素品質 水素製造設備で確認 燃料電池車燃料品質規格を満

たすこと（水素 99.97%以上等） 

充填性能 水素供給設備で確認 圧縮水素充填技術基準を満た

すこと 

高濃度メタ

ン生成 
消化槽への 
水素吹込み 

バイオガス 
メタン濃度 

高濃度消化槽から分岐

した水素混合槽

（5m3）へ水素吹込み 

バイオガスメタン濃度 5 ポイン

ト上昇（例：60%→65％） 

消化性能 消化率、ガス発生量を

高濃度消化槽と比較  高濃度消化槽と同等以上  
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省エネ エネルギー 
収支 積み上げ計算 

算定範囲でのエネルギー自立  
従来技術よりエネルギー収支

増加 

省 CO2 温室効果 
ガス排出量 積み上げ計算 従来技術より削減 

  

 

 

２．２   実証技術 

（１）技術の概要 

本研究で対象とする｢高濃度消化・省エネ型バイオガス精製による効率的エネルギー利活用

技術｣の基本的な処理フローおよび高濃度消化設備フローを図－２および図－３に示した。実証

技術の設備構成は、高濃度消化技術（高濃度濃縮装置、高濃度消化槽）、省エネ型バイオガス精

製技術（バイオガス精製装置、中圧ガスホルダ）、小規模水素製造・供給技術（図－４および図

－５に示す水素製造装置、水素供給装置）、高濃度メタン生成技術により構成されていることで

ある。各構成技術の概要は下記のとおりである。 

図－２  実証技術の基本的な処理フロー 

図－３  実証設備・高濃度消化設備フロー  
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図－４  水素製造装置           図－５  水素供給装置 

（２）技術の解説 
今回研究を行った実証技術の各構成技術の特徴を以下に詳述する。 

 

①高濃度消化技術 

高濃度消化技術は、消化槽へ投入する汚泥の高濃度化により、消化槽内を従来の 2 倍以上の

汚泥濃度（TS）にするとともに、消化槽内の NH4-N の濃度調整により、遊離アンモニアによ

る消化阻害を防止することで、従来消化と同等の消化性能を維持しつつ消化槽容量を削減可能

な技術である。投入汚泥には、初沈汚泥および余剰汚泥に加えて、消化槽内の NH4-N 濃度調

整を目的として、返送消化汚泥を混合する。消化槽内の NH4-N の濃度を指標として高濃度濃

縮装置へ返送する消化汚泥量を操作することで、高濃度消化槽内の NH4-N 濃度調整が可能と

なる。本研究では、メタン発酵への阻害が懸念される消化槽内の NH4-N の濃度 1,500～
2,000mg/L 程度以下とすることを目標とした。  

 
 高濃度濃縮：高濃度濃縮装置である非圧入スクリュー濃縮機によって、TS=6～7%程度（原

料汚泥と返送消化汚泥の一部を消化槽投入汚泥 TS=8%相当まで濃縮し、TS=4～5％の返送

消化汚泥と混合し供給）に濃縮を行う（図－６）。原料汚泥と返送消化汚泥の混合汚泥を反

応槽（凝集混和槽）に投入し、高分子凝集剤の添加を行う。混合に適した強撹拌と、フロッ

ク形成に適した弱撹拌の 2 段階の撹拌で良好なフロックを形成させ、非圧入式スクリュー濃

縮機に供給する。非圧入式のため、フロック強度が変動しても、緩やかにろ過・圧密が進行

し、徐々に汚泥濃度を高めるため、汚泥性状・混合比率が変動しても安定した濃縮性能が得

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－６  高濃度濃縮装置  

原料汚泥 

(TS＝8％相当 ) 

(TS＝4～5％ ) 
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図－６  高濃度濃縮装置  

原料汚泥 

(TS＝8％相当 ) 

(TS＝4～5％ ) 

（非圧入式スクリュー） 

 

 

 高濃度消化：高濃度化および上述した消化槽内 NH4-N 濃度調整（1,500～2,000mg/L 程度）

と消化温度を中温消化域の上限に近い 40℃程度とすることによって加水分解が促進され

ることで、消化日数を従来 20 日程度から 15 日とする。これらにより、消化槽容量を従来

の 1/3 程度に削減した鋼板製の高濃度消化槽では、従来消化技術と同等の消化性能、脱水

性を実現する。また、消化槽を鋼板製とすることで、建設費の低減及び工事期間の大幅な

短縮が可能となる。さらに、高濃度仕様のインペラ式撹拌機、槽内汚泥温度センサを備え

ており、鋼板製の特徴を活かした堆積物測定、槽内流速測定が可能である。 

図－７  高濃度消化技術フロー 

②省エネ型バイオガス精製技術 

高圧水吸収法を原理とし、加圧条件下における消化ガス中成分の水への溶解度の違いを利用

してバイオガスを精製する（図－８）。不純物の一括除去及びメタン濃度 95%以上への精製を

シンプルな機器構成で実現することにより、バイオガスの多面的な利用を可能とする。従来、

吸収塔圧力を 0.9MPa とし、メタン濃度 97%以上の精製ガスを得ていたが、省エネ型バイオガ

ス精製装置では、消費電力を低減するため、水素製造装置で求められるメタン濃度 95%を維持

できる吸収塔圧力 0.7MPa まで低下させた。圧力低下によりシロキサン除去率低下が懸念され

るため、除湿器でのシロキサン吸着能力を向上させた。 

図－８  省エネ型バイオガス精製技術フロー  
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③小規模水素製造・供給技術 

省エネ型バイオガス精製技術で生成されたメタンを主成分とするバイオガスを原料として、

水素製造装置によって水素製造が可能となる。水素製造装置は、水蒸気改質法を採用する（図

－９）。省エネ型バイオガス精製装置で精製ガスメタン濃度を 95%以上とし、かつ、バイオガ

スに含まれる不純物を除去しているため、水素製造用前処理装置を不要にできるほか、安定運

転実績を有し、パッケージ化された都市ガス原料向けの水素製造装置を適用することができる。 
水素供給装置は、燃料電池自動車の初期需要を考慮した規模である、30Nm3/日未満としている。

これにより高圧ガス保安法に定める有資格者の確保及び法定点検が不要となり、従来に比べ、

維持管理の負担、費用を削減できる。1 日当たり燃料電池自動車 1～2 台程度へ充填可能（充填

圧力 35MPa 以下）、1 台当たりの充填時間は 5 分程度である。水素供給装置の概念図を以下に

示す（図－１０）水素充填技術基準に準拠しており、自動車会社の要求する方法での水素充填

が可能である。 
 

 

図－９  水素製造装置 

 

 

図－１０  水素供給装置  

バイオガス
精製装置

原料
圧縮機

FI

排ガス
(H2O, CO2等)

純水装置上水

改質器

脱硫器

CO変成器

オフガスタンク

PSA

CO計

水素製造装置
パッケージ

精製バイオガス
CH4＞95％

改質ガス
（H2, CO等）

変成ガス
（H2, CO2等）

製品ガス
H2＞99.97％

オフガス
（H2, CO2等）

空気

純水 冷却水

（200～300℃）

（700～800℃） （200～300℃）

FI

JS技術開発年次報告書（平成30年度）

- 126 -



 

 

③小規模水素製造・供給技術 

省エネ型バイオガス精製技術で生成されたメタンを主成分とするバイオガスを原料として、

水素製造装置によって水素製造が可能となる。水素製造装置は、水蒸気改質法を採用する（図

－９）。省エネ型バイオガス精製装置で精製ガスメタン濃度を 95%以上とし、かつ、バイオガ

スに含まれる不純物を除去しているため、水素製造用前処理装置を不要にできるほか、安定運

転実績を有し、パッケージ化された都市ガス原料向けの水素製造装置を適用することができる。 
水素供給装置は、燃料電池自動車の初期需要を考慮した規模である、30Nm3/日未満としている。

これにより高圧ガス保安法に定める有資格者の確保及び法定点検が不要となり、従来に比べ、

維持管理の負担、費用を削減できる。1 日当たり燃料電池自動車 1～2 台程度へ充填可能（充填

圧力 35MPa 以下）、1 台当たりの充填時間は 5 分程度である。水素供給装置の概念図を以下に

示す（図－１０）水素充填技術基準に準拠しており、自動車会社の要求する方法での水素充填

が可能である。 
 

 

図－９  水素製造装置 

 

 

図－１０  水素供給装置  

バイオガス
精製装置

原料
圧縮機

FI

排ガス
(H2O, CO2等)

純水装置上水

改質器

脱硫器

CO変成器

オフガスタンク

PSA

CO計

水素製造装置
パッケージ

精製バイオガス
CH4＞95％

改質ガス
（H2, CO等）

変成ガス
（H2, CO2等）

製品ガス
H2＞99.97％

オフガス
（H2, CO2等）

空気

純水 冷却水

（200～300℃）

（700～800℃） （200～300℃）

FI

 

 

④高濃度メタン生成技術 

消化槽に水素を吹き込むと、消化槽内に存在する水素資化性メタン生成菌の働きにより、消

化槽内に存在する CO2 からメタンが生成され、メタン濃度の高いバイオガスを得ることができ

る（図－１１）。余剰水素を利用することにより、水素製造装置の発停回数を低減し、装置の劣

化を防止することができる。また、バイオガスのメタン濃度が上昇することにより、バイオガ

ス精製装置の動力低減への寄与が期待される。消化槽への水素の吹き込みを基本とするが、高

濃度消化槽から独立させた水素吹込み用の水素混合槽を別途設置した場合でも、メタン濃度の

高いバイオガスを得ることが可能である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図－１１ 消化槽への水素吹込みによるメタン生成反応 

 

