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JS 技術開発年次報告書（令和元年度） 

序     文 
 

日本下水道事業団（JS）における技術開発は、JS 第 5 次中期経営計画（計画期間：平成 29
年度～令和 3 年度）に定める 2 つの JS の役割、すなわち、「下水道ソリューションパートナー

としての総合的支援」、「下水道ナショナルセンターとしての機能発揮」を着実に果たしていく

ため、JS 技術開発基本計画（第 4 次）および基礎・固有調査研究の中期計画（計画期間：平成

29 年度～令和 3 年度）に基づいて、地方公共団体のニーズに応える技術の開発・実用化、下水

道事業全体の発展に寄与する先進的・先導的な技術の開発に取り組んでいます。 

 令和元年度には、JS 自らが財源を確保し、JS 自らがテーマを設定する基礎・固有調査研究

については、人口減少対応や省エネ化・低炭素化などの要請に対応して技術の進化を図る「コ

ア技術」は、改築更新を契機とした水処理の整備手法などの 5 テーマ、導入技術の事後調査な

どのフォローアップを行い、技術基準への反映などを図る「標準化技術」は、脱水汚泥の低含

水率化などの 4 テーマ、下水道分野の技術革新に向けて取り組む「先導技術」は、省エネ・低

コスト型次世代水処理技術などの 4 テーマの計 13 テーマを実施しました。また、基礎・固有

調査研究の一環として、アンモニア計を用いた送風量制御技術について、これまでの共同研究

成果などに基づき、技術評価を実施し、令和 2 年 4 月 13 日に JS 技術評価委員会会長から JS
理事長に答申が行われました。なお、令和元年度は、基礎・固有調査研究の中期計画の計画期

間の中間年度に当たるため、これまでの調査研究の進捗状況などを踏まえ、その実効性を高め、

成果還元を着実に果たしていくため、令和 2 年 2 月に中間見直しを行いました。 

 国からの受託調査研究については、下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）と

して、高濃度消化・省エネ型バイオガス精製による効率的なエネルギー利活用技術に関する実

証研究などを平成 30 年度に引き続き実施するとともに、新たに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実証研究を新たに実施するなど、計 10 件を実施しました。

また、地方公共団体からの受託調査研究については、水処理施設の能力増強方策や地域バイオ

マス利活用などの調査検討業務 9 件を実施しました。 

 民間企業との共同研究については、省エネ型 MBR（膜分離活性汚泥法）や水処理能力増強

技術、バイオマス利活用技術などの計 36 件を実施し、うち 9 件が令和元年度中に完了しまし

た。また、令和元年度には、これまでの共同研究の成果に基づき、JS 新技術導入制度による新

技術Ⅰ類に新たに 5 技術が選定されました。 

この「技術開発年次報告書」は、JS における技術開発の 1 年間の活動の集大成として作成し

ております。ご一読いただき、皆様の業務においてご活用頂ければ、職員一同望外の喜びです。

また、JS ホームページの「JS-TECH～基礎・固有・技術開発の扉～」、ならびに、毎月メール

にてお届けしています「JS 技術開発情報メール」も、併せてご覧頂けますと幸いです。 
 

令和 2 年 10 月 
 
                            技術戦略部長 橋本 敏一 
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１． 試験研究調査 

 １．１ 令和元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 － 橋本敏一 

糸川浩紀 
3 

水質センサーを用いた風量自動制御技術の体系化および実用化 － 橋本敏一 

糸川浩紀 
4 

新たな生物反応等を用いた次世代水処理技術の開発 － 橋本敏一 

相川えりか
5 

低含水率脱水機の評価 － 
桑嶋知哉 

小倉一輝 

井上善之 

6 

嫌気性消化･バイオガス利用の拡大 － 
桑嶋知哉 

井上善之 

碓井次郎 

7 

水素製造･利活用技術の実用化の推進 － 
桑嶋知哉 

井上善之 

熊越瑛 

碓井次郎 

8 

燃料化･肥料化による下水汚泥の資源利用の拡大 － 
桑嶋知哉 

熊越瑛 

島田正夫 

9 

消毒技術の再評価 － 橋本敏一 

相川えりか
10 

処理能力増強技術の導入手法の確立 － 橋本敏一 

細川和也 
11 

耐硫酸防食被覆工法の事後調査 － 
橋本敏一 

中西啓 

清水克祐 

12 

有機酸・炭酸による腐食の対策技術の確立 － 
橋本敏一 

細川和也 

中西啓 

13 

施設運転管理効率化・高度化・自動化技術の開発 － 橋本敏一 

相川えりか
14 

下水処理場の全体最適化手法の確立 － 橋本敏一 

清水克祐 
15 

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 

富樫俊文 

中川浩二 

川上高男 

16 

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 

橋本敏一 

糸川浩紀 

細川和也 

17 

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 

桑嶋知哉 

小倉一輝 

井上善之 

18 

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 

矢野陽一郎

川上高男 

19 

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実

証研究（B-DASH） 

国土交通省 
国土技術政策 
総合研究所 

橋本敏一 

清水克祐 

相川えりか

20 

持続可能な下水道事業に向けた下水処理場等における ICT を活

用した広域管理推進方策調査 
国土交通省 

小川剛 

三好哲 

若尾正光 

21 
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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 

受託研究調査費 
（国受託） 

BIM/CIM 推進に向けたガイドライン改定方針の検討業務 国土交通省 井上賀雅 

若尾正光 
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 金子由美 非掲載

新たな整備手法を用いた小規模下水処理場再構築検討業務 国土交通省 
豆谷竜太郎

堀泰匡 

三浦 英和

非掲載

 高瀬下水処理場処理能力増強等検討業務 船橋市 
橋本敏一 

相川えりか

糸川浩紀 

22 

 丸亀市公共下水道に係るエネルギー利活用検討業務 丸亀市 
桑嶋知哉 

熊越瑛 

島田正夫 

23 

 滋賀県流域下水道バイオマス利活用検討業務（受託連携） 滋賀県 
桑嶋知哉 

熊越瑛 

島田正夫 

24 

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４ 和歌山市 

橋本敏一 

糸川浩紀 

相川えりか

非掲載

 平成 31 年度和歌山県紀の川中流流域下水道における汚泥減容

化実証実験に係る調査業務 
和歌山県 

橋本敏一 

中西啓 

糸川浩紀 

非掲載

 平成 31 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 橋本敏一 

清水克祐 
非掲載

 京都府木津川流域下水道洛南浄化センターC 系水処理施設傾斜

板導入検討業務（受託連携） 
京都府 

橋本敏一 

中西啓 
非掲載

その他 3 件  

合計 32 テーマ 令和元年度完了 
19 テーマ 
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１．２ 令和元年度試験研究調査結果の概要 

研究テーマ名  膜分離活性汚泥法の更なる省エネ化の推進  

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  橋本敏一（研究主任），糸川浩紀（主担当）  

 
１．目的  

本開発課題は、従来の高度処理法と同等以下の消費電力で運転可能な次世代 MBR を開発す

ると共に、省エネ性を含む MBR の性能評価方法や要求性能水準、コスト概算方法等を確立す

ることを目的とする。ここで、次世代 MBR とは、MBR に係る第 4 期公募型共同研究におけ

る省エネ目標（0.4 kWh/m3）を上回る省エネ性能等を有する MBR を意味する。  
 

２．本年度の研究成果  
（１）省エネ型 MBR 等の実証実験：昨年度からの継続分を含めて、以下の 4 種の新たな MBR
について、パイロット規模の実証実験等を行なう共同研究を実施した（表－１）。  

 省エネ型 PVDF 平膜ユニットを用いた中･大規模処理場向け MBR（水道機工㈱、東レ㈱）：

新規平膜ユニットと膜面洗浄空気量の自動制御等を組合せることで浸漬型 MBR の省エネ

化を図る。日間変動や雨天時等の流入水量変動への対応性も併せて実証。  
 省コスト･省エネ･省スペース型高率脱窒 MBR（㈱クボタ）：無酸素－好気タンクの多段化

とステップ流入を組合せた新たな処理フローを用いる浸漬型 MBR により、90%以上とい

う高い窒素除去率を達成する。生物脱リンを組合せたプロセスも併せて実証。  
 オゾン水による膜洗浄技術を適用した省エネルギー型 MBR（三菱電機㈱）：オゾン水によ

る膜の新たな化学的洗浄方法による高フラックス化、膜面曝気風量の自動制御、生物処理

用曝気風量の自動制御の組合せにより、浸漬型 MBR の省エネ化を図る。  
 新規膜洗浄機構を用いた省エネルギー型 MBR（JFE エンジニアリング㈱、㈱フソウ）：水

流による膜の新たな物理的洗浄方法により浸漬型 MBR の省エネ化を図る。平成 24～30 年

度の共同研究にて小規模プラント実験を実施した技術の大規模･長期実証実験。  
 

（２）MBR の経済性評価手法等の検討：各種 MBR の経済性（建設費、維持管理費、総合コス

ト等）を簡易に評価するための標準的な条件および手法等の評価スキームの検討を進めた。  
 

３．今後の予定  
引続き共同研究により省エ

ネ 性 能 等 を 向 上 さ せ た 新 規

MBR の開発･実証を行なうと共

に、MBR のコストや省エネ性

能等の評価手法の確立を図る予

定である。  

キーワード  膜分離活性汚泥法，MBR，省エネ  

表－１   MBR に係る実施中の共同研究の概要  

 
※PVDF︓ポリフッ化ビニリデン、PE︓ポリエチレン、PTFE︓ポリテトラフルオロエチレン、 

MLE︓循環式硝化脱窒法、UCT︓University of Cape Town 法。 

共同研究者
(実施年度) 膜/システム 主たる⽬的 主たる技術

⽔道機⼯㈱
東レ㈱

(H30〜R2)

有機平膜
(PVDF)

/浸漬型MLE

省エネ
流量変動対応

・ 新規膜ユニット(充填率増⼤、多段化等)
・ 膜⾯洗浄空気量制御
・ 薬洗⽅法改良

㈱クボタ
(R1〜R2)

有機平膜
(塩素化PE)

/浸漬型多段MLE

窒素除去率
向上

・ 新規処理⽅式(多段循環式MBR)
・ 上記と⽣物脱リン(UCT)の組合せ

三菱電機㈱
(R1〜R3)

有機中空⽷膜
(特定せず︔
要オゾン耐性)
/浸漬型MLE

省エネ
・ 新規化学的洗浄⽅法(オゾン⽔洗浄)
・ 膜⾯洗浄空気量制御
・ ⽣物処理⽤曝気⾵量制御

JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
㈱フソウ

(R1〜R3)

有機中空⽷膜
(PTFE)

/浸漬型MLE
省エネ ・ 新規物理的洗浄⽅法(⽔流洗浄)

※H30完了研究のスケールアップ実証。
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研究テーマ名  水質センサーを用いた風量自動制御技術の体系化および実用化  

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  橋本敏一（研究主任），糸川浩紀（主担当）  

 
１．目的  

本開発課題は、アンモニア性窒素濃度

計（アンモニア計）等の水質センサーを

用いる新たな曝気風量制御技術（アンモ

ニア制御技術；図－１）について、共同

研究成果等を体系的に取り纏めた上で技

術評価を行ない、技術としての確立を図

ることを目的とする。   
２．本年度の研究成果  
（１）各種制御技術の数値解析：複数のア

ンモニア制御技術および従来の DO 一定

制御を含めた各種曝気風量制御技術につ

いて、活性汚泥モデル（ASM2d）を用いた数

値シミュレーションを実施し、流入負荷量変動

や ASRT 等が異なる多様な条件での制御の挙

動を把握することを試みた。主たる成果は以下

の通りである。  
 アンモニア制御について、実証実験で得られ

るものと同程度の曝気風量削減率（DO 一定

制御に対して 10%程度以上）を再現するこ

とが可能であった。  
 反応タンク内の酸素要求量の時間変化に対

する酸素供給量の追随性を可視化すること

が可能となり、アンモニア制御の曝気風量削

減効果が、主として酸素要求量が小さい時間

帯の風量を抑制することで得られる点を明

確化できた。  
 ASRT が長い、流入負荷量変動が小さい等、

硝化に対して余裕がある条件下であるほど、

アンモニア制御の曝気風量削減効果が大き

くなる傾向が定量的に確認できた（図－２）。  
（２）曝気風量削減に伴う送風機動力削減の推定：上記数値シミュレーションで得られた

曝気風量の時間変動データに対して、送風機構成が異なる複数ケースを設定して送風機

動力の削減率を推定し、複数の送風機を均等に稼働させるよりも台数制御を組合せる方

が省エネ性の見地から有利である点を明確にした。   
（３）技術評価：JS 技術評価委員会において、アンモニア制御の技術的特徴、導入手法、

運転管理手法等の評価を実施し、評価結果を取り纏めた｢アンモニア計を利用した曝気風

量制御技術の評価に関する報告書｣を公表した。   
３．今後の予定  

アンモニア制御技術の性能評価手法や導入検討 /設計手法等、制御技術としての汎用化

に向けた検討を進める。  

キーワード  アンモニア計，アンモニア制御，曝気風量制御  

 
※アンモニア計 を含む計測器の数および設置位置等は個別技術により異なる。

図－１   アンモニア制御技術のイメージ  
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その他センサー等

散気装置

計装盤

監視制御装置

 
図－２   ASRT 余裕率に応じたアンモニ

ア制御の曝気風量削減率 (対･DO 一定制

御 )および処理水 NH4-N 濃度の数値  
シミュレーション結果例  

※ ASRT 余裕率：実 ASRT÷必要 ASRT  
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JS 技術開発年次報告書（令和元年度） 

 

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  橋本敏一（研究主任），相川えりか（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、さらにベンチスケー

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  

前年度の国内企業を対象としたアンケート調

査の結果から、「常温アナモックス」が新たな水

処理技術として下水処理へ適用可能であること

が示唆されたが、水温 20℃以下での窒素除去性

能に関する知見が不足していた。そこで本年度

は、低水温(10～ 30℃程度）、低濃度窒素排水

(NH4-N 濃度：40mg/L 程度以下）におけるアナ

モックス反応による処理性能を把握するために、

ラボ実験を行った。低水温での処理性能、ならび

に 低 濃 度 窒 素 排 水 の SNAP  (Single stage 
Nitrogen removal using Anammox and Partial 
nitritation）処理での水温の影響について基礎検討を実施した(表－１)。  
（１）低水温でのアナモックス処理性能 

水温 21～28℃にて長期間培養したアナモックス汚泥を付着させた流動床担体を用い

て、NH4Cl と NaNO2 を主成分とする無機合成排水(T-N 濃度: 80～290 mg/L 程度)の

連続処理実験を行い、13～30℃における処理性能を確認した。 

・総無機態窒素(T-IN)除去速度として、水温 13℃で 0.3～0.7 kg-N/(m3･日 )、15℃で 0.4
～0.9 kg-N/(m3･日 )が得られ、アナモックス活性が確認された。 

・過去に同装置で得られた 30℃付近における窒素除去速度は最大 4.1 kg-N/(m3･日 )※で、

一般的な高濃度・中温下でのアナモックス処理と同程度であった。水温の低下で窒素

除去速度は大幅に低下し、一般的な無酸素タンクの低負荷時における窒素除去速度 0.3 
kg-N/(m3･日 )程度未満であることが確認された。 
※大森，中島，石田，角野，橋本，相川：第 57 回下水道研究発表会講演集， pp.49-51， 2020. 

（２）低濃度窒素排水の SNAP 処理における水温の影響 

アナモックス汚泥を付着させた担体を用いて、部分亜硝酸化とアナモックス反応を単

一槽で行う SNAP 処理により、NH4Cl を主成分とする低濃度窒素排水(NH4-N 濃度：

26～45mg/L)を連続処理し水温の影響を確認した。 

・窒素除去速度は水温 20℃で 0.09～0.13kg-N/(m3･日 )、14℃で 0.06kg-N/(m3･日 )と低

いものの、単一槽での部分亜硝酸化及びアナモックス反応の可能性が示唆された。 

・SNAP 処理を下水処理プロセスの好気及び無酸素タンクと部分的に代替することで、

曝気量の低減や滞留時間の短縮が期待できる。 

 
３．今後の予定  

低水温でもアナモックス反応は活性を示し、低水温における低濃度窒素排水の SNAP
処理が可能であることが明らかになった。今後は、SNAP 処理を用いた下水処理プロセ

スについて、実下水を用いたベンチスケールでの実験を行う予定である。 

キーワード  アナモックス，低水温，低濃度窒素排水, SNAP 処理 

表－１ 実験概要  
低⽔温での

アナモックス処理性能確認
低濃度窒素排⽔の

SNAP処理における⽔温の影響確認

容量 10L 1.55L

使⽤担体 PVAゲル
(球状Φ5mm)

PVAスポンジ
(⾓4mm)

攪拌⽅法 機械攪拌 混合ガスによる曝気攪拌
(空気︓窒素＝1:9)

種汚泥

⽔温

pH

原⽔
無機合成排⽔

(NH4-N濃度︓40〜130mg/L，
NO2-N濃度︓40〜160mg/L)

無機合成排⽔
(NH4-N濃度︓26〜45mg/L)

群⾺県下の下⽔処理場の返送汚泥から
集積培養したアナモックス汚泥

装
置
概
要

実験内容

実
験
条
件

13〜30℃

7.0〜8.0
(0.5N塩酸で制御)
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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  桑嶋知哉（研究主任），小倉一輝（主担当），井上善之  

 
１．目的  
 本研究は、低含水率脱水機の評価の一環として、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型脱水機」という )について運転の

実態及び実際の性能発揮状況を把握したうえで、受託事業における更なる導入促進のた

め、技術基準化に向けた基礎資料を作成することを目的とする。  
２．各年度の経過  
 平成 30 年度には、SPⅢ型脱水機の調査条件を明確にするため、導入実態を整理すると

ともに、JS 委託により導入した自治体へのアンケート調査による情報収集を行った。  
３．本年度の研究成果  
（１）地方自治体発注も含め、SPⅢ型脱水機を導入後 1 年以上経過した自治体(51 箇所)

へのアンケート調査を実施したところ、23 箇所の自治体から維持管理者による実際の運

転管理での性能発揮状況及び技術改善の必要性について回答が得られた。また、一部の

自治体からは試運転データを入手した。 

（２）上記アンケート調査対象の 2 箇所の地方自治体に赴き、維持管理者に対してヒア

リングを行い、これまでに発生した不具合や改善要望について確認した。  

 
 試運転時の性能発揮状況について、混合生汚泥、OD 汚泥、嫌気性消化汚泥の各汚泥種

別に整理したものを図－１に示す。いずれの汚泥種別においても、含水率および処理

量ともに発注仕様の性能を満足しており、特に処理量は、発注仕様の性能を大きく上

回っていた。  
 維持管理者による日常運転時の性能発揮状況を図－２に示す。日常運転時においても、

全ての汚泥種別の平均値でみると、発注仕様の性能を満足していた。しかし、試運転

時と比較すると、処理量の低下が顕著であった。この原因として、処理量を絞った運

転調整を行ったことなどが考えられる。 

 不具合としては、「早期の腐食」及び「洗浄ノズルの閉塞」が、改善要望としては、「外

筒カバーの維持管理性」及び「脱水運転調整の困難さ」が多く挙げられていた。 

４．今後の予定  
 低含水率脱水機として導入されている他の脱水機についても、引き続き事後調査を進

める。また、今回の調査で判明した改善事項等を基に、受託事業における更なる導入促

進のため、技術基準化のための基礎資料を作成する。  
※本調査の実施にご協力頂いた地方自治体の皆様に心より御礼申し上げます。  

キーワード  圧入式スクリュープレス脱水機（Ⅲ型） , 低含水率脱水機 , 事後調査  
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図－２ 日常運転時の性能発揮状況 
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図－１ 試運転時の性能発揮状況 
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JS 技術開発年次報告書（令和元年度） 

 

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  桑嶋知哉（研究主任），井上善之（主担当），碓井次郎  

 
１．目的 

 下水道広域化推進総合事業の創設に伴い、下水処理場へし尿・浄化槽汚泥（以下、「共同

化汚泥」という）を受け入れる機会が増加することが予想されている。これまでも MICS
事業により、下水処理場へ共同化汚泥の受け入れが実施されてきたが、これまでより高い

比率で共同化汚泥を受け入れた場合の留意点については明確にされていない。このような

背景のもと、下水処理場への共同化汚泥の受け入れ可能な条件や、設計上の留意点を整理

することを目的とする。  
２．本年度の研究成果 

（１）既に MICS 事業等で共同化汚泥を受け入れている地方自治体の中から、受け入れ比

率、受け入れの場所、処理工程、不具合事項についてアンケート調査を実施し、回答を得

た地方自治体のうち１箇所で実際の受け入れ状況を確認した。表－１にアンケートで得ら

れた主な不具合事項と対応案を示す。  
 

（２）アンケート調査結果および既往文献から、受け入れ施設の検討方法を整理した。  
 共同化汚泥を受け入れ可能な条件の整理  

 共同化汚泥を受け入れ可能な条件として、反応タンクに供給可能な酸素量や BOD-SS
負荷など施設計画上の留意事項や色度など放流水質における留意事項を整理した。  

 共同化汚泥性状の設定  
 受け入れ予定の共同化汚泥性状について、既往文献や先行事例を参考に、汚泥性状を

設定するための考え方を整理した。  
 OD 法による設計検討手順（案）の作成  
 MICS 事業等で共同化汚泥を受け入れている事例が多い OD 法について、MICS 事業採択

要件の確認方法、共同化汚泥受入可能量の検討手法および共同化汚泥の性状設定手法につ

いて整理した。また、施設設計の参考として、投入・受入先の検討例、受入・前処理設備

の検討例および脱臭装置設計例をまとめた。 

３．今後の予定 

 し尿・浄化槽汚泥の共同化処理については、地方の中小都市の多くで、今後実施される

ことが想定される。調査を継続し、設計に寄与する技術資料として取りまとめることで、

下水道広域化推進総合事業の推進に寄与していく。  
 

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。   

影響範囲 主な不具合事項 対応案 

水処理に 

対する影響 

・沈砂池し渣発生量の増加 
・維持管理体制の見直し 

・前処理システムの見直し 

・最初沈殿池の汚泥界面の上昇と浮上スカムの発生 

・運転方案の見直し 

（汚泥界面管理、スカム除去頻度の 

 見直し） 

・微細な SS や溶解性有機分の増加に伴う反応槽流入負荷

 の増加 
・運転方案の見直し（送風量の増加）

汚泥処理に 

対する影響 

・脱水機凝集剤の薬注率上昇 
・運転方案の見直し 

（薬注率、薬品種） 

・夾雑物による、配管目詰まり 
・破砕機設置の検討 

・前処理システムの見直し 

・夏期に重力汚泥濃縮槽にて汚泥浮上 
・運転方案の見直し 

（固形物滞留時間、汚泥界面管理） 

キーワード  広域化 , 共同化 , し尿・浄化槽汚泥 , MICS 事業  

表－１ 主な不具合事項と対応案
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研究テーマ名  水素製造･利活用技術の実用化の推進  

研 究 期 間  令和元年度～令和 3 年度  研 究 費 目  試験研究費  

研究担当者  桑嶋知哉（研究主任），井上善之（主担当），熊越瑛，碓井次郎  

 
１．目的  

本研究は、下水に含まれるエネルギーを水素として回収すると同時に「下水の処理」、

「発生汚泥の削減」、「エネルギーの創成」の実現を可能とする微生物燃料電池（以下、

「MFC」という）及び逆電気透析による水素生成技術（以下、「RED-H2」という）の複

合化（以下、「RMFC」という）による処理プロセスの構築を目的とする。なお、本研究

は山口大学と共同で実施するものである。 
２．本年度の研究成果  

RMFC 技術は、以下に示す二つの要素技

術を複合化させたものであり、MFC 技術

で必要となる電力を、RED-H2 技術に供給

することで、有機物分解と水の電気分解

（水素生成）を可能とする。RMFC 技術の

原理と特徴を図－１に示す。  
①RED-H2技術：RED（逆電気透析）技術

を基に、塩分濃度差エネルギーから起電

力を発生させ、電気分解により水素を生

成する。（平成 28 年度採択 B-DASH 予備調査技術） 
②MFC 技術：アノード側に電気活性種の微生物を固

定した電極を置き、下水中の有機物を消化しエネル

ギーを産出するとともに、カソード側では、水の電

気分解により水素を生成する。微生物電極では、発

生電圧が不十分なため、外部電源を要する。  
（１）小型 MFC 試験装置を製作し、嫌気条件下にお

ける電気的挙動の計測及び有機物の分解速度の評価

を行った。  
・試験開始後６日目までは電流が増加し、その後電

流は低下した。これは電極に担持された微生物の

種類により消化できる有機物が限られ、消化可能

な有機物が減少した結果と考えられる。  
（２）小型 RED-H2 試験装置を製作し、水素生成試験

及び発電特性試験を行った。（図－２）  
・短時間で水素発生量を得るため、海水の 10 倍濃度に調製した塩化ナトリウム水溶液

を用いて試験を行ったところ、最大電力 0.43W を出力することが確認された。  
（３）MFC の微生物電極に実汚泥を塗布し、１週間の挙動を評価した。  

・微生物電極部分の処理速度が、小型 RED-H2 装置の電流密度（処理速度）よりも約

10 倍低いことが確認された。そのため、RMFC として成り立たせるためには、微生

物電極の効率を向上させる必要性が判明した。  
３．今後の予定  

今年度の研究成果に基づいて RMFC の微生物電極部を改良し、微生物電極面積を大幅

に増大させた RMFC 装置を構築する。今後はこの装置を用いて下水の処理を行うことで、

本装置の汚泥消化能力、生成汚泥量、水素製造量との関係を確認する。これらの研究に基

づいて、現状の活性汚泥法と比較して、曝気電力が不要で、汚泥量を大幅に低減し、かつ

水素などのエネルギーを生産する画期的な下水処理プロセスの実用化を目指す。  

キーワード  水素利活用 , 逆電気透析（RED） , 微生物燃料電池（MFC） , RMFC 

図－２ 小型 装置の

曲線、 曲線

CO2

H+

有機物
(CHO)

