
 

 

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。 

 
 
参考文献 
1)下水道新技術推進機構：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-  
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２．共同研究 
 ２．１ 平成３０年度共同研究実施状況 

整理

№※1 
研究名称  

研究 

期間 
研究目的 

研究 

担当者 
共同研究者 

(特) 

156 
 

固定床型アナモックスプロ

セスによる高効率窒素除去

技術の共同研究 

H24～R1 

B-DASHプロジェクト「固定床型アナモック

スプロセスによる高効率窒素除去技術に関す

る技術実証事業」を遂行すると共に、実証事

業の終了後も継続して長期の連続運転を行い

各種データを取得することにより、対象技術

の適用性を実証する。 

山下洋正 

糸川浩紀 

熊本市上下水道局 

株式会社タクマ 

(公) 
165 

膜分離活性汚泥法の導入促

進に向けた技術開発－新規

膜洗浄機構を用いた省エネ

ルギー型MBRの開発－ 

H24～H30 
新規膜洗浄機構を用いることにより、消費電

力として0.4kWh/m3以下で処理可能な浸漬型

MBRシステムを構築する。 

山下洋正 

糸川浩紀 
JFEエンジニアリング株式会社 

(特) 

181 
無曝気循環式水処理技術の

開発 H28～R1 

B-DASHプロジェクト「無曝気循環式水処理

技術実証事業」終了後の自主研究で、実規模

施設の評価実験を行い、低ランニングな高級

処理技術を開発することを目的とする。 

山下洋正 

清水克祐 
メタウォーター株式会社 

(特) 

182 

高効率固液分離技術と二点

DO制御技術を用いた省エネ

型水処理技術の開発 
H28～R1 

B-DASHプロジェクト「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

技術実証事業」終了後の自主研究を遂行する。 

山下洋正 

水田丈裕 

前澤工業株式会社 
株式会社石垣 

(特) 

183 

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 
H28～R1 

B-DASHプロジェクト｢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

運転管理技術実証事業｣終了後の自主研究を

実施する。 

山下洋正 

糸川浩紀 

東芝インフラシステムズ株式会社 
株式会社堀場アドバンスドテクノ 

(提) 

186 
分離機械濃縮・高濃度中温消

化技術の開発 
H26～H30 

汚泥処理設備における省エネルギー・創エネ

ルギー性に優れた濃縮、消化プロセスについ

て、実証試験によりその適用性を検証し、実

用化を図ることを目的とする。 

三宅晴男 

島田正夫 

林梓 

月島機械株式会社 

(提) 

207 

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・診断技術の実証 
H27～R1 

下水道施設の機械設備及び電気設備におい

て、従来の定性的な劣化状況把握及び時間基

準保全のため定量的な劣化状況把握と状態基

準保全を導入することにより、下水処理設備

のライフサイクルコスト縮減に寄与すること

を目的とする。 

山下洋正 

小島浩二 

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 
 

(提) 

218 

車両牽引型深層空洞探査装

置の実用化に向けた技術実

証 
H27～R1 

下水道管に起因する道路陥没を抑制するため

に、陥没の兆候及び地下の異状を効率的に検

知できる調査点検技術の、管路管理への導入

適用及び普及の可能性を確認する。 

川上高男 

嘉戸重仁 
川崎地質株式会社 

 

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

№※1 
研究名称  

研究 

期間 
研究目的 

研究 

担当者 
共同研究者 

(公) 

225 
中小規模処理場向け脱水乾

燥システムの共同研究 H28～R2 

国土交通省が実施する平成28年度の下水道革

新的技術実証事業である「脱水乾燥システム

による下水汚泥の肥料化、燃料化技術実証事

業」の委託研究の実施等を通じて、「中小規模

処理場向け脱水乾燥システム」について、実

規模での実証及び評価を行い、その実用化を

図ることを目的とする。 

三宅晴男 

島田正夫 

林梓 

月島機械株式会社 

(提) 

226 

DHSシステムを用いた水量

変動追従型水処理技術の実

証 
H27～R2 

「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、実規模での実証及び評

価を行い、その実用化を図ることを目的とす

る。 

山下洋正 

清水克祐 
三機工業株式会社 

(提) 

227 

特殊繊維担体を用いた余剰

汚泥削減型水処理技術の実

証 
H28～R2 

特殊繊維担体を用いた余剰汚泥削減型水処理

技術について、下水処理場施設のダウンサイ

ジングが可能である技術であることを実証す

る。 

山下洋正 

糸川浩紀 

株式会社IHI環境エンジニアリング 
帝人フロンティア株式会社 

(特) 

229 

下水管路マネジメントシス

テム技術の適用範囲拡大策

に関する研究 
H28～H30 

平成25年度B-DASHプロジェクトで効果が

実証された「スクリーニング調査を核とした

管渠マネジメントシステム技術」の適用範囲

拡大に向けて、様々な条件下における本技術

の有効性を評価し、適用方策を整理すること

で、下水道法改正後の地方公共団体の事業計

画及び点検・調査計画の立案や、効率的な下

水道管路の維持管理に寄与することを目的と

する。 

川上高男 

二宮建一郎 
日本電気株式会社 

(提) 

234 

LCC低減を目的とした高機

能水素製造プロセスに関す

る研究 
H28～H30 

バイオガス精製装置と水素製造装置との組み
合わせによる水素製造プロセスを実証し、製
造された水素ガスの品質、水素製造能力、LCC
を検証することを目的とする。 

三宅晴男 

碓井次郎 

佐々木信勝 

株式会社 
神鋼環境ソリューション 

(提) 

242 
最終沈殿池の処理能力向上

技術の開発 H28～R3 
最終沈殿池にろ過部を設置し処理能力向上す
る技術について、系列を増設することなく、
低コストで、量的または質的に 

山下洋正 

水田丈裕 

中村周太郎 

メタウォーター株式会社 

(提)

245 

省エネ機器とNH4制御によ

る低動力反応タンクシステ

ムの開発 
H28～H30 

NH4 制御と省エネ機器の組合せにより、曝
気・撹拌に伴う消費エネルギーを大幅に削減
可能な低動力反応タンクシステムを開発・実
証する。 

山下洋正 

糸川浩紀 

中西啓 

株式会社神鋼環境ソリューション 

(提)

246 

無動力撹拌消化槽を用いた

低コスト地域バイオマス活

用技術 
H28～R3 

無動力撹拌消化槽、高効率加温設備、高効率
発電設備を用いた地産地消型エネルギーシス
テムの構築を目的とする。 

三宅晴男 

島田正夫 

林梓 

三菱化工機株式会社 

(提)

247 

温室効果ガス削減を考慮し

た完全電力自立型汚泥焼却

技術 
H28～R3 

「温室効果ガス削減を考慮した完全電力自立
型汚泥焼却技術」について、実規模で性能及
び導入効果を実証する。 

三宅晴男 

井上善之 

佐々木信勝 

JFEエンジニアリング株式会社 

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

№※1 
研究名称  

研究 

期間 
研究目的 

研究 

担当者 
共同研究者 

(公) 

225 
中小規模処理場向け脱水乾

燥システムの共同研究 H28～R2 

国土交通省が実施する平成28年度の下水道革

新的技術実証事業である「脱水乾燥システム

による下水汚泥の肥料化、燃料化技術実証事

業」の委託研究の実施等を通じて、「中小規模

処理場向け脱水乾燥システム」について、実

規模での実証及び評価を行い、その実用化を

図ることを目的とする。 

三宅晴男 

島田正夫 

林梓 

月島機械株式会社 

(提) 

226 

DHSシステムを用いた水量

変動追従型水処理技術の実

証 
H27～R2 

「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、実規模での実証及び評

価を行い、その実用化を図ることを目的とす

る。 

山下洋正 

清水克祐 
三機工業株式会社 

(提) 

227 

特殊繊維担体を用いた余剰

汚泥削減型水処理技術の実

証 
H28～R2 

特殊繊維担体を用いた余剰汚泥削減型水処理

技術について、下水処理場施設のダウンサイ

ジングが可能である技術であることを実証す

る。 

山下洋正 

糸川浩紀 

株式会社IHI環境エンジニアリング 
帝人フロンティア株式会社 

(特) 

229 

下水管路マネジメントシス

テム技術の適用範囲拡大策

に関する研究 
H28～H30 

平成25年度B-DASHプロジェクトで効果が

実証された「スクリーニング調査を核とした

管渠マネジメントシステム技術」の適用範囲

拡大に向けて、様々な条件下における本技術

の有効性を評価し、適用方策を整理すること

で、下水道法改正後の地方公共団体の事業計

画及び点検・調査計画の立案や、効率的な下

水道管路の維持管理に寄与することを目的と

する。 

川上高男 

二宮建一郎 
日本電気株式会社 

(提) 

234 

LCC低減を目的とした高機

能水素製造プロセスに関す

る研究 
H28～H30 

バイオガス精製装置と水素製造装置との組み
合わせによる水素製造プロセスを実証し、製
造された水素ガスの品質、水素製造能力、LCC
を検証することを目的とする。 

三宅晴男 

碓井次郎 

佐々木信勝 

株式会社 
神鋼環境ソリューション 

(提) 

242 
最終沈殿池の処理能力向上

技術の開発 H28～R3 
最終沈殿池にろ過部を設置し処理能力向上す
る技術について、系列を増設することなく、
低コストで、量的または質的に 

山下洋正 

水田丈裕 

中村周太郎 

メタウォーター株式会社 

(提)

245 

省エネ機器とNH4制御によ

る低動力反応タンクシステ

ムの開発 
H28～H30 

NH4 制御と省エネ機器の組合せにより、曝
気・撹拌に伴う消費エネルギーを大幅に削減
可能な低動力反応タンクシステムを開発・実
証する。 

山下洋正 

糸川浩紀 

中西啓 

株式会社神鋼環境ソリューション 

(提)

246 

無動力撹拌消化槽を用いた

低コスト地域バイオマス活

用技術 
H28～R3 

無動力撹拌消化槽、高効率加温設備、高効率
発電設備を用いた地産地消型エネルギーシス
テムの構築を目的とする。 

三宅晴男 

島田正夫 

林梓 

三菱化工機株式会社 

(提)

247 

温室効果ガス削減を考慮し

た完全電力自立型汚泥焼却

技術 
H28～R3 

「温室効果ガス削減を考慮した完全電力自立
型汚泥焼却技術」について、実規模で性能及
び導入効果を実証する。 

三宅晴男 

井上善之 

佐々木信勝 

JFEエンジニアリング株式会社 

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

№※1 
研究名称  

研究 

期間 
研究目的 

研究 

担当者 
共同研究者 

(特) 

248 
下水道BIM/CIMの有効性に

関する調査研究 H28～H30 
下水道 BIM/CIM の本格導入を見据え、実際
の設計業務及び建設工事に BIM/CIM を導入
した際の効果の検証及び課題の整理を行う。 

井上剛 

小川剛 

馬場省伍 

金澤純太郎 

日本水工設計株式会社 

(特) 

249 
下水道BIM/CIMの有効性に

関する調査研究 H28～H30 
下水道 BIM/CIM の本格導入を見据え、実際

の設計業務及び建設工事に BIM/CIM を導入

した際の効果の検証及び課題の整理を行う。 

井上剛 

小川剛 

馬場省伍 

金澤純太郎 

株式会社NJS 

(特) 

251 
下水道BIM/CIMの有効性に

関する調査研究 H28～H30 
下水道 BIM/CIM の本格導入を見据え、実際

の設計業務及び建設工事に BIM/CIM を導入

した際の効果の検証及び課題の整理を行う。 

井上剛 

小川剛 

馬場省伍 

金澤純太郎 

中日本建設コンサルタント 
株式会社 

(特) 

253 
下水道BIM/CIMの有効性に

関する調査研究 H28～H30 
下水道 BIM/CIM の本格導入を見据え、実際

の設計業務及び建設工事に BIM/CIM を導入

した際の効果の検証及び課題の整理を行う。 

井上剛 

小川剛 

馬場省伍 

金澤純太郎 

株式会社三水コンサルタント 

(特) 

254 
下水道BIM/CIMの有効性に

関する調査研究 H28～H30 
下水道 BIM/CIM の本格導入を見据え、実際

の設計業務及び建設工事に BIM/CIM を導入

した際の効果の検証及び課題の整理を行う。 

井上剛 

小川剛 

馬場省伍 

金澤純太郎 

オリジナル設計株式会社 

(特) 

255 
下水道BIM/CIMの有効性に

関する調査研究 H28～R1 
下水道 BIM/CIM の本格導入を見据え、実際

の設計業務及び建設工事に BIM/CIM を導入

した際の効果の検証及び課題の整理を行う。 

井上剛 

小川剛 

馬場省伍 

金澤純太郎 

東急建設株式会社 

(特) 

257 
下水道BIM/CIMの有効性に

関する調査研究 H28～H30 
下水道 BIM/CIM の本格導入を見据え、実際

の設計業務及び建設工事に BIM/CIM を導入

した際の効果の検証及び課題の整理を行う。 

井上剛 

小川剛 

馬場省伍 

金澤純太郎 

JFEエンジニアリング株式会社 

(特) 

