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（技術評価の経緯） 

下水道から発生する下水汚泥は、バイオガス化や固形燃料化により再生可能

エネルギーとして活用することや、コンポスト化等により農業利用が可能であ

り、地球温暖化対策やエネルギー構造の転換等の社会的課題の解決に貢献でき

るポテンシャルを有している。 

下水汚泥の処理・処分は、濃縮・消化・脱水・焼却といった複数の工程があ

り、それぞれの汚泥処理施設の設計や維持管理を最適化するために、汚泥濃度、

有機分比（VTS）、M-アルカリ度、繊維状物等を指標として、濃縮性や脱水性

の向上に努めてきた。特に、汚泥濃度を指標として、汚泥脱水機（以下、「脱

水機」という。）への供給汚泥を高濃度化することで、供給汚泥量の減量化や

脱水機内での圧搾工程の長時間化により脱水汚泥の低含水率化が図られてきた。

また、脱水機に供給する汚泥性状を安定化させるため、汚泥貯留槽による汚泥

性状の均一化を図ることや高分子凝集剤及び無機凝集剤を用いて供給汚泥の凝

集フロックを強化することが行われてきた。 

日本下水道事業団（以下、「JS」という。）では、これまでに様々な汚泥処

理システムを開発し、下水処理場から発生する下水汚泥の処理・処分に関する

効率化や下水汚泥の新たなエネルギー利用の発展に寄与してきた。近年では、

汚泥処分費用を低減する技術開発の一つとして、脱水汚泥を低含水率化させる

ことを目的とした新たな脱水機の開発を行い、成果を挙げてきた。しかし、い

ずれの脱水機においても、その脱水性能は供給汚泥性状に大きく依存するのが

実状である。さらに、嫌気性消化（以下、「消化」という。）を代表とする難脱

水性の汚泥を低含水率化するためには、凝集剤の薬品費が高額になるほか、大

幅な含水率の低下が見込めない等の課題が残されていた。そこで、JS では民間

企業との共同研究を通じて、汚泥処理システムの合理化とバイオマスのマテリ

アル（助材）利用を実現するため、供給汚泥性状の指標の中から繊維状物に着
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目し、流入下水中に含まれる繊維状物を効率的に回収し、助材として脱水機に

供給することで、脱水性を抜本的に改善する「下水汚泥由来繊維利活用システ

ム」を開発した。 

以上のような背景から、平成 27 年 10 月に JS 理事長より技術評価委員会へ

諮問があり、下水汚泥由来繊維利活用システムの技術評価を行うこととなっ

た。 

 

（技術評価の目的） 

本技術評価は、下水汚泥由来繊維利活用システムの開発に係る実証実験結果

を体系的に整理することにより、下水汚泥由来繊維の定義、下水汚泥由来繊維

利活用システムにおける技術の特徴、施設設計や維持管理上の留意事項、並び

に、導入効果を提示することを目的とする。 

 

（評価対象技術） 

１．下水汚泥由来繊維利活用システム 

本技術評価で対象とする下水汚泥由来繊維利活用システム（以下、「本シス

テム」という。）の下水処理場への導入概念図を図－１に示す。 

本システムは、下水汚泥由来繊維を回収ユニットにより回収助材として効率

的に回収し、これを脱水機に供給する汚泥に添加することで、脱水汚泥の低含

水率化や凝集剤の低薬注率化等、脱水性能を大幅に改善するものである。 
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最初沈殿池流入水 放流水

返送汚泥

重力濃縮槽

搬出等

回収助材
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汚
泥
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剰
汚
泥

返流水
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洗浄水（二次処理水等）

消化槽

分離濃縮の場合

：下水汚泥由来繊維利活用システムの範囲

汚泥貯留槽 汚泥脱水機

最終沈殿池反応タンク

機械濃縮機

回収ユニット

 

 