H2

e-

Na+Na+ Na+ Na+H+

Cl- Cl-Cl-Cl-

H2O

OH-

未処理
下水

海
水

処
理
後

下
水

海
水

処
理
後

下
水

海
水

処
理
後

下
水

海
水

処
理
後

下
水

アノード側 REDスタック カソード側

微生物電極
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図－１ 技術の原理と特徴
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JS 技術開発年次報告書（令和元年度） 

 

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  桑嶋知哉（研究主任），熊越瑛（主担当），島田正夫  
 
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力義務化された。また、関係自治体で構成される協議会制度
が創設され、「下水汚泥広域利活用検討マニュアル」が策定されるなど、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 
（１）連続式試験肥料製造法の検討 

下水汚泥の肥料化事業を行うに
は、当該原料汚泥を対象にあらかじ
め試験肥料を製造し、その品質が肥
料取締法に基づく登録基準をクリ
アしていることを確認する必要が
ある。従来、試験肥料の製造は数百
kg～数 t の汚泥を用い、かつ通気性
を確保するために大量の副資材や
戻し堆肥を用いる回分式で行われ
ていた。そのため、製造された肥料
の基本性状は、副資材や戻し堆肥
（種菌）の性状に大きく左右され
た。本年度は、小型コンポスト化装
置を用いて、連続式発酵により副資
材等の影響を極力少なくする効率的な試験肥料製造法について検討した。  

試験機の発酵槽容量は 12L で、種肥料として生ごみコンポストで実績のあるアシドロ
菌と下水汚泥コンポストで実績のある好熱菌をそれぞれ主体とする 2 種類のコンポスト
を用い、混合生脱水汚泥（平均含水率約 78％、有機分率約 84％）を１kg/日（月～金曜
日）投入した。毎時 20 分間攪拌、40 分間休止を繰り返し、電熱ヒーターによる 50～60℃
の温度制御の下、定期的に発酵槽内汚泥の有機分率を測定した（図－１）。  

約 2 か月半にわたる試験で、原料汚泥の累計投入量は 44kg で試験開始時の種肥料量
（アシドロ菌主体 3kg、好熱菌主体 8.4kg）の 5～15 倍となることから、種菌性状の影
響の少ない試験肥料の製造ができたといえる。アシドロ菌を種肥料とした場合の製造肥
料の有機分は 82.1％、好熱菌を種汚泥とした場合は 75.1％であり、投入原料汚泥の有機
分分解率は 15～44％と試算された。今回試験に用いた原料汚泥の採取は約 1 か月ごとに
行い、やや腐敗気味の汚泥を発酵槽に投入していたことから、有機酸等による好気性微
生物に対する発酵阻害が発生し、有機物の分解が抑制されたと推測される。  

（２）各種汚泥肥料の性状比較調査 
 今回製造した試験肥料について窒素、リン酸、加里等の養分含有量や C/N 比、塩基交

換容量、有効態リン酸などの項目を、市販されている既存の各種汚泥肥料と比較した結

果、含水率を除いて概ね同等の性状であることが確認された。市販の汚泥肥料の含水率

は概ね 20～30％であるのに対し、今回試験製造した肥料は 38～45％であった。  
 
３．まとめ（今後の課題）  
 小型コンポスト化装置を用いた連続発酵試験では、概ね安定した肥料性状（有機分率）

が得られるまでに 2 か月以上を要したが、立型発酵方式の実機では 10 日～2 週間の高速発

酵が行われている例も多い。  
 今後は配合条件等を見直し、発酵温度の確保、試験期間の短縮の可能性について引き続

き検討を進めたい。  
キーワード  肥料化試験 , 肥料特性 , 小型コンポスト化装置 , 連続発酵試験 , 好熱菌  
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図－１ 発酵槽内汚泥肥料の有機分の推移

   （※正月期間中は、撹拌・加温のみ）
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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  橋本敏一（研究主任），相川えりか（主担当）  

 
１．目的  

紫外線(UV)消毒は、塩素消毒と異なり残留性がない等の特徴を有しており、放流先水

域の利水や生態系保護等の観点から大規模を含む下水処理場への導入が増加している

が、消費電力量や UV ランプ交換等の維持管理費が課題となっている。 

本開発課題では、平成 9 年に答申された技術評価※以降、小・中規模処理場向けとして

位置づけられてきた UV 消毒技術について、技術動向や UV 消毒施設の運用方法等の実

態を把握し再評価を行うことにより、技術基準類等へ反映することを目的とする。 
※日本下水道事業団技術評価委員会：最新の消毒技術の評価に関する報告書 ,  1996 

 
２．本年度の研究成果  

本年度は、中・大規模処理場における UV 消毒施設の経年的な運用状況に関するヒア

リング調査及び UV 消毒設備の技術動向に関するアンケート調査を行った。ヒアリング

調査は、過年度の自治体へのアンケートに回答があった処理能力 10,000m3/日以上の処理

場から 3 箇所を抽出し、運用状況・維持管理費用などの経年変化、運転制御方法や維持

管理上の課題等の把握を目的として行った。アンケート調査は、(一社 )日本下水道施設業

協会の会員である民間企業 39 社を対象に、UV 消毒設備の技術水準・開発動向の把握を

目的として実施し、UV 設備の取扱いがあると回答した 7 社を有効回答とした。  
（１）UV 消毒施設の運用状況に関するヒアリング調査  

・運転制御方法は、流入水量に応じた UV 照射量の自動制御の他に、低水量時にユニッ

トの稼働数を手動で調整する運用方法が 3 箇所全てにて採用されていた。  
・全処理場で、処理水量あたりの消費電力量は、ユニット稼働数を調整する運用方法を

採用することで、それ以前と比べて 50%以下である 0.008～0.018kWh/m3 となり、処

理場全体の消費電力に占める UV 施設の割合

も採用後は 5%以下と低かった(表－１)。  
・UV ランプの交換コストが大きいという理由

で、メーカー推奨の交換頻度である 1～1.5 年

より長期間で使用されていた。  
（２）UV 消毒設備に関するアンケート調査  

・技術開発動向に関する項目への回答として、

低圧水銀ランプの高出力、高効率化が挙げら

れていた。  
・近年注目されている紫外線発光ダイオード

(UV-LED)は、水道の消毒へ実用化されている

ものの、水銀ランプと比べエネルギーが低効

率かつ高コストであり、下水の消毒へ導入で

きる段階ではないという回答が多数あった。  
  
３．今後の予定  

UV 消毒の課題である消費電力量を、ユニット数の調整等で削減できる可能性が示唆さ

れたが、こうした運用の消毒効果への影響の検証が必要である。今後は、国内企業や大

学等と連携し、消毒効果の評価方法を検討するとともに、技術の再評価を行っていく。  
 

調査にご協力いただいた下水処理場の関係各位及び日本下水道施設業協会に深く感謝いたします。  

キーワード  紫外線消毒，省エネ，  UV-LED 

表－１ ヒアリング調査結果  
A処理場 B処理場 C処理場

設置位置 砂ろ過流出後 砂ろ過流出後 砂ろ過流出後

通⽔⽅式 開⽔路浸漬型 閉⽔路浸漬型 開⽔路浸漬型

ランプ設置⽅式 垂直型、⽔平型 垂直型 垂直型、⽔平型

照射⽅式 内照式 内照式 内照式

ランプ種別 低圧⽔銀ランプ 中圧⽔銀ランプ 低圧⽔銀ランプ

⽔路数 12 3 3

ユニット数 96 12 27

設計照射量(J/m2) 300 300 180、300

流⼊率(対計画流⼊量) 80% 52% 70%

ランプ交換状況 ランプ切れにて交換 ランプ切れにて交換 2年毎に全数交換

単位⽔量あたり
消費電⼒量(kWh/m3)

0.008〜0.019
（H22〜31年度）

0.018〜0.057
(H17〜31年度)

0.009〜0.033
(H14〜31年度)

処理場全体に占める
UV設備の電⼒量割合

1.7%
(H30年度)

3.6%
(H29年度)

4.1%
(H30年度)

設
備
概
要

運
⽤
状
況
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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 橋本敏一（研究主任），細川和也（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、反

応タンク、最終沈殿池及び砂ろ過設備の代替・処理能力増強技術について、新たな技術開

発や導入施設における事後調査等の実施により、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を確立することを目的とする。  
 
２．本年度の研究成果

（１）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」（図—１）について、民間企業等

との共同研究を継続した。当該研究では、

実験プラントの通年運転により、高速ろ過

システムが後段の水処理の機能に与える影

響等を調査し、最初沈殿池代替・能力増強

技術としての適用性を検証している。

（２）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、本技術を導入した施設を対象に、

運転実態調査を実施するため、過年度の運転実績の収集、電力モニタ等の計測機器の設

置を行った。令和２年度より、本技術の導入前後、ならびに、導入系列と既設系列の処

理水質や消費電力量の比較などを行っていく予定である。  
 固定式と浮遊式の生物反応槽を組み合わせることにより、従来の標準活性汚泥法に比べ

て処理能力を増強する技術について、民間企業との共同研究によるプラント実験を開始

した。当該研究では、JS 技術開発実験センターに設置した実験プラントを用いて、本

技術の都市下水処理への適用性を検証している。  
（３）最終沈殿池代替・能力増強技術  

「最終沈殿池の処理能力向上技術」（平成 29 年度採択 B-DASH 実証技術）について、実

規模実証設備を用いて、B-DASH プロジェクト終了後の継続研究による実証実験を実施し

た。当該技術は最終沈殿池にろ過機能を付加して能力向上等を図るもので、長期運転によ

る維持管理性の向上やろ過部洗浄条件の最適化検討等、実用化に向けた検証を行っている。 
（４）砂ろ過代替技術  

ディスク型の特殊長毛ろ布を用いたろ過技術について、民間企業との共同研究により、

下水処理場に設置した実証機での二次処理水を使用した通年の連続運転を実施した。当該

研究では、従来の砂ろ過設備の代替技術としての処理性能や導入効果を検証している。  
 
３．今後の予定

 民間企業等との共同研究の実施により、各種の処理能力増強技術の適用性や実用化に向

けた検証を引き続き実施する。  
 「OD 法における二点 DO 制御システム」については、導入施設での運転実態調査によ

り導入効果を検証・評価することで、当該技術の改善・改良ならびに標準化に向けた基

礎資料の作成を行う。  
 
キーワード  処理能力増強，高速ろ過システム，二点 DO 制御システム，ろ過  

 

図－１ 高速ろ過システムの基本構造と原理

【洗浄工程】

・ろ過水を利用し洗浄を実施

・下部スクリーンは不要

・洗浄工程中も汚水の流入は継続
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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  橋本敏一（研究主任），中西啓（主担当），清水克祐  

１．目的  
本調査は、耐硫酸性防食被覆工法が施工された下水道施設を対象に、腐食環境と防食被

覆層の劣化状況を調査し、これらの関係を把握することで、「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」における耐硫酸性防食被覆工法の課題を明らかに

し、技術の改良と向上に資することを目的とする。  

２．調査内容  
（１ 耐硫酸防食被覆工法の事後調査：本調査では、平成 29 年度にアンケートにより全国

の下水処理場における劣化状況 概況 を把握し、平成 30 年度以降は、耐硫酸防食被覆工

法が施工された下水道施設を対象に、施設内の腐食環境や防食被覆層の硫酸による劣化状

況を調査した。令和元年度は 4 処理場･4 施設において調査を実施した。  
（２ 耐硫酸性モルタル試験施工のフォローアップ調査：本調査では、平成 20 年度に実施

設において試験施工した耐硫酸性モルタルの劣化状況、同箇所の腐食環境、並びに同環境

において曝露試験された試験体の劣化状況を調査した。令和元年度は調査期間の最終年度

であった。  

３．本年度の研究成果  
（１ 耐硫酸防食被覆工法の事後調

査：4 処理場･4 施設を対象とした調査

結果を表 １に示す。各施設とも気相

部の表面 が酸性または中性域であ

ることから腐食環境下であり、供用年

数が標準耐用年数 10 年 を超過して

いるが、硫黄侵入深さは防食被覆層内

にとどまっており、防食被覆層の基本

性能である硫酸遮蔽性が機能してい

ることが確認された。処理場 A B の

防食被覆は外観に浮きや剥がれがみ

られ、処理場 B D の防食被覆は接着強さが初期性能 1.5 を下回っていることが確

認されたことから、接着強さの低下と外見の劣化状況は必ずしも一致しない可能性が示唆

された。また、接着安定性の維持について、技術的な課題のある可能性が示唆された。

（２ 耐硫酸性モルタル試験施工のフォローアップ調査：試験施工箇所及び曝露試験の供

試体の外観の例を写真 1 に示す。試験施工を行った

最初沈殿池気相部は平均 ₂ 濃度が という腐食

環境下にありながら、試験施工箇所及び曝露試験供試

体に外観上の変化は認められなかった。曝露試験で

は、比較用の普通モルタル供試体で硫酸の侵入が確認

されたが、耐硫酸モルタルでは認めらなかった。

以上のことから、試験施工を行った耐硫酸モルタル

は、実際の腐食環境条件下において施工後 10 年間経過しても、防食性能（耐硫酸性、遮

断性、耐久性）を有することが確認された。  
４．今後の予定

今後も引き続き、標準耐用年数を超過した防食被覆層の劣化状況及び腐食環境を調査、

解析することで、防食被覆層の劣化と腐食環境の関係を明らかにする予定である。  

キーワード  防食被覆層 , 接着安定性 , 硫黄侵入深さ , 耐硫酸モルタル  

写真 試験施工箇所及供試体写真の例

表‐ 耐硫酸性防食被覆工法の事後調査結果

 
 

―  
―  
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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  橋本敏一（研究主任），細川和也（主担当），中西啓  

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状である。

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  
（１）炭酸によるコンクリート劣化に係る現地調査

箇所の下水処理場の反応タンクを対象に、炭酸ガス濃

度等の劣化環境や、中性化深さ等の劣化の進行状況の実態

を調査した 表 １ 。

 気相部には高濃度の炭酸ガスが存在しており、施設の運

転方法等によりその濃度に大きな変動が生じることが

確認された 図 １ 。

 液相部では、部分的ではあるがコンクリート表面の溶出

や骨材の露出が確認でき、侵食性遊離炭酸による劣化の

進行が推測された。

 液相部では、嫌気タンクでの中性化の進行は確認できな

かった。好気タンクでは、深層部と比較して浅層部での

中性化の進行が速い傾向が見られた 表 ２ 。

（２）有機酸による防食被覆層劣化に係る現地調査

２箇所の下水道処理場において、有機酸の発生条件や濃

度レベルを把握する為、水処理 /汚泥処理工程の各所で試料

（汚水、汚泥、分離液、スカム）を採取し、㏗、アルカリ

度、揮発性有機酸等の分析を実施した。  
分析の結果、特に濃縮汚泥貯留槽やスカムピットで揮発

性有機酸が高濃度となることが確認された。  
（３）防食被覆材料の耐有機酸性能調査

耐有機酸性能の有無別に複数の防食被覆材料の酢

酸浸漬試験を実施し、物性変化（硬度、曲げ強さ）や

有機酸浸透深さについて、比較検証を行った 表 ３ 。

 外観変化のほか、重量や形状の変化、物性変化の

点からも、耐有機酸型樹脂は、一般型（耐有機酸

性能を有しない）樹脂と比較して、酢酸の影響を

受け難いことが確認された。

 アルカリマーキング法※を用いた有機酸浸透深さ

の測定で、一般型樹脂では、全ての試験条件で酢

酸の浸透が認められるのに対して、耐有機酸型樹

脂では、酢酸の浸透が抑制されていることが示さ

れた 図 ２ 。
※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 ,  pp.866—868, 2018.
３．今後の予定  

実施設での劣化環境や劣化状況等の実態調査を引き続き実施し、さらに知見の蓄積を図

ることで、有機酸や炭酸に起因する劣化に関する対策の検討を行う予定である。  

キーワード  有機酸 , 炭酸 , 防食被覆層劣化 , コンクリート劣化  

1)　気相部調査
・炭酸ガス濃度
・中性化深さ
・目視・指触　等

2)　液相部調査

・侵食性遊離炭酸濃度
・炭酸濃度
・ｐH
・アルカリ度
・中性化深さ
・目視・指触　等

3)　その他共通調査

・気温・湿度
・水温
・ORP
・施設運転状況(ヒアリング)

表－１１ 調査項目

図－１ 炭酸ガス濃度測定結果 処理場

表－２ 中性化深さ測定結果 処理場 液相部

測点１ 測点２ 測点３ 平均
嫌気 深層部

浅層部
深層部
浅層部
深層部

(単位:mm)

好気(流入側)

好気(流出側)

調査地点

図－２ 有機酸浸透深さ測定の例 ％酢酸， ℃

一般型 耐有機酸型

全部に浸透

609μm

表－３ 試験の項目と条件
項　目 試験条件

防食被覆材料
エポキシ樹脂
　・一般型（耐有機酸性能なし）：2種類
　・耐有機酸型：2種

酢酸水溶液濃度 水中(0％)，5％，10％
温度 23℃±2℃，30℃±2℃

浸漬日数 60日
注）太字：JS防食マニュアルの耐有機酸性の品質規格で定める試験条件
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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  橋本敏一（研究主任），相川えりか（主担当）  

 
１．目的  

本開発課題では、人口減少に伴う実施体制の脆弱化や更なる省エネ化・省コスト化な

どの様々な課題に対して、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） ICT・AI 技術を活用した施設運転管理技術の実証等  
以下の 3 技術について、下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）及びそ

の後の継続研究により、実規模施設での実証や、技術性能の確認等を行う FS 調査を実施

した。  
・ 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  
  （B-DASH 実規模実証後の継続研究、研究期間：平成 28 年度～令和 2 年度）  
・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  

（B-DASH 実規模実証、研究期間：令和元年度～令和 2 年度 (予定 )）  
・AI を活用した下水処理運転管理支援技術  

（B-DASH FS 調査、研究期間：平成 30 年度～令和元年度）  
 

（２）AI を活用した新たな水処理運転支援・制御技術の開発  
AI を活用した新たな水処理運転支

援・制御技術の実証実験を行うため、

JS 技術開発実験センターに建設中の

実験棟に設置する、活性汚泥処理実験

プラントの各種諸元・仕様の検討を行

った。本実験プラントの水処理方式は、

標準活性汚泥法を前提とするが、生物

学的窒素・リン除去法等への変更も可

能な仕様とし、反応タンクは 4 区画に

分割できる構造とした。また、処理水

量は 1 系列あたり 50m3/日とし、従来

の運転・制御と AI を活用した運転・

制御の比較検証が行えるように 2 系列

設置することとした。本実験プラント

の完成予想図を図－１に示す。  

 
３．今後の予定  
 ICT・AI 技術を活用した施設運転管理技術の実規模実証については、次年度も継続して

実施する予定である。また、AI を活用した新たな水処理運転支援・制御技術については、

上述の実験プラントを使用した実証実験を開始する予定である。  

キーワード  ICT， IoT，AI 

図 －1 活 性 汚 泥 処 理 実 験 プラント完 成 予 想 図
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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  橋本敏一（研究主任），清水克祐（主担当）  

 
１．目的  

本開発課題は、下水処理場の消費エネルギー・温室効果ガス排出量の最小化や下水道

資源の利用最大化による全体最適化を検討するため、JS 保有の要素技術を活用した最適

化検討手法の確立や検討ツールの作成を目的とする。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・汚泥処理フローを整理し、

全体最適化を検討するための物質・エネルギー収支を検討する。  
②JS 保有の要素技術の体系的整理：共同研究成果、技術評価、JS が参画した B-DASH
技術から成る JS 保有の要素技術（新技術等）について導入条件等、最適化検討に必要

な情報を整理する。  
③処理場の全体最適化手法の確立：JS 保有の要素技術について、エネルギー消費量やエ

ネルギー創出量等の費用関数を整理し、全体最適化検討手法を確立する。  
④処理場最適化検討ツールの開発：③で確立した最適化検討手法により省エネ、創エネ、

コスト削減や従来技術との比較等による導入効果やニーズに対する達成水準を検討で

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、基本的収支の作成（上記①）、JS 保有の要素技術の体系的整理（上記②）及

び処理場最適化手法の確立（上記③）を実施した。  
（１）処理場の基本的収支の検討  

表－１に処理フローの設定ケースを

示す。下水道統計等に基づき水処理方法

別に汚泥処理ケースを割当て、代表的な

処理フローとして 14 ケースを設定して

各々に対して基本的収支を検討した。  
（２）要素技術の体系的整理  

要素技術の概要及び導入条件、導入効果を検討するための費用関数を作成し、体系的

整理を行った。費用関数は、水処理 9 技術、濃縮・消化 6 技術、脱水 15 技術、焼却 9 技

術、その他 2 技術について作成した。  
（３）処理場を全体最適化する手法の素案検討  

全体最適化手法のフローを表－２に示す。要素技術

を導入した場合の効果を検討するため、各種入力・計

算ツールや計算結果を示す素案を検討した。  
（４）課題の整理  

全体最適化検討手法の素案を検討したが、設計条件

の入力方法が複雑であることから、利便性の向上を図

る必要があることが課題となった。  
３．今後の予定  

本年度研究の課題である利便性の向上を図るとと

もに、全体最適化の検討に必要となる温室効果ガス排

出量やコスト等の費用関数を追加整理して、全体最適

化検討手法を確立する。確立した手法により、水処

理・汚泥処理全体を包含した要素技術の導入効果を提

示・比較できる最適化討ツールを開発する。  

キーワード  下水処理場全体最適化 , エネルギー自立  

【入力】

①入力シート：処理場情報の入力

　・処理規模、水処理方式、汚泥処理方式　等

②設計条件シート：設計条件の入力

　・水処理（HRT、水深、MLSS　等）

　・汚泥処理（設備規模及び基数、稼働時間　等）

　・固形物収支条件（流入水質、固形物濃度、回収率　等）

③要素技術の選択シート：導入効果を検討したい技術の選択

【計算（自動）】

①各要素技術のシート：要素技術の概要及び関数シート

②従来技術の収支とエネルギー消費量、CO2排出量、

　コスト計算結果シート

【出力】

①計算結果シート：従来と要素技術導入時の比較

　・エネルギー消費量、CO2排出量削減率の提示

　・要素技術導入にかかるコストの提示

表－１ 処理フローの設定ケース

表－２ 最適化手法のフロー 

処 理 規 模 （ 日 最 大 ） 水 処 理  汚 泥 処 理  ケ ー ス 数

小 ～ 1 万 m 3/日
OD 法  濃 縮 、 濃 縮 -脱 水 、 脱 水  3 

標 準 法  濃 縮 -脱 水 、 濃 縮 -消 化 -脱 水  2 

中 ～ 10 万 m 3 /日

標 準 法  
濃 縮 -脱 水 -焼 却 、  

濃 縮 -消 化 -脱 水 -乾 燥 （ あ り /な し ）
4 

高 度 処 理
濃 縮 -脱 水 -焼 却 、  

濃 縮 -消 化 -脱 水 -乾 燥 （ あ り /な し ）
3 

大 10 万 m 3 /日 ～ 標 準 法  濃 縮 -脱 水 -焼 却 、 濃 縮 -消 化 -脱 水  2 

合 計  14  
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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  富樫俊文（研究主任），中川浩二（主担当），川上高男   

１．目的  
本研究は、振動センサ等を活用したモニタリングや下水処理施設の計装設備データの活

用により設備の劣化状況を把握・診断する技術について、モデル処理場において実証する

ことを目的とする。なお、本研究は平成 27 年度の国土交通省 B-DASH プロジェクトとし

て採択され、平成 28 年度に中間とりまとめ、平成 29 年度の自主研究を経て、平成 30 年

度から再度、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）ウォーターエー

ジェンシー・日本電気（株）・旭化成エンジニアリング（株）・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 年度より各要素技術の検証、平成 28～30 年度にかけセンシング技術の妥当性及

びビッグデータ分析技術の精度向上手法を検証した。令和元年度は、過年度研究における

課題を踏まえ、その解決に向けた実証並びに各種分析と結果のとりまとめを行った。  
３．本年度の研究成果  
 本研究では、下水処理場で多く設置されている回転機器に対し、振動センサを設置して