258 
下水道BIM/CIMの有効性に

関する調査研究 H28～H30 
下水道 BIM/CIM の本格導入を見据え、実際
の設計業務及び建設工事に BIM/CIM を導入
した際の効果の検証及び課題の整理を行う。 

井上剛 

小川剛 

馬場省伍 

金澤純太郎 

株式会社フソウ 

(特) 

259 
下水道BIM/CIMの有効性に

関する調査研究 H28～H30 
下水道 BIM/CIM の本格導入を見据え、実際
の設計業務及び建設工事に BIM/CIM を導入
した際の効果の検証及び課題の整理を行う。 

井上剛 

小川剛 

馬場省伍 

金澤純太郎 

株式会社石垣 

(提) 

266 
低含水率型回転加圧脱水機

に関する共同研究 H29～H30 新たに開発した低含水率型回転加圧脱水機の
脱水性能を検証する。 

三宅晴男 

井上善之 

佐々木信勝 

巴工業株式会社 

(提) 

268 
非圧入式スクリュープレス

脱水機の開発 H29～H30 
脱水汚泥の含水率を従来型より更に低減可能
な脱水機について、実証試験によりその適用
性を検証し、実用化を図ることを目的とする。 

三宅晴男 

碓井次郎 

井上善之 

株式会社神鋼環境ソリューション 
株式会社北凌 

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

№※1 
研究名称  

研究 

期間 
研究目的 

研究 

担当者 
共同研究者 

(提) 

272 
縦軸型OD法のアンモニア制

御の実用化 H29～H30 
縦軸型 OD 法におけるアンモニア制御の実証
試験、省エネ効果･処理水質等の検証を目的と
する。 

山下洋正 

水田丈裕 

住友重機械エンバイロメント

株式会社 

(提) 

273 
高濃度消化技術を用いた高

機能な水素製造システム H29～R4 

国土交通省が公募を行った平成 30 年度の下
水道革新的技術実証事業である高純度ガス精
製等による効率的エネルギー化技術実証事業
（以下「B-DASH 事業」という。）の委託研
究の実施等を通じて、高濃度消化技術を用い
た高機能な水素製造システムについて、実規
模での実証及び評価を行い、その実用化を図
ることを目的とする。 

三宅晴男 

井上善之 

佐々木信勝 

株式会社神鋼環境ソリューション 

(提) 

275 
AIを活用した下水処理運転

管理支援技術の研究 H29～R1 

AI を活用した下水処理運転管理支援技術に
ついて、その普及可能性や技術性能、適用性
等について検討を行い、実用化を図ることを
目的とする。 

山下洋正 

糸川浩紀 

清水克祐 

株式会社安川電機 
前澤工業株式会社 

(提) 

276 

ICTを活用した総合的な段階

型管路診断システムの確立

～予防保全型維持管理導入

への糸口～ 

H29～R1 

ビッグ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「総合的な段階型管路診断シス
テム」を実証する。 

富樫俊文 

川上高男 

嘉戸重仁 

クリアウォーターOSAKA株式会社 

(提) 

277 

鋼板製消化タンクを用いた

中温消化技術の開発に関す

る研究 
H30～R2 

所定の消化能力、先行しているメーカーと同
等以上のエネルギー消費等の性能を有し、従
来技術のRC製・PC製消化タンクが抱える底
部の堆積、建設に関する問題及び消化状況の
把握困難等による煩雑な維持管理の問題を解
決可能とする、鋼板製消化タンクを用いた中
温消化技術の検討である。 

三宅晴男 

井上善之 
株式会社石垣 

(提) 

278 

ダウンサイジング型ベルト

プレス脱水機の開発に係る

共同研究 
H30 

ダウンサイジング型ベルトプレス脱水機の開
発について、実証試験によりその適用性を検
証し、実用化を図ることを目的とする。 

三宅晴男 

井上善之 

島田正夫 

林梓 

佐々木信勝 

月島機械株式会社 

(提) 

279 

電熱スクリュ式炭化炉を用

いた品質制御型汚泥燃料化

システムに関する共同研究 
H30～R1 

電熱スクリュ式炭化炉を用いた品質制御型汚
泥燃料化システムについて、実証試験により
その性能を検証し、実用化を図ることを目的
とする。 

三宅晴男 

井上善之 

碓井次郎 

佐々木信勝 

株式会社神鋼環境ソリューション 

(提) 

280 

膜分離活性汚泥法（MBR）

における低コスト再生水処

理プロセスの開発 
H30 

MBR 処理水の色度除去方式として、次亜塩
素酸ナトリウムによる塩素処理を検討する。
これにより、従来の再生水処理プロセス
（MBR＋オゾン）と比較して、より低コスト
な再生水処理プロセスを開発することを目的
とする。 

山下洋正 

水田丈裕 

埼玉県 
公益財団法人埼玉県下水道公社 
株式会社クボタ 

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

№※1 
研究名称  

研究 

期間 
研究目的 

研究 

担当者 
共同研究者 

(提) 

272 
縦軸型OD法のアンモニア制

御の実用化 H29～H30 
縦軸型 OD 法におけるアンモニア制御の実証
試験、省エネ効果･処理水質等の検証を目的と
する。 

山下洋正 

水田丈裕 

住友重機械エンバイロメント

株式会社 

(提) 

273 
高濃度消化技術を用いた高

機能な水素製造システム H29～R4 

国土交通省が公募を行った平成 30 年度の下
水道革新的技術実証事業である高純度ガス精
製等による効率的エネルギー化技術実証事業
（以下「B-DASH 事業」という。）の委託研
究の実施等を通じて、高濃度消化技術を用い
た高機能な水素製造システムについて、実規
模での実証及び評価を行い、その実用化を図
ることを目的とする。 

三宅晴男 

井上善之 

佐々木信勝 

株式会社神鋼環境ソリューション 

(提) 

275 
AIを活用した下水処理運転

管理支援技術の研究 H29～R1 

AI を活用した下水処理運転管理支援技術に
ついて、その普及可能性や技術性能、適用性
等について検討を行い、実用化を図ることを
目的とする。 

山下洋正 

糸川浩紀 

清水克祐 

株式会社安川電機 
前澤工業株式会社 

(提) 

276 

ICTを活用した総合的な段階

型管路診断システムの確立

～予防保全型維持管理導入

への糸口～ 

H29～R1 

ビッグ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「総合的な段階型管路診断シス
テム」を実証する。 

富樫俊文 

川上高男 

嘉戸重仁 

クリアウォーターOSAKA株式会社 

(提) 

277 

鋼板製消化タンクを用いた

中温消化技術の開発に関す

る研究 
H30～R2 

所定の消化能力、先行しているメーカーと同
等以上のエネルギー消費等の性能を有し、従
来技術のRC製・PC製消化タンクが抱える底
部の堆積、建設に関する問題及び消化状況の
把握困難等による煩雑な維持管理の問題を解
決可能とする、鋼板製消化タンクを用いた中
温消化技術の検討である。 

三宅晴男 

井上善之 
株式会社石垣 

(提) 

278 

ダウンサイジング型ベルト

プレス脱水機の開発に係る

共同研究 
H30 

ダウンサイジング型ベルトプレス脱水機の開
発について、実証試験によりその適用性を検
証し、実用化を図ることを目的とする。 

三宅晴男 

井上善之 

島田正夫 

林梓 

佐々木信勝 

月島機械株式会社 

(提) 

279 

電熱スクリュ式炭化炉を用

いた品質制御型汚泥燃料化

システムに関する共同研究 
H30～R1 

電熱スクリュ式炭化炉を用いた品質制御型汚
泥燃料化システムについて、実証試験により
その性能を検証し、実用化を図ることを目的
とする。 

三宅晴男 

井上善之 

碓井次郎 

佐々木信勝 

株式会社神鋼環境ソリューション 

(提) 

280 

膜分離活性汚泥法（MBR）

における低コスト再生水処

理プロセスの開発 
H30 

MBR 処理水の色度除去方式として、次亜塩
素酸ナトリウムによる塩素処理を検討する。
これにより、従来の再生水処理プロセス
（MBR＋オゾン）と比較して、より低コスト
な再生水処理プロセスを開発することを目的
とする。 

山下洋正 

水田丈裕 

埼玉県 
公益財団法人埼玉県下水道公社 
株式会社クボタ 

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

JS 技術開発年次報告書（平成 30 年度） 

 

整理

№※1 
研究名称  

研究 

期間 
研究目的 

研究 

担当者 
共同研究者 

(提) 

281 
能力増強型水処理システム

の開発 H30～R2 

①処理場の統廃合・広域化等による既存施設
を活用した処理能力増強ニーズに対応するた
め、固定式生物処理法と浮遊式生物処理法を
ハイブリッドすることで、標準活性汚泥法に
比べ 1.5 倍程度の流入水量を処理できるシス
テムを構築する。 
②代替施設を構築することなく、反応タンク
等の改築更新工事が可能な仮設水処理システ
ムを構築する。 

山下洋正 

水田丈裕 
荏原実業株式会社 

(特) 

282 
廃熱活用型省電力焼却シス

テムに関する共同研究 H30～R2 

本共同研究は、焼却廃熱の熱エネルギーを利
用した過給機の送風機能により、流動ブロワ
の消費電力量削減及び代替の実現可能性を実
証するとともに、本システムが新設工事に限
定されず､既設設備の部分的な改修にも適用
可能であることの検証を目的とする。 

三宅晴男 

井上善之 

佐々木信勝 

愛知県 
メタウォーター株式会社 
株式会社クボタ 

(特) 

283 
晴雨兼用高速ろ過技術の適

用性に関する共同研究 H30～R2 

年間を通じた連続運転により高速ろ過システ
ムに関する技術的知見を集積して、雨天時の
一時的な水量増加対応と水処理の効率化に関
する晴雨兼用高速ろ過システムの適用性検証
を目的とする。 

山下洋正 

中村周太郎 

名古屋市 
メタウォーター株式会社 

(提) 

284 

省エネ型PVDF平膜ユニット

を用いた中・大規模処理場向

け膜分離活性汚泥法の運転

技術に関する技術開発 

H30～R2 

中・大規模処理場への MBR 適用には、①省
エネ型 MBR ユニットおよび運転技術の浄
化、②流調を持たない設計が想定されており
膜ろ過で日間変動に対応する必要、③合流式
では雨水ピークへの対応、また分流式でも既
設変動等の流量変動への対処が必要、等の課
題があり、これらに対応する技術開発を行う。 

山下洋正 

清水克祐 

水道機工株式会社 
東レ株式会社 

(提) 

285 

AI搭載型次世代水処理最適

化システムの実証に関する

共同研究 
H30～R5 

ICT・AIを活用した①流入負荷変動、季節変
動に対応した空気量制御による単槽型反応タ
ンクにおけるA2O 法同等処理水質の短HRT
での達成、②空気量制御と連動した送風機吐
出圧力制御による消費電力の削減効果を実証
する。 

山下洋正 

清水克祐 
メタウォーター株式会社 

(提) 

287 

維持管理性向上を目的とし

た鋼板製消化槽の機能に関

する研究 
H30～R3 

建設費及び工事期間を大幅に圧縮可能な鋼板
製消化槽に、後退翼型撹拌機や底部堆積物除
去ノズル、スカム発生抑制機構を組み合わせ
ることで、維持管理性を向上させた消化シス
テムを構築する。従来のコンクリート製消化
槽に対する LCC 縮減性能や維持管理性の向
上について評価し、導入容易性について検証
及び実証する。また、維持管理性やLCC縮減
性能は、他の鋼板製消化槽システムと同等以
上のものであることを確認する。 

三宅晴男 

井上剛 

JFEエンジニアリング株式会社 
株式会社フソウ 

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

計４９件（非掲載７件） 
継続… ３８件 

新規… １１件 
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 ２．２ 平成３０年度完了共同研究の概要 
 
平成３０年度は、２２件の共同研究が完了しました。 
 

整理

№※1 研究名称 研究期間 共同研究者 頁 

(公) 
165 

膜分離活性汚泥法の導入促進に向けた技

術開発  ―新規膜洗浄機構を用いた省エ

ネルギー型 MBR の開発― 

H24～H30 JFEエンジニアリング 
株式会社 

163 

(提) 

186 
分離機械濃縮・高濃度中温消化技術の開

発 
H26～H30 月島機械株式会社 164 

(特) 

229 
下水管路マネジメントシステム技術の適

用範囲拡大策に関する研究 H28～H30 日本電気株式会社 165 

(提) 

234 
LCC低減を目的とした高機能水素製造プ

ロセスに関する研究 H28～H30 株式会社 
神鋼環境ソリューション  166 

(提) 

245 
省エネ機器とNH4制御による低動力反応

タンクシステムの開発 H28～H30 株式会社 
神鋼環境ソリューション  167 

(特) 