２．３   実証施設 

（１）実証フィールド 

本研究では、富士市東部浄化センターを実証フィールドとし、当該フィールドに実規模の実

証設備を設置して本研究を実施した。本センターは平成 2 年に供用を開始した中規模の下水処

理場（分流式）で、現有処理能力（日最大）55,800m3/d（処理人口約 100 千人）を有している。

水処理方法として標準活性汚泥法が使用されており、水処理施設で発生する初沈汚泥および余

剰汚泥は、濃縮後に脱水され、脱水ケーキとして場外搬出（焼却・再生利用）されている。  
 

（２）実証施設の仕様 

日最大 5.3t-DS/d の汚泥を処理できる規模とした。これは実証施設における発生汚泥を全量

処理可能な規模である。表－２に実証設備における主要な設備の仕様を示すとともに、実証施

設全景を図－１３に示した。   
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表－２   実証設備主仕様  
実証設備 容量・能力 主仕様 
1）  高濃度濃縮設備 350kg-DS/h×2 基 非圧入スクリュー濃縮機  
2）  高濃度消化設備 有効容積 1,000m3 鋼板製、インペラ式撹拌機 

3）  バイオガス精製設備  100Nm3/h 高圧水吸収法 

4）  水素製造・供給設備  29.75Nm3/d 水蒸気改質法、充填圧力：35MPa 

5）  高濃度メタン生成設備 有効容積 5m3 水素混合槽（水素吹込用消化槽） 
 

高濃度メタン生成設備の検証は、高濃度消化槽から独立させて実験を行うため、水素吹込み

用の水素混合槽（5m3）を別途設置、高濃度消化槽から汚泥を供給し、実証を行う（図－１２）。 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１２  水素混合槽フロー 

 

図－１３  実証施設全景 
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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およ

び評価が可能な項目の実証を行った。加えて、実証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、高濃度消化設備の水負荷におけるデータおよび数値流体解析から、それぞれ

目標の達成が見込まれる結果が得られた高濃度消化の性能確認運転の結果を掲載する。今年度

の成果概要を表－３に示す。なお、省エネ型バイオガス精製および小規模水素製造・供給技術

については、表への記載は省略しているが、機器単体での動作確認を実施した。 
 

表－３   本年度の成果概要 
技術  評価項目  評価指標  目標値  評価（H31 年 2 月末時点）  

高濃度消化 

高濃度濃縮  
の安定性  

濃縮性能  

原料汚泥と返送消化汚泥

の混合汚泥を TS=6%（原

料汚泥 TS=8%相当）以上

に濃縮できること  

TS=6%以上に濃縮可能であるこ

とを確認  
※消化槽立上中の初期データ（返

送消化汚泥 TS 低濃度）  

NH4-N 
分離性能  

消化槽内 NH4-N を 1,500
～2,000mg/L 程度に調整

できること  

NH4-N 分離が可能であることを

確認  
※消化槽立上中の初期データ（返

送消化汚泥 TS、NH4-N 低濃度）  

高濃度消化  
の安定性  

消化性能  
VS 分解率 50%以上、ガ

ス発生量 500m3/t-投入

VS 以上  

ラボ試験で決定した立上方法にて

順調に立上中（H31 年 2 月末時点

で負荷率約 30%）。  

撹拌性能  従来技術と同等以上  
数値流動解析（水負荷、定格負荷）

と水負荷流速データから定格負荷

での撹拌が可能と推定  

脱水性能  含水率 79%以下  
（2 液薬注）  

消化汚泥性状が定常状態でないた

め次年度評価予定  

高濃度メタ

ン生成 
消化槽への  
水素吹込み  

バイオガス  
メタン濃度  

バイオガスメタン濃度  
5 ポイント上昇  ラボ試験でメタン濃度上昇を確認  

消化性能  実証消化槽と同等以上  一定の吹込み速度以上で阻害の可

能性を確認（次年度 5m3 槽で確認） 
 
実証施設は設置を完了しており、上流側の設備から動作確認完了後、順次立上げている。高

濃度消化槽への原料汚泥投入は 2 月上旬に開始以降、負荷を上昇させた。今年度の実証で得ら

れた各項目の結果を示す。 

（１）高濃度濃縮の安定性 

高濃度濃縮装置における供給汚泥と濃縮汚泥の TS 濃度および固形物処理量の推移を図－１

４に示す。高濃度濃縮装置は 1 日当たり 8.4t の固形物処理が可能であるが、平成 31 年 2 月 1
日に種汚泥受入を完了後、原料汚泥投入を開始した 2 月 5 日の固形物処理量は 0.23t/d とし、

その後段階的に固形物処理量を増加させ、2 月 28 日は 2.3t/d であった。図－１４に示す TS の

値は、高濃度濃縮装置での処理負荷が定格負荷の約 15％と小さいときの値ではあるが、設計目

標とした TS=6%以上に濃縮可能であることを確認した。 
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図－１４  高濃度濃縮前後の TS および固形物処理量の推移（現場測定値） 

（２）NH4-N 分離性能 

初期データとして、低濃度域における NH4-N 分離性能を確認した。初期条件下では、図－

１５に示すように、高濃度濃縮における NH4-N の収支から、供給汚泥中の NH4-N の一部は分

離液として分離されることを確認した。 

  

図－１５  高濃度濃縮における NH4-N 収支 

 

（３）高濃度消化の安定性 

高濃度消化の立上げについては、実規模実証に先立ち、ラボ試験としてジャーファーメンタ

ー（発酵容積 4L）による連続試験を実施した。試験方法としては、容器有効容積の半分まで種

汚泥（富士市西部浄化センター消化汚泥）を投入後、残り半分に水を投入し、希釈した状態か

ら原料汚泥（実証フィールド汚泥）投入を開始し、立上げ開始から約 50 日で 100％負荷（原

料汚泥 TS=8％、HRT=15 日）に到達することを確認している（図－１６参照。種汚泥受入れ

後、約 50 日で定格負荷へ到達）。 
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実証においても、消化汚泥約 500m3 を種汚泥として、消化槽内を 40℃に保ち、平成 31 年 2
月 5 日より汚泥の濃縮、高濃度消化槽への汚泥投入を開始し、段階的に汚泥投入量を増加させ、

平成 31 年 2 月末時点では、消化槽 VS 負荷率は約 30%となり、ラボ試験と同様の立上げが実

施されている。立上げ初期データとして、高濃度濃縮装置における濃縮汚泥の TS、分離液に

おける NH4-N 濃度、および高濃度消化槽での有機物比率（VS/TS）、TS、pH、NH4-N 濃度、

揮発性脂肪酸（VFA）濃度の測定を行った。消化汚泥 pH は 7 前後での推移が確認された。ま

た、2 月末時点での消化槽負荷率は約 30%であった。 

 

 

 

図－１６  ラボ試験での高濃度消化立上げ結果 

 

  

図－１７  原料汚泥（初沈、余剰）及び消化汚泥 VS/TS 

 

※TS 量、VS 量算出に用いた各汚泥 TS、VS 濃度は週 1 回の公定分析値を使用し、採取日から 1 週間は同じ値とした。 

 

高濃度消化槽の立上げについては、消化状況把握のために消化汚泥の TS および pH を毎日

測定し、その他の項目については、定期的に測定した。図－１８に消化汚泥の各分析値の推移

を示す。消化汚泥 TS は投入汚泥量の増加に伴い、投入開始時から 2 月末時点で約 2 倍に上昇
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しており、pH は一時 7 以下となったが投入汚泥量を減少させたところ下げ止まり、その後は

7.2 程度で安定した。また、NH4-N は前述した高濃度濃縮装置での分離効果により、TS と比

べて上昇率を抑えられた。その他、消化汚泥の VS/TS 比の急激な上昇はなく（図－１７）、VFA
は立上げ開始の翌週に一時上昇したが、その翌週には 100mg/L 以下に低下しており、蓄積は認

められなかった。  
以上により、2 月末までの高濃度消化槽の立上げについては、順調に進捗したことを確認し

た。 

 

  

図－１８  消化汚泥 TS、pH、NH4-N、VFA 
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（４）高濃度消化槽の撹拌性能 

水を使用した負荷条件において、消化槽内の堆積物測定、流速測定及びトレーサー試験を実

施した。 
 

 堆積物測定：消化槽底部から 0.35m の位置の対角線上の 2 か所に超音波探触子を設置し、

超音波が発信側から受信側に到達する時間を測定したところ、水中の理論伝搬時間（7800
μs）と一致した（図－１９）。堆積物がない状態を正確に把握できることが明らかとなっ

た。 

 

図－１９  堆積物測定（水負荷） 

 流速測定：流速センサを消化槽の底部から 1m の位置で内部へ 0.5m 挿入し、流速測定を

実施したところ、撹拌回転数が 8.2min-1 の条件下で約 21cm/s であった（図－２０）。この

結果は、水負荷における数値流動解析を実施した結果得られた 20～30cm/s（表－４）と同

等であった。高濃度消化汚泥による負荷条件で数値流動解析を行った結果（表－５）、流速

3cm/s 以上の領域が底面から 50cm 上の水平断面で 80％以上となる結果より堆積物の蓄積抑制
が可能と考えられる。これらを踏まえ、汚泥を投入した場合の定格負荷条件においても、数値流

動解析結果に示されるような、良好な撹拌が可能と考えられる。 

 

図－２０  流速測定（水負荷）  
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表－４   数値流動解析結果（水負荷） 

条
件 

流体 水  
消化槽容量（m3） 1000 

撹拌機回転数（min-1）  8.2  

解
析
結
果 

 

 
鉛直断面 

実測ポイントにおける 
平均流速（cm/s） 

20～30cm/s 程度 
（実測値 21.4cm/s と同等） 

 

 

表－５   数値流動解析結果（定格負荷） 

条
件 

流体 高濃度消化汚泥 
消化槽容量（m3） 1000 

撹拌機回転数（min-1）  8.2  

解
析
結
果 

 
 

鉛直断面 

流速（cm/s） 

①流速 3cm/s 以上の領域が底面から 50cm 上の水平 
断面で 80％以上⇒堆積物の蓄積抑制可能と評価  

②液面の平均流速 7.7cm/s 
⇒撹拌軸まわりに滞留域なく、液面へのスカム蓄積 
抑制可能と評価 
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（５）高濃度メタン生成技術 