オンラインによる測定を行い、管理基準値を設けて振動傾向を監視し、適切なタイミング

で修繕・更新等の時期を検出する「センシング技術」と、中央操作室の監視制御盤等で表

示する計測信号やプロセス信号を、データサーバに集約して異常予兆検知・劣化予測を行

う「ビッグデータ分析技術」の各要素技術について検証した。なお、ビッグデータ分析技

術は、用途によりオンライン監視にて、平時と異なる動きを捉え警報する「インバリアン

ト分析技術」と劣化進行予測を行うことで修繕・更新時期の推定を行う「異種混合学習技

術」の 2 つの技術を対象とした（図－１）。 

     
 

図－２に示す通り、センシング技術は外乱のない正常な運転継続による経年劣化を捉え、

インバリアント分析技術は、異物詰まり等の外乱（異常予兆）を捉えるものである。これ

らの要素を組合せた異種混合学習技術により、適切な劣化予測が可能となる。  
 本年度は、実証設備における劣化予測において、異常予兆検知精度向上手法の検証や、

主汚水ポンプの揚水量低下予測の精度検証（目標誤差率 0.5％以下）、設置環境下での劣化

及び耐久性に関する妥当性を確認するとともに、ガイドラインの作成を行った。  
４．まとめ   

本研究を通じ、センシング技術は回転数 600rpm 以上の陸上型回転機器（一軸ねじ式ポ

ンプ本体部、渦巻きポンプ本体部は回転数 600rpm 未満も可）を対象とし、ビックデータ

分析技術は適正周期でのデータ収集と一定期間以上のデータ蓄積があることを適用条件と

し、導入効果の評価を経ることで、効果的な劣化予測が可能であることを確認した。また、

センシング技術のみ先行導入し、後からインバリアント分析技術を組み合わせるなど、段

階的な導入も可能であることがわかった。  

キーワード  振動診断 , 劣化予測 , ビックデータ , センシング , インバリアント分析  
 

図－１ 研究概要  図－２ 劣化予測の考え方
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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  橋本敏一（研究主任），糸川浩紀（主担当），細川和也  
 
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った。   
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（原生動物、微小後生動物）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、平成 30 年度より検討対象数（処理場数、微生物数）を増やして

技術性能を確認することで、技術の適用性･汎用性を検証することを主目的とした。   
 水処理制御支援技術：平成 30 年度とは規模が異なる下水処理場 2 箇所を対象に、過去

の計測データを使用して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8.3～9.9%、4.9～8.4%となり、

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、降雨時等、平時とは異なる条件に対しては、

当該条件に特化したデータにてモデル構築を行なうこ

とで予測精度を向上できる点を確認した。  
 画像診断支援技術：平成 30 年度に対象とした Rotaria

に加え、Arcella および Epistylis を対象に、顕微鏡画像

を採取し画像認識を試みた。各々500 枚の画像データを

用いて学習を行うことで、適合率（mAP 値）として各々

89、84%が得られ、目標値（80%以上）を満足する認識

性能が得られた。また、Rotaria と Arcella の両者が存

在する画像に対しても、上と同等の適合率により各微生

物を認識することが可能であった。   
４．まとめ  

AI を活用した二つの支援技術について、下水処理場の実データを用いた検討により、

データ収集やモデル構築の手法を確立すると共に、実用上十分な性能が得られる点を確

認した。   
※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。本研究の関係者およびデータ収集に協力頂いた下水処理場の関係者各位に感謝の意を表する。  

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  Epistyl is の検出例  
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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  桑嶋知哉（研究主任），小倉一輝（主担当），井上善之  

１．目的  
本研究では、槽容量の削減により初期投資が削減可能な消化技術と維持管理を容易に

したバイオガス利活用技術を組み合わせた「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)について、処理性能や導入

効果を実証することを目的とした。なお、本研究は平成 30 年度 B-DASH プロジェクト

に採択され、国土交通省国土技術政策総合研究所の委託研究として｢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｣が平成 30～令和元年度の 2 ヶ年度にわたり、

実施したものである。  
 

２．各年度の経過  
平成 30 年度 実証施設の設置完了。高濃度消化槽の立上げを開始(負荷率約 30%)。  
令和  元年度 高濃度消化槽の定格負荷運転を開始し、四季を通じた検証を実施。  

３．本年度の研究成果  
静岡県富士市東部浄化センター (日最

大処理能力： 55,800m3/日 )に、本浄化セ

ンターの発生汚泥を全量処理可能な処理

能力 5.3t-DS/日の実証設備を設置して、

通年データを取得した。本研究の主たる

成果は以下の通りである。  
(１)バイオガス発生効率について、図-１

に VS 負荷と投入 VS 当りバイオガス量の

関 係 を 示 す 。 設 計 日 最 大 負 荷 で あ る

4.4kg/m3/日以下の VS 負荷においては目

標値である投入 VS 当りバイオガス量

500Nm3/t-VS 以上を満足した。  
(２)バイオガス精製技術は、中規模処理

場 向 け に 運 転 圧 力 を 0.9MPa か ら

0.7MPa に低下させることで低動力化

を図っている。図-２にバイオガス量当

りの消費電力原単位を示す。平均的なバ

イオガス量 2,400Nm3/日 (100Nm3/h)に
お け る 四 季 平 均 の 消 費 電 力 原 単 位 は

0.43kWh/Nm3-バイオガスであった。こ

れを、同じく高圧水吸収法を原理とする

平成 23 年度 B-DASH プロジェクトで実

証された大規模処理場向け精製技術(以

下、「従来技術」という)と比較すると、

実証技術は約 30%の電力削減が可能であることが示された。  
 

４．まとめ(今後の課題) 
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、

実規模実証の結果、一定の条件下で性能が確認され、下記の主要な目標を満足した。 

(１）高濃度消化設備のバイオガス発生効率：バイオガス量 500Nm3/t-VS 以上  
(２）バイオガス精製技術の消費電力原単位：従来技術と比較して省エネルギー化  

今後も長期安定性を実証し、本技術がより有益となる導入条件を実証していく。  

キーワード  高濃度消化, 省エネ, バイオガス, バイオガス精製技術 

図-１ VS 負荷と投入 VS 当りバイオガス量の関係

図-２ バイオガス精製装置の消費電力原単位 
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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），矢野陽一郎（主担当），川上高男  

１．目的  
限られた人員と予算で、老朽化していく既存施設を適正に管理し、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ストックマネジメントを実施する必要が

ある。本研究は、下水道管路に関するストックマネジメントをより一層低コストかつ効率

的に実施するため、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て効率的なスクリーニング及び詳細調査を実

施する「段階型管路診断システム」の確立を目的とする。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(株 )･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．各年度の経過  

平成 30 年度は、机上スクリーニング、 ICT 技術、点検直視型カメラを組み合わせた総

合的な段階型管路診断システム（図－１）を構築し、その有効性及び効率性を確認した。  
令和元年度は、前年度研究における課題を踏まえ、その解決に向けた実証を行った。  

 
３．本年度の研究成果  
（１） 机上スクリーニング技術

陶管に対する劣化予測システムの適用性を検証するため、適用ワイブル曲線の細分化並

びに他都市の管渠データによる劣化予測を行った結果、 70％の緊急度適合率であった。  
（２） 現地スクリーニング技術

管渠内の土砂堆積等によってカメラの走行性能に生じる影響を軽減するため、点検直視

型カメラを改良し土砂堆積路線における走破性及び管径拡大（φ 500～700mm）路線にお

ける適用性の検証を行った結果、走破率及び緊急度適合率共に 90％以上であった。  
（３） 不明水調査技術

簡易水位計と暗視カメラを用い、小ブロックから詳細ブロックへの絞り込みの可否につ

いて検証を行った結果、2～5ha 規模に絞り込むことができた。  
（４） 腐食環境調査技術

硫化水素濃度と腐食対策範囲との相関性を検証するため、硫化水素連続測定、TV カメ

ラ調査、及びマンホール目視調査を実施しその結果を検証したところ、圧送管吐出し先、

及びビルピットからの排水先において一定の相関性が確認できた。  
４．まとめ 今後の課題  

本研究を通じ、一部目標未達成の技術はあったが、システム全体で従来システム（管渠

調査）と比較し、コスト縮減率 40％以上、期間縮減率 30％以上を達成することができた。

今後、更なる精度向上に向け継続的なデータ取得が望まれる。  

キーワード  管路ストックマネジメント , 劣化予測システム , ICT，スクリーニング  

図－１ 研究概要  

モデル地区でシステムの有効性・適用性・コスト等を検証

【現地スクリーニング】【机上スクリーニング】

• 劣化予測システム

による調査対象
路線の絞り込み

• 簡易水位計
• 暗視カメラ

不明水発生エリア
整理・把握

【詳細調査】

• 送煙・染料調査等

• 点検直視型カメラ硬質塩化ビニル管

【修繕・改築】

修繕・改築

誤接合解消

間接浸入水

直接浸入水

• 調査、点検情報
• 年数、履歴情報
等による机上確認

• 巡視
• 点検
等による状況確認

• 従来型TVカメラ
による管内調査

修繕・改築

• 従来型TVカメラ
陶管 • 高圧洗浄カメラ

• 点検直視型カメラコンクリート管

• 硫化水素濃度測定

従来システム（管渠調査）

総合的な段階型管路診断システム

腐食環境下施設

従来の机上スクリーニング
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研究テーマ名  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実証研究

（B-DASH）  

研 究 期 間  令和元年度～令和２年度  研 究 費 目  受託研究調査費（国土交通省  
国土技術政策総合研究所）  

研究担当者  橋本敏一（研究主任），清水克祐（主担当），相川えりか  

 
１．目的  

本研究は、「単槽型硝化脱窒プロセスの ICT・A I 制御による高度処理技術」の実証実

験を行い、本技術の実用性を評価することを目的とした。なお、本研究は平成 31 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｢メタウォーター･日本下水道事業団･町田市共同研究体｣が実施したも

のである。  
 

２．実証技術の概要  
本技術は、以下の三つの要素技術により構

成され、ICT と AI を活用することで、従来の

高度処理法（A2O 法など）よりも短 HRT で

同等の処理水質を達成するとともに、運転電

力の削減、維持管理性向上を図るものである

（図－１）。  
①統合演算制御システム：NOx 計および NH4

計の測定データを基に反応タンクの必要風

量・送風機最適吐出圧力を自動演算する。  
②単槽型硝化脱窒プロセス：統合演算制御システムにより、負荷変動に合わせた適切な

送風量制御を実施することで、隔壁を設けずに最適な好気・無酸素ゾーンを形成し、A2O
法と同等の処理水質を短 HRT で達成する。  
③負荷変動追従型送風ユニット：必要風量の変動に応じた送風機吐出圧力にて必要な空

気を供給することで、吐出圧力一定制御と比較して送風電力を低減する。  
 

３．本年度の研究成果  
町田市成瀬クリーンセンターの 1 系列を改造して実証施設とし、令和 2 年 1 月より連

続処理実験を行った。   
 処理水質：最終沈殿池出口の日平均水

質はいずれも目標値（T-BOD≦15 ㎎ /L、

T-N≦20mg/L、T-P≦3mg/L）を達成し

た。図－２に処理水 T-N 濃度の推移を

示す。A2O 法の HRT に対し 20%減

12.8hr 以下である平均 9.3hr におい

て、窒素除去率は平均 63.6％となり、

目標値とした A2O 法と同等の除去率（60~70％）を達成した。  
 運転電力：風量 1Nm3 当たりの送風電力は目標値（吐出圧力一定制御に対し削減率 10％

以上）に対し、削減率 17％であった。また、処理水 1m3 当たりの運転電力は目標値（A2O
法に対し削減率 20％）に対し削減率 23％となり、いずれも目標を達成した。   

４．今後の予定  
処理水質はいずれも目標値を達成し、反応タンク全体では良好な窒素除去が行われて

いたものの、無酸素ゾーンでの脱窒量が想定を下回り、好気ゾーン等での脱窒の進行が

示唆された。令和 2 年度も研究を継続し、この事象を解明するとともに四季を通じた処

理性能の確認と維持管理性等の評価を実施する。  

キーワード  ICT，AI（人工知能） , 高度処理 , 硝化脱窒  

図－２ 処理水 T-N 濃度の推移  

図－１  実証技術の概念図  
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研究テーマ名  持続可能な下水道事業に向けた下水処理場等における ICT を活用した  
広域管理推進方策調査  

研 究 期 間      令和元年度  研 究 費 目     
受託研究調査費（国土交通省

水管理・国土保全局）  

研究担当者  小川 剛（研究主任），三好 哲（主担当），若尾正光  

 
１．目的  

本調査は、 ICT を活用した広域管理に

向けた広域管理監視制御システム（以下、

「広域管理システム」という。）の選定の

参考となる「導入計画手順（案）」を作成

するとともに、広域管理によるデータの

活用方法について検討を行うことを目的

とする。なお、本調査は、国土交通省水

管理・国土保全局の委託業務として「日

本下水道事業団・日本水工設計（株）共

同提案体」が実施したものである。  
 
２．本年度の研究成果  
（１）導入計画手順（案）は、計画担当者や維持

管理担当者に理解しやすい内容とするために、

調査・検討の手順を整理した。また、モデルケ

ースでの導入検討事例を作成した。その特徴を

以下に示す。  
①  図—１に示すとおり、導入計画手順（案）は、

モデルケースでの導入検討事例と対をなす構

成とした。  
②  「課題・ニーズの整理」・「検討条件の設定」

は、整理項目及び設定条件例を明示し、検討

内容の明確化を図った。  
③  「システムの検討」では、②項での設定条件

より適したシステムの検討フロー例（図—２）

を作成し、概算算出方法の留意点を明示した。 
④  「システムの選定」では、モデルケースを例

に、複数の広域管理システム案より最適案を

選定する評価例を明示した。  
また、モデルケースでの評価例を作成すること

で、導入計画手順（案）の有効性を確認した。 
（２）学術誌（下水道協会誌等）に掲載されたデ

ータの活用事例のほか、下水道事業に関係する

省庁における近年の取り組みや、各企業の ICT
やデータ利活用に関連する先進事例を整理した。  

 
３．まとめ(今後の課題) 

広域管理システムは、広域化・共同化の一つのツールであるため、将来的には、下水

道事業に係る経営資源（ヒト・モノ・カネ）の情報をデータ化して時系列で蓄積・集約

し、分析・シミュレーションを行うことで、下水道事業運営に係る課題の解決が期待さ

れる。  

キーワード  ICT, 広域管理 , 監視制御システム  

図－１ 導入計画手順（案）の構成

図－２ システムの検討フロー 
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研究テーマ名  高瀬下水処理場処理能力増強検討業務 

研 究 期 間 令和元年度 研 究 費 目 受託研究調査費（船橋市） 

研究担当者 橋本敏一（研究主任），相川えりか（主担当），糸川浩紀 

 
１．目的  

船橋市高瀬下水処理場は、令和元年度現在、全体計画 7 系(計画処理能力：153,000m3/日)
の水処理施設のうち、5 系 (計画処理能力：102,000m3/日 )が稼働しており、計画放流水質

（BOD：10mg/L、T-N：15mg/L、T-P：1.5mg/L）に適合する水処理方法として全系列にて

嫌気無酸素好気法(A2O 法)が用いられている。本処理場の現状の流入水量は約 70,000m3/日で

あるが、年々増加する傾向にあり、現有施設では処理能力が不足する見込みである。一方、

長期的には、少子高齢化の進行に伴う将来の人口減少により、流入水量は令和 34 年度の約

116,000m3/日(将来想定水量)をピークに減少すると予測されている。  
本業務は、高瀬下水処理場の現有水処理施設における処理能力 (処理可能水量 )を評価する

とともに、今後の流入水量増加などに対して不足する処理能力を補うための水処理能力増強

方策を抽出･比較検討し、その導入に向けた課題を整理することにより、水処理施設の今後の

整備計画の検討・立案のための基礎資料を作成することを目的とした。 
 

２．研究成果 
収集した運転・水質データやヒアリング結果から現

状の流入条件や水処理施設の処理性能などを整理・解

析するとともに、その実績に基づいた反応タンク流入

水質の現状値及び消化タンク導入を想定した将来値を

設定し、それぞれの水質に対する現有水処理施設の処

理可能水量を推定した。さらに、将来想定水量に対応

するための水処理能力の増強方策を検討し、各方策で

のコスト算出結果や維持管理性等を比較評価した。 
 処理可能水量の推定：反応タンクと最終沈殿池にお

ける機能を各々評価し、全ての機能を満足する最大の処理水量と MLSS 濃度を組み合わせ

ることで、処理可能水量を推定した（図―１）。現状値及び将来値の水質どちらにおいても、

処理可能水量は計画処理能力の 102,000m3/日より大きく、将来想定水量と同程度の約

116,000m3/日と推定された。しかし、反応タンク設備の改築時に停止する系列の約

15,000m3/日分を考慮すると能力不足となるため、増強や増設が必要であると判断した。 
 水処理能力増強方策の検討：運転条件の変更等にて不足能力を補うことは困難であると判

断されたため、処理方式の変更による増強方策を検討した。担体法と MBR 法の各々に対

して、凝集剤添加型循環式硝化脱窒法、A2O 法(UCT 法)を組み合わせる 4 方式を抽出し、

処理可能水量を算出した。また、改築時に停止となる系列における、減少する分の処理可

能水量を考慮した目標水量に対し、増強が必要な系列数を算出した。  
 比較評価：各方式において増強が必要な系列数に対する、建設費年価、維持管理費(電力費、

薬品費、担体・膜交換費)から LCC を算出した。さらに、処理水質、汚泥発生量、運転管

理の容易性、国内導入実績、導入時の課題及び増強工事時の現有施設へ与える影響度につ

いて、現有施設と同様の A2O 法を増設するケースを加えて比較評価を行った。A2O 法で

の増設が最も安価であり、維持管理性等の観点においても優位であると評価できた。 
 

３．まとめ 
本業務の結果、高瀬下水処理場の現有施設における処理能力は、計画処理能力よりも大き

く将来想定水量と同等と推定されたが、改築工事を考慮すると不足に至ると判断された。水

処理増強方策としては、現有施設と同様の A2O 法を増設する方法が優位であると評価された。 

キーワード 能力増強 , 処理能力 , 処理可能水量  

図－１ 処理可能水量の算出イメージ
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研究テーマ名  丸亀市公共下水道に係るエネルギー利活用検討業務  

研 究 期 間      令和元年度  研 究 費 目     受託研究調査費（丸亀市）  

研究担当者  桑嶋知哉（研究主任），熊越瑛（主担当），島田正夫  

 
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強く求められており、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、本業務は、丸亀市浄化センターで

発生する下水汚泥および近隣で発生する未利用地域バイオマスに対し、メタン発酵による

バイオマスエネルギー資源としての有効利用の可能性を検討するための基礎データを得る

ことを目的とする。 

 

２．本年度の研究成果  
丸亀市浄化センターで発生する下水汚泥（初沈汚泥、余剰汚泥、混合生汚泥）、近隣で発

生する地域バイオマスとしてうどん店残渣（うどん残渣、天ぷら残渣）、学校給食センター

残渣（調理残渣、食残し残渣）および飲食店残渣（骨付き鳥残渣）について、基本性状試

験および回分式メタン発酵試験を行い、以下の結果が得られた。 

（１）地域バイオマスの基本性状 

①  TS（固形物濃度）は混合生汚泥の 3.4％に対し、今回対象の地域バイオマスは 7.7～
56.0％と高く、半固形状であった。 

②  多くのバイオマスの有機分率は混合生汚泥と同等の 82.4～98.6％であったが、骨付

き鳥残渣のみ 67.1％と低かった。  
③  窒素、りんの含有濃度は多くの地域バイオマスが混合生汚泥と概ね同等であったが、

骨付き鳥残渣のみ 5～10 倍と高い濃度であった。  
④  成分組成は下水汚泥がタンパク質主体、うどん店残渣と給食センター残渣が炭水化物

主体、骨付き鳥残渣が脂質主体であった。  
（２）メタン発酵特性 

①  各地域バイオマスの投入 TS 当たりのガ

ス発生量は 503～1,040mL/g-TS で、混

合生汚泥のガス発生量と同等以上であ

った（図－１）。  
②  メタン発酵の反応は混合生汚泥、うどん

残渣、調理残渣で早く（概ね 5 日以内）、

天ぷら残渣、食残し残渣、骨付き鳥残渣

で遅い（概ね 10～20 日程度）傾向が見

られた。  
（３）消化液性状 

①  うどん残渣、調理残渣を用いたメタン発酵試験後の消化液は、M アルカリ度等ほと

んどの項目で、混合生汚泥による消化液と大きな相違は見られなかった。  
②  骨付き鳥残渣消化液の M アルカリ度、溶解性 T-N、NH4-N は混合生汚泥消化液に比

べ 1.3～1.7 倍高く、水処理への返流水負荷に注意が必要と考えられた。  
 

３．今後の予定  
丸亀市では令和 5 年度供用を目指して新浄化センターを建設中で、バイオガス発電設備

の導入を計画している。同市では今回の調査結果等を参考に、地域バイオマスの利活用に

ついて具体化を進める予定である。  

キーワード  メタン発酵 , 地域バイオマス , 食品残渣  
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研究テーマ名  滋賀県流域下水道バイオマス利活用検討業務（受託連携）  

研 究 期 間      令和元年度  研 究 費 目     受託研究調査費（滋賀県）  

研究担当者  桑嶋知哉（研究主任），熊越瑛（主担当），島田正夫  

 
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強く求められており、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、本研究は、下水汚泥および地域バ

イオマスを対象としたメタン発酵試験および脱水汚泥の肥料製造試験を行い、バイオマス

資源としての有効利用の可能性について基礎的な検討を行うことを目的とする。 

 

２．本年度の研究成果  
（１）メタン発酵特性 

Ａ浄化センターで発生する下水汚泥（初沈汚泥、余剰汚泥）、近隣で発生する地域バイオ

マスとして水草（クロモ、糸状藻類）、食品工場残渣（洋菓子残渣（液状生地）、廃液シロ

ップ、洋菓子残渣（製品端材）、あん粕）および農業残渣（みぶな）について基本性状試験

および回分式メタン発酵試験を行い、以下の結果が得られた。 

①糸状藻類の有機分率は 28.8％と他地域

バ イ オ マ ス と 比 べ 極 め て 低 い （ 図 －

１）。投入 TS 当たりガス発生量は小さ

いがミネラル分が多いため、肥料原料

としての価値は高いと考えられた。  
②食品工場残渣の多くは半固形状で有機

分率が高い。投入 TS（固形物濃度）当

たりガス発生量は初沈汚泥の 1.1～1.5
倍であった。  

③農業残渣の水分含有量は 95％以上と高

く、TS は下水の濃縮汚泥並みであった。

また有機分率は 63.1％と低く、投入 TS
当たりのガス発生量は 180mL/g-TS で、初沈汚泥の約 1/3 程度であった。   

（２）肥料化試験 

Ｂ浄化センター脱水汚泥を用いて製造した汚泥発酵肥料について品質確認試験を行い、

以下の結果が得られた。 

①有害重金属含有量は肥料取締法における規制基準値の 1/5～1/18 と十分に低く、普通

肥料として肥料登録可能な品質であることが確認された。  
②肥料成分（乾物当たり）は、窒素 4.26％、りん酸 5.60%、加里 1.97%で市販の汚泥発

酵肥料と同等以上であった。また、りん酸分画試験の結果、全りん酸の 97％が可給態

であり、水処理（反応タンク）でのポリ塩化アルミニウム（PAC）添加による肥効へ

の影響は小さいと考えられた。  
③コマツナを用いた幼植物栽培試験（植害試験）の結果、対照区（化学肥料）よりも生

育状態は良好で、同試験に基づく標準施用の 4 倍量でも生育異常は見られなかったこ

とから、植物の生育に害を及ぼす有害な成分は含まれていないと判断された。  
 
３．今後の予定 

滋賀県では、今回の調査結果等を参考に、メタン発酵および下水汚泥肥料化について具

体化の検討を進める予定である。  

キーワード  メタン発酵 , 肥料化 , 地域バイオマス  

図－１ 各バイオマスのメタン発酵特性
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※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 
 

２．共同研究 
 ２．１ 令和元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。 

橋本敏一 

糸川浩紀 

熊本市上下水道局 

株式会社タクマ 

(特) 

181 
無曝気循環式水処理

技術の開発 H28～R2 

B-DASHプロジェクト「無曝気循環式水処

理技術実証事業」終了後の継続研究で、実

規模施設の評価実験を行い、低ランニング

コストの高級処理技術を開発することを

目的とする。 

橋本敏一 

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～R2 

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」終了後の継続研究を

実施する。 

橋本敏一 

細川和也 

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～R2 

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｣終了後の継

続研究を実施する。 

橋本敏一 

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) 

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について、管

路管理への導入適用及び普及可能性を確

認する。 

川上高男 

矢野陽一郎 
川崎地質株式会社 

(提) 

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 

B-DASHプロジェクト「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。 

桑嶋知哉 

島田正夫 

熊越瑛 

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 

B-DASHプロジェクト「DHSシステムを

用いた水量変動追従型水処理技術実証事

業」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。 

橋本敏一 

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 

B-DASHプロジェクト「特殊繊維担体を用

いた余剰汚泥削減型水処理技術実事業」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。 

橋本敏一 

糸川浩紀 

株式会社IHIプラント 
帝人フロンティア株式会社 

(提) 