248 
下水道BIM/CIMの有効性に関する調査研

究  H28～H30 日本水工設計株式会社 168 

(特) 

249 
下水道BIM/CIMの有効性に関する調査研

究  H28～H30 株式会社NJS 169 

(特) 

251 
下水道BIM/CIMの有効性に関する調査研

究  H28～H30 中日本建設コンサルタント 
株式会社 170 

(特) 

253 
下水道BIM/CIMの有効性に関する調査研

究  H28～H30 株式会社三水コンサルタント 171 

(特) 

254 
下水道BIM/CIMの有効性に関する調査研

究  H28～H30 オリジナル設計株式会社 172 

(特) 

257 
下水道BIM/CIMの有効性に関する調査研

究  H28～H30 JFEエンジニアリング 

株式会社 
173 

(特) 

258 
下水道BIM/CIMの有効性に関する調査研

究  H28～H30 株式会社フソウ 174 

(特) 

259 
下水道BIM/CIMの有効性に関する調査研

究  H28～H30 株式会社石垣 175 

(提) 

266 
低含水率型回転加圧脱水機に関する共同

研究 H29～H30 巴工業株式会社 176 

(提) 

268 非圧入式スクリュープレス脱水機の開発 H29～H30 
株式会社神鋼環境ソリューション

株式会社北凌 177 

(提) 

272 縦軸型OD法のアンモニア制御の実用化 H29～H30 住友重機械エンバイロメント  
株式会社  

178 

(提) 

278 
ダウンサイジング型ベルトプレス脱水機

の開発に係る共同研究 H30 月島機械株式会社 179 

(提) 

280 
膜分離活性汚泥法（MBR）における低コ

スト再生水処理プロセスの開発 H30 
埼玉県 
公益財団法人埼玉県下水道公社

株式会社クボタ 
180 

その他 4件  

 
                                                   
※1 (公)：公募型共同研究、(提)：提案型共同研究、(簡)：簡易提案型共同研究、(特)：特定共同研究。  
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 ２．２ 平成３０年度完了共同研究の概要 
 
平成３０年度は、２２件の共同研究が完了しました。 
 

整理

№※1 研究名称 研究期間 共同研究者 頁 

(公) 
165 

膜分離活性汚泥法の導入促進に向けた技

術開発  ―新規膜洗浄機構を用いた省エ

ネルギー型 MBR の開発― 

H24～H30 JFEエンジニアリング 
株式会社 

163 

(提) 

186 
分離機械濃縮・高濃度中温消化技術の開

発 
H26～H30 月島機械株式会社 164 

(特) 

229 
下水管路マネジメントシステム技術の適

用範囲拡大策に関する研究 H28～H30 日本電気株式会社 165 

(提) 

234 
LCC低減を目的とした高機能水素製造プ

ロセスに関する研究 H28～H30 株式会社 
神鋼環境ソリューション  166 

(提) 

245 
省エネ機器とNH4制御による低動力反応

タンクシステムの開発 H28～H30 株式会社 
神鋼環境ソリューション  167 

(特) 

248 
下水道BIM/CIMの有効性に関する調査研

究  H28～H30 日本水工設計株式会社 168 

(特) 

249 
下水道BIM/CIMの有効性に関する調査研

究  H28～H30 株式会社NJS 169 

(特) 

251 
下水道BIM/CIMの有効性に関する調査研

究  H28～H30 中日本建設コンサルタント 
株式会社 170 

(特) 

253 
下水道BIM/CIMの有効性に関する調査研

究  H28～H30 株式会社三水コンサルタント 171 

(特) 

254 
下水道BIM/CIMの有効性に関する調査研

究  H28～H30 オリジナル設計株式会社 172 

(特) 

257 
下水道BIM/CIMの有効性に関する調査研

究  H28～H30 JFEエンジニアリング 

株式会社 
173 

(特) 

258 
下水道BIM/CIMの有効性に関する調査研

究  H28～H30 株式会社フソウ 174 

(特) 

259 
下水道BIM/CIMの有効性に関する調査研

究  H28～H30 株式会社石垣 175 

(提) 

266 
低含水率型回転加圧脱水機に関する共同

研究 H29～H30 巴工業株式会社 176 

(提) 

268 非圧入式スクリュープレス脱水機の開発 H29～H30 
株式会社神鋼環境ソリューション

株式会社北凌 177 

(提) 

272 縦軸型OD法のアンモニア制御の実用化 H29～H30 住友重機械エンバイロメント  
株式会社  

178 

(提) 

278 
ダウンサイジング型ベルトプレス脱水機

の開発に係る共同研究 H30 月島機械株式会社 179 

(提) 

280 
膜分離活性汚泥法（MBR）における低コ

スト再生水処理プロセスの開発 H30 
埼玉県 
公益財団法人埼玉県下水道公社

株式会社クボタ 
180 

その他 4件  

 
                                                   
※1 (公)：公募型共同研究、(提)：提案型共同研究、(簡)：簡易提案型共同研究、(特)：特定共同研究。  
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165 
JFE エンジニアリング 

株式会社 

膜分離活性汚泥法の導入促進に向けた技術開発 

－新規膜洗浄機構を用いた省エネルギー型 MBR の 

開発－ 

山下 洋正 

糸川 浩紀 

１）共同研究の目的 

本研究では、浸漬型 MBR における膜の物理的洗浄方法

として新規の｢水流洗浄方式｣を用いることにより、単位水

量当りの消費電力として0.4 kWh/m3以下での運転が可能な

省エネ型 MBR を開発･実証することを目的とした。 

２）共同研究の概要 

①水流洗浄方式： 本開発では、膜面の物理的洗浄方式を、従来の曝

気洗浄方式から、機械動力でクロスフロー流を発生させる水流洗浄方

式に変更した。これにより、生物処理に必要な酸素供給用として酸素

移動効率の高い超微細気泡散気装置の適用を可能とし、従来の浸漬型

MBR で処理動力の大きな割合を占める送風機動力の低減を図った

（図－１）。本洗浄方式では、好気タンク内にバッフル板を介して撹

拌機と膜ユニットを配置し（図－２）、撹拌機で発生させる水流によ

り形成される旋回流を利用して膜面洗浄を行う。併せて、酸素供給の

ための超微細気泡散気装置を膜ユニット下部に設置する。 

②パイロット実験：水流洗浄方式を備えた循環式硝化脱窒型 MBR（一部期間では凝集剤添加併用）の

パイロットプラント（処理能力：17 m3/d）を JS 技術開発実験センター内に設置し、隣接する下水処理

場の流入水（生下水）を原水として長期間の実証実験を実施した。本装置で使用した膜は PTFE 製中空

糸膜（公称孔径 0.2 μm）で、1 日平均のフラックス 0.5 m/d に対してフラックス変動期間には 0.6～1.4

の流量時間変動を与えた。 

３）共同研究の成果 

・ 延べ 260 日間の実験期間を通じて、膜間

差圧は初期値から 11kPa 以内で推移し

（図－３）、水流洗浄方式により安定した

膜処理を維持可能であることを確認した。 

・ 実験期間を通じて、処理水質は目標値

（BOD：3 mg/L、T-N：10 mg/L、T-P：

0.5 mg/L）を達成した（T-P は凝集剤を

併用した 4 ヶ月間のみ）。 

・ 日平均汚水量 20,000 m3/d の MBR システム（最初沈殿池を含む）について処理動力を試算した結

果、単位水量当りの消費電力が 0.256 kWh/m3と試算され、水流洗浄方式により大幅な省エネ化を

図れる見通しを得た。 

４）関連資料・報文等 
・冨田，伊佐治，馬場，宮田，糸川，橋本：第 52 回下水道研究発表会講演集，pp.230-231，2015. 
・冨田，井村，後藤，佐藤，糸川，橋本：第 54 回下水道研究発表会講演集，pp.200-202，2017. 
・冨田：環境浄化技術，Vol.17，No.1，pp.39-44，2018. 

 

図－２ 好気タンク内構造の概略 

Ｍ

B

超微細気泡散気装置

高効率攪拌機

膜モジュール
バッフル板

図－３ パイロット実験における膜間差圧の推移 
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図－１ 本技術による省エネ化の概要 

酸素供給

超微細気泡の適用
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空気量低減
送風機動力削減による省エネ化
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186 月島機械株式会社 分離機械濃縮・高濃度中温消化技術の開発 

三宅 晴男 

島田 正夫 

林 梓 

１）共同研究の目的 

本研究は、従来の重力濃縮方式に

替え、高濃度対応型ろ過濃縮機を用

いて初沈汚泥を高濃度化し（重力濃

縮の TS 3%程度に対し、本システム

では TS 8～10％）、余剰汚泥と汚泥

移送ポンプ内での混合を経て、消化

タンク内のTSを最大3.5%に調整す

ることで消化タンク必要容積およ

び必要加温熱量を削減するととも

に、安定的に運用可能な新たな嫌気性消化技術（図－１）を開発･実証することを目的とした。 

２）共同研究の概要 

以下の 3 つの要素技術を組合せた嫌気性消化技術を開発し、濃縮、移送、消化の各試験を鹿沼市黒川

終末処理場で、移送、消化工程を省略した濃縮試験については、埼玉県中川流域中川水循環センターを

使用して実規模実証試験を行った。 

 高濃度対応型ろ過濃縮機：濃縮機本体は、スクリーン内外の圧力差が少ない微圧ろ過および連続ろ

過面更新等により安定したろ過性能を長時間維持する。定量ポンプの回転数をインバーターで制御

するため応答性が高く、流量調節によって任意に濃縮汚泥濃度が設定可能である。 

 混合濃縮汚泥移送ポンプ：ポンプは二流体混合タイプの一軸ネジ式であり、流動性の低い濃縮初沈

汚泥（TS8～10%）と流動性を有する濃縮余剰汚泥（TS4%程度）をポンプ内で混合することで、汚

泥移送動力を節減すると共に配管閉塞発生リスクを抑制する技術である。 

 高濃度中温消化：消化汚泥の高濃度化には、インペラ式撹拌機の撹拌能力強化で対応した。通常濃

度で実績のあるインペラ式撹拌機を採用し、高濃度化対応として羽根の段数を考慮して決定した。

高濃度化で消化汚泥粘度は上昇するが、タンク容量低減のため撹拌動力は低下する。 

３）共同研究の成果 

初沈汚泥に対する薬注率約 0.25～0.4%において、濃縮初沈

汚泥が TS 8～10％に濃縮され、固形物回収率 95%以上となる

ことが確認された。また、消化槽内の消化汚泥が TS 3.41%に

調整され、消化率 56.2%および 0.53m3/kg-VS 分解（投入有機物

量当たりの消化ガス発生量；数値は運転期間平均）（図－２）

を達成し、消化タンク投入汚泥量の減少が確認された。これ

らの共同研究の成果により、高濃度対応型ろ過濃縮・中温消

化システムは平成 30 年１月に JS の新技術Ⅰ類に選定された。 

４）関連資料・報文等 
・橋本，澤原，島田，林：第 56 回下水道研究発表会講演集，pp. 1211-1213，2019. 

 

図－１  開発技術のシステム概要 

図－２  消化率の推移 
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186 月島機械株式会社 分離機械濃縮・高濃度中温消化技術の開発 

三宅 晴男 

島田 正夫 

林 梓 

１）共同研究の目的 

本研究は、従来の重力濃縮方式に

替え、高濃度対応型ろ過濃縮機を用

いて初沈汚泥を高濃度化し（重力濃

縮の TS 3%程度に対し、本システム

では TS 8～10％）、余剰汚泥と汚泥

移送ポンプ内での混合を経て、消化

タンク内のTSを最大3.5%に調整す

ることで消化タンク必要容積およ

び必要加温熱量を削減するととも

に、安定的に運用可能な新たな嫌気性消化技術（図－１）を開発･実証することを目的とした。 

２）共同研究の概要 

以下の 3 つの要素技術を組合せた嫌気性消化技術を開発し、濃縮、移送、消化の各試験を鹿沼市黒川

終末処理場で、移送、消化工程を省略した濃縮試験については、埼玉県中川流域中川水循環センターを

使用して実規模実証試験を行った。 

 高濃度対応型ろ過濃縮機：濃縮機本体は、スクリーン内外の圧力差が少ない微圧ろ過および連続ろ

過面更新等により安定したろ過性能を長時間維持する。定量ポンプの回転数をインバーターで制御

するため応答性が高く、流量調節によって任意に濃縮汚泥濃度が設定可能である。 

 混合濃縮汚泥移送ポンプ：ポンプは二流体混合タイプの一軸ネジ式であり、流動性の低い濃縮初沈

汚泥（TS8～10%）と流動性を有する濃縮余剰汚泥（TS4%程度）をポンプ内で混合することで、汚

泥移送動力を節減すると共に配管閉塞発生リスクを抑制する技術である。 

 高濃度中温消化：消化汚泥の高濃度化には、インペラ式撹拌機の撹拌能力強化で対応した。通常濃

度で実績のあるインペラ式撹拌機を採用し、高濃度化対応として羽根の段数を考慮して決定した。

高濃度化で消化汚泥粘度は上昇するが、タンク容量低減のため撹拌動力は低下する。 

３）共同研究の成果 

初沈汚泥に対する薬注率約 0.25～0.4%において、濃縮初沈

汚泥が TS 8～10％に濃縮され、固形物回収率 95%以上となる

ことが確認された。また、消化槽内の消化汚泥が TS 3.41%に

調整され、消化率 56.2%および 0.53m3/kg-VS 分解（投入有機物

量当たりの消化ガス発生量；数値は運転期間平均）（図－２）

を達成し、消化タンク投入汚泥量の減少が確認された。これ

らの共同研究の成果により、高濃度対応型ろ過濃縮・中温消

化システムは平成 30 年１月に JS の新技術Ⅰ類に選定された。 

４）関連資料・報文等 
・橋本，澤原，島田，林：第 56 回下水道研究発表会講演集，pp. 1211-1213，2019. 