今年度の実証では、消化性能の確認のため、消化汚泥固形分濃度等を測定した。また、高濃

度消化槽における水素資化性メタン菌の挙動及び保持状況を明らかにするため、ラボ試験（バ

イアルによる回分試験、ジャーファーメンター（発酵容積 4L）による連続試験）にて、水素吹

込みを実施し、消化槽への水素吹込みによりバイオガス中のメタン濃度が上昇することを確認

した。 
 

 回分試験：718mL バイアル瓶に高濃度消化汚泥 400mL を入れ、窒素パージ後に水素吹込

み系は気相部を水素で置換してから、24 時間振とう後の気相部のガス組成を測定した。そ

の結果、高濃度消化汚泥と水素を接触させることにより、対照系と比較して 10 ポイント程

度メタン濃度の高いバイオガスが発生することを確認した（図－２１）。 

 

図－２１  バイアルによる水素吹込み回分試験 

 
 連続試験：高濃度消化運転中のジャーファーメンター（発酵容積 4L）に水素を吹き込み、

発生ガス組成を測定した（図－２２）。

 

図－２２  ジャーファーメンターによる水素吹込み連続試験 
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発生ガス組成結果から、水素吹込み速度に対する対照系とのメタン濃度差及びメタン発生量

比をまとめた（図－２３）。水素吹込み速度を増加させると、バイオガス中のメタン濃度が上昇

し、対照系とのメタン濃度差が増加する傾向が認められた。メタン発生量は、水素吹込み速度

が一定以上になると、ばらつきはあるが、減少傾向が見られる。これは、消化汚泥中の水素濃

度が過剰になると、加水分解やメタン生成に阻害が生じた可能性が考えられる。 
ラボ試験で得られた水素消費量とメタン増加量の関係（図－２４）では、水素消費量

0.6mL/min 程度以下では、理論値レベルのメタン量増加傾向があるとみられるが、水素消費量

がより大きくなると、水素吹込み系のメタン量が減少に転じており、阻害が生じない水素消費

速度の上限を定量的に検証する必要がある。 
 

 

図－２３  水素吹込み速度に対する対照系とのメタン濃度差及び発生量比 
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４．まとめ及び今後の課題 

国土交通省の B-DASH プロジェクトにおいて｢高濃度消化・省エネ型バイオガス精製による

効率的エネルギー利活用技術実証研究｣の実規模実証施設を設置し、実証実験を実施した。高濃

度消化技術および高濃度メタン生成技術に関して、本年度の主たる成果は以下の通りである。 
 

 高濃度濃縮装置にて初沈汚泥と余剰汚泥、返送消化汚泥の混合汚泥を TS=6%以上に濃縮可

能であること、および混合汚泥中の NH4-N が分離液に溶解し、分離可能であることを確認

した。 

 消化槽において、数値流動解析（水負荷、定格負荷）と水負荷流速データから定格負荷で

の撹拌が可能と推定された。  

 TS=6%以上に濃縮した汚泥を用いた高濃度消化槽での立上げは、負荷率約 30%ではあるが

順調に実施された。 

 高濃度消化運転中のジャー（発酵容積 4L）に水素を吹き込み、発生ガス組成を測定した結

果、メタン濃度上昇および一定の吹込み速度以上での阻害の可能性を確認した。 

 
 
本研究は、実証施設の設置が平成 30 年度に完了しており、実証施設の運転を令和元年度以

降も継続して実施している。高濃度消化槽への原料汚泥投入を行い、負荷を上昇させ四季を通

じた運転を行う予定である。また、省エネ型バイオガス精製技術、小規模水素製造・供給技術

に関しても、実証施設での検証を行う予定である。 
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ICT を活用した総合的な段階型管路診断システムの確立にかかる 

実証研究（B-DASH） 
 

富樫 俊文 
川上 高男 
嘉戸 重仁 

 

１．はじめに 

全国の下水道管路の延長は、平成 27 年度末時点で約 47 万 km である。このうち標準的

な耐用年数である 50 年を経過した管路は、現在約 1.3 万 km であるが、今後、急速にこの

割合が増加すると見込まれている。人員と予算が限られる中、老朽化していく既存施設を

管理し持続的に機能を確保していくためには、予防保全の考え方に基づいた効率的なスト

ックマネジメントを実施する必要がある。 

本研究は、様々な管種と経過年数の管渠が存在する大阪市を実証フィールドに選定し、

ビッグデータ解析による劣化予測システム、ICT を活用したデータ入力・蓄積ツール、点

検直視型カメラ等の技術を用いた効率的なスクリーニング及び詳細調査を実施し、低コス

トで効果的な「ICT を活用した総合的な段階型管路診断システム」を実証するものである。  

なお、本実証研究は、クリアウォーターOSAKA、日本下水道事業団、大阪市の 3 者が平

成 30 年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 

（１） 実証研究の目的 
本研究において実証する「ICT を活用した総合的な段階型管路診断システム」は、「膨

大な管路劣化データを解析することによる劣化予測技術を用いた詳細調査箇所の絞り

込み」、「点検直視型カメラ等を用いた現地スクリーニング」、および「ICT を活用した

データ入力支援ツールを用いたマンホール点検」等による点検作業の効率化・低コスト

化を図ることを目的としている。 
本実証研究の範囲を図－１に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 

図－１ 実証範囲 
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図－１ 実証範囲 

 

 

 
（２） 実証フロー 

本研究における実証フローを図－２に示す。 

 
 

　①_机上スクリーニング（劣化予測システム）

1. 現状データ（国総研 ＋ CWO ＋ 管清工業）

2. 追加データ（現状データ ＋ 大阪市 ＋ 管清工業）

　②_現地スクリーニング技術（管路調査）

　③_ICTデータ入力・蓄積ツール
（開発・改造）

　⑤_硫化水素濃度連続測定技術

⑦_システム検証 （合理性検証） ⑥_自治体状況調査（普及展開）
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データ蓄積ツール 「カンパック」 入力支援ツール「ユビキタス・タッチ」
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図－２ 実証フロー 

JS技術開発年次報告書（平成30年度）

- 139 -



 

 

図－３ 机上スクリーニング技術（劣化予測システム）の概念図 

 
（３） 各技術の概要 

①  机上スクリーニング（劣化予測システム） 

机上スクリーニング技術（劣化予測システム）の概念図を図－3 に示す。 

 
 

机上スクリーニング技術（劣化予測システム）は、これまでに蓄積された膨大な管渠

劣化データを多変量解析（判別分析）することにより算出された判別係数を用いて、管

渠スパン毎の劣化状況を予測し、現地スクリーニング及び詳細調査が必要な対象路線を

絞り込むことで、現地調査の対象を削減することを目的とするシステムである。なお、

多変量解析とは、統計学において、複数の独立変数（説明変数）からなる多変量データ

により、目的変数との関連性を統計的に説明するための手法である。 

 
 

②  現地スクリーニング技術（管渠調査） 

これまで管渠の TV カメラ調査は、耐用年数等の一定年数を経過したものを対象に従

来型 TV カメラによる詳細調査を実施している。しかし、現地スクリーニング技術であ

る点検直視型カメラを用いた管内調査や洗浄と併せて実施可能な高圧洗浄カメラを用い

ることにより、詳細調査の対象を削減することが可能である。 

点検直視型カメラ（KPRO カメラ 管清工業社製）を図－４に、高圧洗浄カメラ（ク

リーンビュー カンツール社製）を図－５に示す。 
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来型 TV カメラによる詳細調査を実施している。しかし、現地スクリーニング技術であ

る点検直視型カメラを用いた管内調査や洗浄と併せて実施可能な高圧洗浄カメラを用い

ることにより、詳細調査の対象を削減することが可能である。 

点検直視型カメラ（KPRO カメラ 管清工業社製）を図－４に、高圧洗浄カメラ（ク

リーンビュー カンツール社製）を図－５に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検直視型カメラ（KPRO カメラ）調査、高圧洗浄カメラ（クリーンビュー）調査、

従来型ＴＶカメラ調査の概要は、下記のとおりである。 

 

・ 点検直視型カメラ（KPRO カメラ）調査 

調査精度を点検レベルに絞りつつ、管内映像を従来のＴＶカメラ調査の約 3 倍速

でできる異常管きょ施設のスクリーニングに特化した簡易ＴＶカメラ調査技術で

ある。 

 

・ 高圧洗浄カメラ（クリーンビュー）調査 

一般的な高圧洗浄ノズルにクリーンビューを取り付けることで、管きょ内洗浄と

同時にカメラ調査が実現できる調査技術である。 

 

・ 従来型ＴＶカメラ調査 

全国で既に普及している直視側視型ＴＶカメラである。 

 

③  ICT データ入力・蓄積ツール 

これまでのマンホール点検は、現地で紙媒体による点検シートを用いて点検作業を行

い、事務所に持ち帰った点検データを、手作業により維持管理情報システム等にデータ

入力を行なっている場合が多い。新技術である ICT を活用した現地入力支援ツール「ユ

ビキタス・タッチ」により、現地でマンホールやふたの点検結果及び写真データを効率

的に収録し、点検調査結果を管路データ（管径・管種・土被り・延長）とともにデータ

蓄積ツール「カンパック」に蓄積することで、計画的かつ効率的な維持管理、さらには

ストックマネジメント計画の根拠となる情報データを提供することが可能なツールで

ある。 

ユビキタス・タッチ及びカンパックの入力画面を図－６に示す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図－４ 点検直視型カメラ（KPRO カメラ） 図－５ 高圧洗浄カメラ（クリーンビュー） 

図－６ ユビキタス・タッチとカンパック 入力画面 
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④  現地スクリーニング技術（不明水調査） 

これまでの不明水調査は、高機能な流量計を複数設置する必要があったため、多額の

費用と作業手間を要した。一方、現地スクリーニング技術（不明水調査）は、従来の流

量計に代わる簡易水位計または暗視カメラを用いた現地スクリーニングを実施するこ

とにより、低コストで効率的な不明水調査を実現するものである。 
簡易水位計を写真－１に、暗視カメラを写真－２に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤  硫化水素濃度連続測定技術 

本技術は、硫化水素濃度連続測定器（ガステック ガステック社製）を用いたマンホ

ール内の硫化水素濃度連続測定により、硫化水素ガスの発生状況を効率的に把握するも

のである。 
硫化水素濃度連続測定器（ガステック）を写真－３に、設置イメージを図－７に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３．実証研究の内容・方法 