242 
最終沈殿池の処理能

力向上技術の開発 H28～R3 

B-DASH プロジェクト「最終沈殿池の処

理能力向上技術実証事業」について、最終

沈殿池にろ過部を設置し、処理能力を向上

することで、系列を増設することなく、低

コストで、量的または質的に処理能力を向

上できる技術であることを実証する。 

橋本敏一 

細川和也 
メタウォーター株式会社 
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※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 
 

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) 

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 

B-DASH プロジェクト「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事業」について、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。 

桑嶋知哉 

島田正夫 

熊越瑛 

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 

B-DASH プロジェクト「温室効果ガス削

減を考慮した発電型汚泥焼却技術の実用

化に関する実証事業」について、実規模で

性能及び導入効果を実証する。 

桑嶋知哉 

井上善之 

小倉一輝 

JFEエンジニアリング株式会社 

(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 

B-DASH プロジェクト「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

ギー利活用技術に関する実証事業」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。 

桑嶋知哉 

井上善之 

小倉一輝 

株式会社神鋼環境ソリューション 

(提) 

274 

下水処理場等におけ

るICTを活用した広域

管理に関する共同研

究 

H29～R1 

国土交通省が公募する「安定的な水質管理

に向けた下水処理場における ICT を活用

した広域管理検討業務」の委託業務の実施

等を通じて、ICT を活用した広域管理の導

入促進のための課題整理、管理形態の整理

を行う。 

若尾正光 

小川剛 

三好哲 

日本水工設計株式会社 

(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を

目的とする。 

桑嶋知哉 

井上善之 

熊越瑛 

株式会社石垣 

(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～R2 

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。 

桑嶋知哉 

井上善之 

小倉一輝 

株式会社神鋼環境ソリューション 

(提) 

281 
能力増強型水処理シ

ステムの開発 H30～R3 

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。 

橋本敏一 

細川和也 
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 

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。 

桑嶋知哉 

井上善之 

小倉一輝 

愛知県 
メタウォーター株式会社 
株式会社クボタ 
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※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 
 

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) 

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。 

橋本敏一 

相川えりか 

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

流式でも季節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。 

橋本敏一 

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 

B-DASH プロジェクト「単槽型硝化脱窒

プロセスの ICT・AI 制御による高度処理

技術実証事業」について、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。 

橋本敏一 

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。 

桑嶋知哉 

井上善之 

熊越瑛 

JFEエンジニアリング株式会社 
株式会社フソウ 

(提) 

288 

省コスト・省エネ・省

スペース型高率脱窒

MBRの開発 
R1～R3 

既存の高率脱窒プロセスであるステップ

流入式多段硝化脱窒型 MBR に比較して、

省コスト・省エネでかつ省スペースな多段

式の膜分離活性汚泥法を開発･実証する。

橋本敏一 

糸川浩紀 

相川えりか 

株式会社クボタ 

(提) 

289 

大容量高効率送風機

による集約設置およ

びICT遠隔監視機能の

確認 

R1～R2 

大容量型高速軸浮上式ターボブロワ（メガ

MAG ターボ）の集約設置運用における省

エネ効果および ICT を使用した遠隔監視

システムによる自動診断・維持管理支援機

能を確認する。 

若尾正光 

大塚克司 
川崎重工業株式会社 

(提) 

290 

オゾン水による膜洗

浄技術を適用した省

エネルギー型MBRの

実用化研究 

R1～R3 

①高効率ろ過膜洗浄技術、②膜面曝気風量

制御技術、③生物補助曝気風量制御技術の

３つの要素技術からなる省エネルギー型

MBR の実用化を検証する。 

橋本敏一 

糸川浩紀 

細川和也 

三菱電機株式会社 

(提) 

291 

新規膜洗浄機構を用

いた省エネルギー型

MBRの実用化研究 
R1～R3 

水流による物理的洗浄機構(水流洗浄方

式)を用いた省エネルギー型 MBR システ

ムについて、実規模の膜ユニットを用いた

実証実験を行い、実規模施設への適用性を

検証し実用化を図る。 

橋本敏一 

糸川浩紀 

相川えりか 

JFEエンジニアリング株式会社 
株式会社フソウ 
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※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 
 

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) 

293 

ディスク式特殊長毛

ろ布を用いたろ過設

備の実用化に関する

共同研究 

R1～R2 

実二次処理水を用いた実証実験を行うこ

とにより、砂ろ過設備の代替技術としての

処理性能や導入効果を検証し、その実用化

を図る。 

橋本敏一 

清水克祐 

相川えりか 

メタウォーター株式会社 
前澤工業株式会社 

(提) 

294 

高効率型回転加圧濃

縮脱水ユニットの開

発に関する研究 
R1～R2 

高効率型回転加圧濃縮脱水ユニットにつ

いて、試験機による実証実験を行うことに

より、濃縮脱水性能、運転安定性を検証し、

実用化を図る。 

桑嶋知哉 

井上義之 

小倉一輝 

巴工業株式会社 

(提) 

295 

嫌気性消化導入時に

おける下水汚泥由来

繊維利活用システム

導入検討手法に関す

る開発研究 

R1～R4 

これまでの実証試験データの精査と補強

を行うとともに適用条件の整理などを行

い、消化プロセス未導入の汚泥処理から消

化プロセスを用いた汚泥処理への転換を

検討する場合であっても導入検討ができ

る手法の確立を目指す。また、広域化、共

同化の推進に伴い増加が予想される地域

バイオマスの消化に対する効果も確認し、

導入手法に取り入れる。さらに、幅広い選

択肢の中から個々の処理場に応じた最適

なシステム提案ができるように繊維回収

対象汚泥の範囲拡大や回収助材添加方法

の追加を目指す。 

桑嶋知哉 

井上義之 

小倉一輝 

株式会社石垣 

(提) 

296 

下水汚泥広域利活用

に対応した蒸気乾燥

システム開発の共同

研究 

R1～R2 

広域化および共同化における下水汚泥有

効利用を実現するための技術として、蒸気

間接乾燥システムにより従来乾燥技術に

対し LCC を低減し、かつ汚泥性状変動に

対応しながら汚泥製品の安定製造を行う

ための技術を開発する。 

桑嶋知哉 

井上義之 

熊越瑛 

水ingエンジニアリング株式会社

 

計３６件（非掲載７件） 
継続… ２７件 

新規…  ９件 
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※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 
 

２．２ 令和元年度完了共同研究の概要 
 
令和元年度は、７件の共同研究が完了した。 
 
整理 

№※１ 
研究名称 研究期間 共同研究者 頁 

（提） 
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 

熊本上下水道局 

株式会社タクマ 
30 

（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 川崎地質株式会社 31 

（提） 
274 

下水処理場等におけるICTを活用した広域管

理に関する共同研究 
H29～R1 日本水工設計株式会社 32 

その他４件 
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熊本市、

株式会社タクマ

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

橋本 敏一

糸川 浩紀

１）共同研究の目的

本研究では、アナモックス反応を利用して汚泥処理返流水（脱水ろ液）からの窒素除去を行なう｢固

定床型アナモックスプロセス｣について、実規模の実証施設を用いて、処理機能･性能の確認等により適

用性を実証すると共に、処理機能安定化･コスト低減に向けた改良等を実施し、技術としての確立を図

ることを目的とした。なお、本研究は当初の平成 24～25 年度に国土交通省の B-DASH プロジェクトと

して開始し、引続き平成 26～令和元年度に共同研究 3 者による継続研究として実施したものである。

B-DASH としての成果については同技術の｢導入ガイドライン(案)｣として公表されているため、本稿で

は平成 26 年度以降に実施した継続研究の成果を中心に紹介する。 

２）共同研究の概要

本研究は、熊本市東部浄化セン

ター内に設置した B-DASH 実証施

設（図－１）を用いて行なった。

処理対象は嫌気性消化汚泥をスク

リュープレスで脱水した脱水ろ液

で、設計処理水量は 50 m3/日である。 

本プロセスは前処理工程、部分

亜硝酸化工程、アナモックス工程で構成され、原水中のアンモニア性窒素（NH4-N）の一部を亜硝酸性

窒素（NO2-N）へ変換した後にアナモックス反応を利用して窒素除去を行なうものである。B-DASH 後

の継続研究では、本施設の連続運転を継続し、より長期間での窒素除去等の性能を評価した他、本プロ

セスの処理機能安定化やコスト低減に向けた改良を含む各種検討を行なった。 

３）共同研究の成果

・ プロセス全体で窒素除去率 80%程度の窒素除去性能が得られることを長期に亘り実証した。 

・ アナモックス槽の流入 NO2-N/NH4-N 濃度比を自動調整する原水のバイパス水量制御について、窒

素濃度計の数を減じた新たな制御方法を実証し、安定した窒素除去性能が得られることを確認した。 

・ B-DASH 時よりも流入水量を引上げる高負荷試験を実施し、亜硝酸化槽およびアナモックス槽の流

入窒素負荷として各々最大 2.6、6.0 kgN/(m3-担体･日)と、B-DASH 時の 1.0、2.5 kgN/(m3-担体･日)

と比較して大幅な高負荷での処理が可能である点を確認した。 

・ 脱水ろ液が数日から 2 週間程度流入しない場合の本プロセスの運転停止/再開方法を確立し、速やか

な再立上げが可能であることを実証した。また、1 ヶ月程度と更に長期間の停止においても、各槽

の微生物を失活させることなく再立上げが可能であることを確認した。 
・ 以上の実証結果を踏まえ、槽容量縮小等の低コスト化を図った新たな設計諸元を確立した。 

４）関連資料・報文等 
・ 国土交通省国土技術政策総合研究所：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導入ガイドライン(案)，

国総研資料第 802 号，2014. 
・ 高木，土井，渡邉，福田，糸川，橋本：第 54 回下水道研究発表会講演集，pp.895-897，2017. 
・ 高木，土井，堀，渡邉，糸川，橋本：第 55 回下水道研究発表会講演集，pp.1034-1036，2018. 
・ Keita Takaki，Yoichi Watanabe，Hiroki Itokawa：Proceedings of the 4th International Anammox Symposium IANAS2019，

pp.131-136，2019. 

 
図－１ 実証施設の概略フロー

流量調整槽 BOD酸化槽 凝集沈殿槽 分配槽 亜硝酸化槽 アナモックス槽 処理水貯留槽
亜硝酸化
沈殿槽

BOD酸化
沈殿槽

混和槽
凝集槽

混合槽
脱気槽
調整槽

前処理工程 部分亜硝酸化工程 アナモックス工程

流入負荷量の調整/平準化。
原水中の有機物濃度、SS濃度などを低減。

アンモニア性窒素の一部を
亜硝酸性窒素に変換。

アンモニア性窒素と亜硝酸性窒素
を窒素ガスに変換。

２槽式アナモックスプロセス 固定床担体を利用

バイパス方式による窒素濃度比率制御

特徴① 特徴②

特徴③
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218 川崎地質㈱ 
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 

川上 高男 

矢野 陽一郎 

１）共同研究の目的 
本研究は、深層対応型に開発した車両牽引型深層

空洞探査装置（図－１）を活用し、下水道管渠に起

因する空洞やゆるみを早期発見する技術の実証を

目的としている。本技術は、平成 27～29 年度の国

土交通省下水道革新的技術実証事業（以下、

「B-DASH プロジェクト」という）において、従来

の路面下空洞探査装置と比較し探査深度向上とい

った成果を得ることができた。しかし、B-DASH プ

ロジェクトで得られた調査データ数は少なく、探査

した空洞やゆるみが下水道管渠の異常に起因する

ものか区別するにはさらなるデータを蓄積し、明確

な指標を示すことが求められたことから、平成 30
～令和元年度も研究を継続したものである。 
２）共同研究の概要 

B-DASH プロジェクトで得られた課題等を踏まえ、

生活道路における作業効率を向上するため、小型化し

た車両牽引型深層空洞探査装置（図－２）を使用した

複数回の地中探査を行い、異常信号の浅部移動の空間

的な変化を計測した。検出された異常信号が空洞かど

うか確認するため、代表箇所において手押し型レーダ

探査や空洞確認調査（削孔、簡易貫入試験等）を行い（図－３）、GIS にプロットした下水管路網図と

異常信号分布による位置関係から下水道管渠に起因すると考えられる空洞を抽出した（図－４）。 

 

３）共同研究の成果 
破損している下水道管渠の直上または周辺に発生した空洞は、浅部へ急速に移動することや、空洞の

成長速度が速い可能性があることを確認できた。したがって、継続的に空洞探査を行うことで、変化す

る異常箇所を抽出し陥没の兆候がある空洞とその原因である下水道管渠の破損を推定することができ

る可能性が見出された。 

図－２ 小型化した車両牽引型深層空洞探査装置 

図－３ 調査手順 図－４ 下水管路網との位置関係 

図－１ 車両牽引型深層空洞探査装置 
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274 日本水工設計株式会社 
下水処理場等における ICT を活用した広域管

理に関する共同研究 

若尾 正光 

小川 剛 

三好 哲 

１）共同研究の目的 

処理場・ポンプ場等の維持管理業務の広域化・共同化の方法として、ICT を活用した広域管理監視制

御システム（以下、「広域管理システム」）の導入が推奨されている。しかし、既存の遠方監視制御装置

の仕様は他社との共通化を前提としておらず、広域管理システムの実施事例が少ないため、導入におけ

る課題や手順が整理されていない。このため、本共同研究では、広域管理システムに関する実態調査に

よる課題と関連技術を整理し、モデル都市で導入検

証を行うことにより、具体的な計画手順案を示すこ

とを目的として実施する。 

 

２）共同研究の概要 

① 実態調査：地方公共団体にアンケートを実施し、

導入効果、ニーズや課題の整理を行った。 

② 広域管理システム関連技術の整理：計画検討に必

要な関連技術の整理を行った（表－１）。 

③ 広域管理システムの計画手順案：モデル都市で導

入検証を行い、具体的な計画手順案を示した。 

 

３）共同研究の成果 

① 実態調査：地方公共団体へのア

ンケートから、広域管理システ

ムの導入効果は、運転・維持管

理の効率化、プロセス情報の把

握から災害発生時の早期判断ま

で幅広い内容にわたることが確

認された（図－１）。 

② 広域管理システム関連技術の整

理：広域管理システムを分類し、

最近の動向も踏まえて導入目的

にあわせた方式を選定すること

ができるように各システムの特徴を整理した（表－２）。 

③ 広域管理システムの計画手順案：モデル都市で導入検証

を行い、課題・ニーズの整理からシステムの選定に至る

までの具体的な検討事例を踏まえた計画手順案を示した。

また、計画手順案は、地方公共団体の計画部門や維持管

理部門の職員等が理解しやすい内容とした（図－２）。 

図－１ 広域管理システムの導入効果 

2.6%
7.9%

17.3%
17.9%

16.5%
16.2%
15.8%

2.1%
0.9%
1.7%
1.1%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

①運⽤コスト
②運転コスト

③維持管理の効率化
④運転管理の安定化

⑤プロセスの把握
⑥維持管理に必要な記録機能

⑦災害発⽣時の早期判断
⑧SMへの活⽤

⑨省エネ
⑩技術継承
⑪その他

アンケート回答の内訳[％] 

表－２ 広域管理システムの分類と特徴 

表－１ 広域管理システム関連技術の検討項目

図－２ 広域管理システムの計画手順案
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第２章  技術評価委員会活動 
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１．技術評価委員会 
 
日本下水道事業団技術評価委員会は、新技術実用化の適正な評価を行い、下水道技術の研究、

調査及び試験に関する重要事項を審議するために設置された理事長の諮問機関で、学識経験者、

国及び地方公共団体の下水道部局の長から構成されている。 
さらに、専門の事項を調査するための専門委員会を設けている。令和元年度は、アンモニア計

を利用した送風量制御技術専門委員会を設置し、審議した。 
  

技 術 評 価 委 員 会 
令和 2 年 3 月 26 日現在 

 氏  名 所 属 職 名 

会 長 古米 弘明 東京大学大学院工学系研究科附属水環境制御研究センター教授 

委 員 長岡  裕 東京都市大学工学部都市工学科教授 

〃 池  道彦 大阪大学大学院工学研究科環境・エネルギー工学専攻教授 

〃 高岡 昌輝 京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻教授 

〃 植松 龍二 国土交通省水管理・国土保全局下水道部長 

〃 岡本 誠一郎 国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部長 

〃 神山  守 東京都下水道局技監 

〃 渡瀨  誠 大阪市建設局長 

〃 福島 英雄 埼玉県下水道局長 

〃 中島 義成 公益社団法人日本下水道協会常務理事 

 

アンモニア計を利用した送風量制御技術専門委員会 
令和 2 年 3 月 31 日現在 

 氏  名 所 属 職 名 

委員長 長岡  裕 東京都市大学工学部都市工学科教授 

委 員 齋藤 利晃 日本大学理工学部土木工学科 教授 

〃 村岡 正季 国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課 課長補佐 

〃 田隝  淳 
国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部下水処理研究室

室長 

〃 葛西 孝司 
東京都下水道局計画調整部技術開発課技術開発担当 総括課長代

理 

〃 宇都宮 道明 福岡県建築都市部下水道課長 
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２．令和元年度活動状況 

令和元年度は、技術評価委員会を 2 回開催した。また、アンモニア計を利用した送風量制御技術

専門委員会を 3 回開催した。 
 

[第 80 回 技術評価委員会] 

    
(1) 開 催 日  令和元年 10 月 23 日（水） 
    
(2) 場 所  日本下水道事業団本社 8 階 大会議室 
    
(3) 議 題 

 

① 技術評価委員会会長の選任について 
② 前回議事概要の確認 
③ 平成 30 年度試験研究実施状況および令和元年度試験研究計画に

ついて（審議） 
 

     
(4) 出 席 者  会 長 古米 弘明 
   委 員 池 道彦、高岡 昌輝、岡本 誠一郎、神山 守、渡瀬 誠、

若公 崇敏（代理出席）、中島 義成 
 
(5) 

 
議 事 内 容 

 

（１）技術評価委員会会長の選任について 
  出席委員全員の互選により、古米会長代理が会長へ選任された。引

続き古米会長から、長岡委員が会長代理に指名された。 
 
（２）前回議事概要の確認 
  平成 31 年 3 月 26 日に開催された第 79 回技術評価委員会の議事概

要について説明し、承認された。 
 
（３）平成 30 年度試験研究実施状況および令和元年度試験研究計画

について（審議） 
  JS が実施する試験研究について、平成 30 年度の実施状況および令和

元年度の研究計画の概要を説明し、審議を経て承認された。 
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[第 81 回 技術評価委員会] 

    
(1) 開 催 日  令和 2 年 3 月 26 日（木） 
    
(2) 場 所  日本下水道事業団本社 8 階 大会議室 
    
(3) 議 題 

 ① 前回議事概要の確認 
② アンモニア計を利用した送風量制御の技術評価について（審議） 

     
(4) 出 席 者  会 長 古米 弘明 
  

 
委 員 長岡 裕、池 道彦、寺川 孝（代理出席）、福島 英雄、 

中島 義成 
 
(5) 

 
議 事 内 容 

 

 
（１）前回議事概要の確認 
  令和元年 10 月 23 日に開催された第 80 回技術評価委員会の議事概

要について説明し、承認された。 
 
（２）アンモニア計を利用した送風量制御の技術評価について（審議）

  平成 31 年 3 月 26 日に諮問された｢アンモニア計を利用した送風量

制御技術｣の評価について、長岡委員（同技術専門委員会委員長）より

概要が説明され、評価報告書案に係る審議を経て、JS 理事長へ答申を

行う旨、承認された。 
 

 
[第 1 回 アンモニア計を利用した送風量制御技術専門委員会] 

    
(1) 開 催 日  令和元年 8 月 23 日（金） 
    
(2) 場 所  日本下水道事業団本社 8 階 大会議室 
    
(3) 議 題 

 

① 技術評価の内容・報告書構成（審議） 
② 技術評価の経緯・目的（審議） 
③ 技術評価の対象・範囲（審議） 
④ 対象技術・実証試験の概要（紹介） 
⑤ その他 

     
(4) 出 席 者  委 員 長 長岡 裕 
  

 
委 員 齋藤 利晃、村岡 正季、田隝 淳、葛西 孝司、 

島田 昇造（代理出席） 
 
(5) 

 
議 事 内 容 

 

 
（１）技術評価の内容・報告書構成 
  技術評価の評価項目、評価の基本方針、報告書構成等について説明

し、質疑応答の上、了承された。 
 
（２）技術評価の経緯・目的 
技術評価の経緯および目的に係る記載項目ついて説明し、質疑応答

の上、了承された。 
 
（３）技術評価の対象・範囲 
 評価対象技術の定義および評価の範囲に係る方針について説明し、質
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疑応答の上、了承された。 
 
（４）対象技術・実証試験の概要 
 評価対象の４技術および各々の実証実験の概要について説明し、質疑

応答が行われた。 
 
（５）その他 
 導入効果の評価内容・方法等、次回専門委員会での審議に向けた補足

的事項について、質疑応答を行うとともに、次回専門委員会の日程を説

明し、了承された。 
  

 
[第 2 回 アンモニア計を利用した送風量制御技術専門委員会] 

    
(1) 開 催 日  令和 2 年 1 月 17 日（金） 
    
(2) 場 所  日本下水道事業団本社 8 階 大会議室 
    
(3) 議 題 

 
① 第 1 回専門委員会 議事録確認（審議） 
② 技術評価報告書の内容について（審議） 
③ その他 

     
(4) 出 席 者  委 員 長 長岡 裕 
  

 
委 員 齋藤 利晃、村岡 正季、田隝 淳、葛西 孝司、 

田中 圭（代理出席） 
 
(5) 

 
議 事 内 容 

 

 
（１）第 1 回専門委員会 議事録確認 
  第 1 回専門委員会の議事録案について説明し、了承された。 
 
（２）技術評価報告書の内容について 
技術評価報告書の内容案を説明し、本文および解説に記載する内容

について、質疑応答が行われた。 
 
（３）その他 
 技術評価報告書の修正作業方針、次回専門委員会の日程を説明し、了

承された。 
 

 
[第 3 回 アンモニア計を利用した送風量制御技術専門委員会] 

    
(1) 開 催 日  令和 2 年 3 月 6 日（金）までを回答期限とするメール審議 
    
(2) 場 所  ― 
    
(3) 議 題 

 
① 評価対象技術の名称見直しに係るご意見 
② 評価報告書（本文）に対する修正意見 
③ 以降の修正に係るご確認について 

     
(4) 出 席 者  委 員 長 長岡 裕 
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委 員 齋藤 利晃、村岡 正季、田隝 淳、葛西 孝司、 
島田 昇造（代理委員） 

 
(5) 

 
議 事 内 容 

 

 
（１）評価対象技術の名称見直しに係るご意見 

評価対象技術の名称見直し（案）を複数提示し、「アンモニア計を利

用した曝気風量制御技術」とすることで決定した。 
 
（２）評価報告書（本文）に対する修正意見 
技術評価報告書（本文）に対する修正意見を伺い、修正方針を決定

した。 
 
（３）以降の修正に係るご確認について 
今回修正および技術評価委員会に向けた以降の確認について、長岡委

員長に一任いただくことを確認した。 
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３．技術評価の推移 
 
技術評価は、JS が開発した新技術について、JS における試験研究の成果などに基づき、その技術の特徴や

性能、設計や維持管理における留意点などの事項について、体系的に公正かつ客観的な評価を行うものである。 

技術評価委員会では、昭和49年度以来、これまでに32件の諮問を行い、43件の答申を行ってきた。 

技術評価の答申内容は、JSの内外に公表されており、JS内部の設計基準類への反映などにより、JSにおけ

る当該技術の迅速かつ円滑な実施設への導入や普及促進に寄与するだけでなく、公益社団法人日本下水道協会

発行の「下水道施設計画・設計指針と解説」などにも反映され、わが国の下水道事業の発展に多大な貢献をし

ている。 

 

（1） 
アンモニア計を利用した送風量制御技術（平成31年3月諮問） 

アンモニア計を利用した曝気風量制御技術の評価に関する報告書 令和2年4月 

（2） 
下水汚泥由来繊維利活用システム（平成27年10月諮問） 

下水汚泥由来繊維利活用システムの技術評価に関する報告書 平成28年12月 

（3） 
シートライニング工法（光硬化型）による防食技術（平成26年10月諮問） 

 シートライニング工法（光硬化型）による防食技術の技術評価に関する報告書 平成27年7月 

（4） 
膜分離活性汚泥法（平成24年3月諮問） 

 膜分離活性汚泥法の技術評価に関する第２次報告書 －MBRの適用拡大へ向けて－ 平成25年4月 

（5） 
エネルギー回収を目的とした嫌気性消化プロセス（平成22年11月諮問） 

 エネルギー回収を目的とした嫌気性消化プロセスの評価に関する報告書 平成24年4月 

（6） 
アナモックス反応を利用した窒素除去技術（平成21年3月諮問） 

 アナモックス反応を利用した窒素除去技術の評価に関する報告書 平成22年3月 

（7） 
オゾン処理技術（平成20年3月諮問） 

 オゾン処理技術の技術評価に関する報告書 平成21年4月 

（8） 
下水汚泥固形燃料化システム（平成19年3月諮問） 

 下水汚泥固形燃料化システムの技術評価に関する報告書 平成20年4月 

（9） 
耐硫酸モルタル防食技術（平成17年12月諮問） 

 耐硫酸モルタル防食技術の技術評価に関する報告書 平成20年4月 

（10） 
活性汚泥モデルの実務利用（平成16年10月諮問） 

 活性汚泥モデルの実務利用の技術評価に関する報告書 平成18年1月 

（11） 
汚泥減量化技術（平成15年9月諮問） 

 汚泥減量化の技術評価に関する報告書 平成17年4月 
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（12） 
下水汚泥の炭化システム及び生成される炭化製品の諸物性（平成14年10月諮問） 