２．下水汚泥由来繊維 

下水汚泥由来繊維とは、下水処理場の最初沈殿池から引き抜かれた汚泥（以

下、「初沈汚泥」という。）に含まれる繊維状物をいう。 

３．回収助材 

回収助材は、図－２に示す通り、初沈汚泥を高速回転するミル（以下、「スラ

ッジミル」という。）で連続的に磨り潰した後に、回転ドラム型のメッシュスク

リーンを具備する回収装置に供給し、二次処理水等を用いた洗浄水により連続

的に洗浄しながら、排水と分離して取出した下水汚泥由来繊維である。 

回収助材に含まれる下水汚泥由来繊維は、繊維長の分布、繊維の形状、繊維

の太さ、可燃分の元素組成、灰分等の性状から判断して、流入下水中に含まれ

るトイレットペーパーに由来するものである。 

図－１ 下水汚泥由来繊維利活用システムの導入概念図 
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回収装置
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（評価の範囲） 

下水汚泥由来繊維や回収助材の実態、回収助材を脱水機に供給する汚泥に添

加した場合の含水率や薬注率等の脱水性能、本システムを導入した場合の重力

濃縮槽や消化槽等の周辺施設への影響、並びに、導入効果を評価の範囲とする。 

 

（技術の特徴） 

１．下水汚泥由来繊維と回収助材の実態 

本技術評価にあたり、実際の下水処理場での下水汚泥由来繊維の含有量に関

する実態調査を行った。その結果、最初沈殿池を有する水処理方式の場合、下

水処理場に流入する繊維状物は、下水汚泥由来繊維として初沈汚泥中に 95％以

上移行すること、初沈汚泥中の浮遊物質（SS）分のうち、下水汚泥由来繊維の

割合は排除方式によらず 45％程度であった。なお、本技術評価では、試料を公

称目開き150µm程度を有する100メッシュのふるい上で水洗いした後に残され

た残留物を 105℃～110℃で 2 時間乾燥させたものを繊維状物と定義した。 

供給汚泥と回収助材の下水汚泥由来繊維の比較は、図－３に示す通りである。

図－２ 下水汚泥由来繊維利活用システムの処理フロー 
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回収助材の評価は、回収ユニットに供給する初沈汚泥中の下水汚泥由来繊維を

除く SS 分（S1）及び下水汚泥由来繊維（F1）と回収ユニットから取り出された

回収助材中の SS 分（S2）及び下水汚泥由来繊維（F2）との関係から、助材純度

（F2／(F2＋S2)×100）と助材回収率（F2／F1×100）により行う。 

Ｓ1

Ｆ1 Ｆ2

Ｓ2

ＳＳ分
（繊維分
を除く）

繊維分

供給汚泥 回収助材

Ｓ1：供給汚泥中の下水汚泥由来繊維を除くSS

Ｓ２：回収助材中の下水汚泥由来繊維を除くSS

Ｆ1：供給汚泥中の下水汚泥由来繊維

Ｆ２：回収助材中の下水汚泥由来繊維

洗浄水

回収助材
（Ｓ2＋Ｆ2 ）

供給汚泥
（Ｓ1＋Ｆ1 ）

洗浄排水

回収ユニット

 

 

助材純度は、回収ユニットの効率的な運転を考慮すると高い方が望ましい。

これまでの実験結果では、供給汚泥と洗浄水量による影響を受けるが、助材純

度は 85％程度（供給汚泥濃度 1％程度、洗浄水量を供給汚泥量の 70%程度とし

た場合）であり、その時の助材回収率は、85％程度であった。 

２． 回収助材を用いた脱水性能 

(１) 含水率 

回収助材を脱水機に供給する汚泥に添加することにより、供給汚泥中の繊維

状物量が増加し、それが骨格となって、水が抜けやすい流路の確保に役立つだ

けでなく、更に圧搾も可能となることから低含水率化が図れる。 

消化汚泥のような難脱水性汚泥は、回収助材の添加量を増大することにより、

脱水汚泥含水率の低下が見込まれる。脱水機の種類により効果は異なるが、消

化汚泥に回収助材を添加した場合の圧入式スクリュープレス脱水機による脱水

汚泥含水率の低減効果の一例としては、固形物量当たり 20%の助材添加率で含

水率は 7～8％程度低下する。 

図－３ 供給汚泥と回収助材の下水汚泥由来繊維の比較 
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(２) 薬注率 