（１） 机上スクリーニング（劣化予測システム） 

劣化予測システムに用いる管渠劣化データは、国土交通省国土技術政策総合研究所

(以下、「国総研」)が提供している「国総研データ」に大阪市等のデータを追加し、対

象管径や地域性等の違いによる 13 パターンのデータの組合せを行い、予測精度の検証

を行なった。 

管渠劣化データ（13 パターン）を表－１に示す。 

写真－１ 簡易水位計 写真－２ 暗視カメラ 

図－７ 硫化水素濃度連続測定器の 

設置イメージ 

写真－３ 硫化水素濃度連続測定器 

    （ガステック） 

管きょ 

ﾏﾝﾎｰﾙ 
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④  現地スクリーニング技術（不明水調査） 
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量計に代わる簡易水位計または暗視カメラを用いた現地スクリーニングを実施するこ

とにより、低コストで効率的な不明水調査を実現するものである。 
簡易水位計を写真－１に、暗視カメラを写真－２に示す。 
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ール内の硫化水素濃度連続測定により、硫化水素ガスの発生状況を効率的に把握するも

のである。 
硫化水素濃度連続測定器（ガステック）を写真－３に、設置イメージを図－７に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３．実証研究の内容・方法 

（１） 机上スクリーニング（劣化予測システム） 

劣化予測システムに用いる管渠劣化データは、国土交通省国土技術政策総合研究所

(以下、「国総研」)が提供している「国総研データ」に大阪市等のデータを追加し、対

象管径や地域性等の違いによる 13 パターンのデータの組合せを行い、予測精度の検証

を行なった。 

管渠劣化データ（13 パターン）を表－１に示す。 

写真－１ 簡易水位計 写真－２ 暗視カメラ 

図－７ 硫化水素濃度連続測定器の 

設置イメージ 

写真－３ 硫化水素濃度連続測定器 

    （ガステック） 

管きょ 

ﾏﾝﾎｰﾙ 

 

 

 

 

管渠劣化データのうち、「路線延長」、「管径」、「管齢（経過年数）」及び「土被り」の

４項目を説明変数とした多変量解析によって、劣化状況の度合いを示す判別係数を算出

する。（判別係数の値が大きいほど劣化に対する影響が大きいことを示し、＋は正の相関、

－は負の相関を示す。） 

判別値算出の流れ（イメージ）を図－８に示す。 

 
 

国総研
（Ver1）

国総研
（Ver2） 大阪市

管清工業
（9市町
村）

管清工業
（a市）

CWO
（舞洲） 合計

data1 基礎データ 国総研old（参考） 75,513 75,513
data2 提案時（現状） 75,513 12,131 100 87,744
data3 提案内容1 75,513 71,031 12,131 7,017 100 165,792
data4 提案内容2 202,193 71,031 12,131 7,017 100 292,472
data5 管径（200～450mm） 68,653 10,423 19 79,095
data6 管径（200～450mm） 68,653 54,580 10,423 6,557 19 140,232
data7 管径（200～450mm） 166,907 54,580 10,423 6,557 19 238,486
data8 地域性（大阪市） 71,031 71,031
data9 地域性（大阪市+CWO） 71,031 100 71,131
data10 排除方式（合流） 110,194 70,405 180,599
data11 排除方式（分流） 91,999 626 7,017 100 99,742
data12 管径+排除方式（合流） 84,806 54,115 138,921
data13 管径+排除方式（分流） 82,101 465 6,557 19 89,142

管径限定

地域制考慮

排除方式

管径＋
排除方式

データ項目
データ選定の
考え方 判別係数の基礎データの考え方

データ数
（判別係数）

提案条件

表‐１ 管渠劣化データ（13 パターン） 

判別係数

多変量解析調査情報

国総研＋独自

優先順位管渠NO 路線延長 管径 管齢 土被り 判別値 管種

1 H-3-3-14H-3-3-17 13.75 250 36 2.47 -0.271976956 HP
2 G-4-2-10G-4-2-14 11.65 250 34 2.39 -0.190915912 HP
3 H-3-3-15H-3-3-14 6.8 250 34 2.3 -0.189695785 HP
4 G-4-2-16G-4-2-11 7.3 250 34 2.02 -0.185899832 HP
5 H-3-3-23H-3-3-15 38.9 250 34 2 -0.185628692 HP

・

・

・ ・

・

・

ID 管種 X1 X2 X3 X4 定数項
1 HP 0.009242 0.000717 -0.04954 -0.15678 1.432748
2 TP -0.02717 0 -0.04305 0 2.151094
3 VP・VM 0.02318 -0.00634 -0.0201 0 1.537759

判別値：（＋）が異常無し
（－）が異常有り

判別値算出

現状データ＋大阪市＋管清工業 

ID 管種 X1 X2 X3 X4 定数項

1 HP 0.009242 0.000717 -0.04954 -0.15678 1.432748

2 TP -0.02717 -0.002812 -0.04305 -0.045862 2.151094

3 VP・VM 0.02318 -0.00634 -0.0201 -0.02644 1.537759

判別係数

図－8 判別値算出の流れ（イメージ） 
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この判別係数を用いて、劣化予測を行なう対象管渠の管理優先順位（判別値）を算出

したものを、国総研から提供されているワイブル曲線（全管種）に割り当てることで、

管渠スパン毎の緊急度（Ⅰ～Ⅳ）を予測することができる。 

本研究は、劣化予測技術によって予測した緊急度と、従来型 TV カメラによる詳細調

査結果から得た緊急度を比較し、劣化予測結果の妥当性を検証するとともに、予測精度

の向上についても検証する。 

 
（２） 現地スクリーニング（管渠調査） 

現地スクリーニング（管渠調査）は、管種毎に調査機器を選択し、コンクリート管に

点検直視型カメラ（KPRO カメラ）、陶管に高圧洗浄カメラ（クリーンビュー）を用い

てスクリーニング調査を行い、従来型 TV カメラによる詳細調査の結果と緊急度適合率

を比較することで、スクリーニング調査としての有効性を検証する。 

また、塩ビ管では、点検直視型カメラを詳細調査として用いて、従来型 TV カメラに

よる詳細調査の結果と異常検出率を比較することで、詳細調査としての適用性を検証す

る。 

 
（３） ICT データ入力・蓄積ツール 

ICT データ入力・蓄積ツールは、現地で実施した点検作業の情報や写真データを効率

的に収録できる現地入力支援ツールと、これらの点検結果データと管渠データ（管径、

管種、土被り、延長、布設年度等）を保存できる蓄積ツールを構築し、これらのツール

を活用した実証技術と従来の手法による期間とコストの比較を行い、作業の効率性につ

いて検証する。 

 
（４） 現地スクリーニング技術（不明水調査） 

現地スクリーニング技術は、簡易水位計及び暗視カメラで測定した水位と流量計で計

測された水位を比較検証すると共に、現地スクリーニング技術による不明水エリアの絞

り込みの可否についても検証する。 

 
（５） 硫化水素濃度連続測定技術 

硫化水素濃度連続測定技術は、硫化水素濃度の段差・落差との相関性を検出するため、

調査箇所としてマンホール深さが 5.0ｍ以上かつ勾配不良箇所を選定し、本技術を用い

て硫化水素濃度測定を行い、計測された硫化水素濃度とマンホール内の段差・落差の高

さとの相関式を算出し検証する。 

 
（６） 自治体状況調査 

大阪市周辺の地方自治体に対して、下水管路の予防保全型維持管理の導入状況に関す

る調査を実施し、本実証研究で提案する「総合的段階型管路診断システム」の普及展開

における要因・課題などを取りまとめ、技術導入に向けた対応策を検討する。 

対象となる 21 の地方自治体に対しヒアリングを実施し、地方自治体の予防保全型維

持管理の導入を阻害する要因である「導入・運用コストの問題」、「職員・組織のニーズ・

意識」等について調査し、課題を抽出する。 
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この判別係数を用いて、劣化予測を行なう対象管渠の管理優先順位（判別値）を算出
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査結果から得た緊急度を比較し、劣化予測結果の妥当性を検証するとともに、予測精度
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（２） 現地スクリーニング（管渠調査） 

現地スクリーニング（管渠調査）は、管種毎に調査機器を選択し、コンクリート管に

点検直視型カメラ（KPRO カメラ）、陶管に高圧洗浄カメラ（クリーンビュー）を用い

てスクリーニング調査を行い、従来型 TV カメラによる詳細調査の結果と緊急度適合率

を比較することで、スクリーニング調査としての有効性を検証する。 

また、塩ビ管では、点検直視型カメラを詳細調査として用いて、従来型 TV カメラに

よる詳細調査の結果と異常検出率を比較することで、詳細調査としての適用性を検証す

る。 

 
（３） ICT データ入力・蓄積ツール 

ICT データ入力・蓄積ツールは、現地で実施した点検作業の情報や写真データを効率

的に収録できる現地入力支援ツールと、これらの点検結果データと管渠データ（管径、

管種、土被り、延長、布設年度等）を保存できる蓄積ツールを構築し、これらのツール

を活用した実証技術と従来の手法による期間とコストの比較を行い、作業の効率性につ

いて検証する。 

 
（４） 現地スクリーニング技術（不明水調査） 

現地スクリーニング技術は、簡易水位計及び暗視カメラで測定した水位と流量計で計

測された水位を比較検証すると共に、現地スクリーニング技術による不明水エリアの絞

り込みの可否についても検証する。 

 
（５） 硫化水素濃度連続測定技術 

硫化水素濃度連続測定技術は、硫化水素濃度の段差・落差との相関性を検出するため、

調査箇所としてマンホール深さが 5.0ｍ以上かつ勾配不良箇所を選定し、本技術を用い

て硫化水素濃度測定を行い、計測された硫化水素濃度とマンホール内の段差・落差の高

さとの相関式を算出し検証する。 

 
（６） 自治体状況調査 

大阪市周辺の地方自治体に対して、下水管路の予防保全型維持管理の導入状況に関す

る調査を実施し、本実証研究で提案する「総合的段階型管路診断システム」の普及展開

における要因・課題などを取りまとめ、技術導入に向けた対応策を検討する。 

対象となる 21 の地方自治体に対しヒアリングを実施し、地方自治体の予防保全型維

持管理の導入を阻害する要因である「導入・運用コストの問題」、「職員・組織のニーズ・

意識」等について調査し、課題を抽出する。 

 