 

図－１  開発技術のシステム概要 

図－２  消化率の推移 
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229 日本電気株式会社 
下水道管路マネジメントシステム技術の適用範囲

拡大策に関する研究 

川上 高男 

二宮 建一郎 

１）共同研究の目的 

本研究では、平成 25 年度 B-DASH プロジェクトで効果が実証され

た「スクリーニング調査を核とした管渠マネジメントシステム技術」

の適用拡大に向けて、本技術の有効性を評価し、適用方策を整理する

ことを目的とした。 

２）共同研究の概要 

 適用拡大における有効性の評価については、スクリーニング調査を

発注する自治体のニーズを把握することが必要不可欠であるため、本

研究の要素技術である画像認識型カメラシステムについて、管渠のス

トックマネジメント計画を既に策定している中大規模

自治体へのヒアリングや、JS 研修「管きょの維持管理

コース」を受講している自治体へのアンケート調査を

実施した。 

また、適用方策の整理では、協力自治体のフィール

ドを借り、展開広角カメラ（詳細調査）で走行した調

査済み範囲と、同一区間を画像認識型カメラで走行す

ることにより、調査結果の比較を行い、詳細調査への

適用可否の検証を実施した。 

３）共同研究の成果 

 自治体の調査会社によってはランク判定の精度にバ

ラつきがあり、自治体担当者に負担がかかる場合もあ

るため、画像認識技術により自動的に判定表を作成

できることは、効率的なスクリーニング調査に効果

的であるとの評価を得た。 

また、詳細調査で使用した展開広角カメラデータ

と本技術を比較したところ、図－２に例を示すとお

り、管左上のクレーター上の破損Ａを本技術でも確

認することができた。ただし、本技術は側視画像に

おいてミリメートル単位の測定ができないことや、動

画出力時の画像内に距離や管番号の印字がされていないため、更なる改良が必要である。 

なお、平成 25 年度 B-DASH 実証時の画像認識型カメラは、展開広角カメラに比べると全長が長く操

作性に劣っていたため、図－３のとおり、車両部をコンパクト化することにより全長を 355mm 縮小し

た。これにより 12kg の軽量化に成功し、操作性が向上した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－１ 画像認識型カメラシステム 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図－２ 展開広角カメラデータ（詳細調査）と 

画像認識型カメラデータとの比較 

 

 

 

 

 

図－３ 画像認識型カメラの改良結果 
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234 
株式会社神鋼環境 

ソリューション 

LCC 低減を目的とした高機能水素製造

プロセスに関する研究 

三宅 晴男 

佐々木 信勝 

碓井 次郎 

１）共同研究の目的 

バイオガス精製装置（高圧水吸収法）と水素製造装置（水蒸気改質法）を組み合わせた水素製造プロ

セスを実証し、製品水素の品質、水素製造能力、ライフサイクルコスト（以下、LCC）を検証した。 

２）共同研究の概要 

京都市鳥羽水環境保全センターに設置した実証施設のフローを図－１に示す。既設バイオガス精製装

置で精製したガスの一部を今回設置した水素製造装置に供給し水素を製造した。平成 29 年秋から平成

30年夏にかけて四季データを取得し、下記(1)～(3)を検証した。 

 
図－１ 実証フロー 

 

(1) 製品水素品質：定格負荷時に製品水素をサンプリング・分析し、燃料電池自動車（以下、FCV）用

水素燃料規格値（ISO14687-2）を満たしているか確認した。 

(2) 水素製造能力：製品水素 1Nm3当たりの精製ガス使用量（以下、精製ガス原単位）で評価した。都

市ガス原料におけるメーカー実績が 0.42Nm3-都市ガス/Nm3-H2（定格負荷時）であることから、熱量

換算（精製ガス 39MJ/Nm3、都市ガス 45MJ/Nm3）により 0.48Nm3-精製ガス/Nm3-H2を目標とした。 

(3) LCC比較：図－２に示す試算

範囲において、実証プロセス

と従来プロセスの LCC（建設

費年価＋維持管理費）を比較

した。 
 
※主な試算条件 
バイオガス発生量 17,000m3/日 
水素製造量 3,300Nm3/日規模 
水素製造時間 12時間/日 
水素製造日数 345日/年 

 
 図－２ LCC 試算範囲 

３）共同研究の成果 

(1) 製品水素品質：水素純度は 99.97%以上を維持、不純物濃度は ISO規格値をクリアし、FCVに利用

可能な品質の水素を製造できることが分かった。 

(2) 水素製造能力：定格負荷での精製ガス原単位は 0.48Nm3-精製ガス/Nm3-H2（四季平均）との結果で、

都市ガス原料の場合と同等の効率（熱量換算ベース）で水素製造が可能であることを確認した。 

(3) LCC比較：従来水素製造プロセスに対して LCCで約 10%減であることを確認した。 

４）関連資料・報文等 
・太田, 八嶋, 三宅, 佐々木, 碓井, 宮本, 佐藤, 小野田：第 56回下水道研究発表会講演集, pp.227-229, 2019. 
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234 
株式会社神鋼環境 

ソリューション 

LCC 低減を目的とした高機能水素製造

プロセスに関する研究 

三宅 晴男 

佐々木 信勝 

碓井 次郎 

１）共同研究の目的 

バイオガス精製装置（高圧水吸収法）と水素製造装置（水蒸気改質法）を組み合わせた水素製造プロ

セスを実証し、製品水素の品質、水素製造能力、ライフサイクルコスト（以下、LCC）を検証した。 

２）共同研究の概要 

京都市鳥羽水環境保全センターに設置した実証施設のフローを図－１に示す。既設バイオガス精製装

置で精製したガスの一部を今回設置した水素製造装置に供給し水素を製造した。平成 29 年秋から平成

30年夏にかけて四季データを取得し、下記(1)～(3)を検証した。 

 
図－１ 実証フロー 

 

(1) 製品水素品質：定格負荷時に製品水素をサンプリング・分析し、燃料電池自動車（以下、FCV）用

水素燃料規格値（ISO14687-2）を満たしているか確認した。 

(2) 水素製造能力：製品水素 1Nm3当たりの精製ガス使用量（以下、精製ガス原単位）で評価した。都

市ガス原料におけるメーカー実績が 0.42Nm3-都市ガス/Nm3-H2（定格負荷時）であることから、熱量

換算（精製ガス 39MJ/Nm3、都市ガス 45MJ/Nm3）により 0.48Nm3-精製ガス/Nm3-H2を目標とした。 

(3) LCC比較：図－２に示す試算

範囲において、実証プロセス

と従来プロセスの LCC（建設

費年価＋維持管理費）を比較

した。 
 
※主な試算条件 
バイオガス発生量 17,000m3/日 
水素製造量 3,300Nm3/日規模 
水素製造時間 12時間/日 
水素製造日数 345日/年 

 
 図－２ LCC 試算範囲 

３）共同研究の成果 

(1) 製品水素品質：水素純度は 99.97%以上を維持、不純物濃度は ISO規格値をクリアし、FCVに利用

可能な品質の水素を製造できることが分かった。 

(2) 水素製造能力：定格負荷での精製ガス原単位は 0.48Nm3-精製ガス/Nm3-H2（四季平均）との結果で、

都市ガス原料の場合と同等の効率（熱量換算ベース）で水素製造が可能であることを確認した。 

(3) LCC比較：従来水素製造プロセスに対して LCCで約 10%減であることを確認した。 

４）関連資料・報文等 
・太田, 八嶋, 三宅, 佐々木, 碓井, 宮本, 佐藤, 小野田：第 56回下水道研究発表会講演集, pp.227-229, 2019. 
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245 
株式会社神鋼環境 

ソリューション 

省エネ機器と NH4制御による低動力反応タンク 

システムの開発 

山下 洋正 

糸川 浩紀 

１）共同研究の目的 

本研究では、①NH4計を用いた曝気風量制御（NH4 制御）、②低圧損型メンブレン式散気装置、③槽上

型双曲面形撹拌機の 3 つの要素技術の組合せにより反応タンクの所要動力を大幅に削減可能な｢低動力

反応タンクシステム｣（図－１）を開発･実証することを目的とした。 

２）共同研究の概要 

本システムは、反応タンクの設備更新時等に以下の

要素技術を導入することで、送風機および撹拌機に係

る動力の削減を図るものである。 

① NH4 制御：反応タンク後段に NH4 計を設置し DO

制御の目標値を随時増減させて風量を適正化する。 

② 低圧損型メンブレン式散気装置：シリコンゴム製

の散気装置で、低圧損（6 kPa 以下）で高い酸素移

動効率を有する。 

③ 槽上型双曲面形撹拌機：双曲面状の翼を池底部で低速

回転させることにより省エネ化を図る。 

実下水処理場の深槽式反応タンク（7,500 m3/(d･池)、３

段式ステップ多段法）の好気区画に低圧損型メンブレン

式散気装置、無酸素区画に槽上型双曲面形撹拌機、風量

制御系に NH4 制御を導入し（図－２）、四季を通じた 1 年

5 ヶ月の実証運転を実施した。風量削減効果を把握するた

め、従来システム（①DO 一定制御、②セラミック式散気装置、

③間欠曝気撹拌）の同系列内の他池を比較池とした。 

３）共同研究の成果 

・ NH4 制御の DO 一定制御に対する風量削減率は、当該処理場

において 9～12%であった。 

・ 低圧損型メンブレン式散気装置のセラミック式に対する風

量削減率は、29～35%であった。 

・ 槽上型双曲面形撹拌機による底部流速が0.1 m/s以上である

ことを確認し、撹拌動力は従来の水中撹拌機の約 1/10 にな

ると試算した。 

・ 従来システム（比較池）と同等の処理水質が得られること

を確認した（NH4-N 濃度は平均 1 mg/L 以下）。 

・ 各種規模･処理方式へ導入した場合の電力量を試算し、従来

システムと比較して大幅な動力削減が可能であることを示した（図－３）。 

４）関連資料・報文等 

・熊田，島田，石山，糸川，竹内，橋本：第 55 回下水道研究発表会講演集，pp.968-970，2018. 
・石山，熊田，島田，糸川，中西，山下：第 56 回下水道研究発表会講演集，pp.1019-1021，2019. 