 下水汚泥の炭化システム及び生成される炭化製品の諸物性の技術評価に関する報告書 平成15年11月 

（13） 
膜分離活性汚泥法（平成14年10月諮問） 

膜分離活性汚泥法の技術評価に関する報告書 平成15年11月 

（14） 
ステップ流入式多段硝化脱窒法（平成12年11月諮問） 

ステップ流入式多段硝化脱窒法の技術評価に関する報告書 平成14年5月 

（15） 
下水道構造物に対するコンクリート腐食抑制技術及び防食技術（平成11年3月諮問） 

 下水道構造物に対するコンクリート腐食抑制及び防食技術の評価に関する報告書 平成13年3月 

（16） 
研究開発評価（平成11年11月諮問） 

 研究開発評価制度に関する報告書 平成12年3月 

（17） 
オキシデーションディッチ法（平成10年9月諮問） 
 オキシデーションディッチ法の評価に関する第３次報告書 
（OD法の運転管理手法及び高度処理化について） 平成12年3月 

（18） 
最近の消毒技術（平成6年9月諮問） 

 最近の消毒技術の評価に関する報告書 平成9年3月 

（19） 
包括固定化担体を用いた硝化促進型循環変法「ペガサス」（平成4年10月諮問） 

 包括固定化担体を用いた硝化促進型循環変法「ペガサス」の消化に関する報告書 平成5年4月 

（20） 

効率的な汚泥濃縮法（平成2年8月諮問） 

 ③効率的な下水汚泥濃縮法の評価に関する第３次報告書（浮上濃縮法について） 平成6年4月 

 ②効率的な下水汚泥濃縮法の評価に関する第２次報告書（遠心濃縮法について） 平成4年4月 

 ①効率的な下水汚泥濃縮法の評価に関する第１次報告書（造粒濃縮法について） 平成3年4月 

（21） 
下水汚泥の溶融システム（昭和62年6月諮問） 

 下水汚泥の溶融システムの評価に関する第１次報告書 平成元年4月 

（22） 
自燃焼却システム（昭和60年8月諮問） 

 自燃焼却システムの評価に関する報告書 昭和62年10月 

（23） 

回分式活性汚泥法（昭和60年8月諮問） 

 ②回分式活性汚泥法の評価に関する第２次報告書 昭和63年5月 

 ①回分式活性汚泥法の評価に関する第１次報告書 昭和61年11月 
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（24） 

微生物を利用した窒素及びリン除去プロセス（昭和59年11月諮問） 
③微生物を利用した窒素及びリン除去プロセスの評価に関する第３次報告書 

 （単段式及び二段式活性汚泥循環変法による窒素除去） 平成2年4月 

 ②微生物を利用した窒素及びリン除去プロセスの評価に関する第２次報告書 
 （嫌気・好気活性汚泥法によるリン除去） 昭和63年5月 

 ①微生物を利用した窒素及びリン除去プロセスの評価に関する第１次報告書 
 （活性汚泥循環変法による窒素除去） 昭和61年11月 

（25） 

オキシデーションディッチ法（昭和56年12月諮問） 

 ②オキシデーションディッチ法の評価に関する第２次報告書 昭和60年9月 

 ①オキシデーションディッチ法の評価に関する第１次報告書 昭和58年12月 

（26） 
汚泥コンポスト化設備（昭和56年6月諮問） 

 資源利用のための汚泥コンポスト化設備の評価に関する報告書 昭和60年9月 

 
（27） 

回転生物接触法（昭和52年8月諮問） 

②回転生物接触法の評価に関する第２次報告書 昭和57年12月 
 ①回転生物接触法の評価に関する第１次報告書 
 （家庭下水を主とする一般下水への回転生物接触法の適用について） 昭和53年11月 

（28） 
汚泥蒸発乾燥設備（昭和52年8月諮問） 

 汚泥蒸発乾燥設備の評価に関する報告書 昭和54年8月 

（29） 
回転炉床焼却設備（昭和52年8月諮問） 

 回転炉床焼却設備の評価に関する報告書 昭和55年11月 

（30） 
既存汚泥焼却設備（昭和50年7月諮問） 

 既存汚泥焼却設備の評価に関する報告書 昭和55年6月 

 
（31） 

酸素活性汚泥法（昭和49年7月諮問） 
 ③酸素活性汚泥法の評価に関する第３次報告書 
（カバー付酸素活性汚泥法の適用について） 昭和56年6月 

 ②酸素活性汚泥法の評価に関する第２次報告書 
 （家庭下水を主とする一般下水へのカバー付酸素活性汚泥法の適用ついて） 昭和53年11月 

 ①酸素活性汚泥法に関する第１次報告書 昭和50年10月 

（32） 

下水処理場の自動制御（昭和49年7月諮問） 
 ③下水処理場の自動制御の評価に関する第３次報告書 
 （エアレーションタンクのMLDO制御の導入について） 昭和58年8月 

 ②下水処理場の自動制御の評価に関する第２次報告書 
 （汚泥処理システムへの自動制御の導入について） 昭和55年6月 

 ①下水処理場の自動制御方式に関する第１次報告書 昭和50年10月 
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４．技術評価の概要 
 
令和元年度は、「アンモニア計を利用した送風量制御技術の評価」について、平成31年3月にJS理事長より

技術評価委員会へ諮問し、約1年間の詳細な検討の結果が報告書として取りまとめられ、令和2年4月13日に

古米弘明 技術評価委員会会長(東京大学大学院教授)より JS 理事長へ答申された。本技術評価の概要を以下に

示す。本技術評価の報告書は、巻末に付１．として添付する。 
 
 
 

「アンモニア計を利用した送風量制御技術の評価」の概要 
1.評価の経緯 ・下水処理場における省エネ化の必要性、水処理施設における送風機動力削減の必要性

・従来の自動制御技術(送気倍率一定制御、DO一定制御等)の課題  

・イオン電極式アンモニア計の実用化、これを利用した曝気風量制御技術の実用化 

2.評価の目的 ・実証実験結果等の最新の技術的知見を統合的に整理 

・技術の特徴、機能･性能、導入効果等の明確化 

・技術の導入検討手法、設計･運転管理手法の明確化 

3.評価対象技術  

3—1技術の定義 「アンモニア計を利用した曝気風量制御技術」(以下、アンモニア制御技術)を｢活性汚

泥法の反応タンク内等におけるアンモニア性窒素濃度を含むセンサー計測値に基づき、

反応タンクの曝気風量を自動で制御する技術｣と定義する。 

※本定義に合致する技術全般を対象とするが、評価の中ではJSが実証した4種類の個別技術の実証実

験結果等を使用(ただし個別技術の評価を行なったものではない)。 

※本評価の諮問･答申は｢アンモニア計を利用した送風量制御技術｣について行われたものであるが、審

議の 過程で対象技術名称が｢〜を利用した曝気風量制御技術｣へと見直されたため、評価報告書では 後

者の名称を使用。 

3—2 技術の適用対象 ・対象施設：下水処理場の水処理施設(反応タンク) 

・水処理方法：硝化を行う活性汚泥法 

(硝化促進運転を行う標準活性汚泥法/生物学的窒素･リン除去法)  

・対象規模：概ね1万m 3/日以上(導入対象系列等の処理水量として)  

3—3 設備の範囲 ・技術の構成設備：センサー類により計測を行ない、目標風量を演算･出力する部分(セ

ンサー類、コントローラ、その他電気設備(計装盤、監視制御装置等))。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンモニア制御技術のイメージ 

（赤色は本技術の典型的な構成設備を示す。） 

 

コントローラ

AF

NH4計反応タンク
流⼊⽔

反応タンク
最終
沈殿池

送⾵機
⾵量調節弁⾵量計

その他センサー等

散気装置

計装盤

監視制御装置
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4.主要な評価効果  

4—1 技術の原理 ・曝気風量制御技術全般の根本的な動作原理：反応タンクにおける生物処理過程での酸

素要求量の時間変化に対して、酸素供給速度を追随させる。 

⇒アンモニア制御技術では、アンモニア性窒素（NH4-N）濃度を指標として酸素供給速

度を変化。その方法は個別技術により様々だが、DO一定制御等と比較して酸素要求量へ

の追随性を向上。 

4—2 技術の効果 ・曝気風量の適正化による直接的な効果：①曝気風量の削減、②処理水のNH4-N濃度の

安定化。 

・曝気風量削減による間接的な効果：送風機動力の削減(省エネ化)、電力費や温室効果

ガス排出量の削減。 

・処理水 NH4-N 濃度安定化による間接的な効果：処理水の全窒素(T-N)濃度の安定化、

BOD上昇のリスク低減(硝化反応に起因するN-BOD発現の抑制)。 

4—3 技術の機能・性能 ・曝気風量の削減：従来のDO一定制御と比較して｢10%以上｣の削減が期待できる。 

※ただし、硝化性能の向上を優先する場合には曝気風量が増加することもある。 

・処理水質の安定化：実証実験実績において、処理水のNH4-N濃度の平均値および標準

偏差がいずれも｢1 mg/L未満｣。 

4—4 経済性 ・追加となるコスト：建設費(アンモニア計等の計測器の設置費、コントローラ等の改

造費)、運用費(アンモニア計等の計測器の維持管理費)。 

・削減されるコスト：送⾵機の運転に係る電力費。 

・経済性：DO一定制御に対して経済的なメリットが出る水量規模＝1.5万〜3万m3/日(曝

気⾵量削減率＝10〜20%での試算結果)。 

5.計画・設計手法  

5—1 導入検討 ・技術の適用条件を確認した上で、導入効果及び導入コストを検討し、コストに見合っ

た効果が得られることを確認して導入の判断を行なう。 

5—2 設計検討 ・システム構成：導入対象施設（系列等）の範囲及び制御ユニット数、制御フロー及び

構成設備の検討。 

・個別設備：アンモニア計の方式・仕様や設置場所等の検討、既設監視制御設備に合わ

せた制御コントローラの実装箇所・機能等の設計。 

・バックアップ制御：アンモニア計の不調時等のバックアップ用制御への切替え機能の

検討。 

・曝気風量の削減が送風機動力の削減に繋がるよう、送風機の制御方法を併せて検討す

ることを推奨。 

6.運転管理手法  

6—1 水処理施設の運転管理 ・ASRTの管理：硝化促進を前提とした運転管理（硝化細菌の系内保持）を行う。 

・複数池を一括制御する場合：制御代表池と他池間で処理状況が同等となるように運転

管理を行う。 

6—2 当該技術の維持管理 ・制御で使用する計測器：アンモニア計については、定期的な校正・洗浄、電極の劣化

度合いに応じた電極の交換を行う。 

・制御パラメータ―や目標値等：適宜見直し･更新を行う。 
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  ○は発表者 

 

１．令和元年度研究発表等 

論 文 名 著者名 会議名等 主催者 
巻号 

頁 

開催 

年月 

Direct hydrogen production from 
seawater and sewage treated water 
using reverse electrodialysis 
technology 

（〇M.Yasukawa）
（M.Higa） 
（N.Endo） 

（Y.Kakihana） 
（T.Watanabe） 
（H.Futamura） 
（K.Inoue） 

H.Miyake 
J.Usui 

A.Hayashi 
（M.Matsuhashi）

The 12th conference of 
the Aseanian 

Membrane Society 
(AMS12) 

 

Jeju,  
July.2-5 
Aseanian 

Membrane Society 

 

2019.7

Technical measures for dealing 
with declining inflows to municipal 
WWTPs in Japan 

〇H.Itokawa WEFTEC 2019 Chicago, 
Sep.21-25 

Water 
Environment 
Federation 
（WEF） 

 

2019.9

Efficient utilization of regional 
biomass with intensive digestion 
system using sludge solubilisation 
and solid oxide fuel cell 

（〇M.Matsuhashi）
（R. Maeda） 

H.Miyake 
（Y.Shiratori） 
（A.Tajima） 

3rd IWA Resource 
Recovery Conference

 

Venice, 
 Sep.8-12 

International Water 
Association (IWA) 

 

2019.9

Effect of recycling fibrous 
materials recovered from sludge as 
dewatering aid 

〇三宅晴男 第27回衛生工学シン

ポジウム 
北海道大学 

工学部  
2019.10

Restart of fixed-bed anammox 
process after long-term suspension 
due to the Kumamoto Earthquake 

（〇R.Youra） 
（K.Takaki） 

H.Itokawa 

Proceedings of the 4th 
International Anammox 

Symposium 
(IANAS2019) 

京都大学 
複合原子力 
科学研究所 

125～
130 

2019.11

Full-scale demonstration of 
nitrogen removal from digester 
liquid using fixed-bed anammox 
process in Kumamoto City Tobu 
WWTP 

（〇K.Takaki） 
（Y.Watanabe） 

 H.Itokawa 

Proceedings of the 4th 
International Anammox 

Symposium 
(IANAS2019) 

京都大学 
複合原子力 
科学研究所 

131～
136 

2019.11

集約処理を目的とした地域バイ

オマスの基本性状調査結果と考

察 

〇熊越瑛 

島田正夫 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 209～
211 

2019.7

精製消化ガスを用いた水素製造

プロセスに関る研究 

（〇太田人平） 

八嶋学 

三宅晴男 

佐々木信勝 

碓井次郎, 

（宮本博司） 

（佐藤朋弘） 

（小野田草介） 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 227～
229 

2019.7

JS技術開発年次報告書（令和元年度）

- 47 -



JS 技術開発年次報告書（令和元年度年度） 

 

注）（著者名）は JS 以外 
  ○は発表者 

 

論 文 名 著者名 会議名等 主催者 
巻号 

頁 

開催 

年月 

下水汚泥中の希少金属等含有量

に関する調査 

〇井上善之 

碓井次郎 

三宅晴男 

桑嶋知哉 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 251～
253 

2019.7

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 

（〇小野亮輔） 

（浜野智春） 

山下洋正 

水田丈裕 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 257～
259 

2019.7

多段最適燃焼制御付気泡流動炉

の導入効果について 

（〇藤原雅樹） 

（松寺直樹） 

（瀬川朋和） 

三宅晴男 

井上善之 

林梓 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 569～
571 

2019.7

温室効果ガス削減を考慮した発

電型汚泥焼却技術における温室

効果ガス削減実証結果 

（〇菅原充） 

（白栁匡基） 

（薄井宗光） 

（橋本久尚） 

（松井威喜） 

（岡田悠輔） 

三宅晴男 

井上善之 

佐々木信勝 

（山本明広） 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 575～
577 

2019.7

温室効果ガス削減を考慮した発

電型汚泥焼却技術における高効

率発電技術の実証 

（〇岡田悠輔） 

（橋本久尚） 

（松井威喜） 

三宅晴男 

井上善之 

佐々木信勝 

（小林康太） 

（薄井宗光） 

（菅原充） 

（山本明広） 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 587～
589 

2019.7

下水道事業における BIM/CIM 

導入効果の検証 

〇馬場省伍 

（野杁貴博） 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 698～
700 

2019.7

有機酸によるコンクリート防食

被覆層の腐食に関する実施設調

査 

〇清水克祐 

中西啓 

山下洋正 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 860～
862 

2019.7

下水処理場における耐硫酸防食

被覆工法の現地調査結果につい

て 

〇中西啓 

山下洋正 

清水克祐 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 863～
865 

2019.7
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注）（著者名）は JS 以外 
  ○は発表者 

 

論 文 名 著者名 会議名等 主催者 
巻号 

頁 

開催 

年月 

高効率固液分離併用無終端水路

式硝化脱窒法における処理性能

調査 

（〇綿引綾一郎）

（氏家秀隆） 

山下洋正 

水田丈裕 

（清水辰人） 

（藤井都弥子） 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 929～
931 

2019.7

新たな生物反応を用いた水処理

技術の下水処理への適用に関す

る調査 

〇中村周太郎 

山下洋正 

橋本敏一 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 935～
937 

2019.7

AIを活用した水処理制御支援技

術による処理場運転管理設定値

の予測誤差の検証 

（〇藤原翔） 

（平林和也） 

（大場正隆） 

（綿引綾一郎） 

（石川進） 

（張亮） 

（グェンタンフォン）

糸川 浩紀 

山下洋正 

（矢本貴俊） 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 1016～
1018 

2019.7

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性

能･導入効果の評価 

（〇石山明） 

（熊田浩英） 

（島田光重） 

糸川浩紀 

中西啓 

山下洋正 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 1019～
1021 

2019.7

リモート診断機能を付加した 

NH4-N/DO 制御の長期運用によ

る性能および経済性評価 

（〇小原卓巳） 

（山中理） 

（難波諒） 

（平岡由紀夫） 

糸川浩紀 

山下洋正 

（高木雄史） 

（奥薗剛） 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 1022～
1024 

2019.7

特殊繊維担体を用いた余剰汚泥

削減型水処理技術の低水温期処

理性能の検証 

（〇松本智樹） 

（西川知宏） 

（川添英郎） 

（平山直） 

糸川浩紀 

山下洋正 

（宮原利明） 

（田中博） 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 1040～
1042 

2019.7
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注）（著者名）は JS 以外 
  ○は発表者 

 

論 文 名 著者名 会議名等 主催者 
巻号 

頁 

開催 

年月 

DHSシステム用いた水量変動追

従型水処理技術の実規模実証と

導入効果 

（〇松本祐典） 

（長野晃弘） 

（原田秀樹） 

（多川正） 

（山崎慎一） 

山下洋正 

（西村公志） 

（石川剛士） 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 1046～
1048 

2019.7

小規模下水処理場における流入

水量･水質の変動特性 

〇糸川浩紀 

山下洋正 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 1061～
1063 

2019.7

大規模下水処理場における紫外

線消毒施設の現地調査 

〇水田丈裕 

山下洋正 

橋本敏一 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 1064～
1066 

2019.7

最終沈殿池処理能力向上技術の

実規模実証試験結果 その２ 

（〇神座豊） 

（鈴木重浩） 

山下洋正 

水田丈裕 

（社本英夫） 

（矢野伸） 

（藤井都弥子） 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 1067～
1069 

2019.7

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 

〇小倉一輝 

三宅晴男 

井上善之 

佐々木信勝 

（宮本博司） 

（佐藤朋弘） 

（竹坂憲治） 

（田中克） 

（佐藤和史） 

（小林慶司） 

（岡良恭） 

（川村明典） 

（太田太一） 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 1085～
1087 

2019.7

高効率消化システムの実証施設

運転状況について 

（〇前田良一） 

（白鳥祐介） 

島田正夫 

（平川博紹） 

（松橋学） 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 1109～
1111 

2019.7
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注）（著者名）は JS 以外 
  ○は発表者 

 

論 文 名 著者名 会議名等 主催者 
巻号 

頁 

開催 

年月 

脱水乾燥システムによる下水汚

泥の肥料化、燃料化技術実証研

究（第３報） 

（〇高尾大） 

（横幕宏幸） 

（中村友二） 

（森田真由美）  

（本橋時男） 

島田正夫 

（福田哲也） 

（石塚登志雄） 

（矢本貴俊） 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 1127～
1129 

2019.7

新型回転加圧脱水機Ⅲ型による

低含水率化 

（〇武市嘉高） 

（平松達生） 

三宅晴男 

井上善之 

佐々木信勝 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 1139～
1141 

2019.7

ダウンサイジング型ベルトプレ

ス脱水機の開発 

（〇後藤秀徳） 

三宅晴男 

佐々木信勝 

小倉一輝 

（谷口智彦） 

（高尾大） 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 1148～
1150 

2019.7

非圧入式スクリュープレス脱水

機の下水汚泥への適用 

（〇中村暢大） 

三宅晴男 

井上善之 

佐々木信勝 

（関下靖晴） 

（雑賀宏介） 

（古川奨梧） 

（宮本博司） 

（村上義則） 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 1160～
1162 

2019.7

旋回流動炉への低空気二段燃焼

の適用実証試験結果 

（〇片山岳史） 

三宅晴男 

井上善之 

佐々木信勝 

（伊藤哲也） 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 1193～
1195 

2019.7

高濃度対応型ろ過濃縮機を用い

た余剰汚泥の濃縮 

（〇橋本悠司） 

島田正夫 

林梓 

（澤原大道） 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 1211～
1213 

2019.7

縦軸型オキシデーションディッ

チ法のアンモニア制御による長

期運転結果 

（〇松﨑祐子） 

山下洋正 

水田丈裕 

第56回下水道研究 

発表会講演集 

日本下水道協会 1226～
1228 

2019.7
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注）（著者名）は JS 以外 
  ○は発表者 

 

論 文 名 著者名 会議名等 主催者 
巻号 

頁 

開催 

年月 

高効率固液分離併用無終端水路

式硝化脱窒法における処理性能

調査 

（〇綿引綾一郎） 

（氏家秀隆） 

橋本敏一 

細川和也 

（清水辰人） 

（宮部圭） 

（藤井都弥子） 

第27回衛生工学 

シンポジウム 

北海道大学 

工学部 

2-9 2019.10

最終沈殿池処理能力向上技術の

実規模実証試験結果 

（〇神座豊） 

（鈴木重浩） 

橋本敏一 

細川和也 

（社本英夫） 

（矢野伸） 

（藤井都弥子） 

第27回衛生工学 

シンポジウム 

北海道大学 

工学部 

2-12 2019.10

日本下水道事業団による新技術

開発と地域課題解決のための導

入支援 

〇橋本敏一 高知から発信する 

下水道の未来 

第３回シンポジウム

高知大学・ 

高知県・ 

高知市共催 
 

2020.1

我が国の下水道分野における 

MBRの歩みと今後の展望 

〇糸川浩紀 研究集会｢膜分離活性

汚泥法（MBR）のこ

れまでとこれから｣

特定非営利活動

法人21世紀 

水倶楽部 
 

2020.2
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２．令和元年度雑誌掲載論文等 

論文等題名 著者名 書籍名 発行所 
巻号 

頁 

発行 

年月 

Enhancing the dewaterability of 
anaerobically digested sludge using 
fibrous materials recovered from a 
primary sludge: demonstration from a 
field study  

(E.Tochioka) 
(M.Yamashita) 

J.Usui 
H.Miyake 
(A.Terada) 

(M.Hosomi) 

Clean 
Technologies and 

Environmental 
Policy 

Springer Vol.21 
Issue 5 
1131～

1141 

2019.4

Sustainable hydrogen production from 
seawater and sewage treated water 
using reverse electrodialysis 
technology 

(M.Higa) 
(T.Watanabe) 

(M.Yasukawa) 
(N.Endo) 

(Y.Kakihana) 
(H.Futamura) 

(K.Inoue) 
H.Miyake 

J.Usui 
A.Hayashi 

(M. Matsuhashi)

Water Practice and 
Technology 

IWA Publishing Vol.14 
Issue 3 

645～651

2019.9

期待される進化形散水ろ床法 橋本敏一 月刊下水道 環境新聞社 Vol.42 
No.8 

33～36 

2019.6

多段最適燃焼制御付気泡流動炉 日本下水道 

事業団 

技術戦略部 

月刊下水道 環境新聞社 Vol.42 
No.9 

81～87 

2019.7

二段焼却式旋回流動炉 日本下水道 

事業団 

技術戦略部 

月刊下水道 環境新聞社 Vol.41 
No.11 

67～73 

2019.8

下水処理分野での膜処理技術の活

用 
糸川浩紀 用水と廃水 産業用水調査会 Vol.61 

No.10 
709～715

2019.10

固定床型アナモックスプロセスに

おける自動運転の最適化に関する

検討 

（高木啓太） 

（渡邉陽一） 

糸川浩紀 

学会誌｢EICA｣ 環境システム 

計測制御学会 
Vol.24 
No.2/3 
96～99 

2019.10

最初沈殿池汚泥から回収した繊維

状物の脱水助材としての利用が嫌

気性消化を伴う下水汚泥処理に及

ぼす影響 

（杤岡英司） 

（山下学） 

碓井次郎 

三宅晴男 

（寺田昭彦） 

（細見正明） 

下水道協会誌 日本下水道協会 Vol.56 
No.685 

108～116

2019.11
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論文等題名 著者名 書籍名 発行所 
巻号 