 

 

（７） システム全体の合理性検証 

本研究におけるシステム全体の合理性検証として、段階型管路診断システムと不明水

調査において、「経済性」、「有効性」、「適用性」の視点において、実証技術と従来技術

を比較し検証する。 

 
４．研究成果 
（１） 机上スクリーニング（劣化予測システム） 

①  判別係数の算出結果 

算出された判別係数の算出結果の一例を表－２に示す。 
 

 
判別データを算出した結果、路線延長については、係数がほぼ均等にばらつく結果

となり、路線延長が劣化に与える影響があまり大きくないことを示していると考えら

れる。 

管径については、正の相関が多くなる結果となったが、管種によってコンクリート

管では管径が大きくなると劣化しづらく、陶管では逆の傾向を示すことが分かった。 
 経過年数については、係数の大きさは異なるものの、ほぼ全てのパターンにおいて

負の相関となり、経年により劣化が進行することを示す結果が出たと考えられる。 

土被りについては、正の相関が少し多くなる結果となった。このうち陶管について

はほぼ正の相関となったため、土被りが大きいほど劣化しづらいことが考えられる。 

 
②  予測結果の妥当性 

机上スクリーニング技術（劣化予測システム）による予測結果の妥当性は、劣化予

測技術によって算出した緊急度と、従来型 TV カメラによる詳細調査結果から得た緊

急度との比較検証により評価する。 
 予測結果の妥当性の検証における目標効果と取得データ数を表－３に示す。 
 
 
 
 

名称 管種 有効データ数 Ｘ１（路線延⾧） Ｘ２（管径） Ｘ３（経過年数） Ｘ４（土被り） 定数項

HP 57,028 0.0035274 0.0008337 -0.0139230 -0.0992286 0.1989165

VP/VU 5,797 0.0163835 -0.0057728 -0.0180122 0 1.3937670

TP/CP 11,832 -0.0169240 -0.0017549 -0.0369188 0 2.1342985

HP 59,940 0.0037036 0.0010026 -0.0122072 -0.0536346 0.0194555

VP/VU 8,901 0.0227822 -0.0075269 0 0.2183645 1.1097267

TP/CP 17,984 -0.0113071 -0.0080547 -0.0595331 0.2991297 4.0612311

HP 104683 0.0032743 0.0014109 -0.0074404 -0.1157834 -0.1721134

VP/VU 12373 0.0238837 -0.0041503 -0.0145670 0.1189505 0.6554101

TP/CP 46475 -0.0099566 0.0052254 -0.0064101 0.1799629 -1.2559039

HP 188,039 -0.0135118 0.0007094 -0.0342025 0.0761857 1.2105398

VP/VU 13,527 0 -0.0024946 -0.0222043 0.1735521 0.7856756

TP/CP 89,446 -0.0302230 0.0007229 -0.0318327 0.1912418 1.7830616

data_1

data_2

data_3

data_4

表－２ 判別係数算出結果（一例） 
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目標効果 管渠スパン毎の緊急度適合率Ⅰ～Ⅲ【目標：60％以上】 
管渠スパン毎の緊急度適合率Ⅰ～Ⅱ【目標：概ね 100％】 

取得データ数 管渠延長：24.0km 

    なお、予測結果の妥当性検証の指標となる緊急度適合率の定義は、「スクリーニング調

査を核とした管きょマネジメント技術導入ガイドライン（案）」に準拠して、以下のとお

り定義した。 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

劣化予測の検証を行った結果、コンクリート管において、13 パターンある判別係数の

うち、管渠劣化データの有効数が最大となる「data4」と、劣化予測の対象データにお

いて、大阪市（対象路線含む）との組合せにより算出した劣化予測の結果が、最も緊急

度適合率と絞込率のバランスが取れていることが分かった。 

コンクリート管において最も良い組み合わせとなった劣化予測の検証結果を、陶管と

塩ビ管も含め表－４に示す。 

なお、絞込率の定義は、以下のとおり定義した。 
 
 

 
 

 

 
 
 

表－３ 目標効果と取得データ数 

緊急度
適合率

【Ⅰ～Ⅱ】

絞込率
【Ⅰ～Ⅱ】
 30年経過

F値
【Ⅰ～Ⅱ】

緊急度
適合率

【Ⅰ～Ⅲ】

絞込率
【Ⅰ～Ⅲ】
 30年経過

F値
【Ⅰ～Ⅲ】

緊急度
適合率

【Ⅰ～Ⅱ】

絞込率
【Ⅰ～Ⅱ】
 30年経過

F値
【Ⅰ～Ⅱ】

緊急度
適合率

【Ⅰ～Ⅲ】

絞込率
【Ⅰ～Ⅲ】
 30年経過

F値
【Ⅰ～Ⅲ】

緊急度
適合率

【Ⅰ～Ⅱ】

絞込率
【Ⅰ～Ⅱ】
 30年経過

F値
【Ⅰ～Ⅱ】

緊急度
適合率

【Ⅰ～Ⅲ】

絞込率
【Ⅰ～Ⅲ】
 30年経過

F値
【Ⅰ～Ⅲ】

Data1 国総研old（参考） 86.7% 91.3% 0.968 97.2% 121.7% - 55.2% 63.4% 0.818 85.6% 85.4% 0.989 33.3% - - 57.1% - -
Data2 提案時（現状） 86.7% 91.3% 0.968 97.2% 121.7% - 73.1% 75.6% 0.942 89.8% 89.4% 0.996 33.3% - - 54.8% - -
Data3 提案内容1 80.0% 89.4% 0.933 97.2% 121.1% - 43.3% 39.8% 0.739 59.3% 57.7% 0.884 0.0% - - 64.3% - -
Data4 提案内容2 86.7% 87.9% 0.984 96.3% 120.2% - 44.8% 48.0% 0.738 77.1% 76.4% 0.970 50.0% - - 50.0% - -
Data5 管径（200～450mm） 80.0% 86.6% 0.945 96.3% 119.9% - 73.1% 76.4% 0.938 89.8% 89.4% 0.996 33.3% - - 55.6% - -
Data6 管径（200～450mm） 73.3% 82.3% 0.914 96.3% 119.6% - 43.3% 39.8% 0.739 59.3% 57.7% 0.884 33.3% - - 54.0% - -
Data7 管径（200～450mm） 53.3% 57.8% 0.815 77.5% 88.8% 0.918 34.3% 35.0% 0.613 56.8% 56.1% 0.861 33.3% - - 50.8% - -
Data8 地域性（大阪市） 73.3% 85.1% 0.903 96.9% 119.9% - 70.1% 67.5% 0.952 85.6% 85.4% 0.989 - - - - - -
Data9 地域性（大阪市） 73.3% 85.1% 0.903 96.9% 119.9% - 70.1% 67.5% 0.952 85.6% 85.4% 0.989 - - - - - -
Data10 排除方式（合流） 40.0% 53.7% 0.658 76.9% 89.4% 0.911 40.3% 44.7% 0.683 80.5% 79.7% 0.981 50.0% - - 54.8% - -
Data11 排除方式（分流） 86.7% 92.2% 0.964 95.7% 120.2% - 73.1% 73.2% 0.953 89.0% 88.6% 0.995 0.0% - - 64.3% - -
Data12 管径+排除方式（合流） 60.0% 68.0% 0.852 90.5% 107.1% - 37.3% 38.2% 0.653 57.6% 56.9% 0.868 50.0% - - 54.8% - -
Data13 管径+排除方式（分流） 86.7% 93.8% 0.956 96.3% 120.8% - 73.1% 73.2% 0.953 89.0% 88.6% 0.995 0.0% - - 64.3% - -

（3）硬質塩化ビニル管

大阪市（対象路線含）【緊急度削除】（28,595）
30年経過（28,460スパン）
50年経過（24,006スパン）

大阪市（対象路線含）【緊急度削除】（41,443）
30年経過（39,595スパン）
50年経過（25,382スパン）

大阪市（対象路線含）【緊急度削除】（1,047）
30年経過（27スパン）
50年経過（11スパン）データ項目

判別係数の
基礎データの考え方

（1）コンクリート管 （2）陶管

表－４ 劣化予測の検証結果 

劣化予測技術の判定（緊急度Ⅰ～ⅡまたはⅠ～Ⅲ）で詳細調査が必要とされる路線数

一定年数（例えば30年以上）経過して従来手法で詳細調査が必要とされる路線数
絞込率 ＝

緊急度Ⅰ 緊急度Ⅱ 緊急度Ⅲ 劣化なし

緊急度Ⅰ Ａ1 Ａ4 Ａ7 Ｃ1

緊急度Ⅱ Ａ2 Ａ5 Ａ8 Ｃ2

緊急度Ⅲ Ａ3 Ａ6 Ａ9 Ｃ3

劣化なし Ｂ1 Ｂ2 Ｂ3 Ｃ4

スパン数
従来型TVカメラで調査した判定基準

劣化予測技術で
判定した結果

緊急度適合率Ⅰ～Ⅲ（％）＝
(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9)+(B1+B2+B3)

(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9)
×100
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目標効果 管渠スパン毎の緊急度適合率Ⅰ～Ⅲ【目標：60％以上】 
管渠スパン毎の緊急度適合率Ⅰ～Ⅱ【目標：概ね 100％】 

取得データ数 管渠延長：24.0km 

    なお、予測結果の妥当性検証の指標となる緊急度適合率の定義は、「スクリーニング調

査を核とした管きょマネジメント技術導入ガイドライン（案）」に準拠して、以下のとお

り定義した。 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

劣化予測の検証を行った結果、コンクリート管において、13 パターンある判別係数の

うち、管渠劣化データの有効数が最大となる「data4」と、劣化予測の対象データにお

いて、大阪市（対象路線含む）との組合せにより算出した劣化予測の結果が、最も緊急

度適合率と絞込率のバランスが取れていることが分かった。 

コンクリート管において最も良い組み合わせとなった劣化予測の検証結果を、陶管と

塩ビ管も含め表－４に示す。 

なお、絞込率の定義は、以下のとおり定義した。 
 
 