脱水機に供給する汚泥に添加する高分子凝集剤は、汚泥調質により汚泥粒子

を凝集し、フロックを形成するものとして不可欠な薬品である。供給汚泥に回

収助材を添加すると凝集フロックを物理的に結び付ける効果により、フロック

を強化することが可能となることから、薬注率の低減が図れる。 

脱水機の種類により効果は異なるが、消化汚泥へ回収助材を添加した場合の

圧入式スクリュープレス脱水機における薬注率の低減効果の一例としては、脱

水汚泥含水率を同程度とした場合、固形物量当たり 18～20%の助材添加率で高

分子凝集剤の添加量が 50%程度低減できる。 

(３) その他 

回収助材は、脱水汚泥の性状と比較して灰分が少なく発熱量が高いことから、

回収助材を添加した脱水汚泥は、回収助材を添加していない同等の含水率の脱

水汚泥と比較して燃料価値が高いものとなる。また、回収助材の添加により、

圧入式スクリュープレス脱水機やベルトプレス脱水機といった一部の脱水機で

は、脱水機本体の時間当たりの固形物処理能力が向上する傾向にある。 

３． 周辺施設への影響（濃縮、消化） 

(１) 濃縮施設への影響 

回収ユニットに使用する洗浄水は二次処理水又は砂ろ過水を用い、発生した

回収装置の洗浄排水は、重力濃縮槽へ投入する。これまでの実験において、重

力濃縮槽の濃縮性に影響がないこと、濃縮分離液の水質が悪化することはなく、

水処理施設への返流水負荷は増大しないことが確認されている。 

(２) 消化施設への影響 

初沈汚泥から助材を回収した場合、消化槽へ供給する下水汚泥由来繊維が減

少することから、発生するバイオガス量は減少する可能性がある。 
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（施設設計上の留意事項） 

１． 導入検討 

本システムは、最初沈殿池を有する水処理方式を採用する下水処理場であっ

て、消化槽を有する場合等で脱水性能の改善が望まれる下水処理場を対象とす

る。導入にあたっては、初めに、当該処理場の維持管理データ等に基づき脱水

性能を改善することによるコスト縮減等の導入効果について検討を行う。 

導入効果が見込まれた場合、当該処理場における下水汚泥由来繊維の含有量

の把握や回収助材の添加可能量を検討するため、当該処理場での実態調査を実

施する。実態調査においては、初沈汚泥発生量や下水汚泥由来繊維の含有量の

測定等を行う。 

さらに、詳細な導入検討を実施する場合、助材純度や助材回収率、回収助材

の添加による脱水性能の改善効果の検証を目的として、試験機を用いて助材回

収実験を行うとともに、得られた回収助材を当該処理場の脱水機に供給するこ

とで、含水率や薬注率の低減効果を確認する実証実験を行うことが望ましい。

なお、同一処理場内で複数の脱水機の種類を有する場合、脱水機の種類により

助材添加率と脱水性能の改善効果が異なる場合があるので留意する。 

２． 設計対象水量 

本システムの設計対象水量は、システムの効率的な運転を行うため、原則と

して日平均汚水量とする。 

３． 物質収支 

維持管理データや実態調査結果に基づき、当該処理場の固形物や下水汚泥由

来繊維、バイオガス等に関する物質収支を作成する。作成した物質収支を用い

て、助材回収可能量や助材添加率の検討を行う。続いて、回収ユニットの容量

と台数を検討する。なお、容量と台数は、回収ユニットの運転時間、施設配置、
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建設費、維持管理費等を考慮する。それらの結果を総合的に評価した上で、最