頁 

発行 

年月 

携帯やインターネットのない時代

に描いた下水道の未来像 

－「JS 未来戦略懇談会提言」に示す

未来下水道とＪＳの役割－ 

橋本敏一 月刊下水道 環境新聞社 Vol.43 
No.1 

18～21 

2020.1

DHSシステムを用いた水量変動追

従型水処理技術 
橋本敏一 

清水克祐 
下水道協会誌 日本下水道協会 Vol.57 

No.687 
17～20 

2020.1

下水道事業へのBIM/CIM導入に向

けて～設計・施工における活用事例

紹介～ 

井上賀雅 月刊建設 一般社団法人 

全日本建設技術 

協会 

Vol.64 
39～42 

2020.1

未来を開く下水道新技術と日本下

水道事業団の取組み 
橋本敏一 月刊下水道 環境新聞社 Vol.43 

No.4 
11～16 

2020.2

JS-TECH ～基礎・固有・技術開発の

扉～基礎・固有調査研究の実施状況

について 

橋本敏一 積算資料 

公表価格版 

2020 年 2 月号 

一般財団法人 

経済調査会 
203 号 

特集号 
2020.2

全国に広がる「OD法における二点

DO制御システム」 
橋本敏一 月刊下水道 環境新聞社 Vol.43 

No.5 
48～52 

2020.3

新たな生物反応を用いた水処理技

術の下水処理への適用 
橋本敏一 環境浄化技術 日本工業出版 Vol.19 

No.2 
1～5 

2020.3

固定床型アナモックスプロセスに

よる返流水の窒素除去実証 
（高木啓太） 

（渡邉陽一） 

糸川浩紀 

環境技術 環境技術学会 Vol.49 
No.2 

15～19 

2020.3

下水汚泥固形燃料化事業の状況と

今後の展開について 
井上善之 

碓井次郎 

三宅晴男 

再生と利用 日本下水道協会 Vol.44 
No.163 
37～40 

2020.3

下水処理場における防食被覆層の

事後調査 
中西 啓 月刊 

防水ジャーナル

新樹社 4 月号 
No.581 
75～78 

2020.4

セラミック平膜を用いた省エネ型

MBRシステム 

日本下水道 

事業団 

技術戦略部 

月刊下水道 環境新聞社 Vol.43 
No.5 

74～78 

2020.4
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注）（ ）は JS 以外の受賞者 

３．表  彰 

受 賞 年 度 受 賞 名 称 表 彰 機 関 受 賞 対 象 

昭和 56 年度 全建賞 全日本建設技術協会 活性汚泥循環変法 

昭和 57 年度 全建賞 全日本建設技術協会 回分式 OD 法 

昭和 62 年度 全建賞 全日本建設技術協会 プレハブ OD 法 

平成 2 年度 

全建賞 全日本建設技術協会 汚泥溶融システム 

全建賞 全日本建設技術協会 圧縮焼成技術 

平成 3 年度 推奨賞 科学技術庁 
微生物による下水処理（ビデオ） 
（活性汚泥法） 

平成 4 年度 技術賞 日本水環境学会 

包括固定担体を用いた硝化促進型 
循環変法（ペガサス） 

日本下水道事業団  
日立プラント建設株式会社 

平成 5 年度 

注目発明賞 科学技術庁 汚水の硝化処理装置（ペガサス） 

環境賞 
（環境庁長官賞優秀賞） 

環境調査センター 
(株)日刊工業新聞社 

包括固定化硝化最近による排水の 
窒素除去技術の開発（ペガサス） 

平成 9 年度 技術賞 日本水環境学会 

炭化による下水汚泥の有効利用技術

（炭化システム） 

日本下水道事業団 

大同特殊鋼株式会社 

株式会社 TYK 研究所 

平成 10 年度 優秀論文賞 環境システム計測制御学会

降雨レーダー情報を活用した 
雨水排水施設の効率的な運転操作に

関する基礎調査 

平成 13 年度 
化学工業会 

技術賞 化学工学会 造粒濃縮法（BEST システム） 

平成 17 年度 技術賞 日本水環境学会 

逆受身ラテックス凝集法を用いた 
亜硝酸酸化細菌の迅速定量技術 

日本下水道事業団 
株式会社ヤクルト中央研究所 
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注）（ ）は JS 以外の受賞者 

受 賞 年 度 受 賞 名 称 表 彰 機 関 受 賞 対 象 

平成 17 年度 
第 42 回 

下水道研究発表会 
優秀発表賞 

日本下水道協会 
「様々な流入負荷変動に対する 
活性汚泥モデルの応答」 

糸川浩紀 

平成 19 年度 
第 44 回 

下水道研究発表会 
最優秀発表賞 

日本下水道協会 
「モンテカルロ法による各種活性 
汚泥法の水質変動要因の解析」 

糸川浩紀 

平成 20 年度 

奨励賞論文 日本下水道協会 

「中空糸気液接触方式を用いた消化

ガスからの二酸化炭素除去技術」 
(澤原大道) 島田正夫 
山本博英  猪木博雅 

第 45 回 
下水道研究発表会 

優秀発表賞 
日本下水道協会 

「耐硫酸モルタル防食工法の確立に

向けて（Ⅱ）」 
持田雅司 

平成 21 年度 

推進賞 日本オゾン協会 
継続的なオゾン処理技術の導入促進

の先導等 

論文奨励賞 日本オゾン協会 
「下水処理水中のノロウィルスへの

オゾン消毒効果」 
岩崎 旬 

平成 22 年度 奨励賞論文 日本下水道協会 

「汚泥の熱可溶化技術を組み込んだ

高効率嫌気性消化法の実用化に 
関する調査研究」 
（中沢俊明） 水田健太郎 

猪木博雅   島田正夫 

平成 23 年度 

科学進歩賞 日本化学会 

 
「肥料利用を目指したリン酸イオン

吸着材料の開発」 
（辻 秀之)  (堀内昭子） 

辻 幸志 

下水道協会誌 

優秀論文（有功賞） 
日本下水道協会 

「包括固定化担体を用いた亜硝酸型

硝化アナモックスプロセスによる 
汚泥脱水ろ液中の窒素処理」 
(井坂和一)  (能登一彦） 
(生田 創) 
糸川浩紀  村上孝雄 
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注）（ ）は JS 以外の受賞者 

受 賞 年 度 受 賞 名 称 表 彰 機 関 受 賞 対 象 

平成 24 年度 

奨励賞 化学工学会 

「包括固定化微生物担体を用いた 

リン除去における基礎検討」 

(下田圭祐)  (藏本克昭) 

(鈴木将史)  (角野立夫) 

辻 幸志  川口幸男 

橋本敏一  

第 49 回 
下水道研究発表会 

優秀発表賞 
日本下水道協会 

「南蒲生浄化センターの応急復旧段

階における水処理方式の処理性能」

橋本敏一 

平成 27 年度 

第 52 回 
下水道研究発表会 

優秀発表賞 
日本下水道協会 

「濃縮工程を省略した新しい処理シ

ステムの設計手法」 
碓井次郎 

第 8 回 
国土交通大臣賞 

〈循環のみち下水道賞〉 
グランプリ 

国土交通省 

「産官学が連携した効率的な下水処

理技術の開発」 

前澤工業株式会社 

高知大学  

高知県 

香南市 

日本下水道事業団 

技術賞 日本水環境学会 

「オキシデーションディッチ法にお

ける二点 DO 制御システム」 
（藤原 拓）（陳 小強） 

 橋本敏一 （中町和雄） 

平成 29 年度 

奨励賞 環境システム計測 

制御学会 

「担体法と高速砂ろ過を用いた既存

水処理施設の処理能力増強技術の開

発」 

（福沢正伸） （土井知之） 
（宍田健一） （斉藤  功） 
（青木  順） （馬場  圭） 
 橋本敏一 

奨励賞 環境システム計測 

制御学会 

「遠隔監視システムへの適用を目的

とした制御性能改善技術の信頼性向

上」 

（難波  諒） （平岡由紀夫） 
 橋本敏一     糸川浩紀 

（井上英男） （矢野洋一郎） 
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注）（ ）は JS 以外の受賞者 

受 賞 年 度 受 賞 名 称 表 彰 機 関 受 賞 対 象 

平成 30 年度 

論文賞 環境システム計測 

制御学会 

「遠隔監視システムへの適用を目的

とした制御性能改善技術の信頼性

向上」 

（難波  諒） （平岡由紀夫） 
 橋本敏一     糸川浩紀 

（井上英男） （矢野洋一郎） 

第 44 回優秀環境 
装置表彰 

経済産業省 
技術環境局長賞 

日本産業機械工業会 

｢無曝気循環式水処理装置｣ 

高知市上下水道局 

国立大学法人高知大学 

日本下水道事業団 

メタウォーター株式会社 

第 44 回優秀環境 
装置表彰 

日本産業機械 
工業会会長賞 

日本産業機械工業会 

｢圧入式スクリュープレスによる 

濃縮一体化脱水システム｣ 

日本下水道事業団 

株式会社石垣 

第 55 回 
下水道研究発表会 

最優秀賞 
（英語口頭発表 

部門） 

日本下水道協会 

「Excess Sludge Reduction by 
Multi-stage Fixed Bed Biofilm 
Process- Full-scale Demonstration」 

糸川浩紀 

令和元年度 

Frontiers of 
Environmental 

Science & 
Engineering(FESE)’s 
Best Paper of 2018 

Frontiers of 

Environmental  

Science & Engineering 

「Energy reduction of a submerged 
membrane bioreactor using a 
polytetrafluoroethylene (PTFE) 
hollow-fiber membrane」 
  (Taro Miyoshi) 

(Thanh Phong Nguyen) 
(Terumi Tsumuraya) 
(Hiromu Tanaka) 
(Toru Morita) 
Hiroki Itokawa 
Toshikazu Hashimoto 

下水道協会誌 

奨励論文 

（実務部門） 

日本下水道協会 

「セラミック平膜を用いた浸漬型

MBR システムの省エネ化と合流式

下水道への対応に関する研究」 

（打林真梨絵）（豊岡和宏） 

（新井喜明） （佐野 勇） 

山下喬子    橋本敏一 

「STI for SDGs」 
アワード 
優秀賞 

国立研究開発法人 

科学技術振興機構 

「汚水処理の持続性向上に向けた高

知家（こうちけ）の挑戦～産官学に

よる新技術開発と全国への展開～」

 高知大学 

香南市 

高知県 

前澤工業株式会社 

日本下水道事業団 
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４．知的財産権 

                        （令和 2 年 3 月 31 日現在） 

種別 発明の名称 発明者 共同出願人 出願日 出願番号 登録日 特許番号

特許 
有機性固形物の可溶化 

方法および可溶化装置 

本部 堺好雄 

本部 若山正憲 

本部 三宅晴男 

(株)神鋼環境ソリューション H13.2.23 2001-48746 H17.1.14 3636670 

特許 曝気装置 

本部 堺好雄 

本部 若山正憲 

本部 三宅晴男 

(株)神鋼環境ソリューション H13.2.23 2001-48704 H22.2.5 4451991 

特許 膜分離活性汚泥法 
本部 村上孝雄 

本部 太田秀司 
― H14.4.18 2002-116716 H17.9.9 3718180 

特許 
排水処理装置及び排水の

処理方法 

本部 若山正憲 

福島 碓井次郎 
三菱レイヨン(株) H14.5.31 2002-159466 H19.5.25 3962284 

特許 

余剰汚泥の発生量を低減

する汚泥処理方法及び装

置 

本部 森 孝志 

本部 三宅晴男 
(株)荏原製作所 H14.7.8 2002-198593 H19.6.29 3977174 

特許 担体の分離装置 本部 若山正憲 (株)日立プラントテクノロジー H14.10.29 2002-313863 H21.4.3 4284586 

特許 
有機含有汚泥の炭化処理

装置（その２） 

本部 森 孝志 

本部 山本博英 
大同特殊鋼(株) H15.3.12 2003-67226 H20.5.16 4125618 

特許 
有機含有汚泥の炭化処理

装置（その１） 

本部 森 孝志 

本部 山本博英 
大同特殊鋼(株) H15.3.12 2003-67225 H20.8.15 4169151 

特許 有機性廃棄物の処理方法 
本部 森 孝志 

本部 三宅晴男 

JFEエンジニアリング(株) 

ユニチカ(株) 

三菱化工機(株) 
16.2.26 2004-51441 H21.11.27 4412538 

特許 
感作ラテックス及び免疫

学的測定法 

本部 三品文雄 

本部 橋本敏一 
(株)ヤクルト本社 H16.2.27 2004-53371 H21.2.6 4256802 

特許 
有機物含有汚泥の炭化処

理方法 

本部 森 孝志 

本部 山本博英 
大同特殊鋼(株) H16.4.8 2004-113883 H21.9.11 4373263 

特許 有機物含有汚泥の炭化炉 
本部 森 孝志 

本部 山本博英 
大同特殊鋼(株) H16.9.22 2004-275548 H21.8.28 4364761 

特許 
下水からのリン及び/ま

たは窒素の除去方法 

本部 村上孝雄 

本部 糸川浩紀 

新日本製鐵(株) 
新日鉄エンジニアリング(株) 

東亜ディーケーケー(株) 

メタウォーター(株) 

H16.11.12 2004-329223 H21.11.20 4409415 

特許 
有機性廃棄物の嫌気性 

消化方法 

本部 島田正夫 

本部 猪木博雅 

ユニチカ(株) 
JFEエンジニアリング(株) 

三菱化工機(株) 
H16.12.6 2004-352115 H22.10.1 4596897 

特許 

排水の生物処理プロセス

シミュレーション方法 

及びプログラム 

本部 村上孝雄 

本部 橋本敏一 

本部 糸川浩紀 

JFEエンジニアリング(株) H17.2.17 2005-041426 H22.3.19 4478210 

特許 有機性廃液処理装置 

本部 島田正夫 

本部 宮岡武志 

本部 神宮 誠 

栗田工業(株) H17.8.4 2005-226878 H24.2.24 4929641 

特許 晶析方法 

本部 島田正夫 

本部 宮岡武志 

本部 神宮 誠 

栗田工業(株) H17.8.4 2005-226877 H24.6.22 5017814 
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種別 発明の名称 発明者 共同出願人 出願日 出願番号 登録日 特許番号

特許 下水処理方法 
本部 村上孝雄 

本部 糸川浩紀 

新日本製鐵(株) 
東亜ディーケーケー(株) 

メタウォーター(株) 
H17.11.24 2005-339225 H24.7.20 5041698 

特許 分水方法および分水装置 本部 村上孝雄 ― H18.7.4 2006-184575 H21.8.7 4354468 

特許 

下水からのりん及び窒素

の除去方法並びに除去装

置 

本部 村上孝雄 
新日本製鐵(株) 
東亜ディーケーケー(株) 

メタウォーター(株) 
H18.7.5 2006-185572 H24.2.24 4931495 

特許 汚泥の炭化処理設備 

本部 山本博英 

本部 弓削田克美 

本部 猪木博雅 

本部  嘉戸重仁 

大同特殊鋼(株) H19.3.28 2007-85938 H23.6.10 4756556 

特許 

炭化製品の発熱抑制処理

方法及び発熱抑制処理装

置 

本部 山本博英 

本部 弓削田克美 

本部 猪木博雅 

本部 嘉戸重仁 

大同特殊鋼(株) H19.3.28 2007-85937 H25.1.18 5179082 

特許 
耐酸性コンクリートの製

造方法 

本部 稲毛克俊 

本部 須賀雄一 

本部 森田美也 

日本ヒューム(株) 

(株)間組 
H19.4.6 2007-100716 H24.8.31 5071844 

特許 

酸化還元電位測定用指示

電極及び酸化還元電位 

測定用複合電極 

本部 村上孝雄 

本部 糸川浩紀 

東亜ディーケーケー(株) 

新日本製鐵(株) 

メタウォーター(株) 
H19.9.6 2007-231656 H23.9.9 4819769 

特許 
耐酸性複合体及び補修工

法 

本部 稲毛克俊 

本部 須賀雄一 

本部 森田美也 

電気化学工業(株) H19.11.27 2007-305731 H25.10.4 5376794 

特許 
熱可溶化乾燥を組み合わ

せた嫌気性処理方法 

本部 島田正夫 

本部 猪木博雅 

本部 水田健太郎 

三菱化工機(株) H21.2.4 2009-23378 H23.12.16 4886798 

特許 
有機性汚泥の嫌気性消化

処理方法 

本部 島田正夫 

本部 猪木博雅 

本部 水田健太郎 

三菱化工機(株) H21.2.4 2009-23377 H24.6.1 5007311 

特許 
下水処理場の運転支援装

置及び運転支援方法 

本部 中沢 均 

本部 川口幸男 
(株)ウォーターエージェンシー H22.12.27 2010-289267 H27.7.10 5775296 

特許 プロセス監視診断装置 

本部 佐野勝実 

本部 橋本敏一 

本部 佐々木稔 

(株)東芝 H22.12.28 2010-293048 H27.8.14 5793299 

特許 プロセス状態監視装置 

本部 佐野勝実 

本部 橋本敏一 

本部 佐々木稔 

(株)東芝 H22.12.28 2010-291645 H27.10.2 5813317 

特許 
排水処理装置及びその運

転方法 

本部 中沢 均 

本部 川口幸男 

国立大学法人高知大学 

前澤工業(株) 
H23.1.11 2011-3089 H27.4.10 5725869 

実用

新案 
マンホール 本部 村上孝雄 ― H23.1.14 2011-000144 H23.3.2 3166863 

特許 排水処理装置 

本部 中沢 均 

本部 橋本敏一 

本部 川口幸男 

本部 辻 幸志 

(株)東芝 H23.6.1 2011-123611 H27.10.2 5813377 
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特許 排水処理装置 

技術戦略部 

   橋本敏一 
戸田技術開発分室 

   川口幸男 

国立大学法人高知大学 

前澤工業(株) 
H23.11.15 2011-249470 H28.1.8 5863409 

特許 有機性排水処理装置 

技術戦略部 

   橋本敏一 
戸田技術開発分室 

   川口幸男 

技術戦略部 

   三宅十四日 

(株)東芝 H25.3.14 2013-051395 H29.2.17 6091943 

特許 プロセス監視診断装置 

技術戦略部 

   佐野勝実 

技術戦略部 

   濵田知幸 

(株)東芝 H25.3.14 2013-051930 H29.9.29 6214889 

特許 リン回収装置 

技術戦略部 

   橋本敏一 

技術戦略部 

   若山正憲 

(株)東芝 H25.7.23 2013-153096 H29.5.12 6139315 

特許 廃水処理装置 

技術戦略部 

   橋本敏一 

国際室 

   辻 幸志 

学校法人東洋大学 H25.12.17 2013-259904 H29.11.24 6245744 

特許 

膜分離活性汚泥処理装置

及び膜分離活性汚泥処理

方法 

技術戦略部 

   橋本敏一 

技術戦略部 

   糸川浩紀 

(株)日立製作所 

(株)日立プラントサービス 
H26.6.19 2014-126563 H29.11.17 6243804 

特許 
汚泥脱水処理方法および

汚泥脱水処理システム 

技術戦略部 

   山本博英 

技術戦略部 

   碓井次郎 

技術戦略部 

   岩崎 旬 

技術戦略部 

   島田正夫 

技術戦略部 

   三宅十四日 

(株)石垣 H26.11.25 2014-237580 H30.3.23 6309883 

特許 
省エネルギー型汚泥処理

システム 

技術戦略部 

   山本博英 

技術戦略部 

   岩崎 旬 

技術戦略部 

   碓井次郎 

技術戦略部 

三宅十四日

東海総合事務所 

宮内千里 

メタウォーター(株) H27.3.16 2015-052048 H31.2.22 6482913 

特許 
繊維状物測定装置及びそ

の測定方法 

技術戦略部 

   山本博英 

技術戦略部 

   碓井次郎 

技術戦略部 

   岩崎 旬 

技術戦略部 

島田正夫 

技術戦略部 

   三宅十四日 

(株)石垣 H27.3.31 2015-070931 H30.8.24 6389137 
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注）発明者の所属は当時のもの。 

種別 発明の名称 発明者 共同出願人 出願日 出願番号 登録日 特許番号

特許 
汚泥処理システム及び汚

泥処理方法 

技術戦略部 

   山本博英 

技術戦略部 

   碓井次郎 

技術戦略部 

   岩崎 旬 

技術戦略部 

島田正夫 

技術戦略部 

   三宅十四日 

(株)石垣 H27.3.31 2015-070930 H30.3.2 6298792 

特許 繊維状物回収装置 

技術戦略部 

   山本博英 

技術戦略部 

   碓井次郎 

技術戦略部 

   岩崎 旬 

技術戦略部 

島田正夫 

技術戦略部 

   三宅十四日 

(株)石垣 H27.3.31 2015-070929 H30.3.23 6309912 

特許 
汚泥脱水装置及び汚泥脱

水方法 

技術戦略部 

   山本博英 

技術戦略部 

   碓井次郎 

技術戦略部 

   岩崎 旬 

技術戦略部 

島田正夫 

技術戦略部 

   三宅十四日 

(株)石垣 H27.3.31 2015-070928 H30.3.2 6298791 

特許 
固液分離システムおよび

傾斜板 

技術戦略部 

   橋本敏一 

技術戦略部 

   笹部 薫 

積水アクアシステム(株) 

(公財)愛知水と緑の公社 
H27.9.25 2015-188827 H29.7.28 6182190 

特許 汚泥消化槽 

技術戦略部 

   細川 恒 

技術戦略部 

   碓井次郎 

技術戦略部 

   島田正夫 

技術戦略部 

   池上 梓 

月島機械(株) H29.1.13 2017-004210 H29.12.15 6259535 

特許 

逆電気透析を利用して水

素を発生させる方法及び

装置 

技術戦略部 

   細川 恒 

技術戦略部 

   碓井次郎 

国立大学法人山口大学 

（株）正興電機製作所 

（株）アストム 

H28.11.21 2016-225692 H30.8.10 6382915 

特許 散水ろ床の洗浄方法 ― 

メタウォーター㈱ 

高知市 

国立大学法人高知大学 

H30.3.30 2018-068183 R1.6.28 6545857 
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５．新技術の選定・導入 

 
 JS では、地方公共団体の多様なニーズに応える新技術を積極的に下水道事業へ活用する観点

から、優れた新技術を受託建設事業に円滑に導入することを目的として、平成 23 年度から新

技術導入制度を運用している。なお、本制度で選定した新技術は、JS の受託建設事業における

適用性を有していることを確認したものであり、JS 受託建設事業以外の場合における性能等を

評価したものではない。 

本制度では、JS が単独または共同研究により開発した技術を「新技術Ⅰ類」、公的な機関に

より開発・評価され、JS が技術確認を行った技術を「新技術Ⅱ類」、民間企業が独自に開発し、

JS が技術確認を行った技術を「新技術Ⅲ類」に区分して選定している。なお、技術選定の有効

期間は、選定日（変更選定を受けた場合は変更選定日）から 5 年間であり、技術選定を受けた

者の申請により 1 回に限り延長が可能である（最大 10 年）。 

令和元年度には、5 技術が新たに新技術Ⅰ類に選定され、令和元年度末までに、新技術Ⅰ類

29 技術（うち 3 技術は有効期間満了）、新技術Ⅱ類 5 技術（うち 1 技術は有効期間満了）、新

技術Ⅲ類 2 技術の計 36 技術が選定されている。 

 また、JS 受託建設事業における導入決定件数は、令和元年度末現在、15 技術、75 件となっ

ている。 
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５．１ 令和元年度末現在選定技術一覧 （有効期間満了のものを除く） 

類 
型 選定日 技術名 技術選定を受けた者 

Ⅰ 
類 

H24.5.7 アナモックス反応を利用した窒
素除去技術 ㈱タクマ、メタウォーター㈱  

H25.3.6 熱改質高効率嫌気性消化システ
ム 三菱化工機㈱ 

H25.7.26 担体充填型高速メタン発酵シス
テム メタウォーター㈱ 

H25.7.26 圧入式スクリュープレス脱水機
（Ⅲ型） ㈱石垣 

H26.7.30 OD 法における二点 DO 制御シス
テム 

国立大学法人高知大学、 
前澤工業㈱ 

H26.10.6 担体投入活性汚泥法（リンポープ
ロセス） ㈱西原環境 

H27.6.26 圧入式スクリュープレス脱水機
（Ⅳ型）による濃縮一体化脱水法

㈱石垣 

H27.11.4 後注入２液型ベルトプレス脱水
機 メタウォーター㈱ 

H28.5.31 階段炉による電力創造システム ㈱タクマ 

H28.9.8 下部コーン型鋼板製消化タンク 月島機械㈱ 

H28.10.12 難脱水性汚泥対応型ベルトプレ
ス脱水機 

住友重機械エンバイロンメント 
㈱ 

H29.2.15 下水汚泥由来繊維利活用システ
ム ㈱石垣 

H29.3.23 単槽式 MBR と高速凝集沈殿法に
よる仮設水処理ユニット ㈱日立プラントサービス 

H29.3.23 最終沈殿池用傾斜板沈殿分離装
置 積水アクアシステム㈱ 

H29.5.31 破砕・脱水機構付垂直スクリュー
除塵機 

住友重機械エンバイロンメント 
㈱ 

H29.6.21 
H31.2.12 変更 全速全水位型横軸水中ポンプ ㈱石垣 

H30.1.24 多重板型スクリュープレス脱水
機－II 型  アムコン㈱ 

H30.1.24 高濃度対応型ろ過濃縮･中温消化
システム 月島機械㈱ 

H30.10.14 回転加圧脱水機Ⅲ型 巴工業㈱ 

H31.2.13 多段最適燃焼制御付気泡流動炉 三菱重工環境・化学エンジニアリ
ング㈱ 

H31.2.13 二段燃焼式旋回流動炉 水 ing エンジニアリング㈱ 

R1.9.4 セラミック平膜を用いた省エネ
ルギー型 MBR システム ㈱明電舎 
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類 
型 選定日 技術名 技術選定を受けた者 