 
 

 

 
 
 

表－３ 目標効果と取得データ数 

緊急度
適合率

【Ⅰ～Ⅱ】

絞込率
【Ⅰ～Ⅱ】
 30年経過

F値
【Ⅰ～Ⅱ】

緊急度
適合率

【Ⅰ～Ⅲ】

絞込率
【Ⅰ～Ⅲ】
 30年経過

F値
【Ⅰ～Ⅲ】

緊急度
適合率

【Ⅰ～Ⅱ】

絞込率
【Ⅰ～Ⅱ】
 30年経過

F値
【Ⅰ～Ⅱ】

緊急度
適合率

【Ⅰ～Ⅲ】

絞込率
【Ⅰ～Ⅲ】
 30年経過

F値
【Ⅰ～Ⅲ】

緊急度
適合率

【Ⅰ～Ⅱ】

絞込率
【Ⅰ～Ⅱ】
 30年経過

F値
【Ⅰ～Ⅱ】

緊急度
適合率

【Ⅰ～Ⅲ】

絞込率
【Ⅰ～Ⅲ】
 30年経過

F値
【Ⅰ～Ⅲ】

Data1 国総研old（参考） 86.7% 91.3% 0.968 97.2% 121.7% - 55.2% 63.4% 0.818 85.6% 85.4% 0.989 33.3% - - 57.1% - -
Data2 提案時（現状） 86.7% 91.3% 0.968 97.2% 121.7% - 73.1% 75.6% 0.942 89.8% 89.4% 0.996 33.3% - - 54.8% - -
Data3 提案内容1 80.0% 89.4% 0.933 97.2% 121.1% - 43.3% 39.8% 0.739 59.3% 57.7% 0.884 0.0% - - 64.3% - -
Data4 提案内容2 86.7% 87.9% 0.984 96.3% 120.2% - 44.8% 48.0% 0.738 77.1% 76.4% 0.970 50.0% - - 50.0% - -
Data5 管径（200～450mm） 80.0% 86.6% 0.945 96.3% 119.9% - 73.1% 76.4% 0.938 89.8% 89.4% 0.996 33.3% - - 55.6% - -
Data6 管径（200～450mm） 73.3% 82.3% 0.914 96.3% 119.6% - 43.3% 39.8% 0.739 59.3% 57.7% 0.884 33.3% - - 54.0% - -
Data7 管径（200～450mm） 53.3% 57.8% 0.815 77.5% 88.8% 0.918 34.3% 35.0% 0.613 56.8% 56.1% 0.861 33.3% - - 50.8% - -
Data8 地域性（大阪市） 73.3% 85.1% 0.903 96.9% 119.9% - 70.1% 67.5% 0.952 85.6% 85.4% 0.989 - - - - - -
Data9 地域性（大阪市） 73.3% 85.1% 0.903 96.9% 119.9% - 70.1% 67.5% 0.952 85.6% 85.4% 0.989 - - - - - -
Data10 排除方式（合流） 40.0% 53.7% 0.658 76.9% 89.4% 0.911 40.3% 44.7% 0.683 80.5% 79.7% 0.981 50.0% - - 54.8% - -
Data11 排除方式（分流） 86.7% 92.2% 0.964 95.7% 120.2% - 73.1% 73.2% 0.953 89.0% 88.6% 0.995 0.0% - - 64.3% - -
Data12 管径+排除方式（合流） 60.0% 68.0% 0.852 90.5% 107.1% - 37.3% 38.2% 0.653 57.6% 56.9% 0.868 50.0% - - 54.8% - -
Data13 管径+排除方式（分流） 86.7% 93.8% 0.956 96.3% 120.8% - 73.1% 73.2% 0.953 89.0% 88.6% 0.995 0.0% - - 64.3% - -

（3）硬質塩化ビニル管

大阪市（対象路線含）【緊急度削除】（28,595）
30年経過（28,460スパン）
50年経過（24,006スパン）

大阪市（対象路線含）【緊急度削除】（41,443）
30年経過（39,595スパン）
50年経過（25,382スパン）

大阪市（対象路線含）【緊急度削除】（1,047）
30年経過（27スパン）
50年経過（11スパン）データ項目

判別係数の
基礎データの考え方

（1）コンクリート管 （2）陶管

表－４ 劣化予測の検証結果 

劣化予測技術の判定（緊急度Ⅰ～ⅡまたはⅠ～Ⅲ）で詳細調査が必要とされる路線数

一定年数（例えば30年以上）経過して従来手法で詳細調査が必要とされる路線数
絞込率 ＝

緊急度Ⅰ 緊急度Ⅱ 緊急度Ⅲ 劣化なし

緊急度Ⅰ Ａ1 Ａ4 Ａ7 Ｃ1

緊急度Ⅱ Ａ2 Ａ5 Ａ8 Ｃ2

緊急度Ⅲ Ａ3 Ａ6 Ａ9 Ｃ3

劣化なし Ｂ1 Ｂ2 Ｂ3 Ｃ4

スパン数
従来型TVカメラで調査した判定基準

劣化予測技術で
判定した結果

緊急度適合率Ⅰ～Ⅲ（％）＝
(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9)+(B1+B2+B3)

(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9)
×100

 

 

本実証フィールドにおける調査対象管渠の絞り込みについて、劣化予測を行なった結

果、多変量解析による判別値の算出に必要な管渠劣化データの組合せに考慮する必要が

あるが、コンクリート管での緊急度適合率Ⅰ～Ⅱは 86.7%、絞込率は 87.9%と一定の妥

当性を確認することができた。 

しかし、陶管と塩ビ管に関しては適合率が低く、非常にばらつきが出る結果となった。

これは地震時荷重や他企業埋設工事等の外的要因により生じる破損が原因と考えられ

る。さらに、モルタルや油脂の付着などによる緊急度の評価は、劣化予測技術から抽出

が困難であると推察されるため、当面は時間経過による机上スクリーニングによって調

査対象を抽出することが望ましいと考える。 

 
（２） 現地スクリーニング技術（管渠調査） 

①  スクリーニング調査としての有効性（コンクリート管） 

従来型 TV カメラ調査で確認した調査の異常数に対して、点検直視型カメラで確認

できた異常発現数を比較し、スクリーニング調査の有効性について取りまとめる。    

コンクリート管における緊急度適合率の目標効果と取得データ数を表－５に示す。 

 

目標効果 点検直視型カメラ調査結果と従来型 TV カメラ調査結果によ

る緊急度適合率（緊急度Ⅰ・Ⅱ）【概ね 100％】 

取得データ数 管渠延長：8,974m（403 スパン） 

点検直視型カメラと従来型 TV カメラにおける緊急度判定の比較結果を表－６に示

す。 

コンクリート管において、点検直視型カメラと従来型 TV カメラの緊急度適合率が

100%であり、スクリーニング調査カメラとしての点検直視型カメラの有効性が判断で

きる。 

しかし、点検直視型カメラは、一定速度で自動走行するため、土砂や障害物等の状

況によって走破性に影響が生じやすい結果となった。分流地区の汚水管では高い走破性

能を確認できたが、合流管や分流地区の雨水管では走破性が低く、カメラの駆動系等に

改良が必要と考えられた。 

 

②  スクリーニング調査としての有効性（陶管） 

従来型 TV カメラ調査で確認した異常数に対して、高圧洗浄カメラで確認できた異

常発現数を整理し、スクリーニング調査の有効性について取りまとめる。 

表－５ 目標効果と取得データ数（コンクリート管） 

緊急度Ⅰ 緊急度Ⅱ 緊急度Ⅲ 劣化なし
緊急度Ⅰ
緊急度Ⅱ 15
緊急度Ⅲ 72
劣化なし 238 78

スパン数
従来型カメラによる判定結果

KPROカメラによる判
定結果（スクリーニン

グ調査）

表－６ 点検直視型カメラと従来型 TV カメラの緊急度の比較 

15
15

緊急度適合率 ＝ ×100＝100％
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陶管における緊急度適合率の目標効果と取得データ数を表－７に示す。 

 

 

目標効果 
高圧洗浄カメラの調査結果と従来型 TV カメラ調査結果の 

緊急度適合率（緊急度Ⅰ・Ⅱ）【概ね 100％】 

取得データ数 管渠延長 3,056m（123 スパン） 

また、高圧洗浄カメラと従来型 TV カメラとの緊急度判定の比較結果を表－８に示

す。 
 

 

 

 

 

陶管において、高圧洗浄カメラと従来型 TVカメラの緊急度適合率は 97.0%であり、

高圧洗浄カメラがスクリーニング調査用カメラとして有効であると判断できる。しか

し、浸入水等の異常項目の見落としが２か所発生しており、これは高圧洗浄カメラが

管内洗浄と調査を同時に行なうことによって洗浄水がカメラレンズへ付着し、水滴や

曇り等が発生したことによる異常の判定ランクの相違や異常の見落としであったと考

えられる。 

 

③  詳細調査としての有効性（塩ビ管） 

塩ビ管の調査において、従来型 TV カメラ調査と点検直視型カメラで確認した管１

本毎の異常発現数を比較し、詳細調査としての適用性について取りまとめる。 

塩ビ管における緊急度適合率の目標効果と取得データ数を表－９に示す。 

 

目標効果 
点検直視型カメラ調査結果と従来型 TV カメラ調査結果の

管 1 本毎の異常検出率【概ね 80％以上】 

取得データ数 管渠延長 11,995m（391 スパン） 

 

     従来型 TV カメラ調査の異常（項目及びランク）に対して、点検直視型カメラ調査

による異常の検出率※1 及び適合率※2 の結果を表－１０に示す。 

 

 

 

 