図－１ 低動力反応タンクシステムの構成例 

図－３ 低動力反応タンクシステムの 

所要電力量の試算結果例 
【試算条件】80,000m3/d,嫌気無酸素好気法, 

標準槽･旋回流式 

【従来ｼｽﾃﾑ】①DO 一定制御,②ｾﾗﾐｯｸ式散気装置, 

③水中機械式撹拌機 

※対象設備はブロワと撹拌機であり、図内の削減 

率は両設備のみを対象としたものである。 

図－２ 実証施設の概略フロー 
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248 日本水工設計株式会社 下水道 BIM/CIM の有効性に関する調査研究 
井上 剛 

馬場 省伍 

１）共同研究の目的 

BIM（Building Information Modeling）、CIM（Construction Information Modeling/ Management）とは、調

査・設計段階から 3次元モデルを導入し、施工、維持管理の各段階においても情報を共有・充実させる

ことにより一連の建設生産システムにおける受発注者双方の業務効率化・高度化を図るものである。 

本共同研究では、下水道事業の設計業務や建設工事において BIM/CIMを部分的に試行し、3次元モデ

ルの導入による成果品質向上や業務効率化といった効果の検証や課題の抽出を行い、本格導入に向けた

知見を得ることを目的とする。 

２）共同研究の概要 

寒河江市寒河江浄化センターの汚水ポンプの改築工事に

おいて、3 次元モデルを作成した。効果検証として、施工

における工程会議（図－１）にて、①機器搬入シミュレー

ション、②工事仮設の検証を行い、その有効性を確認した。

また、BIM/CIM導入に向けて課題となる事項を整理した。 

３）共同研究の成果 

①機器搬入シミュレーションとして、主ポンプ搬入シミュ

レーション動画を作成した。図－２は機器搬入シミュレー

ションにおける主ポンプの搬入・組立手順を示したもので

ある。搬入計画に問題がないことが確認でき、実際の施工

もシミュレーション通り行われた。この動画は、工程会議

の場での関係者の合意形成に有効であった。動画上でウォ

ークスルー機能や「人物モデル」の挿入が可能であるため、

搬入中の動線の確認や安全確認にも応用が可能である。 

②工事仮設の検証として、図－３の工事期間中の維持管理

者用仮設足場や更新工事用の作業足場を示したモデルを作

成した。2 次元平面図では維持管理区分と工事区分は表現

できるが、維持管理動線上の段差や、高さに対するイメー

ジはつかみにくい。3 次元モデルを活用することで、施工

工程において、スムーズな材料手配や仮設工事が実現した。 

また、効果検証を通じて、点群データは現状をそのまま

とらえるため、合意形成や意思決定を行うために効果的で

ある。 

本研究では、機械設備工事側で基本的な 3次元モデル作

成を行い、電気設備はそのモデルに上書きする形態とした。

今後の課題として、施工場所に多くの関連工事が重なる場

合のデータ共有方法が挙げられる。 

図－１ 3 次元モデルを用いた工程会議 

図－３ 3 次元モデルに仮設足場を図示 

図－２ 機器搬入シミュレーション 
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248 日本水工設計株式会社 下水道 BIM/CIM の有効性に関する調査研究 
井上 剛 

馬場 省伍 

１）共同研究の目的 

BIM（Building Information Modeling）、CIM（Construction Information Modeling/ Management）とは、調

査・設計段階から 3次元モデルを導入し、施工、維持管理の各段階においても情報を共有・充実させる

ことにより一連の建設生産システムにおける受発注者双方の業務効率化・高度化を図るものである。 

本共同研究では、下水道事業の設計業務や建設工事において BIM/CIMを部分的に試行し、3次元モデ

ルの導入による成果品質向上や業務効率化といった効果の検証や課題の抽出を行い、本格導入に向けた

知見を得ることを目的とする。 

２）共同研究の概要 

寒河江市寒河江浄化センターの汚水ポンプの改築工事に

おいて、3 次元モデルを作成した。効果検証として、施工

における工程会議（図－１）にて、①機器搬入シミュレー

ション、②工事仮設の検証を行い、その有効性を確認した。

また、BIM/CIM導入に向けて課題となる事項を整理した。 

３）共同研究の成果 

①機器搬入シミュレーションとして、主ポンプ搬入シミュ

レーション動画を作成した。図－２は機器搬入シミュレー

ションにおける主ポンプの搬入・組立手順を示したもので

ある。搬入計画に問題がないことが確認でき、実際の施工

もシミュレーション通り行われた。この動画は、工程会議

の場での関係者の合意形成に有効であった。動画上でウォ

ークスルー機能や「人物モデル」の挿入が可能であるため、

搬入中の動線の確認や安全確認にも応用が可能である。 

②工事仮設の検証として、図－３の工事期間中の維持管理

者用仮設足場や更新工事用の作業足場を示したモデルを作

成した。2 次元平面図では維持管理区分と工事区分は表現

できるが、維持管理動線上の段差や、高さに対するイメー

ジはつかみにくい。3 次元モデルを活用することで、施工

工程において、スムーズな材料手配や仮設工事が実現した。 

また、効果検証を通じて、点群データは現状をそのまま

とらえるため、合意形成や意思決定を行うために効果的で

ある。 

本研究では、機械設備工事側で基本的な 3次元モデル作

成を行い、電気設備はそのモデルに上書きする形態とした。

今後の課題として、施工場所に多くの関連工事が重なる場

合のデータ共有方法が挙げられる。 

図－１ 3 次元モデルを用いた工程会議 

図－３ 3 次元モデルに仮設足場を図示 

図－２ 機器搬入シミュレーション 
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249 株式会社 NJS 下水道 BIM/CIM の有効性に関する調査研究 
井上 剛 

馬場 省伍 

１）共同研究の目的 

BIM（Building Information Modeling）、CIM（Construction Information Modeling/ Management）とは、調

査・設計段階から 3次元モデルを導入し、施工、維持管理の各段階においても情報を共有・充実させる

ことにより一連の建設生産システムにおける受発注者双方の業務効率化・高度化を図るものである。 

本共同研究では、下水道事業の設計業務や建設工事において BIM/CIMを部分的に試行し、3次元モデ

ルの導入による成果品質向上や業務効率化といった効果の検証や課題の抽出を行い、本格導入に向けた

知見を得ることを目的とする。 

２）共同研究の概要 

千曲川流域下水道上流処理区終末処理場の第 1ポンプ棟耐震補強設計業務を対象として、3次元モデ

ルを作成した。効果検証として、①耐震補強工法の選定過程における効果、②施工・仮設計画における

効果、③3次元モデルから 2次元図面を作成する場合の効果の検証を行い、その有効性を確認した。ま

た、BIM/CIM導入に向けて課題となる事項を整理した。 

３）共同研究の成果 

①既存の躯体及びプラント設備、建築設備をモデル化

した 3 次元モデル内において、耐震補強工法の選定過

程における効果検証を行った。その結果、3次元モデル

の干渉チェック機能により、従来見落としがちであっ

た干渉設備の有無を容易に確認できた（図－１、表－

１参照）。また、3 次元モデルにより、干渉設備や増し

打ち補強後の断面確認が容易となり、発注者との合意

形成にかける時間短縮が効果として見込まれた。 

②3次元モデルにより作成したステップ図において、施

工・仮設計画における効果検証を行った。その結果、

施工に直接干渉する設備だけでなく、その設備を移設

することにより二次的に移設が必要となる設備の有無

も併せて容易に確認できた（図-2参照）。 

③3 次元モデルから 2 次元図面を作成する場合の効果

検証については、3次元モデルから平面図、断面図を作

成するため、図面間の不整合が無くなることが確認で

きた。しかし、従来の 2 次元図面相当の記載内容とす

るには、文字や寸法線等は別途追加記載が必要となり、

その部分の作業に時間を要する。 

3 次元モデルの作成には時間と費用を要することか

ら、モデル化の範囲、詳細度等を適切に設定すること

が、BIM/CIMの普及展開に向けた今後の課題である。 
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図－２ IFC 変換による要素の欠落 

251 
中日本建設コンサル 

タント株式会社 
下水道 BIM/CIM の有効性に関する調査研究 

井上 剛 

馬場 省伍 

１）共同研究の目的 

BIM（Building Information Modeling）、CIM（Construction Information Modeling/ Management）とは、調

査・設計段階から 3 次元モデルを導入し、施工、維持管理の各段階においても情報を共有・充実させる

ことにより一連の建設生産システムにおける受発注者双方の業務効率化・高度化を図るものである。 

本共同研究では、下水道事業の設計業務や建設工事において BIM/CIM を部分的に試行し、3 次元モデ

ルの導入による成果品質向上や業務効率化といった効果の検証や課題の抽出を行い、本格導入に向けた

知見を得ることを目的とする。 

２）共同研究の概要 

鈴鹿市江島雨水ポンプ場の耐震補強設計及び機械・電気改築設計を対象として、2 次元詳細設計図か

ら部分的に 3 次元モデルを作成した。効果検証として、①耐震壁数量の自動算出について検証、②耐震

補強壁と設備の干渉チェック、③施設及び設備の属性情報入力方法の検証を行い、有効性を確認した。

また、BIM/CIM 導入に向けて課題となる事項を整理した。 

３）共同研究の成果 

①耐震壁数量の自動算出についての検証として、増設する耐震壁の体積について、実施設計の数量と

BIM ソフトでの体積算出結果との乖離が無いかを検証した。検証の結果、実施設計の数量と一致し、耐

震壁体積の自動算出は可能であるが、鉄筋等の正確な数量を算出するためには、3 次元モデル作成段階

から、オブジェクトの使い分け等のルールを決

めておく必要があると考えらえた。 

②耐震補強壁と設備の干渉チェックとして、増

設する耐震壁と現状の設備の干渉について、

BIM ソフトの干渉チェック機能により検証し

た。従来は職種ごとに作成した図面を重ね合わ

せてチェックを行っていたため、BIM ソフト

の干渉チェック機能を利用することで、効率的

に確認できた。また、干渉している箇所は吹き

出しとリストで表示され、干渉や不整合の見落

としなどのリスクが軽減された（図－１）。 

③施設及び設備の属性情報入力方法の検証と

して、設備台帳の属性情報を BIM ソフトで追

加や修正が可能か、検証を行った。検証の結果、

Excel 形式、CSV 形式のデータとの連携機能が

あり、属性情報の追加･修正が可能であること

が確認できた。 

BIM ソフトで作成した 3 次元モデルを互換形

式（IFC 形式）へ変換した場合の、要素の欠落などの問題点を解消することが、BIM/CIM の普及展開に

向けた今後の課題である（図－２）。 

図－１ 干渉チェック結果 
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図－２ IFC 変換による要素の欠落 

251 
中日本建設コンサル 

タント株式会社 
下水道 BIM/CIM の有効性に関する調査研究 

井上 剛 

馬場 省伍 

１）共同研究の目的 

BIM（Building Information Modeling）、CIM（Construction Information Modeling/ Management）とは、調

査・設計段階から 3 次元モデルを導入し、施工、維持管理の各段階においても情報を共有・充実させる

ことにより一連の建設生産システムにおける受発注者双方の業務効率化・高度化を図るものである。 

本共同研究では、下水道事業の設計業務や建設工事において BIM/CIM を部分的に試行し、3 次元モデ

ルの導入による成果品質向上や業務効率化といった効果の検証や課題の抽出を行い、本格導入に向けた

知見を得ることを目的とする。 

２）共同研究の概要 

鈴鹿市江島雨水ポンプ場の耐震補強設計及び機械・電気改築設計を対象として、2 次元詳細設計図か

ら部分的に 3 次元モデルを作成した。効果検証として、①耐震壁数量の自動算出について検証、②耐震

補強壁と設備の干渉チェック、③施設及び設備の属性情報入力方法の検証を行い、有効性を確認した。

また、BIM/CIM 導入に向けて課題となる事項を整理した。 

３）共同研究の成果 

①耐震壁数量の自動算出についての検証として、増設する耐震壁の体積について、実施設計の数量と

BIM ソフトでの体積算出結果との乖離が無いかを検証した。検証の結果、実施設計の数量と一致し、耐

震壁体積の自動算出は可能であるが、鉄筋等の正確な数量を算出するためには、3 次元モデル作成段階

から、オブジェクトの使い分け等のルールを決

めておく必要があると考えらえた。 

②耐震補強壁と設備の干渉チェックとして、増

設する耐震壁と現状の設備の干渉について、

BIM ソフトの干渉チェック機能により検証し

た。従来は職種ごとに作成した図面を重ね合わ

せてチェックを行っていたため、BIM ソフト

の干渉チェック機能を利用することで、効率的

に確認できた。また、干渉している箇所は吹き

出しとリストで表示され、干渉や不整合の見落

としなどのリスクが軽減された（図－１）。 

③施設及び設備の属性情報入力方法の検証と

して、設備台帳の属性情報を BIM ソフトで追

加や修正が可能か、検証を行った。検証の結果、

Excel 形式、CSV 形式のデータとの連携機能が

あり、属性情報の追加･修正が可能であること

が確認できた。 

BIM ソフトで作成した 3 次元モデルを互換形

式（IFC 形式）へ変換した場合の、要素の欠落などの問題点を解消することが、BIM/CIM の普及展開に

向けた今後の課題である（図－２）。 

図－１ 干渉チェック結果 
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253 
株式会社 

三水コンサルタント 
下水道 BIM/CIM の有効性に関する調査研究 

井上 剛 

馬場 省伍 

１）共同研究の目的 

BIM（Building Information Modeling）、CIM（Construction Information Modeling/ Management）とは、調

査・設計段階から 3次元モデルを導入し、施工、維持管理の各段階においても情報を共有・充実させる

ことにより一連の建設生産システムにおける受発注者双方の業務効率化・高度化を図るものである。 

本共同研究では、下水道事業の設計業務や建設工事において BIM/CIMを部分的に試行し、3次元モデ

ルの導入による成果品質向上や業務効率化といった効果の検証や課題の抽出を行い、本格導入に向けた

知見を得ることを目的とする。 

２）共同研究の概要 

小諸市小諸浄化センターの管理機械棟の耐震設計業務において、点群測量から 3次元モデルを作成し

た。効果検証として、①点群測量、②点群データからの 3次元モデル化について作業性等を検証し、そ

の有効性を確認した。また、BIM/CIM導入に向けて課題となる事項を整理した。 

３）共同研究の成果 

①3次元レーザースキャナ（表－１、写真－１）

を用いた点群測量は、メジャーを用いた計測と比

べ、人件費と作業時間を削減できた。一方で、計

測範囲の凹凸を認識するため、床に維持管理の資

材等がある場合は、不要な凹凸を含んでしまい、

これらを一旦移動する必要があった。 

②点群データ（図－１）からの 3次元モデル化（図

－２）は、コンピュータ処理で全てをモデル化す

るよりも、設計検討に必要な部分を選択して

CADオペレーターにより作業する方が効率的な

場合があることが確認できた。また、点群データ

による干渉チェックは可能であった。 

3次元モデルの作成に時間とコストを要する

ため、目的に応じたモデル化の範囲を設定するこ

とが、BIM/CIMの普及展開に向けた今後の課題

である。 

表‐１ 点群測量の使用した３次元レーザースキャナの性能 

写真‐１ 3 次元レーザースキャナ 

図‐１ 3次元点群ビュア 図‐２ 3次元モデル 
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254 
オリジナル設計株式会