Ⅰ 
類 

R2.1.9 難脱水対応強化型スクリュープ
レス脱水機 

㈱神鋼環境ソリューション、 
㈱北淩 

R2.2.19 アンモニア計による送気量フィ
ードフォワード制御技術 日新電機㈱ 

R2.2.19 アンモニア計と制御盤から構成
される風量調節弁制御装置 ㈱神鋼環境ソリューション 

R2.2.19 ダウンサイジング型ベルトプレ
ス脱水機 月島機械㈱ 

Ⅱ 
類 

H24.5.7 多層燃焼流動炉 メタウォーター㈱ 

H24.5.7 過給式流動燃焼システム 月島機械㈱、三機工業㈱ 

H26.6.10 気泡式高効率二段焼却炉 ㈱神鋼環境ソリューション 

H26.6.10 
H28.9.8 変更 パッケージ型鋼板製消化タンク ㈱神鋼環境ソリューション 

Ⅲ 
類 

H24.5.7 高効率二段燃焼汚泥焼却炉 ㈱神鋼環境ソリューション 

H25.3.26 
H28.9.8 変更 

高速砂ろ過システム  （高速上向
流移床型砂ろ過） ㈱タクマ 

 
【参考】過去に選定された新技術（技術選定有効期間満了） 

類 
型 技術名 技術選定を受けた者 

Ⅰ 
類 

アナモックス反応を利用した窒素除去技
術 日立プラントテクノロジー㈱ 

高速吸着剤を利用したリン除去・回収技術 旭化成ケミカルズ㈱ 

循環型多層燃焼炉 メタウォーター㈱ 

ゴムメンブレン式超微細気泡散気装置 JFE エンジニアリング㈱、三菱化工機㈱、
㈱西原環境 

Ⅱ 
類 

担体利用高度処理システム（バイオチュー
ブ）  JFE エンジニアリング㈱ 

 注）技術選定を受けた者の名称は選定当時のもの。 
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５．２ 令和元年度新規選定技術の概要 

 
 令和元年度は、下記に示す 5 技術を新たに新技術Ⅰ類に選定した。 
 
【選定日】令和元年 9 月 4 日  
【類 型】新技術Ⅰ類 
【技術名】セラミック平膜を用いた省エネルギー型 MBR システム 
【開発者】JS、飯能市、㈱明電舎 
【技術選定を受けた者】㈱明電舎 
 
【選定日】令和 2 年 1 月 9 日  
【類 型】新技術Ⅰ類 
【技術名】難脱水対応強化型スクリュープレス脱水機 
【開発者】JS、㈱神鋼環境ソリューション、㈱北淩 
【技術選定を受けた者】㈱神鋼環境ソリューション、㈱北淩 
 
【選定日】令和 2 年 2 月 19 日  
【類 型】新技術Ⅰ類 
【技術名】アンモニア計による送気量フィードフォワード制御技術 
【開発者】JS、日新電機㈱、㈱日新システムズ 
【技術選定を受けた者】日新電機㈱ 
 
【選定日】令和 2 年 2 月 19 日  
【類 型】新技術Ⅰ類 
【技術名】アンモニア計と制御盤から構成される風量調節弁制御装置 
【開発者】JS、㈱神鋼環境ソリューション 
【技術選定を受けた者】㈱神鋼環境ソリューション 
 
【選定日】令和 2 年 2 月 19 日  
【類 型】新技術Ⅰ類 
【技術名】ダウンサイジング型ベルトプレス脱水機 
【開発者】JS、月島機械㈱ 
【技術選定を受けた者】月島機械㈱ 
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技術名 セラミック平膜を用いた省エネルギー型 システム

技術選定を受けた者 ㈱明電舎

技術概要

膜の概要

《背景》

セラミック平膜膜ユニット

《技術概要》

システムは、コンパクトな施設で高度処理が可能な水処理技術として既に多く実用化されているが、更なる
処理コストの削減や一時的な流入水量の増大時における安定的な処理性能が求められる。

セラミック平膜（アルミナを主成分とする無機膜）を使用することにより、省エネルギー化と流入水量
変動への対応を可能とする省エネルギー型 システム

膜ユニット

省エネルギー型 フロー図

② 補助散気空気量の削減

① 膜面洗浄空気量の削減

③ 水量変動対応

流入下水
(スクリーン処理後)

《技術の特徴》

《導入効果》

対象下水 家庭汚水を主体とした都市下水

処理規模 限定しない

生物処理方式 循環式硝化脱窒法との組合わせに限る

流入水温 最低水温※ ℃以上 ※月平均水温の年間最低値

水量変動 小規模（ ～ 日）：流量調整タンク等により水量変動の平準化を前提とする
中大規模（＞ 日） ：ピークフラックス運転等による対応を検討する

①【省エネ】膜の堅牢性と耐薬品性を活かした逆圧洗浄と定期的な薬液洗浄による曝気洗浄空気量の削減
②【省エネ】低 ・ 一定制御 設定値 ）運転による補助散気空気量の削減
③【水量変動】フラックス※を一時的に上昇させる「ピークフラックス運転」により、水量変動へ対応

ピークフラックス運転の範囲 ※フラックス：単位膜面積当たりの処理水量
時間変動想定 ： 日の平均水量に対するピーク比 倍を 日に 回、それぞれ 時間継続
降雨変動想定（長時間） ： 日最大汚水量の 倍を 時間継続
降雨変動想定（短時間） ： 日最大汚水量の 倍を週に 回、それぞれ 時間継続

省エネルギー運転の実現
曝気量を削減することにより省エネルギー化を実現（消費電力量 以下※）

※共同研究における処理能力 日の条件において
一時的な流入水量増への対応が可能
降雨等による一時的な流入水量の増大時に対しても、安定した膜処理が可能

《適用範囲》
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技術名 難脱水対応強化型スクリュープレス脱水機

技術選定を受けた者 ㈱神鋼環境ソリューション・㈱北淩

技術概要

次凝集装置 高濃度濃縮機
次高機能凝集装置

脱水機

脱水機ホッパ

背景

➡ これら課題に対し、確実に難脱水汚泥に対応できる低含水率・低動力の脱水機が必要

技術概要
下記の特長により、適正な凝集フロックの形成とその凝集フ
ロックに適正な力を加える脱水を実現し、難脱水汚泥を
低含水率化する。またスクリュープレスのため、低動力である。
１．前濃縮による高濃度化
２．凝集方法の最適化
３．汚泥のホッパ供給
比較的脱水容易な汚泥（混合生汚泥等）においては前濃
縮無しで脱水性能を達成可能である。

従来の汚泥処理設備の課題 近年の汚泥処理設備の課題

低減、温室効果ガス排出量の低減 食生活の変化等による汚泥性状の変化（高 化）、汚泥処
理の広域化・共同化、エネルギー回収手段としての消化導入が進
む中、汚泥が難脱水化している。

導入のメリット
低動力にて確実に難脱水汚泥を低含水率化することで、

と温室効果ガス排出量を低減する。
下記のような高 域の汚泥に実績を有する。
１．消化汚泥 ：
２．混合生汚泥 ：

適正な凝集フロックの形成

本脱水機のフローと特長

凝集フロックに適正な力を加える脱水

特長１ 前濃縮による高濃度化

特長２ 凝集方法の最適化

特長３ 汚泥のホッパ供給

特長１ 前濃縮による高濃度化
従来の機械濃縮より更に高濃度化し、脱水に悪影響を
及ぼす因子を排除 ➡ 薬品反応効率の最大化

特長２ 凝集方法の最適化
凝集操作（フロック形成）は脱水の中で最重要ポイント。
高機能凝集装置で脱水機投入前に確実にフロック形成する。
○ 薬注点の最適化等で凝集効果・効率の向上。

➡ 薬注条件最適化
○ 撹拌強度を任意設定可能（前・後段で機能分離）

➡ 混合条件最適化

特長３ 汚泥のホッパ供給
フロックを壊さないよう穏やかに安定的な供給を行う。
➡ フロックの変化に合わせた適正な力を徐々に加える脱水
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技術名 アンモニア計による送気量フィードフォワード制御技術

技術選定を受けた者 日新電機㈱

技術概要

► 水処理方法：硝化促進を行なう活性汚泥法施設（ 法を除く）
例 標準活性汚泥法 硝化促進 、嫌気好気活性汚泥法 硝化促進

循環式硝化脱窒法、嫌気無酸素好気法、ステップ流入式多段硝化脱窒法

► 対象水量 ：制御ユニット当たりの対象水量が概ね 万 日以上の施設
※制御ユニット アンモニア計 台 やコントローラなど制御設備の セット

► 導入効果 ： により導入効果 省エネによる導入費回収等 が見込める施設

◆ 送気量の低減による省エネ化
✔ 従来技術に対して送気量を低減 一定制御より 以上 ⇒ 送風機電力量の削減

◆ 処理水 濃度の安定化
✔ 後段 濃度を目標値付近に維持 ⇒ 処理水 を低濃度で安定化

［適用範囲］

［期待される導入効果］

［導入シナリオ例］

✔ 反応タンク設備の新設・増築・改築工事での導入
✔ 負荷設備や監視制御設備の新設・更新工事での導入

⇒ 工事費の共有や省エネ効果の増大により、コストメリットの向上が期待

● 反応タンク内の 箇所 前段 後段 にアンモニア計 計 を設置
● 前段 濃度によるフィードフォワード 制御と、後段 濃度
によるフィードバック 補正を組み合わせて送気量を自動制御

送風機

前段
計

後段
計

最初沈殿池
最終沈殿池

反応タンク

送気量 補正量自動制御 －

流入負荷量

補正
・後段 濃度が目標値
となるよう、計測値との偏差
に応じて送気量を増減。

制御
・前段 濃度と流量から
演算する 流入負荷量
に基づく送気量の 制御。

【構成設備】
・ アンモニア計 台
・ 運転支援装置
・ 付コントローラ盤

条件によっては既設
コントローラ盤への実装
も可能

処理水 を目標値に安定化
流入負荷変動にリアルタイムに追従✔ 流入負荷量を指標とする 制御 ⇒ 

✔ 目標 濃度との偏差に基づく 補正 ⇒

反応タンク
流量計

返送汚泥
流量計

風調弁
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- 69 -



技術開発年次報告書（令和元年度）

技術名 アンモニア計と制御盤から構成される風量調節弁制御装置

技術選定を受けた者 ㈱神鋼環境ソリューション

技術概要

■ 制御方法
反応タンク下流側の 計測値に基づき、 制御の目標

濃度を自動で変化させる可変 制御 制御 。

■ 設置機器
計× 台 好気タンク下流側 制御盤× 台

※ DO計 風量計 風量調節弁は既設活用可。

▶ 原理
一定制御に対して、過剰風量

を抑制しながら必要風量を確保。
⇒ ブロワの省エネ化を図ると共に

処理水 を安定化。

反応タンクの曝気風量を制御するため、反応タンク内に設置するアンモニア性窒素濃度
計 計 のセンサー計測値に基づき、風量調節弁の開度を自動で制御する装置

■ 硝化促進を行なう活性汚泥法施設 法を除く
■ により導入効果 省エネによる導入費回収等 が見込める施設

適用範囲

導入効果 ■ 風量削減率 ： ％ 以上 対 一定制御
■ 処理水 ： 硝化促進レベルの目標値に制御可能

【導入効果の活用例】
■ 反応タンク設備の更新時

➡ 散気装置や送風機の更新時に、更なる風量削減を図る

■ 既設の処理方式を標準活性汚泥法から高度処理 硝化促進 へ変更時
➡ 風量アップの抑制を図る

■ 反応タンクの系列増設時、新設時
➡ 計画当初から、効率的な導入が可能

【適用可能な処理方式の例】
標準活性汚泥法 硝化促進 、嫌気好気活性汚泥法 硝化促進 、
循環式硝化脱窒法、嫌気無酸素好気法、ステップ流入式多段硝化脱窒法

【経済的に導入効果が見込める施設規模】
概ね 万 日以上の中・大規模処理場
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技術名 ダウンサイジング型ベルトプレス脱水機

技術選定を受けた者 月島機械㈱

技術概要

技術概要
■ベルトプレス脱水機に濃縮部と高濃度対応型フィード装置を組み合わせることで濃縮と脱水それぞれの
最適化を行い、脱水性能を維持したまま、ろ過速度を 倍程度に向上させたベルトプレス脱水機である。

■濃縮汚泥にポリ硫酸第二鉄を後注入する後注入二液方式が適用可能であり、水分へのポリ鉄
流出を最小限に留め、効率的に作用させることができる。よって少ないポリ鉄消費にて脱水
汚泥含水率が低減できる。

概略フロー

凝集混和槽

原汚泥

高分子凝集剤

ポリマー混合用
ミキサー

ポリ鉄混合用
ミキサー

たて型ろ過濃縮機
ベルトプレス脱水機高濃度対応型

フィード装置

濃縮部 脱水部
ポリ鉄

（消化汚泥、
後注入二液方式のみ）

（消化汚泥、後注入二液方式のみ）

濃縮汚泥
引抜ポンプ

水 処 理 方 式 標準活性汚泥法 標準活性汚泥法

汚 泥 の 種 類 嫌気性消化汚泥 混合生汚泥

汚
泥
性
状

強熱減量 ＶＴＳ ％ ～ ～

供給汚泥
濃度 ＴＳ

機械
式 ％ 程度 程度

生：余剰の
固形物割合 － ～

繊維状物 ﾒｯｼｭ ％

一液

脱水汚泥含水率 ％ ― ―

ろ過速度 ＤＳ ｍ･ｈ ― ―

固形物 ＳＳ 回収率 ％ ― 以上 ― 以上

薬注率
対ＴＳ：ポリマー ％ ― 以下 ― 以下

後
注入
二液

脱水汚泥含水率 ％ ― 【参考】 標準仕様
高効率 脱水性能例

■嫌気性消化汚泥
一液
脱水汚泥含水率： ％
ろ過速度：

ＤＳ ｍ･ｈ

■混合生汚泥 一液
脱水汚泥含水率： ％
ろ過速度：

ＤＳ ｍ･ｈ

ろ過速度 ＤＳ ｍ･ｈ ―

固形物 ＳＳ 回収率 ％ ― 以上

薬注率
対ＴＳ：無機

対ＴＳ：ポリマー

％ ― 以下

％ ― 以下

適用範囲および の標準性能

■ 脱水機の設置面積および
動荷重について制約がある

■ 既設脱水機がベルトプレス脱水機
で良好な処理状況にある

■ 標準汚泥性状と比べ、高 で
難脱水性の汚泥である

推奨条件

導入効果
■ 幅 高効率型 を
■ 幅 に代替可能
■装置が小型化、

設置面積および動荷重の低減
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審議の経過 

 

平成３１年 ３月２６日 第７９回技術評価委員会 

令和元年 ８月２３日 第１回アンモニア計を利用した 
   送風量制御技術専門委員会 

令和２年 １月１７日 第２回アンモニア計を利用した 
   送風量制御技術専門委員会 

令和２年 ３月 ６日 第３回アンモニア計を利用した 
   送風量制御技術専門委員会 

令和２年 ３月２６日 第８１回技術評価委員会 
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委員の構成 

（令和 2 年 3 月 26 日現在） 

技術評価委員会  

会 長 東京大学大学院工学系研究科附属 
 水環境制御研究センター教授 古米 弘明 

委 員 東京都市大学工学部都市工学科教授 長岡  裕 

 〃 大阪大学大学院工学研究科 
 環境・エネルギー工学専攻教授 池  道彦 

 〃 京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻教授 高岡 昌輝 

 〃 国土交通省水管理・国土保全局下水道部長 植松 龍二 

 〃 国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部長 岡本 誠一郎 

 〃 東京都下水道局技監 神山  守 

 〃 大阪市建設局長 渡瀬  誠 

 〃 埼玉県下水道局長 福島 英雄 

 〃 公益社団法人日本下水道協会常務理事 中島 義成 

旧会長 京都大学名誉教授 津野  洋 
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 〃 国土交通省水管理･国土保全局下水道部 
 下水道企画課長補佐 村岡 正季 
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1 

（技術評価の経緯） 

下水処理場における省エネ化は、運転コスト削減や温室効果ガス排出量削減

等の見地から重要な課題である。各種活性汚泥法を使用する下水処理場では、

エネルギー消費量の 50%近くが水処理施設に由来するが、この中でも送風機の

寄与が大きく、水処理施設の省エネ化のためには送風機の運転に係る動力の低

減が有効である。 

反応タンクにおける曝気風量を調整するために、水量比例制御（送気倍率一

定制御）や DO 一定制御等の自動制御技術（曝気風量制御技術）が古くから使

用されているが、曝気風量を過度に削減すると水処理機能が悪化する恐れがあ

る等の理由により安全側の制御値設定となりやすく、風量の削減効果や流入水

量･負荷量変動への対応性等の見地から課題を有している。 

これに対して、日本下水道事業団（JS）では、平成 15 年度以降、新たな曝

気風量制御の技術開発に継続して取り組んでおり、特に平成 25 年度以降には、

イオン電極式のアンモニア性窒素（NH4-N）濃度計（アンモニア計）を利用し

た複数の曝気風量制御技術について、民間企業等との共同研究や下水道革新的

技術実証事業（B-DASH プロジェクト）により開発･実証を行なってきた。アン

モニア計を利用した曝気風量制御は、同計器により計測される反応タンク内等

の NH4-N 濃度を主要な指標として曝気風量を自動で調整する技術である。これ

により、反応タンクにおける重要な生物反応である硝化反応の進行状況を反映

した制御が可能となり、曝気風量の更なる削減と処理水質（NH4-N 濃度等）の

安定化を両立する運転が期待できる。 

このような制御技術に対しては、上述の通り JS により複数の技術の開発･実

証が行われてきたほか、地方公共団体や民間企業による検討事例も報告されて

いるが、いずれも個別技術の実証等に留まっている。新たな制御技術の普及を
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図るためには、複数の技術の実証結果等を統合的に整理し、技術の機能･性能や

導入効果等を明確にすることが有効と考えられる。 

以上のような背景から、平成 31 年 3 月に JS 理事長より技術評価委員会へ諮

問があり、アンモニア計を利用した曝気風量制御技術の評価を行なうこととな

った。なお、本諮問は｢アンモニア計を利用した送風量制御技術｣について行な

われたものであるが、審議の過程で対象技術名称が｢アンモニア計を利用した曝

気風量制御技術｣へと変更されたことから、本報告書ではこれを技術名称として

使用する。 

 

（技術評価の目的） 

本技術評価では、JS による研究成果を中心に、複数の｢アンモニア計を利用

した曝気風量制御技術｣に係る最新の技術的知見を統合的に整理し、技術の特徴、

機能･性能、導入効果等を明確にすると共に、技術の導入検討手法、設計･運転

管理手法を明確にすることを目的とする。これにより、本技術の普及促進を図

り、下水処理場における省エネ化･低コスト化を推進することを目指す。 

 

（評価対象技術） 

本技術評価では、｢アンモニア計を利用した曝気風量制御技術｣（以下、適宜｢ア

ンモニア制御技術｣と略記）を対象とする。 

技術の性能や経済性の評価に際しては、本定義に該当する技術のうち、JS が

民間企業との共同研究等で開発･実証した 4技術の実証実験結果等を主として使

用する。 
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（評価の範囲） 

アンモニア制御は、原理的に、硝化を行なう活性汚泥法の反応タンクへ汎用

的に適用可能な技術である。このうち本技術評価では、硝化促進を行なう標準

活性汚泥法および各種生物学的窒素･リン除去法を使用する下水処理場の反応

タンクを主たる適用対象とする。また、経済性の見地から、本技術の導入対象

施設（系列等）の処理水量（制御対象水量）が概ね 1 万 m3/d 以上の箇所を主た

る適用対象とする。 

本技術評価で対象とする設備の範囲は、センサー類により計測を行ない、目

標とする曝気風量（目標風量）を演算し、これを風量調節弁等へ出力する機器

類とする。 

 

（技術の特徴） 

１． 技術の定義および分類 

(１) 技術の定義 

本技術評価では、｢アンモニア計を利用した曝気風量制御技術｣を、｢活性汚泥

法の反応タンク内等におけるアンモニア性窒素濃度を含むセンサー計測値に基

づき、反応タンクの曝気風量を自動で制御する技術｣と定義する。 

(２) 技術の分類 

曝気風量制御技術は一般に、(a)フィードフォワード（FF）制御、(b)フィー

ドバック（FB）制御、(c)両者の組合せ（FF+FB 制御）に大別される。アンモ

ニア制御技術については、FB 制御もしくは FF+FB 制御に分類される多様な技

術が開発･実証されてきている。このうち本技術評価で使用した 4 技術は、
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(a)NH4－ファジィ制御、(b)NH4－DO 制御、(c)NH4－FF+FB 制御のいずれか

に分類される。 

２． 技術の原理 

① 曝気風量制御技術の最も根本的な動作原理は、反応タンクにおける生物処理

過程での酸素要求量の時間変化に対して、酸素供給速度を追随させることに

ある。 

② このうちアンモニア制御技術では、反応タンク内等の NH4-N 濃度を指標と

して曝気風量を増減させることで酸素供給速度を変化させることになる。そ

の方法は個別の制御技術によって様々であるが、基本的には従来の制御方法

（水量比例制御、DO 一定制御等）と比較して、酸素要求量の時間変化に対

する追随性向上を図るものである。 

③ 従来の制御方法と比較したアンモニア制御技術の曝気風量削減効果は、主と

して反応タンクに流入する有機物や窒素の負荷量が小さく酸素要求量が低

い時間帯における過剰な曝気を抑制することで得られる。一方、流入負荷量

が大きく酸素要求量が高い時間帯には、アンモニア制御技術における曝気風

量が従来の制御方法を上回ることもある。 

④ アンモニア制御技術が動作する典型的な時間周期は 1 時間未満であり、活

性汚泥中の硝化細菌量を積極的にコントロールするものではない。すなわち、

硝化抑制の状態から、アンモニア制御単独で硝化促進の状態へ移行させるこ

とは、原理的に想定しない。 
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３． 技術の効果および目的 

(１) アンモニア制御技術の効果 

① アンモニア制御技術の一義的な機能は、NH4-N 濃度等の計測値に基づき反

応タンクの曝気風量を自動で調整し、曝気風量の適正化を図ることにある。

これにより期待できる直接的な効果として、(a)曝気風量の削減と、(b)処理

水の NH4-N 濃度の安定化の 2 点が重要である。 

② 曝気風量が削減されることによる間接的な効果として、送風機の動力の削減

（省エネ化）およびこれに伴う電力費や温室効果ガス排出量の削減が期待で

きる。 

③ 処理水の NH4-N 濃度が安定化されることによる間接的な効果として、処理

水の全窒素（T-N）濃度の安定化が期待できるほか、N-BOD の発現に伴う

BOD 濃度上昇のリスクを低減することができる。 

④ アンモニア制御技術の導入による副次的な効果として、通常の運転管理等に

おける NH4-N 濃度計測データの活用性を挙げることができる。 

(２) アンモニア制御技術の目的 

アンモニア制御技術の主要な目的は、目標とする処理水質（主に NH4-N 濃度）

を満足しながら曝気風量を適正化することである。 

４． 技術の適用対象 

① 本技術評価では、アンモニア制御技術の主たる適用対象を以下の通りとする。 

・対象施設：下水処理場の水処理施設（反応タンク）へ導入する。 

・水処理方法：硝化を行なう活性汚泥法として、標準活性汚泥法（硝化促進

運転）、生物学的窒素･リン除去法（硝化促進運転を行なうものに限る）
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を主たる対象とする。 

・対象規模：導入対象施設（系列等）の処理水量（制御対象水量）として概

ね 1 万 m3/d 以上の箇所を対象とする。 

② 上記の適用対象のうち、アンモニア制御の導入が特に推奨される条件として、

以下がある。 

・硝化性能の改善効果が大きくなる条件：流入 NH4-N 負荷量の変動が大き

い、現状で処理水の NH4-N 濃度が不安定、等。 

・曝気風量削減効果が大きくなる条件：反応タンク 1 池当りの規模（処理水

量）が大きい、現状の送気倍率が大きい、等。 

５． 技術の構成 

① アンモニア制御技術を構成する最低限の機器として、水質等の計測器（アン

モニア計を含む）および制御用コントローラがある。ただし、導入に当って

は、個別技術および既設の電気設備構成に応じて、監視制御設備等の改造を

要することがある。 

② アンモニア制御技術の操作対象は、導入対象施設（系列等）への曝気量を調

整する風量調節弁が基本となるが、送風機構成や送風系統によっては、送風

機を直接の操作対象とすることも有り得る。 

③ 本技術評価では、アンモニア計として、リアルタイムでの連続測定が可能な

イオン電極式の使用を前提とする。 

６． 技術の機能･性能 

(１) 曝気風量の削減 

① アンモニア制御技術は、反応タンク内の酸素要求量の時間的な変動に対して、
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酸素供給量を追随させるように機能する。その追随性は従来の DO 一定制