※1 検出率：従来型 TV カメラの異常に対して、点検直視型カメラで異常項目が一致した割合 

※2 適合率：従来型 TV カメラの異常に対して、点検直視型カメラで異常項目及びランクが一致した

割合  

表－７ 目標効果と取得データ数 

緊急度Ⅰ 緊急度Ⅱ 緊急度Ⅲ 劣化なし
緊急度Ⅰ
緊急度Ⅱ 65 1
緊急度Ⅲ 2 31
劣化なし 19 5

スパン数
従来型カメラによる判定結果

クリーンビューによる
判定結果（スクリーニ

ング調査）

表－８ 高圧洗浄カメラと従来型 TV カメラの緊急度の比較 

表－９ 目標効果と取得データ数（塩ビ管） 

検出率 ＝ 159 個÷179 個×100 ＝ 88.8％ 

適合率 ＝ 152 個÷179 個×100 ＝ 84.9％ 

表－10 異常項目全体での評価（塩ビ管） 

65
67

緊急度適合率 ＝ ×100＝97.0％
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陶管における緊急度適合率の目標効果と取得データ数を表－７に示す。 

 

 

目標効果 
高圧洗浄カメラの調査結果と従来型 TV カメラ調査結果の 

緊急度適合率（緊急度Ⅰ・Ⅱ）【概ね 100％】 

取得データ数 管渠延長 3,056m（123 スパン） 

また、高圧洗浄カメラと従来型 TV カメラとの緊急度判定の比較結果を表－８に示

す。 
 

 

 

 

 

陶管において、高圧洗浄カメラと従来型 TVカメラの緊急度適合率は 97.0%であり、

高圧洗浄カメラがスクリーニング調査用カメラとして有効であると判断できる。しか

し、浸入水等の異常項目の見落としが２か所発生しており、これは高圧洗浄カメラが

管内洗浄と調査を同時に行なうことによって洗浄水がカメラレンズへ付着し、水滴や

曇り等が発生したことによる異常の判定ランクの相違や異常の見落としであったと考

えられる。 

 

③  詳細調査としての有効性（塩ビ管） 

塩ビ管の調査において、従来型 TV カメラ調査と点検直視型カメラで確認した管１

本毎の異常発現数を比較し、詳細調査としての適用性について取りまとめる。 

塩ビ管における緊急度適合率の目標効果と取得データ数を表－９に示す。 

 

目標効果 
点検直視型カメラ調査結果と従来型 TV カメラ調査結果の

管 1 本毎の異常検出率【概ね 80％以上】 

取得データ数 管渠延長 11,995m（391 スパン） 

 

     従来型 TV カメラ調査の異常（項目及びランク）に対して、点検直視型カメラ調査

による異常の検出率※1 及び適合率※2 の結果を表－１０に示す。 

 

 

 

 

※1 検出率：従来型 TV カメラの異常に対して、点検直視型カメラで異常項目が一致した割合 

※2 適合率：従来型 TV カメラの異常に対して、点検直視型カメラで異常項目及びランクが一致した

割合  

表－７ 目標効果と取得データ数 

緊急度Ⅰ 緊急度Ⅱ 緊急度Ⅲ 劣化なし
緊急度Ⅰ
緊急度Ⅱ 65 1
緊急度Ⅲ 2 31
劣化なし 19 5

スパン数
従来型カメラによる判定結果

クリーンビューによる
判定結果（スクリーニ

ング調査）

表－８ 高圧洗浄カメラと従来型 TV カメラの緊急度の比較 

表－９ 目標効果と取得データ数（塩ビ管） 

検出率 ＝ 159 個÷179 個×100 ＝ 88.8％ 

適合率 ＝ 152 個÷179 個×100 ＝ 84.9％ 

表－10 異常項目全体での評価（塩ビ管） 

65
67

緊急度適合率 ＝ ×100＝97.0％

 

 

塩ビ管において、管１本毎の異常検出率は 88.8%と高く、点検直視型カメラを詳細

調査用カメラとして適用できることが確認できた。塩ビ管は全国的に材齢が若く、塩

ビ管特有の材料特性を考慮した評価基準でもあることから、従来型 TV カメラに替え

て点検直視型カメラによる詳細調査が可能と考えられる。 

 

（３） ICT データ入力・蓄積ツール 

①  作業時間の計測結果 

対象フィールドにおいて、マンホール（1,118 箇所）の点検作業を行い、その中から

100 箇所を抽出したうえで現場点検作業から報告書作成に要する時間を比較した。その

結果、従来手法と比較して、マンホール１箇所当りの点検作業時間が約６分短縮され

た。 

マンホール点検における作業時間の比較結果を表－11 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②  期間比較（日進量）・コスト比較 

前述した実績を基に、現場作業と報告書作成の日進量を算出し、作業に掛かる時間

とコストの比較を行なった。実証技術と従来技術における期間比較及びコスト比較の

結果を表－12 に示す。 

マンホール点検における現場作業の日進量においては、従来型手法（紙ベース）と実

証技術（ユビキタス・タッチ）ともに一日当り 55 箇所となり、同じ日進量であった。   

また、室内作業の報告書作成においては、従来型手法（台帳システムに手入力）に比

べ、実証技術（カンパックに自動取込）が約 13 倍の日進量となった。 

表－11 作業時間の比較 

１ヵ所あたりの
作業時間

従来手法
（紙ベース）

・準備工
・マンホール蓋及び周辺の
舗装点検
・マンホール蓋（裏）及び
マンホール内点検

６分30秒 ・点検結果をＰＣに直接入力 ６分30秒 約13分

ICTデータ入力・
蓄積ツール

同上 ６分30秒
・自動取り込み
（50か所データ事前整理25
分）

30秒 約7分

データ入力・整理現地作業

1日
当たり

（箇所）

100箇所
当たり
（日）

1日
当たり

（箇所）

100箇所
当たり
（日）

単価
（円）

100箇所
当たり
（円）

単価
（円）

100箇所
当たり
（円）

現場作業 55 1.8 55 1.8 現場作業 1,480 148,000 1,480 148,000

報告書作業 74 1.4 960 0.1 報告書作業 1,570 157,000 303 30,300

機器費 1,627

合計 3.2 1.9 合計 305,000 179,927

期間縮減率 コスト縮減率40% 41%

コスト比較期間比較

従来技術 実証技術 従来技術 実証技術

表－12 期間比較及びコスト比較 
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以上から、ＩＣＴデータ入力・蓄積ツールを活用したマンホール点検作業について

は、全体で約 40％の期間短縮および約 41％のコスト縮減効果が確認できた。 

 
（４） 現地スクリーニング技術（不明水調査） 

①  スクリーニング技術の精度検証 

流量計による下水管内の計測水位と簡易水位計及び暗視カメラによる計測水位を比

較し、得られた水位差が±10mm 以下であることを検証した。 

検証にあたっての目標効果と取得データ数を表－13 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

   

実証技術における実証機器の精度比較に関する検証結果を表－14 に示す。 

 

実証機器 水位差目標値 実証値 

簡易水位計 
10mm 以下 

－37 ～ ＋32mm 

暗視カメラ －32 ～ ＋29mm 

 
簡易水位計については、比較的下水量が少ない箇所や工場排水等の瞬間的な水位

変動に対して追随が困難であることから流量計との計測値に差が生じ、目標値に達し

なかったものと考えられる。  
暗視カメラについては、赤外線画像（白黒）であることから測定誤差が生じやす

く、温水排水等の影響によるレンズの曇り等から、流量計との差が生じたものと考え

られる。 
 

②  エリア絞込み可否の検証 

不明水スクリーニング技術に対するエリア絞込みの検証は、原単位方式による簡易

評価で行った。原単位評価とは、「分流式下水道における雨天時浸入水対策計画策定マ

ニュアル－2009 年 3 月－ 財団法人下水道新技術推進機構」1)に示されている不明水

の評価法で、「雨天時浸入水量（100mm 降雨時）」と「常時（地下水）浸入水量」を基

礎汚水量との相対比から評価するもので、不明水量に対する対策実施必要性の判定基

準となる。 

本検証においては、不明水量として影響の大きい「雨天時浸入水量（100mm 降雨

時）」に対して、流量計とスクリーニグ技術（暗視カメラ・簡易水位計）で評価を行い、

表－15 に示す評価基準を基に適合率で判定した。 

 

目標効果 

簡易水位計及び暗視カメラで測定した水位と流量計で計測

された水位差 10mm 以下 

簡易水位計：1 週間の最大水位及び最低水位差 10mm 以下 

暗視カメラ：1 日平均の水位差 10mm 以下 

取得データ数 15 箇所（1 箇所 30 日間計測） 

表－13 目標効果と取得データ数（機器精度比較） 

表－14 スクリーニング技術の精度の検証結果 
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スクリーニング技術による絞込み可否の検証結果については、表－16 の通りである。 
 

 

本研究における不明水調査のスクリーニング技術の適合率は、「概ね 80%以上」を目標

とし、雨天時浸入水量との基礎汚水量比による比較では満足する結果であり、スクリーニ

ング技術（暗視カメラ・簡易水位計）としての有効性は確認できた。 

簡易水位計においては全数で不適合が生じなかったが、暗視カメラにおいては、安全

側に判定したケースや基礎汚水量比が小さかったケースが発生し、一部で不適合が生じ

る結果となった。 

 
（５） 硫化水素濃度連続測定技術 

硫化水素濃度測定結果を以下にまとめる。 

検証にあたっての目標効果と取得データ数を表－17 に示す。 

 

表－15 簡易評価基準（参考）（目標降雨規模を 100 ㎜降雨とした場合）

基礎汚水量比（%） スクリーニング結果 基礎汚水量比（%） スクリーニング結果 適合結果 基礎汚水量比（%） スクリーニング結果 適合結果

長吉川辺4-1 1062 問題あり 939 問題あり 適合 396 問題あり 適合

長吉川辺4-2 1221 問題あり 820 問題あり 適合 490 問題あり 適合

長吉川辺4-3 3467 問題あり 1869 問題あり 適合 326 問題あり 適合

長吉川辺4-4 0 － 186 問題あり 不適合 0 － 適合

瓜破南1-1 13 － 420 問題あり 不適合 19 － 適合

瓜破南1-2 1346 問題あり 955 問題あり 適合 545 問題あり 適合

瓜破南1-3 0 － 0 － 適合 26 － 適合

瓜破南2-1 787 問題あり 483 問題あり 適合 255 問題あり 適合

瓜破南2-2 714 問題あり 2133 問題あり 適合 192 問題あり 適合

瓜破南2-3 203 問題あり 741 問題あり 適合 112 問題あり 適合

瓜破南2-4 102 問題あり 0 － 不適合 756 問題あり 適合

瓜破南2-5 141 問題あり 1610 問題あり 適合 318 問題あり 適合

瓜破南2-6 1355 問題あり 2293 問題あり 適合 980 問題あり 適合

瓜破南2-7 2108 問題あり 2104 問題あり 適合 560 問題あり 適合

瓜破南2-8 1850 問題あり 5679 問題あり 適合 741 問題あり 適合

適合数 12 適合数 15

不適合数 3 不適合数 0

適合率 80% 適合率 100%

流量計

測点

暗視カメラ 簡易水位計

流量計の問題ありに対する検出漏れ数：「1」 流量計の問題ありに対する検出漏れ数：「0」

表－16 流量計とスクリーニング技術（暗視カメラ・簡易水位計）の測定結果 

問題あり 問題なし 
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目標効果 

段差・落差の高さ毎に硫化水素濃度を測定し、段差・

落差の硫化水素濃度に及ぼす影響を相関式により算出 

マンホール内の段差・落差の高さを計測し、硫化水素

濃度との相関式を算出し検証を行う。 

取得データ数 10 箇所（1 箇所 14 日間計測） 

 