社 
下水道 BIM/CIM の有効性に関する調査研究 

井上 剛 

馬場 省伍 

１）共同研究の目的 

BIM（Building Information Modeling）、CIM（Construction Information Modeling/ Management）とは、調

査・設計段階から 3 次元モデルを導入し、施工、維持管理の各段階においても情報を共有・充実させる

ことにより一連の建設生産システムにおける受発注者双方の業務効率化・高度化を図るものである。 

本共同研究では、下水道事業の設計業務や建設工事において BIM/CIM を部分的に試行し、3 次元モデ

ルの導入による成果品質向上や業務効率化といった効果の検証や課題の抽出を行い、本格導入に向けた

知見を得ることを目的とする。 

２）共同研究の概要 

宇都宮市河内水再生センター汚泥処理設備の更新実施設計及び建設工事において、工事前と工事後の

３次元モデルを作成した。効果の検証として、①3 次元モデル及び点群データの活用、②実施設計者、

施工管理者、点群データ撮影者からの意見聴取による BIM/CIM モデリング導入の効果の検証を行い、

有効性を確認した。また、BIM/CIM 導入に向けて課題となる事項を整理した。 

３）共同研究の成果 

① 3 次元モデル（図‐１）の活用により、2 次元図面では

判明しにくい実施設計段階における干渉箇所を効率的に把

握することが出来た。また、点群測量により既存施設の配

置状況をより正確に把握できたことから、実施設計段階で

干渉箇所を大幅に減らすことができた。 

また、点群測量により計測した点群データ（図‐２）に

よる 3 次元モデル（図‐３）の作成に時間を要することが

分かった。そのため、既存施設は点群データで 3 次元空間

に再現し、新設設備の 3 次元モデルと合成することが、モ

デル化に費やすコストや時間の削減に効果的であった。こ

の合成モデルにより、搬出入ルートの検証が可能となり、

生産性向上に繋がることが確認できた。 

② 実施設計者、施工管理者、点群データ撮影者からの意

見聴取では、モデル化に要するコストや時間が課題である

ことが把握できた。 

3 次元モデルは、設計・施工段階で独立して活用しても

有効であるが、一連のモデルとして活用できれば、より一

層有効なツールになるという認識となった。 

今後の課題として、点群データから 3 次元モデルを合成

するうえで、2 つのモデルの座標位置のずれが生じる場合

があることが確認されたため、モデルの柱又は梁等の部材

にマーキングする等、座標位置を合わせるための工夫が必

要である。 

図－1 2 次元図面と点群データから作成した 

3 次元モデル 

図－3 点群データによる 3次元モデル 

図－2 点群測量により計測した点群データ 
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254 
オリジナル設計株式会

社 
下水道 BIM/CIM の有効性に関する調査研究 

井上 剛 

馬場 省伍 

１）共同研究の目的 

BIM（Building Information Modeling）、CIM（Construction Information Modeling/ Management）とは、調

査・設計段階から 3 次元モデルを導入し、施工、維持管理の各段階においても情報を共有・充実させる

ことにより一連の建設生産システムにおける受発注者双方の業務効率化・高度化を図るものである。 

本共同研究では、下水道事業の設計業務や建設工事において BIM/CIM を部分的に試行し、3 次元モデ

ルの導入による成果品質向上や業務効率化といった効果の検証や課題の抽出を行い、本格導入に向けた

知見を得ることを目的とする。 

２）共同研究の概要 

宇都宮市河内水再生センター汚泥処理設備の更新実施設計及び建設工事において、工事前と工事後の

３次元モデルを作成した。効果の検証として、①3 次元モデル及び点群データの活用、②実施設計者、

施工管理者、点群データ撮影者からの意見聴取による BIM/CIM モデリング導入の効果の検証を行い、

有効性を確認した。また、BIM/CIM 導入に向けて課題となる事項を整理した。 

３）共同研究の成果 

① 3 次元モデル（図‐１）の活用により、2 次元図面では

判明しにくい実施設計段階における干渉箇所を効率的に把

握することが出来た。また、点群測量により既存施設の配

置状況をより正確に把握できたことから、実施設計段階で

干渉箇所を大幅に減らすことができた。 

また、点群測量により計測した点群データ（図‐２）に

よる 3 次元モデル（図‐３）の作成に時間を要することが

分かった。そのため、既存施設は点群データで 3 次元空間

に再現し、新設設備の 3 次元モデルと合成することが、モ

デル化に費やすコストや時間の削減に効果的であった。こ

の合成モデルにより、搬出入ルートの検証が可能となり、

生産性向上に繋がることが確認できた。 

② 実施設計者、施工管理者、点群データ撮影者からの意

見聴取では、モデル化に要するコストや時間が課題である

ことが把握できた。 

3 次元モデルは、設計・施工段階で独立して活用しても

有効であるが、一連のモデルとして活用できれば、より一

層有効なツールになるという認識となった。 

今後の課題として、点群データから 3 次元モデルを合成

するうえで、2 つのモデルの座標位置のずれが生じる場合

があることが確認されたため、モデルの柱又は梁等の部材

にマーキングする等、座標位置を合わせるための工夫が必

要である。 

図－1 2 次元図面と点群データから作成した 

3 次元モデル 

図－3 点群データによる 3次元モデル 

図－2 点群測量により計測した点群データ 
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257 
JFE エンジニアリング

株式会社 
下水道 BIM/CIM の有効性に関する調査研究 

井上 剛 

馬場 省伍 

１）共同研究の目的 

BIM（Building Information Modeling）、CIM（Construction Information Modeling/ Management）とは、調

査・設計段階から 3次元モデルを導入し、施工、維持管理の各段階においても情報を共有・充実させる

ことにより一連の建設生産システムにおける受発注者双方の業務効率化・高度化を図るものである。 

本共同研究では、下水道事業の設計業務や建設工事において BIM/CIMを部分的に試行し、3次元モデ

ルの導入による成果品質向上や業務効率化といった効果の検証や課題の抽出を行い、本格導入に向けた

知見を得ることを目的とする。 

２）共同研究の概要 

福島県県北浄化センターの汚泥乾燥設備の解体・撤去工事において、3 次元モデルを作成した。効果

の検証として、3次元モデルから解体手順の動画及び 3次元画像を作成し、施工要領書に取り込む事で、

①従来の施工要領書と動画や 3次元画像を活用した施工要領書の作成時間の比較、②工事関係者による

動画や 3次元画像を活用した施工要領書に対する意見聴取を行い、その有効性を確認した。 

３）共同研究の成果 

①従来の施工要領書を作成する時間に比べ、今回の検証範囲において 3次元モデルの作成から動画や 3

次元画像を用いた施工要領書を作成した場合、約 1.4倍の時間を要する事が試算された。（表－１） 

表－１ 作成時間比較表 

 

 

 

 

 

②解体手順を示す動画や 3次元画像を活用した施工要領書は、従来の文字や 2次元図面が主体の施工要

領書に比べ、工事関係者からは「従来に比べ作業内容が理解しやすい」などの肯定的な意見・感想が寄

せられ、従来に比べ効果が期待できる事が分かった。（表－２） 

表－２ 関係者レビュー結果 

 
今後の課題として、3 次元画像を活用した施工要領書を作成するには、設計当初から解体を想定した

モデル分割及び利用目的や作業効率を考慮し、予め利用範囲を絞って作成する必要性を確認した。 
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258 株式会社フソウ 下水道 BIM/CIM の有効性に関する調査研究 
井上 剛 

馬場 省伍 

１）共同研究の目的 

BIM（Building Information Modeling）、CIM（Construction Information Modeling/ Management）とは、調

査・設計段階から 3次元モデルを導入し、施工、維持管理の各段階においても情報を共有・充実させる

ことにより一連の建設生産システムにおける受発注者双方の業務効率化・高度化を図るものである。 

本共同研究では、下水道事業の設計業務や建設工事において BIM/CIMを部分的に試行し、3次元モデ

ルの導入による成果品質向上や業務効率化といった効果の検証や課題の抽出を行い、本格導入に向けた

知見を得ることを目的とする。 

２）共同研究の概要 

防府浄化センターの汚泥濃縮弁操作室 ポンプ設備改築・更新工事および八雲浄化センターのし尿・

浄化槽汚泥等投入施設新設工事において、2 次元発注図から作成した 3 次元モデル及び 3D スキャナで

取得した点群データを活用した。効果検証として、①現場状況の把握（既設との干渉チェック）、②施

工時の安全計画、③維持管理動線の事前確認を行い、その有効性を確認した。また、BIM/CIM導入に向

けて課題となる事項を整理した。 

３）共同研究の成果 

①従来の施工検討は大量の既設施工時の工種別図面および現地画像デ 

ータを用いて行うため、現場状況の把握や他工種との整合確認に膨大 

な手間が必要であった。3次元モデルとともに点群データも活用する 

ことで、現地に行かずに現場状況を再現することができ、3次元で可 

視化された状態でチェック（図－１）を行うことにより、労力の低減 

及び精度向上に寄与できた。 

②3次元モデルや点群データは多様なアングルにより現場状況の確 

認ができ、さらにモデル等をレイヤ分けして表示／非表示を実行す 

ることで、容易に撤去や更新前後の現場イメージを共有できるため、 

打合せ等の合意形成の迅速化に寄与できた。（写真―１） 

③維持管理動線は複雑な納まりも 3次元で可視化された状態であれば 

一目で理解できるため、バルブ操作の確認（図―２）や搬入動線の検 

討（図－３）などの問題点の抽出が容易にできた。 

効果検証を通して、既設設備の表現手法として点群デー 

タは有効な手法であることが明らかとなった。ただし、検 

証に用いた市販ソフトでは、点群データから BIM/CIMモデ 

ルへの自動変換は難しく、省力化の効果は少ないことが確 

認できた。 

今後の課題として、3次元モデル化作業に費やす時間を 

削減するため、忠実な再現性を求めすぎず、用途に応じた 

実用的で単純な形状を基本とした LODの水準を定めること 

の必要性が挙げられた。 

図－１ 建築と機械配管の干渉 

図－３ 搬入動線の検討 

(マシンハッチからの 

機器取り込み) 

図－２ 維持管理動線 

(バルブ操作)の確認 

写真－１レイヤ分け、打合せ時の様子 
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258 株式会社フソウ 下水道 BIM/CIM の有効性に関する調査研究 
井上 剛 

馬場 省伍 

１）共同研究の目的 

BIM（Building Information Modeling）、CIM（Construction Information Modeling/ Management）とは、調

査・設計段階から 3次元モデルを導入し、施工、維持管理の各段階においても情報を共有・充実させる

ことにより一連の建設生産システムにおける受発注者双方の業務効率化・高度化を図るものである。 

本共同研究では、下水道事業の設計業務や建設工事において BIM/CIMを部分的に試行し、3次元モデ

ルの導入による成果品質向上や業務効率化といった効果の検証や課題の抽出を行い、本格導入に向けた

知見を得ることを目的とする。 

２）共同研究の概要 

防府浄化センターの汚泥濃縮弁操作室 ポンプ設備改築・更新工事および八雲浄化センターのし尿・

浄化槽汚泥等投入施設新設工事において、2 次元発注図から作成した 3 次元モデル及び 3D スキャナで

取得した点群データを活用した。効果検証として、①現場状況の把握（既設との干渉チェック）、②施

工時の安全計画、③維持管理動線の事前確認を行い、その有効性を確認した。また、BIM/CIM導入に向

けて課題となる事項を整理した。 

３）共同研究の成果 

①従来の施工検討は大量の既設施工時の工種別図面および現地画像デ 

ータを用いて行うため、現場状況の把握や他工種との整合確認に膨大 

な手間が必要であった。3次元モデルとともに点群データも活用する 

ことで、現地に行かずに現場状況を再現することができ、3次元で可 

視化された状態でチェック（図－１）を行うことにより、労力の低減 

及び精度向上に寄与できた。 

②3次元モデルや点群データは多様なアングルにより現場状況の確 

認ができ、さらにモデル等をレイヤ分けして表示／非表示を実行す 

ることで、容易に撤去や更新前後の現場イメージを共有できるため、 

打合せ等の合意形成の迅速化に寄与できた。（写真―１） 

③維持管理動線は複雑な納まりも 3次元で可視化された状態であれば 

一目で理解できるため、バルブ操作の確認（図―２）や搬入動線の検 

討（図－３）などの問題点の抽出が容易にできた。 

効果検証を通して、既設設備の表現手法として点群デー 

タは有効な手法であることが明らかとなった。ただし、検 

証に用いた市販ソフトでは、点群データから BIM/CIMモデ 

ルへの自動変換は難しく、省力化の効果は少ないことが確 

認できた。 

今後の課題として、3次元モデル化作業に費やす時間を 

削減するため、忠実な再現性を求めすぎず、用途に応じた 

実用的で単純な形状を基本とした LODの水準を定めること 

の必要性が挙げられた。 

図－１ 建築と機械配管の干渉 

図－３ 搬入動線の検討 

(マシンハッチからの 

機器取り込み) 