適な助材回収量と助材添加率を決定し、導入後の物質収支を作成する。 

４． 臭気・騒音・振動 

本システムの初沈汚泥一時貯留槽、回収装置本体、回収助材一時貯留槽につ

いては、臭気が発生することから脱臭を行う。 

また、騒音・振動については、騒音 65dB 程度・振動 5µm（両振幅）程度で

あるため、特別な騒音・振動対策は不要である。 

５． 施設設計 

本システムの設計にあたっては、導入した場合の処理フロー、設備容量、設

備配置、配管改造、運転方案、必要な電気設備や土木・建築施設を検討する。

なお、回収ユニットは、屋内でも屋外でも設置可能である。 

回収ユニットは、装置が停止した場合でも、脱水機の継続運転が可能である

ことから、原則として、スラッジミルや回収装置に予備機は設置しない。 

また、回収助材を脱水機に供給する汚泥に添加する方法は、汚泥供給配管へ

のライン注入を推奨するが、添加率を安定化するため、脱水機の運転時間に対

応できるように回収助材を一定量貯留することが望ましい。なお、助材を添加

して低含水率化した脱水汚泥は、配管輸送の場合にポンプの圧力損失が増大す

るため、圧送配管への滑剤注入等を検討する。さらに、重力濃縮槽からの分離

液については、水量増加に伴う返流水管の容量について留意する。 

 

（維持管理上の留意事項） 

１． 回収ユニットの運転方法 

 回収助材の貯留日数は、長期間貯留に伴う助材の腐敗による効果の低減を避

けるため、2～3 日とする。回収ユニットへの供給汚泥は初沈汚泥であるため、
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供給汚泥の濃度は水処理施設の運転状況に応じて変動する。従って、合流式や

一部合流式の下水処理場については、雨天時の影響により初沈汚泥濃度が大き

く変動するため、回収ユニットへ供給する汚泥量や濃度による洗浄水量の調整

に留意する。 

２． 回収ユニットの保守点検 

 回収ユニットは、日常的な巡回点検及び定期点検を必要とする。主な巡回点

検事項は、動作状況の確認であり、制御盤での運転状況、スラッジミルと回収

装置の振動・騒音の発生の有無、生成された回収助材の状態を目視にて確認す

る。定期点検は、1 年に 1 回で 1～2 日を要し、専門メーカーによりスラッジミ

ルや回収装置の内部、制御盤の点検を行い、必要に応じて摩耗・損耗箇所等の

補修や部品交換を実施する。 

 

（導入効果） 

１． 汚泥処理・処分費用の削減 

本システムの導入効果の検討にあたっては、回収ユニットの建設費や維持管

理費に対して、脱水汚泥の低含水率化による汚泥処分費の削減額、高分子凝集

剤の低薬注率化による高分子凝集剤購入費の削減額等について、総合的に評価

する。一方、バイオガス量の減少に伴うバイオガス発電量の減少についても考

慮する。これまでの実験結果に基づいて下水処理場への導入検討を実施したと

ころ、日平均汚水量が 60,000m3／日、固形物量当たり 20%の助材添加率で脱水

汚泥含水率が 7～8％低下した場合、7％程度のバイオガス量の低下に伴うバイオ

ガス発電による電力売却益の低減を考慮しても、年当りの事業費（建設費＋維

持管理費）は 15 百万～20 百万円程度（汚泥処分費 16,000 円／t、高分子凝集剤

添加率同等）が削減される。 
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２． 温室効果ガス排出量の削減 

本システムの導入により、新たに回収ユニット等の消費電力量が必要となる

ため、温室効果ガス（以下、「GHG」という。）排出量は増加する。 

しかし、脱水工程において、薬注率低減を目的として回収助材の添加により

高分子凝集剤使用量を削減した場合や、脱水工程以降に焼却処理施設やコンポ

スト化施設を有し、回収助材の添加による低含水率化により脱水汚泥量が削減

した場合には、回収ユニット等の消費電力量の増加を考慮しても汚泥処理シス

テム全体の GHG 排出量の削減が期待される。 

 

（その他の留意事項） 

回収助材については、脱水汚泥の低含水率化や低薬注率化に加えて、脱水機

固形物処理能力の向上、脱水汚泥の燃料価値向上について、基礎的なデータが

確認されている。 

これらの効果については、本システムが実施設として稼働が開始されてから、

追跡調査等により明らかにしていく必要がある。 

 また、回収助材を他の処理場に運搬して脱水助材や消化槽へ利用することや

汚泥性状が不安定な混合生汚泥への本システムの適用についても検討を実施し

ている。今後、これらを含めた研究・技術開発動向を注視していく必要がある。 