接続管渠との落差が 3.8～6.0m あり、汚泥堆積等による高濃度の硫化水素が発生すると

考えられた。しかし、一時的に 10ppm を超える硫化水素濃度を検出したものの、他の計

測期間内には検出されず、段差・落差の高さと硫化水素濃度との相関性について、検証に

必要なデータを得ることができなかった。 

原因としては、対象管渠の水流が大きく土砂の堆積が少量であり、接続する管渠からの

落水による攪拌の影響が少なかったことと、水流と空気の流れにより硫化水素が発散しや

すい状況にあったため、測定濃度が低かったと考えられる。 

 

（６） 自治体状況調査（普及展開） 

①  職員数について 

維持管理において、点検、修繕、清掃、ポンプ管理を請負委託で実施している自治

体が大半であり、一部、包括委託により管路施設の維持管理を実施している自治体や

道路部門が下水部門の業務として巡視・点検を実施している自治体もあったが、自治

体の職員数不足が懸念される結果であった。 

 

②  維持管理頻度について 

下水道管路の維持管理頻度は、法定箇所を請負にて 5 年に 1 回実施している自治体

が多く、その他管路については、今後計画的に点検を実施していくという状況である。

腐食の恐れが大きい管路については、いずれの自治体も懸念しているため、定期的な

点検を実施している状況であった。 

 

③  ストックマネジメント計画の課題 

点検・調査に関しては、ストックマネジメント計画に基づき今後実施していく自治

体が多いが、計画事業量が多く、予算・人員確保が困難な状況である。 

 

④  実証技術による効率化の導入に関する興味 

「劣化予測システム」や「データ入力・蓄積ツール」に興味がある自治体が多かっ

た。 

 

⑤  不明水について 

不明水については、殆どの自治体で問題となっており、不明水調査・対策を実施し

ている自治体もあるが、不明水量が大きく減少する等の抜本的な対策までは至ってい

表－17 硫化水素濃度連続測定技術の検証 
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ないことが実情であり、安価で効率的、正確なスクリーニング技術が求められる状況

にある。 

 
（７） システム全体の合理性検証 

①  システム全体の合理性検証 

段階型管路診断システムにおける合理性検証は、机上スクリーニング技術（劣化予

測システム）や現地スクリーニング技術（管渠調査）を活用した実証技術に対して、

標準的な従来技術との「経済性」、「有効性」、「適用性」の視点において比較・検証を

行った。 

a. 経済性 

経済性効果として、机上スクリーニングから現地スクリーニングにおける詳細調査

に掛かる費用を、管の材質毎に比較したところ、コンクリート管では 76.4%と目標の

40%を大きく上回る結果となった。しかし、陶管では 11.1%と目標を大幅に下回る結

果となった。その原因としては机上スクリーニングによる絞込みの結果が得られなか

ったこと、さらに、今回の対象管渠で老朽管が占める割合が大きく、現地スクリーニ

ングによる絞込みの効果が少なかったことが原因として挙げられる。 

管種毎のコスト・期間の比較結果を表－18 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 有効性 

机上スクリーニング、現地スクリーニング及び詳細調査を組合せた総合的な緊急度

（Ⅰ・Ⅱ）の適合率、検出率は、コンクリート管、陶管の適合率及び塩ビ管において、

それぞれ 86.7%、97.0％、及び 88.8%となり、システム全体で一定の有効性が確認で

きた。 

 

表－18 管種毎のコスト・期間の比較結果 

机上スクリーニング ：8,974m 机上スクリーニング ：3,056m 机上スクリーニング ：11,995m

洗浄・詳細調査 ：7,320m 洗浄・詳細調査 ：3,056m 洗浄・詳細調査 ：10,808m

机上スクリーニング ：8,974m 机上スクリーニング ：3,056m 机上スクリーニング ：11,995m

現地スクリーニング ：6,144m 現地スクリーニング ：3,056m 洗浄・詳細調査 ：10,808m

洗浄・詳細調査 ：  292m 詳細調査 ：1,633m

コスト縮減率 ：76.4% コスト縮減率 ：11.1% コスト縮減率 ：38.4%

期間縮減率 ：69.7% 期間縮減率 ：19.3% 期間縮減率 ：33.0%

コスト縮減率　目標 ：40%以上

期間縮減率　目標 ：30%以上

従
来
技
術

実
証
技
術

3,008千円、76日 4,727千円、31日 11,591千円、112日

効
果

硬質塩化ビニル管陶管コンクリート管

12,766千円、76日 18,833千円、112日5,321千円、31日
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c. 適用性 

本実証研究で用いたスクリーニングカメラ（KPRO カメラ、クリンビュー）の適用範

囲は、以下のとおりである。  

・ 適用範囲：D=200～450mm のコンクリート管、陶管、硬質塩化ビニル管 

・ 点検直視型カメラ（K-PRO カメラ）走破率：コンクリート管（75.6%）調査路線

11,872ｍ 

 

②  不明水調査における合理性検証 

現地スクリーニング技術（不明水調査）における合理性検証は、流量計のみを用い

た標準的な従来技術に対して、流量計、暗視カメラ、簡易水位計等を活用した実証技

術と「経済性」、「有効性」、「適用性」の視点において比較・検証を行った。 

a. 経済性 

不明水調査における経済性効果について、従来技術と実証技術を比較したところ、

簡易水位計による絞込みで 44.8％のコスト縮減効果を得ることができたが、暗視カ

メラでは縮減効果が 20.9％と低くなった。その原因としては、写真の画像読み取り

に労力を要したことがコスト増に繋がったと考えられる。 

スクリーニングの考え方を表-19 に、従来技術と実証技術のコスト及び期間の縮減

効果を表－20 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＴＥＰ1 ＳＴＥＰ2

従来技術
（流量計）

中ブロックの絞り込み
（流量計を設置）

小ブロックの絞り込み
（流量計を設置）

革新的技術
（簡易水位計）

革新的技術
（暗視カメラ）

中部ブロックから小ブロックまで1度に絞り込み
（流量計と暗視カメラを設置）

中ブロックから小ブロックまでを1度に絞り込み
（流量計と簡易水位計を設置）

表－19 スクリーニングの考え方 

表－20 従来技術と実証技術のコスト・期間の縮減効果 
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b. 有効性 

本研究で得られた不明水調査の絞り込みによる適合率は、前述した結果から簡易水

位計で 100％、暗視カメラで 80％であった。暗視カメラの適合率 80％については、

不適合箇所が測定個所の中で最も基礎汚水量比が小さい測点であったことを考慮す

ると、評価に支障をきたさないと考えられ、不明水調査のスクリーニング技術に対し

て一定の有効性が確認できたと考える。 

c. 適用性 

・ 適用範囲：簡易水位計（D=400mm 以下）、暗視カメラ（制約なし） 

 

５．まとめと今後の予定  

①  机上スクリーニング（劣化予測システム） 

本研究において、コンクリート管の劣化予測では一定の有用性が確認できたが、さら

なる精度向上のため、今後は複数都市の管渠データを用いて比較検証を行なう。 

 

②  現地スクリーニング技術（管渠調査） 

コンクリート管の現地スクリーニング技術で用いた点検直視型カメラ（K-PRO カメラ）

において、土砂堆積等の影響により一部の管渠で調査不能となった。今後の課題として、

点検直視型カメラ本体の改良により走行性能の向上を図ると共に、今後の普及展開を踏

まえ現在の対象管径（φ450ｍｍ）の拡大を図る必要があると考える。 

 

③  ICT データ入力・蓄積ツール 

既存の台帳システムとの連携が必要な際には、データ形式の加工等が必要となるため、

CSV 形式等の汎用的なデータ出力が可能な仕組みが必要と考えられる。また、点検情報を

入力する際、注意が散漫となってしまうため、マンホールへの転落や周辺交通に対する

安全管理への配慮が必要である。 

 

④  現地スクリーニング技術（不明水調査） 

今後は、普及展開の対象モデル都市を実証フィールドとして、不明水調査の現地スク

リーニングを行い、本実証技術の適用性を検証する。また、これまで染色液等を用いた

詳細調査により詳細なブロックへの絞り込みを行なっていたが、簡易水位計を用いた詳

細ブロックへの絞込みの可能性について検証を行なう。 
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⑤  硫化水素濃度連続測定技術 

今回は硫化水素の発生濃度と段差・落差との関係を検証するために有意なデータが得

られなかったため、今後は、ポンプ場からの圧力開放部やビルピット下流部の腐食環境

とされる箇所において、硫化水素の発生源に着目した検証が必要と考える。 

 

⑥  自治体状況調査（普及展開） 

今回の西日本を中心とする地方自治体 21 都市の調査では、自治体が管路施設の老朽化

に伴う計画事業予算の不足や職員数の不足を問題視していることや、効率的な調査・点

検手法の確立に期待していることが分かった。今後の普及展開において、都市規模と下

水道維持管理体制に応じた柔軟な普及展開戦略を検討する必要であると考え、調査実績

の少ない東日本の地方自治体を中心に引き続き自治体状況調査を行う。 
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