図－２ 維持管理動線 

(バルブ操作)の確認 

写真－１レイヤ分け、打合せ時の様子 
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259 株式会社 石垣 下水道 BIM/CIM の有効性に関する調査研究 
井上 剛 

馬場 省伍 

１）共同研究の目的 

BIM（Building Information Modeling）、CIM（Construction Information Modeling/ Management）とは、調

査・設計段階から 3次元モデルを導入し、施工、維持管理の各段階においても情報を共有・充実させる

ことにより一連の建設生産システムにおける受発注者双方の業務効率化・高度化を図るものである。 

本共同研究では、下水道事業の設計業務や建設工事において BIM/CIMを部分的に試行し、3次元モデ

ルの導入による成果品質向上や業務効率化といった効果の検証や課題の抽出を行い、本格導入に向けた

知見を得ることを目的とする。 

２）共同研究の概要 

新潟市白根水道町ポンプ場ポンプ設備工事において、3 次元モデルを作成した。効果検証として、①

主要機器等の 3次元モデル化作業時間の検証、②設計検討・現地施工・維持管理用資料への活用を行い、

その有効性を確認した。また、BIM/CIM導入に向けて課題となる事項を整理した。 

３）共同研究の成果 

①本研究では、BIM ソフトの標準ライブラリに無い下水道用機器類を含む計 35 品目について、詳細設

計の検討に用いる程度の詳細度（モデルの作り込みの進捗度合い）の 3次元モデルを作成した。通常の

受注設計に加えて必要な 3次元モデル化作業として、約 100時間を要した。 

②未完成の建屋の空間把握、ポンプ設備で設置する歩廊と建築ダクトとの取合検討（図－１）、天井ク

レーン稼働範囲イメージ図の現場掲示、ポンプ場概要説明への活用（図－２）等を行い、工事関係者と

の合意形成に役立てることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の課題として、BIMソフトの互換性の向上が挙げられる。 

異なる BIM ソフトを用いて、今回作成した 3 次元データの互換性の検証を行った結果、BIM ソフト

により対応していないもの（躯体・機

器類）が 3次元データに含まれている

場合において、別の形状に変換される

又は分類が変わる等の正しく表示で

きない事例が確認された。（図－３） 

また、異なる作業者が作成した 3次元データを統合するにあたり、3次元モデルの原点座標や詳細度

（LOD）、設定する属性（仕様項目など）などの作図基準の整備が必要である。 

図－１ 建築ダクトとの取合検討 

図－２ ポンプ場概要説明への活用 

図－３ 異なる BIM ソフトで読み込んだ場合の互換性検証 
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266 巴工業株式会社 低含水率型回転加圧脱水機に関する共同研究 

三宅 晴男 

井上 善之 

佐々木 信勝 

１）共同研究の目的 

回転加圧脱水機Ⅰ型は 2 枚の金属円盤フィル

タと内輪スペーサ、外輪スペーサでろ室が形成

され、その中に凝集汚泥を供給し、金属円盤フ

ィルタが低速回転することによりろ過圧搾脱水

を行うものである。回転加圧脱水機Ⅰ型から更

に省スペース化、軽量化された回転加圧脱水機

Ⅱ型（以下、Ⅱ型という）は下水処理場に広く

使用されている。本研究は、Ⅱ型に電気浸透機

能、ポリ鉄後添加機能（機内二液調質機能）を

付加し、低含水率化を達成する低含水率型回転

加圧脱水機（図－１）（以下、Ⅲ型という）を開

発･実証することを目的とした。 

２）共同研究の概要 

Ⅲ型は以下に示す新たな２つの脱水機構を付

加することでⅡ型よりも低含水率化を可能とする汚泥脱水機である。富士市東部浄化センターの混合生

汚泥を用いてⅢ型の脱水実験を行い、Ⅱ型との性能比較を行った。 

 電気浸透機能：ろ室内でろ過圧搾が進行した、脱水中の汚泥に通電を行うものである。ろ室内部に陽

極があり、凝集フロック外の遊離した水（陽荷電）を陰極（金属円盤フィルタ）向かって移動させ、

水の排出を促し、脱水を進行させる技術である。 

 ポリ鉄後添加（機内二液調質）：汚泥が高分子凝集剤添加により凝集汚泥となった際に凝集フロック

内に水分を内包することになる。脱水が進行している汚泥にポリ鉄を添加すると凝集フロックが適度

に破壊され、凝集フロックに内包した水分が排出されることで脱水をさらに進行させる技術である。 

３）共同研究の成果 

電気浸透、ポリ鉄後添加を併用した場合をⅢ

型、共にゼロとした場合をⅡ型（図－２）とし

て比較を行った。混合生汚泥において、Ⅲ型が

Ⅱ型と同程度のろ過速度、高分子薬注率におい

ても印加電力 9.9kWh/h、ポリ鉄添加率 4.9%の

場合にケーキ含水率 72.5%となり、Ⅱ型と比較

して 5.1 ポイント低下し、汚泥処理コスト削減

やCO2排出量削減が可能であることが確認され

た。これらの共同研究の成果により、Ⅲ型は平成 30 年 11 月に JS の新技術Ⅰ類に選定された。 

４）関連資料・報文等 
・武市，平松，三宅，井上，佐々木：第 56 回下水道研究発表会講演集，pp.1139-1141，2019.  

図－１  開発技術のシステム概要 

図－２  電気浸透・ポリ鉄後添加による性能推移 
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266 巴工業株式会社 低含水率型回転加圧脱水機に関する共同研究 

三宅 晴男 

井上 善之 

佐々木 信勝 

１）共同研究の目的 

回転加圧脱水機Ⅰ型は 2 枚の金属円盤フィル

タと内輪スペーサ、外輪スペーサでろ室が形成

され、その中に凝集汚泥を供給し、金属円盤フ

ィルタが低速回転することによりろ過圧搾脱水

を行うものである。回転加圧脱水機Ⅰ型から更

に省スペース化、軽量化された回転加圧脱水機

Ⅱ型（以下、Ⅱ型という）は下水処理場に広く

使用されている。本研究は、Ⅱ型に電気浸透機

能、ポリ鉄後添加機能（機内二液調質機能）を

付加し、低含水率化を達成する低含水率型回転

加圧脱水機（図－１）（以下、Ⅲ型という）を開

発･実証することを目的とした。 

２）共同研究の概要 

Ⅲ型は以下に示す新たな２つの脱水機構を付

加することでⅡ型よりも低含水率化を可能とする汚泥脱水機である。富士市東部浄化センターの混合生

汚泥を用いてⅢ型の脱水実験を行い、Ⅱ型との性能比較を行った。 

 電気浸透機能：ろ室内でろ過圧搾が進行した、脱水中の汚泥に通電を行うものである。ろ室内部に陽

極があり、凝集フロック外の遊離した水（陽荷電）を陰極（金属円盤フィルタ）向かって移動させ、

水の排出を促し、脱水を進行させる技術である。 

 ポリ鉄後添加（機内二液調質）：汚泥が高分子凝集剤添加により凝集汚泥となった際に凝集フロック

内に水分を内包することになる。脱水が進行している汚泥にポリ鉄を添加すると凝集フロックが適度

に破壊され、凝集フロックに内包した水分が排出されることで脱水をさらに進行させる技術である。 

３）共同研究の成果 

電気浸透、ポリ鉄後添加を併用した場合をⅢ

型、共にゼロとした場合をⅡ型（図－２）とし

て比較を行った。混合生汚泥において、Ⅲ型が

Ⅱ型と同程度のろ過速度、高分子薬注率におい

ても印加電力 9.9kWh/h、ポリ鉄添加率 4.9%の

場合にケーキ含水率 72.5%となり、Ⅱ型と比較

して 5.1 ポイント低下し、汚泥処理コスト削減

やCO2排出量削減が可能であることが確認され

た。これらの共同研究の成果により、Ⅲ型は平成 30 年 11 月に JS の新技術Ⅰ類に選定された。 

４）関連資料・報文等 
・武市，平松，三宅，井上，佐々木：第 56 回下水道研究発表会講演集，pp.1139-1141，2019.  

図－１  開発技術のシステム概要 

図－２  電気浸透・ポリ鉄後添加による性能推移 
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図－２ 消化汚泥試験結果 

図－１ 脱水機フロー 

図－３ 混合生汚泥試験結果 

268 
株式会社 神鋼環境ソリ

ューション・ 

株式会社 北淩 

非圧入式スクリュープレス脱水機の開発 

三宅 晴男 

井上 善之 

碓井 次郎 

１）共同研究の目的 

本研究は、従来の脱水機では困難であった消

化汚泥等の難脱水性汚泥に対し、凝集方法を最

適化させ、脱水機への汚泥の供給を汚泥の自重

のみの非圧入とすることで、低含水率で安定した汚泥

脱水を実現できる「非圧入式スクリュープレス脱水機」

を開発・実証することを目的とした。併せて、脱水が比

較的容易である混合生汚泥に対しては、前濃縮と 2 次凝集操作を行わないシンプルな機構の実証試験を

行った。それぞれの脱水機フローを図－1 に示す。 

２）共同研究の概要 

以下の 3 つの技術を組み合わせた汚泥脱水技術の開発を行い、消化汚泥と混合生汚泥の 2 つの異なる

性状の汚泥にて実規模実証試験を行った。 

・凝集方法の最適化：凝集混和槽において、薬品の反応時間を調整可能とするだけでなく、可変速撹拌

機 2 台を持ち、急速撹拌と緩速撹拌等を組み合わせた最適な凝集操作が可能な技術である。また前濃縮

を行う場合、濃縮後に 2 次凝集混和槽にて再凝集操作を行うことで無機、高分子凝集剤を確実かつ効果

的に機能させ、最適な凝集フロックを脱水機に供給することが可能となる技術である。 

・前濃縮機による高濃度化（混合生汚泥試験では省略）：前濃縮機による高濃度化で汚泥を減容化し、

脱水時間を確保するだけでなく、アルカリ度等脱水に悪影響を及ぼす因子を分離液の排水で低減するこ

とで、薬品反応効率を上げることが可能となる技術である。 

・汚泥の非圧入供給：脱水機ホッパに受入れた凝集フロックをその自重とスクリューによる搬送のみで、

無理なく機内に取込む非圧入供給を特長とする。凝集フロックに急激な強い力をかけることなく、脱水

することで、安定した運転を実現する技術である。 

３）共同研究の成果 

 それぞれの試験結果を図－２、図－３に示す。

目標値は日本下水道事業団「標準仕様書」の既

存スクリュープレス脱水機性能表の脱水ケー

キ含水率を消化汚泥で 9ポイント、混合生汚泥

で 7ポイント低減する数値とした。以下に含水率優先運転時の成果を示す。 

１）消化汚泥では、脱水ケーキ含水率を目標値からさらに 2.8 ポイント以上低減するとともに、最大で

標準仕様書に示す処理能力（ろ過速度）の 2 倍程度の処理量を達成した。 

２）混合生汚泥では、脱水ケーキ含水率を目標値からさらに 4.3 ポイント以上低減するとともに、最大

で標準仕様書に示す処理能力（ろ過速度）の 2 倍程度の処理量を達成した。 

４）関連資料・報文等 

・関下、雑賀、古川、宮本、村上、中村、三宅、井上、佐々木：第 56 回下水道研究発表会講演集,  pp.1160-1162,  

2019. 
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272 
住友重機械エンバイロ

メント株式会社 
縦軸型ＯＤ法のアンモニア制御の実用化 

山下 洋正 

水田 丈裕 

１）共同研究の目的 

縦軸型機械式曝気装置を用いたオキシデーションディッチ（OD）法（以下、「縦軸型 OD 法」とする。）

では、タイマー制御による間欠曝気運転もしくはタイマー制御と DO 一定制御の組み合わせ制御による

運転方法が一般的である。しかし、これら従来の運転方法では、流入負荷量の時間変動に追従して曝気

量を柔軟に変化させ、消費エネルギーを最適化することは困難である。 

本研究では、アンモニアセンサーを用いた縦軸型 OD 法の運転方法（以下、「アンモニア制御」とい

う。）について、実施設での実証試験を行い、導入効果と処理性能を検証することを目的とした。 

２）共同研究の概要 

本技術の基本構成を図－１に示す。反応タンク内に設

置したアンモニアセンサーを用いて NH4-N 濃度を連続測

定する。NH4-N 濃度が上昇して硝化が必要な閾値以上に

なると曝気装置のインペラを高速回転させる好気運転、

既設処理水と同等の水質である閾値以下に減少すると低

速回転の無酸素運転に切り替わるという制御により、エ

ネルギー消費の大きい好気運転時間を流入負荷に応じて最適化することが可能である。従来の縦軸型

OD 法設備に対して、反応タンクへのアンモニアセンサーの設置、コントロールユニットへのアンモニ

ア制御機能の付加を行うのみであるため、新設・既設問わずに適用可能である。 

本研究では、縦軸型 OD 法を採用する下水処理場において、平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の通年に