御より一般に高く、特に流入負荷量が小さい時間帯に対して過剰な曝気風量

が抑制されるように働く。 

② アンモニア制御技術による曝気風量の削減効果は、流入負荷量の変動状況や

反応タンクの処理条件（ASRT 等）の影響を受ける他、比較対象となる曝気

風量調整/制御方法にも依存するが、実証実験の結果等によれば、従来の DO

一定制御と比較して 10%以上の削減が期待できる。 

③ 活性汚泥法では、曝気風量削減と硝化性能（処理水の NH4-N 濃度等）が原

則としてトレードオフの関係にある。処理水に低濃度の NH4-N が残存する

ことを許容すると、曝気風量削減効果が向上する可能性がある。 

④ 上と同一の見地から、硝化性能が不安定な状態に対してアンモニア制御によ

り処理水 NH4-N 濃度の低減を図る場合には、現状よりも曝気風量が増加す

ることがある。 

(２) 処理水質の安定化 

① アンモニア制御技術は、硝化が進行する条件において、処理水の NH4-N が

低濃度に維持されるように機能する。 

② アンモニア制御技術には、反応タンク下流側の NH4-N 濃度に対して、その

目標濃度を制御パラメータとして持つものと持たないものがある。すなわち、

処理水の NH4-N 濃度に対応する目標 NH4-N 濃度を直接的に設定できるか

どうかは、個別の制御技術により異なる。 

③ 実証実験の結果によれば、アンモニア制御技術の運用期間における処理水の

NH4-N 濃度（1 日平均水質）の実績は、平均値および標準偏差のいずれも 1 

mg/L 未満である。 
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④ 処理水のNH4-N濃度が低濃度に維持されることによる間接的な効果として、

処理水の T-N 濃度や BOD 濃度の安定化が期待できる。 

⑤ アンモニア制御技術には、硝化が進行しない条件を硝化促進へと移行させる

機能は期待できない。また、硝化抑制を維持する用途も原則として想定しな

い。 

７． 経済性 

(１) 導入コスト 

① アンモニア制御技術の導入（設置）に係る建設費として、アンモニア計を含

む計測器および制御用コントローラの設置費、その他監視制御設備等の改造

費がある。 

② アンモニア制御技術の運用に係るコストとして、アンモニア計を含む計測器

の維持管理に係るコストが新たに必要となる。 

(２) 削減コスト 

① アンモニア制御技術の導入により曝気風量が削減されると、それに応じて送

風機の運転に係る電力消費量および電力費の削減が期待できる。 

② ただし、曝気風量の削減量に対する送風機動力の削減幅は、送風機の動力特

性や制御方法等、送風機および送風系統に係る条件に強く依存する。 

(３) 経済性 

① アンモニア制御技術の導入コストは制御ユニット（制御構成設備一式の最小

単位）の数に概ね比例する一方、1 ユニット当りの導入コストは制御対象水

量に依存しない。一方、同技術による削減コスト（送風機に係る電力費削減）

は、制御対象水量に概ね比例し、制御ユニット数には依存しない。すなわち、
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アンモニア制御技術の経済性は制御 1 ユニット当りの対象水量に大きく依

存し、同水量が大きいほど経済性の見地からは有利となる。 

② 本評価で使用した 4 技術の最小コストを使用した試算によると、DO 一定制

御に対して経済的なメリットが出る 1 ユニット当り制御対象水量は、曝気

風量削減率が 10～20%の条件で 1.5 万～3 万 m3/d 程度以上である。 

 
（計画･設計手法） 

１． 技術の導入検討 

① 計画･設計段階でアンモニア制御技術の導入を検討する際には、導入効果お

よび導入コストを概算した上で、コストに見合った効果が得られることを確

認する。 

② 具体の導入検討に当っては、技術の適用条件を確認した上で、導入効果およ

び導入コストを検討し、経済性等に基づき導入の判断を行なう。 

２． 技術の設計検討 

(１) システム構成の検討 

アンモニア制御技術のシステム構成として、以下の事項について検討を行な

う。 

・導入対象施設（系列等）の範囲および制御ユニット数 

・制御フローおよび構成設備 

(２) 個別設備の設計検討 

アンモニア制御技術を構成する設備毎の設計検討を行なう。具体の内容は個

別の制御技術の設計方法に準拠するが、アンモニア制御に固有の設備であるア
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ンモニア計および制御用コントローラについて、共通する留意事項を以下に示

す。 

① 個別技術における要求性能等に基づき、使用するアンモニア計の方式･仕様、

設置場所等を検討する。 

② 既設の監視制御設備に合せて制御用コントローラの実装箇所および機能等

の設計を行なう。その際には、アンモニア計の不調時等のバックアップ用制

御への切替え機能を検討する。 

③ アンモニア制御技術による曝気風量の削減が送風機動力の削減に繋がるよ

う、送風機の制御方法を併せて検討することが望ましい。 

 

（運転管理手法） 

１． 水処理施設の運転管理 

① アンモニア制御技術の導入施設（水処理系列等）では、同制御が適切に機能

するように水処理施設としての運転管理を行なう。 

② 具体的には、硝化促進を前提とした運転管理を行なう。そのために、硝化細

菌の系内保持のための ASRT 管理を行なう。 

③ 複数池の一括制御を行なう場合には、代表池と他池間で処理状況が同等とな

るよう留意する。 

２． アンモニア制御技術の維持管理 

① 制御で使用する計測器の維持管理を適切に行なう。アンモニア計については、

(a)センサーの定期的な校正･洗浄、(b)電極の劣化度合いに応じた電極の交換

が必要である。 

② 制御のパラメータや目標値等について、運用の中で適宜見直し･更新を行な
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う。 

③ その他の制御を構成する設備についても適切に保守点検を行なう。 

 
（今後の課題） 

アンモニア制御技術に関して、今後の検討や知見の蓄積が必要な事項は以下

の通りである。 

・実証や実運用に係るデータの蓄積 

・複数池一括制御の方法および実績 

・新規の制御方法/技術 

・導入効果（曝気風量削減、処理水質等）の予測手法 

・多様な硝化管理への展開（季節別運転管理等） 

・アンモニア計の改良･コスト削減 

 

- 92 -

11

JS技術開発年次報告書（令和元年度）

- 92 -



JS 技術開発年次報告書（令和元年度） 

 

 

 

付２ JS 技術開発基本計画（4 次計画）概要 

  



技術開発年次報告書（令和元年度）

技術開発基本計画（ 次計画）概要 

 

技術開発基本計画とは
における技術開発の基本的な方針や方向性、具体的に取り組むべき技術分野や開発課題、

実施方策などを示すもの。

次計画の背景

実施方策

技術開発基本計画

の技術開発は、下水道ソリューションパートナーとして「地方公共団体のニーズに応える技術の
開発・実用化」を促進するとともに、下水道ナショナルセンターとして「下水道事業全体の発展に寄
与する先進的・先導的な技術の開発」を推進することにより、良好な水環境の創造、安全なまちづ
くり、持続可能な社会の形成に貢献する。

：計画策定にあたり基本とすべき事項を整理

技術開発の基本理念： の基本理念や事業推進の 本柱を踏まえて新たに設定

技術開発の行動規範： 技術開発の多様な側面を踏まえ、新たに設定

今後の 技術開発の方向性：第 次中期経営計画や下水道技術ビジョンを踏まえ、
今後、 技術開発が構築を目指す つの下水処理システムを提示

技術分野および開発目標： 技術開発の方向性を踏まえ、 次計画における技術分野
を継承・発展させ、今後、 技術開発が取組むべき つの「技術分野」、計画期間内に実現を
目指す、計 の「開発目標」を設定

開発課題：具体的に実施する開発課題 内容 について計 課題を設定

重点実施施策：技術開発の実施において重点的に取組む つの施策を設定
※新規実施施策：①基礎的な開発課題の実施、②新技術導入に対する受託支援メニュー化、
③事後の技術確認制度、技術評価 簡易型 の創設、④受託事業の技術的情報等の体系化

計画期間：平成 ～ 年度（第 次中期経営計画と整合）

：具体的な計画内容

：計画の実現、新技術導入促進のための具体的な方策

実施体制、 実施スキーム（財源）、 技術評価、 新技術導入、 評価・審議
機関、 試験研究施設、 情報受発信、 人材育成の 項目について示した。

下水道事業を取り巻く環境の変化と課題、 下水道技術ビジョンの概要と の役割、 第
次中期経営計画の概要、 技術開発基本計画（ 次計画）の総括の 項目について示した。
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フォローアップ
・技術評価委員会での本計画の実施状況の継続的なフォローアップ

→必要に応じて柔軟に見直しを行い、本計画の実効性を確保
・事後の技術確認制度の活用などによる新技術導入のフォローアップ

→技術の改良・改善、新たな技術開発へ反映

技術開発基本計画（ 次計画）の概念図

下水道技術の新たな進化・発展

地方公共団体のニーズに応える
技術の開発・実用化

下水道事業全体の発展に寄与する
先進的・先導的な技術の開発

ＪＳ技術開発の基本理念 －技術開発の 本柱－

良好な水環境の創造 ・ 安全なまちづくり ・ 持続可能な社会の形成

ＪＳ基本理念

下水道ソリューションパートナー
としての総合的支援

下水道ナショナルセンター
としての機能発揮

省エネ・低炭素化
技術

資源・エネルギー
利活用技術

施設機能維持・
向上技術

生産性向上・
最適化技術

つの技術分野
基礎的な開発課題

の実施

新技術導入に関する
受託支援メニュー化

事後評価調査・
技術評価の充実化

受託事業の技術的
情報等の体系化

技術開発成果の
技術基準類への反映

プロジェクト支援・エ
ンジニアリング支援

重点実施施策 重点実施施策

今後の 技術開発の方向性

消費エネルギーを最小化
する下水処理システム

下水道資源利用を最大化
する下水処理システム

人口減少下において
持続可能な下水処理システム
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開発課題⼀覧

① 膜分離活性汚泥法の更なる省エネ化の推進

② 省エネ型⽔処理技術の開発および評価

③ ⽔質センサーを⽤いた⾵量⾃動制御技術の体系化および実⽤化

④ 新たな⽣物反応等を⽤いた次世代⽔処理技術の開発 ★

⑤ 省エネ・省コスト機器の機能評価

① 低含⽔率脱⽔機の評価

② 次世代汚泥濃縮・脱⽔設備の実⽤化 ★

③ 新規汚泥処理システムの事後評価

④ 新型焼却炉の開発および事後評価

① 嫌気性消化・バイオガス利⽤の拡⼤

② ⽔素製造・利活⽤技術の実⽤化の推進

③ 燃料化・肥料化による下⽔汚泥の資源利⽤の拡⼤ ☆

④ 焼却廃熱発電の実証

⑤ 下⽔中の資源元素の回収・利⽤技術の開発 ★

① 低コスト再⽣⽔製造技術の実⽤化 ★

② 消毒技術の再評価

① 下⽔熱回収・利⽤技術の開発 ★

② 下⽔熱利⽤可能性検討⼿法の確⽴

① 流⼊⽔量減少対応型⽔処理技術の実⽤化 ☆

② 処理能⼒増強技術の導⼊⼿法の確⽴

③ 処理能⼒評価・検討⼿法の体系化

④ 運転管理による効率化・最適化⼿法の整理・体系化

① 耐硫酸防⾷被覆⼯法の事後調査

② 有機酸・炭酸による腐⾷の対策技術の確⽴ ★

③ 下⽔道施設の⾦属腐⾷に関する調査研究 ★

④ 下⽔道施設の腐⾷対策技術の体系化

① 耐震・耐津波対策の深化　☆

② 災害時対応技術の開発・実⽤化　☆

③ 効率的かつ効果的な⾬⽔対策技術の開発

① 劣化診断・異常診断技術の実⽤化

② 施設運転管理効率化・⾼度化・⾃動化技術の開発　★

③ 設計・施⼯の⽣産性向上技術の推進

④ 管路マネジメント技術の利⽤推進

① 下⽔処理場の全体最適化⼿法の確⽴　★

② 下⽔道事業全体の最適化⼿法の体系化

技術分野 開発⽬標 開発課題 ※

1 省エネ・低炭素
化技術

1-1 ⽔処理プロセスの省エネ化・低炭素化

1-2 汚泥処理プロセスの省エネ化・低炭素
化

2 資源・エネルギー
利活⽤技術

2-1 下⽔道バイオマス等の利活⽤拡⼤

2-2 処理⽔再利⽤の促進

2-3 下⽔熱利⽤の普及促進

3 施設機能維持・
向上技術

3-1 持続可能な下⽔処理システムの構築

3-2 総合的な下⽔道施設腐⾷対策技術
の確⽴

3-3 防災技術の充実化

※注） ★当該開発課題が基礎課題に該当、☆当該開発課題の⼀部内容が基礎課題に該当

4 ⽣産性向上・最
適化技術

4-1 下⽔道におけるICT・IoT利活⽤の推
進

4-2 下⽔道事業の全体最適化の実現

JS技術開発年次報告書（令和元年度）

- 97 -



JS 技術開発年次報告書（令和元年度） 

 

 

 

付３ 基礎・固有調査研究の中期計画（中間見直し） 
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令和 2 年 2 月 4 日決定 

 

基礎・固有調査研究の中期計画（中間見直し） 

 

1. 中期計画策定の背景・目的 

日本下水道事業団（以下、「JS」）  は、これまで、研究課題を自ら設定し主体的に実施する

基礎・固有調査研究を実施することで、オキシデーションディッチ法（OD 法）や、膜分離活

性汚泥法（MBR）、コンクリート防食技術等、下水道分野のスタンダードとなっている処理法

や技術の開発・指針化等を行い、広く全国の地方公共団体に普及してきた。 
平成 29 年 3 月に策定した第５次中期経営計画（ 以下、「５次中計」）では、JS は「ソリュ

ーションパートナー」として各事業主体が抱える様々な課題を共に考え、解決策を提案し、事

業の持続に役割を果たすとともに、「下水道ナショナルセンター」として、個々の地方公共団体

に代わり、技術開発や人材育成等を通じた下水道界全体の発展に貢献することとした。 
5 次中計に掲げたこの役割を着実に果たしていくため、JS 自らの財源を確保し、安定的かつ

継続的に基礎・固有調査研究を実施し、地方公共団体に成果を還元できるよう、必要な施設整

備と具体的な調査研究事項を「基礎・固有調査研究の中期計画」（以下、「本中期計画」）として

策定する。 

具体的には、以下の 2 つの役割を担うために必要な施設整備及び調査研究を本中期計画の内

容とする。 
1）  これまで受託建設事業を通して導入建設してきた技術・施設に関し、これからも現場の

課題や技術の進化を踏まえ、維持管理の効率化、改築更新手法の最適化を支援するとともに、

その成果を標準化等により受託団体に広く還元できるよう継続的に調査研究（以下、「固有

調査研究」）を実施し、ソリューションパートナーとしての責務を果たす。 
2） 下水道技術を牽引、進化させ、下水道の発展に寄与する先導的な調査研究（以下、「基礎

調査研究」）を実施し、その成果を基に民間企業等の効率的・効果的な技術開発を先導し、

新たなスタンダードづくりに繋げていく、ナショナルセンターとしての責務を果たす。 

上記の調査研究は、基本的には、平成 29 年 4 月に策定した JS 技術開発基本計画（４次計

画）（以下、「４次技計」）に位置づけられた分野・技術であるが、固有調査研究には、それらに

加え、地方公共団体のニーズや現場施設の実態を踏まえ、JS が独自に開発・改良・導入して

きた技術の評価・提案や維持管理状況に配慮した段階的整備手法の調査・研究などの創意工夫

レベルで解決すべき分野も含めていく必要がある。 
これらの調査研究を実施することにより、国土交通省が平成 27 年 12 月に策定した下水道

技術ビジョンに位置づけられた基礎研究、応用研究、実証研究、さらには導入後の事後評価を

行い、PDCA サイクルを回すことにより、技術の良好な循環が実現できる。 
なお、基礎・固有調査研究は、JS に求められる役割を継続的に果たしていく観点から、長期

的・継続的に実施するものであるが、当面、5 次中計、4 次技計と整合を図り、平成 29 年度か

ら令和 3 年度の 5 年間について内容・費用の具体化を図ることとする。 
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2. 中期計画の内容 

2-1. 基礎・固有調査研究の対象 

2-1-1. 今までの固有調査研究等の成果を時代の要請に応じ更に「進化・継続」させ、地方公共

団体等に還元する技術「コア技術」の調査研究 

JS が今までに開発してきた技術の中で、既に多くの地方公共団体で採用されるなど、汎用性

が高く、かつ人口減少や、更なる省エネ・低炭素化への要請等社会情勢の変化に対応して進化

させていく必要がある技術に係る調査研究を行う。これらの成果は、既存施設の改築更新時等

に、従前同様受託建設事業を通して広く地方公共団体に技術還元する。 
主な実施内容（調査研究テーマ）としては、 
 改築・更新等を契機とした水処理の効率化、省エネ・維持管理性向上 
 中小都市向け汚泥燃料化・肥料化等、地域の実情に応じた汚泥利活用術 

などがあげられる。 
また、具体的な成果還元としては、 
 省エネ型 MBR の受託建設事業での導入促進 
 中小規模向けの汚泥燃料化技術の受託建設事業での導入促進 

などがあげられる。 

2-1-2. 民間企業との共同研究等の成果を「仕様化・標準化」し、地方公共団体等に還元する技

術「標準化技術」の調査研究 

JS が今までに共同研究等を通して開発・実用化してきた技術について、事後調査等のフォ

ローアップを行い、その成果に基づき仕様化・標準化等を実施して、広く地方公共団体に技術

還元する。 
主な実施内容（調査研究テーマ）としては、 
 脱水汚泥の低含水率化による維持管理の効率化 
 硫酸腐食対策の充実による施設長寿命化 

などがあげられる。 
また、具体的な成果還元としては、 
 低含水率型脱水機の標準仕様化等、技術基準類への反映 
 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への反映 

などがあげられる。 

2-1-3. 今後の技術進化に向けＪＳが「先行・先導」して基礎調査研究を進める技術「先導技

術」の調査研究 

下水道分野の技術革新に向けて、他分野で開発が進んでいる先端技術の下水道事業への適用

を中心に、その原理や導入に向けた基礎研究を行う。本中期計画の終了後に民間企業等におけ

る応用研究、国や地方公共団体とも連携した実証研究につなげることにより、下水道界全体に

技術還元する。 
主な実施内容（調査研究テーマ）としては、 
 更なる省エネ・創エネ・低コスト化に資する次世代処理技術 
 AI・ICT 等を活用した管理の効率化・自動化技術 

などがあげられる。 
また、具体的な成果還元としては、次期計画期間における民間企業等との 
 新たな生物反応を用いた水処理技術の応用研究 
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 AI を活用した水処理運転制御技術の実証研究 
などにつなげることがあげられる。 

2-2. 研究フィールド 

基礎・固有調査研究の実施に必要な施設については、技術開発実験センター（栃木県真岡市）

において整備するものとする。施設については、本中期計画で基盤の整備を行い、中長期的な

調査研究に活用する。 

2-3. 内容 

別表に調査研究対象毎の内容を示す。 

2-4. フォローアップ 

最先端の技術開発は多様な分野において日進月歩で進んでおり、常にそれら全体を俯瞰しつ

つ、下水道事業の課題解決や新たな展開と如何にリンクさせていくかを考えることが重要であ

る。このため、本中期計画についても、中間年を目途に、周辺状況の変化や調査研究の進捗状

況を踏まえて、必要に応じ内容を見直すものとする。また、計画期間終了後には、本中期計画

の成果の地方公共団体への還元状況や民間企業等への先導状況を検証し、第６次中計、第５次

技計の策定とあわせて、新たな中期計画を策定する。 

2-5. その他 

基礎・固有調査研究を着実に実施するため、固有調査研究については現場を有する地方公共

団体、総合事務所等との連携を、基礎調査研究については関連分野に強みを有する大学等との

連携を図るものとする。 
また、基礎・固有調査研究は、職員が主体的かつ中長期的な視点から取り組めることから、

地方公共団体への成果の還元、民間企業等による技術開発の方向性の誘導といった役割に加え

て、JS の人材育成にも活用する。 
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別表 調査研究対象毎の内容 

費 
⽬ 調査研究対象 調査研究(テーマ)および施設等整備内容 

調 
査 
研 
究 
費 

固 
有 
調 
査 
研 
究 

コ ア 技 術 

 改築・更新等を契機とした⽔処理の効率化、省エネ・維持管理性向上 
 中⼩都市向け汚泥燃料化・肥料化等、地域の実情に応じた汚泥利活⽤ 
 汚泥処理の広域化、地域バイオマスの活⽤等によるバイオマス利活⽤促進 
 ⼈⼝減少等に対応した⼩規模低コスト⽔処理技術 
 有機酸・炭酸劣化対策による施設⻑寿命化 

標 準 化 技 術 

 脱⽔汚泥の低含⽔率化による維持管理の効率化 
 紫外線消毒の消費エネルギー削減による普及促進 
 既存施設活⽤による改築更新円滑化・処理能⼒増強 
 硫酸腐⾷対策の充実による施設⻑寿命化 
 新技術を活⽤した下⽔処理場のエネルギー最適化 

基 
礎 
調 
査 
研 
究 

先 導 技 術 

 更なる省エネ・創エネ・低コスト化に資する次世代処理技術 
 ⽔素利活⽤技術の開発等による下⽔道資源の活⽤ 
 希少⾦属回収技術等、下⽔道資源利活⽤ 
 AI・ICT 等を活⽤した管理の効率化・⾃動化技術 

施 
設 
整 
備 
費 

固 
有 
調 
査 
研 
究 

コ ア 技 術 

 地域の実情に応じた汚泥利活⽤に関する調査研究に必要なコンポスト実験装置の整
備を実施する。 

 地域バイオマスの活⽤等によるバイオマス利活⽤促進に関する調査研究に必要な嫌気
性消化実験装置の整備を実施する。 

 パイロットプラント等を設置する実験棟の整備を実施する。 
 技術開発実験センターの⽼朽化対応として、 

・ 流⼊下⽔管の移設、原⽔ポンプ等の更新 
・ 研究棟の改修 

等を実施する。 

標 準 化 技 術  紫外線消毒の消費エネルギー削減に関する調査研究のため、紫外線実験装置等の
整備を実施する。 

基 
礎 
調 
査 
研 
究 

先 導 技 術 
 次世代⽔処理技術に関する調査研究に必要なベンチプラントの整備を実施する。 
 AI を活⽤した⽔処理運転⽀援・制御技術に関する調査研究に必要なパイロットプラン

トの整備を実施する。 
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付４ 技術開発実験センター概要 
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技術開発実験センター概要 

技術開発実験センターは、分流式下水道の実下水を用いたパイロットプラント規模の実証実

験のための常設実験ヤードを確保するとともに、民間企業などとの共同研究をさらに推進する

ことなどを目的として、平成 13 年 6 月に開所した。  

技術開発実験センターでは、隣接する真岡市水処理センターより送水した分流式下水道の実

下水を用いて、比較的規模の大きいパイロットプラント実験を行えるほか、実規模の反応タン

クを模擬した多目的水槽を用いて、各種機器の性能試験などを行うことが可能である。令和元

年度末までの共同研究による利用件数は 67 者となっている。  

技術開発実験センター施設概要

所 在 地 栃木県真岡市八木岡 番

敷地面積 約

開所年月 平成 年 月

主要施設

・研究棟（鉄筋コンクリート造、 階建）

・実験棟（鉄骨造、平屋建）※建設中

・中央実験ヤード（ × 区画）

・多目的実験用水槽（鋼製、幅 ×有効水深 ×長さ × 槽）

実験原水

隣接する真岡市水処理センターより分流汚水を取水

・流入下水： 日（中央実験ヤード 区画あたり最大 日）

・最初沈殿池流出水： 日（同上 日）

 
 

施設平面図および中央実験ヤード使用状況（令和元年度末現在）

施設平面図
中央実験ヤード使用状況

区画 利用者

荏原実業㈱

－

－

三菱電機㈱

－

－

－

－

－

 

5

6

7

8

9

1

2

3

4

正門

研究棟

多目的
実験用
水槽

受排水槽

中央実験ヤード

北
実
験
ヤ
ー
ド

N

真岡市水処理センター

実験フィールド

駐車場

西実験ヤード

実験棟
(建設中)
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また、「基礎・固有調査研究の中期計画」において、基礎・固有調査研究の実施に必要な施設

は、技術開発実験センターに整備するものとしており、現在、実験棟や活性汚泥処理実験プラ

ントなどの実験設備の整備を進めている。 

 

 
－ －

工 期 元 ～ 月竣工予定

構 造 鉄骨造平屋建

階 高 約

床面積 ×
収 容
設 備
予定

活性汚泥処理実験プラント
次世代水処理技術実験装置
コンポスト実験装置 等

実験棟の建設

工 期 ～ 月竣工予定

構 造 鋼板製

処理方式 標準活性汚泥法

処理能力 日最大 日× 系列

使用目的 を用いた水処理運転制御技術の
実証実験等

活性汚泥処理実験プラントの製作・設置
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