わたり、反応タンク形状および曝気装置が同仕様の 2 池を利用し、一方をアンモニア制御の試験系、他

方を従来技術であるタイマー制御及び組み合わせ制御の対照系として比較試験を行った。 

３）共同研究の成果 

（１）導入効果： NH4-N 濃度（センサー計測値）の低下後、試

験系では速やかに無酸素運転へ切り替わるのに対し、対照系で

はタイマーによる好気運転を継続していることがわかる（図－

２）。試験期間中の消費電力量を積算した結果、アンモニア制御

はタイマー制御に対し平均35%、組み合わせ制御に対し平均31%

の電力削減効果が確認された。また、曝気装置の新設又は更新

時に本技術を導入した際のコスト削減効果を従来技術と比較し

た結果、電力費の削減により LCC を 90％程度に抑えられると試

算された。 

（２）処理水質：試験系の処理水 BOD は、原水 BOD 濃度の 1

日における平均値と近い傾向である 16:00 に採水し測定した。試

験期間の平均で 4.3mg/L（範囲：2.5～9.4mg/L）であり、対照系

（平均値：2.9mg/L、範囲：1.3～6.5mg/L）よりやや劣るものの、計画放流値である 15mg/L を達成した。 

４）関連資料・報文等 

 ・松﨑,水田,山下：第 56 回下水道研究発表会講演集, pp.1226-1228, 2019. 

流入 流出 

本技術の範囲 

図－１ 本技術の基本構成 

図－２ NH4-N 濃度と運転状況推移例 
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272 
住友重機械エンバイロ

メント株式会社 
縦軸型ＯＤ法のアンモニア制御の実用化 

山下 洋正 

水田 丈裕 

１）共同研究の目的 

縦軸型機械式曝気装置を用いたオキシデーションディッチ（OD）法（以下、「縦軸型 OD 法」とする。）

では、タイマー制御による間欠曝気運転もしくはタイマー制御と DO 一定制御の組み合わせ制御による

運転方法が一般的である。しかし、これら従来の運転方法では、流入負荷量の時間変動に追従して曝気

量を柔軟に変化させ、消費エネルギーを最適化することは困難である。 

本研究では、アンモニアセンサーを用いた縦軸型 OD 法の運転方法（以下、「アンモニア制御」とい

う。）について、実施設での実証試験を行い、導入効果と処理性能を検証することを目的とした。 

２）共同研究の概要 

本技術の基本構成を図－１に示す。反応タンク内に設

置したアンモニアセンサーを用いて NH4-N 濃度を連続測

定する。NH4-N 濃度が上昇して硝化が必要な閾値以上に

なると曝気装置のインペラを高速回転させる好気運転、

既設処理水と同等の水質である閾値以下に減少すると低

速回転の無酸素運転に切り替わるという制御により、エ

ネルギー消費の大きい好気運転時間を流入負荷に応じて最適化することが可能である。従来の縦軸型

OD 法設備に対して、反応タンクへのアンモニアセンサーの設置、コントロールユニットへのアンモニ

ア制御機能の付加を行うのみであるため、新設・既設問わずに適用可能である。 

本研究では、縦軸型 OD 法を採用する下水処理場において、平成 30 年 4 月～平成 31 年 3 月の通年に

わたり、反応タンク形状および曝気装置が同仕様の 2 池を利用し、一方をアンモニア制御の試験系、他

方を従来技術であるタイマー制御及び組み合わせ制御の対照系として比較試験を行った。 

３）共同研究の成果 

（１）導入効果： NH4-N 濃度（センサー計測値）の低下後、試

験系では速やかに無酸素運転へ切り替わるのに対し、対照系で

はタイマーによる好気運転を継続していることがわかる（図－

２）。試験期間中の消費電力量を積算した結果、アンモニア制御

はタイマー制御に対し平均35%、組み合わせ制御に対し平均31%

の電力削減効果が確認された。また、曝気装置の新設又は更新

時に本技術を導入した際のコスト削減効果を従来技術と比較し

た結果、電力費の削減により LCC を 90％程度に抑えられると試

算された。 

（２）処理水質：試験系の処理水 BOD は、原水 BOD 濃度の 1

日における平均値と近い傾向である 16:00 に採水し測定した。試

験期間の平均で 4.3mg/L（範囲：2.5～9.4mg/L）であり、対照系

（平均値：2.9mg/L、範囲：1.3～6.5mg/L）よりやや劣るものの、計画放流値である 15mg/L を達成した。 

４）関連資料・報文等 

 ・松﨑,水田,山下：第 56 回下水道研究発表会講演集, pp.1226-1228, 2019. 
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本技術の範囲 

図－１ 本技術の基本構成 

図－２ NH4-N 濃度と運転状況推移例 
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278 月島機械株式会社 
ダウンサイジング型ベルトプレス脱水機の開

発に係る共同研究 

三宅 晴男 

井上 善之 

島田 正夫 

林 梓 

佐々木 信勝 

１）共同研究の目的 

ダウンサイジング型ベルトプレス脱

水機（以下、DSBP という）（図－１）は、

大きく分けて濃縮部と脱水部から構成

される。汚泥への高分子凝集剤の注入

（以下、｢一液｣という）、撹拌により凝

集汚泥が形成される。凝集汚泥が、たて型ろ過濃縮機に投入され、スクリューで下方に搬送されながら

固液分離が行われ、汚泥濃度 6～8%程度まで濃縮される。さらに、ポリ硫酸第二鉄（以下、｢ポリ鉄｣と

いう）を注入（以下、｢後注入二液｣という）することにより、脱水汚泥の含水率を低減しつつ、高効率

型ベルトプレス脱水機（以下、高効率型 BP という）と比較し、ダウンサイジング（全体容積および設

置面積の削減）が可能となる技術である。本研究では、脱水機のサイズを小さくしつつ、脱水性能を維

持した DSBP の目標性能について、四季を通じて達成できるか検証するとともに、スケールアップのリ

スク因子である高濃度汚泥のフィードについて、ろ布幅 3m の大型機にて実証することを目的とした。 

２）共同研究の概要 

鹿沼市黒川終末処理場の消化汚泥（｢一液｣、｢後注入二液｣）、混合生汚泥（｢一液｣）を使用して、下

記 2 項目について連続運転による DSBP の性能調査（四季調査）および安定性の評価を行った。さらに、

②に関しては、大村市浄水管理センターの消化汚泥（｢一液｣、｢後注入二液｣）、を使用して、スケール

アップ調査（高濃度対応型フィード装置）も行った。 

①DSBP の性能調査（四季調査）：対象汚泥について DSBP の性能調査を行った。その際に対照条件とし

て同条件の汚泥を脱水する高効率型 BP の基礎データを採取することにより性能比較を行った。 

②高濃度対応型フィード装置のスケールアップ調査：たて型ろ過濃縮機で TS6%程度まで濃縮した汚泥

を高濃度対応型フィード装置に投入した際のフィード状況について検証を行った。 

３）共同研究の成果 

①DSBP の性能調査（四季調査） 

消化汚泥｢一液｣（表－１）、混合生汚泥｢一液｣にて、黒川

終末処理場の高効率型 BP と比較し、ろ過速度が 1.5 倍以上

の条件にて薬注率、脱水汚泥含水率、SS 回収率は同等以上

を維持しつつ8時間の連続安定運転が出来ることを確認した。 

②高濃度対応型フィード装置のスケールアップ調査 

TS6%程度まで濃縮した汚泥においても高濃度対応型フィ

ード装置を用いることにより、ろ布幅 3m 対して適切な均一

厚みにてフィード出来ることを確認し、更に同装置の 6 時間の連続運転が出来ることを確認した。 

４）関連資料・報文等 
・後藤，谷口，高尾，三宅，佐々木，小倉：第 56 回下水道研究発表会講演集，pp.1148-1150，2019. 

  
図－１  実証技術の全体構成 

 
※黒川終末処理場での高効率 BPの運転結果との比較 

※ 

※ 

※ 

表－１  消化｢一液｣脱水性能【冬季】 

JS技術開発年次報告書（平成30年度）

- 179 -



JS 技術開発年次報告書（平成 30 年度） 

 

 

280 
埼玉県 
公益財団法人埼玉県下水道公社 

株式会社クボタ 

膜分離活性汚泥法（MBR）における低コスト再

生水処理プロセスの開発 

山下 洋正 

水田 丈裕 

１）共同研究の目的 

膜分離活性汚泥法（以下、MBR）は、従来の活性汚泥法よりも省スペースかつ SS・大腸菌を含まな

い清澄な処理水が得られるため、下水処理水の再利用に適している。一方、下水処理水は MBR での処

理を経ても特有の着色があり、再利用の目的によってはオゾン等による色度除去が必要となる場合があ

るためコストが課題となっている。本研究では、MBR の後段に次亜塩素酸ナトリウム（以下、次亜塩）

を用いた色度除去（以下、塩素処理）を組み合わせた低コスト再生水処理プロセスの開発を目的とした。 

２）共同研究の概要 

既存の下水処理場 2 箇所に小型 MBR 実験装置（処理水量：

約 300L/日）を設置して連続運転を行い（表－１参照）、得られ

た MBR 処理水および既存の下水処理場の処理水（以下、既設

処理水）を対象として塩素処理実験を行った。塩素処理実験（表

－２参照）では、被処理水に次亜塩を注入し、注入率および接

触時間と色度の関係や塩素消費物質の影響を確認した。また、

実験結果を基にオゾン処理とのコスト比較を行った。 

３）共同研究の成果 

①色度除去検討結果：親水用水の色度基準（10 度以下）を達成

するのに必要な塩素注入率は、MBR 処理水と既設処理水（RUN 
B）では 2～5mg/L であったが、既設処理水（RUN A）では

50mg/L と大きくなった（図－１）。既設処理水（RUN A）中に

残存する NH4-N や NO2-N が次亜塩を消費したためと考えられ

ることから、硝化が進行しやすい MBR が塩素処理による色度

除去に有効であると示唆された。また、塩素処理後の色度は、

接触時間 10 分程度まで速やか且つその後も緩やかに低下した

が、親水用水の管理目標値である「遊離残留塩素 0.1mg/L 又は

結合残留塩素 0.4mg/L 以上」が未達のケースが見られた。以上

より、次亜塩注入率は、目標色度・接触時間・残留塩素濃度の 3
項目を考慮して設定する必要があると考えられた。 

②コスト試算結果：MBR 処理水に対し、処理水量 2,000m3/日、

色度 10 度以下、遊離残留塩素濃度 0.1mg/L 以上とするための

コスト試算を行った（図－２）。オゾン処理の代替として塩素処

理を導入することで、30%程度のコスト低減が期待できるもの

と試算された。 
４）関連資料・報文等 

・国土交通省都市・地域整備局下水道部，国土交通省国土技術政策総合研究所：下水処理水の再利用水

質基準等マニュアル,pp.12-15, 2005. 
・小野,浜野,水田,山下：第 56回下水道研究発表会講演集, pp.257-259, 2019. 

図－２ コスト試算結果（総合年価）

表－１ 実験条件 

表－２ 塩素処理実験条件

RUN A RUN B

既設水処理方式 標準法 標準法＋生物膜ろ過

既設処理水 最終沈殿池流出水 生物膜ろ過処理水

MBR運転期間 2018年8月～12月 2019年1月～3月

MBR流入原水 最初沈殿池流入水 最初沈殿池流出水

MBR実験装置仕様

　水処理方式：循環式硝化脱窒型MBR

　膜ろ過流束： 0.55 m/日

　HRT： 無酸素槽3h＋好気槽3h

2 5 7 10 20 50

1 － 〇 － － － －

10 〇 〇 〇 〇 〇 －

30 － 〇 － － － －

60 － 〇 － － － －

360 － 〇 － － － －

1440 〇□ 〇△□ 〇□ 〇△□ 〇△□ △

接
触
時
間

（分）

次亜塩注入率 （mg/L)

〇：MBR処理水（RUN A,B)　　△：既設処理水（RUN A）　□：既設処理水（RUN　B)

図－１ 次亜塩注入率と色度の関係 

b) MBR 処理水 

a) 既設処理水 

年）

MBR+オゾン MBR+塩素
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（千円/年）

69,500 千円/年

45,670 千円/年 

建設費：機械設備工事費 

維持管理費：薬品・電力・補修費 
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