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はじめに

JS 技術開発五ヶ年計画は、平成 18 年 3 月までの 5 年間を計画期間とする JS

技術開発部の初めての長期計画として、平成 13 年 3 月に策定された。研究開発

評価実施要領(平成 15 年 3 月 27 日付本技技発第 181 号)によれば、長期計画の

完了評価は計画期間終了後に実施することとしている。これに従えば、完了評

価は平成 18 年度に行うことになるが､完了評価の最大の目的は実施状況を次期

長期計画に反映することにあり、実質的な報告書の取りまとめ等は長期計画の

最終年度に次期計画の策定と並行して行うこととした。

長期計画の評価は、研究開発評価実施要領に規定された評価事項(①最終的な

研究開発成果、②研究開発目標の最終達成度、③成果の活用方針・見込み、④

残された課題・今後新たに取組みが必要な課題、⑤その他必要な事項)に則って

行うこととしている。そこで、本評価報告書では、今後の開発成果普及の参考

に供するため､過去に開発した技術の長期計画期間中の活用状況全般について

整理･評価した後、現計画に具体的な開発目標が示されている重点課題について、

実施要領に則った評価結果をまとめた。また、現計画の総括として長期計画策

定上の課題をまとめ、次期計画に反映すべき事項を整理した。

本報告書が、過去の研究記録としてばかりではなく、今後の研究開発推進の

参考資料として活用されることを期待している。
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第１章 長期計画の概要と完了評価の基本方針

１．ＪＳ技術開発五ヶ年計画の概要

第１次の JS 技術開発長期計画は、「ＪＳ技術開発五ヶ年計画（以下「1 次計画」という。）」

として、平成 13 年度から 17 年度の 5 年間の計画期間で実施された。

１次計画は理念として「ＪＳの技術開発は、下水道のライフサイクル全般を支援する

ために技術の善循環の要、先導役として、新技術の開発普及に積極的にチャレンジす

るシンクタンク（高難度の技術に対応する頭脳集団）となる。」を掲げ、「下水道事業

におけるニーズ(要求)に応え受託事業との連携を強化しながら、お客様の満足度を向上

させるとともに、わが国の下水道技術の発展に貢献し、ひいては地球環境保全に貢献

する。」ことを基本戦略として、技術開発業務を遂行することとした。

研究開発課題の実施は、６つの開発基本目標の下に 16 の開発課題を設定し、期間中

に実施する全ての個別課題は、この課題のいずれかに分類し、研究開発目的の明確化

を図ることとした。また、開発課題のうち 7 課題を重点課題として選定し、計画期間

における個々の開発目標（最終成果）を提示している。

２．完了評価の基本方針

研究開発評価実施要領（平成 14 年本技技発第 181 号）によれば、長期計画の完了評

価は、研究開発の達成度、成果等を整理し取りまとめた後、①最終的な研究開発成果、

②研究開発目標の最終達成度、③成果の活用方針・見込み、④残された課題・今後新

たに取組みが必要な課題、⑤その他必要な事項、の 5 つの評価事項に関して助言・提

言を行うこととしている。

1 次計画では、先の重点７課題について開発目標が示されており、1 次計画全体の総括

を行うとともに、重点７課題に関しても個別に実績を整理し、評価を行うこととする。

第２章　実施状況の概要

１．研究実績

（１）研究開発課題の実施概要

１次計画では、６つの開発基本目標の下に16の開発課題を設定し、このうち7課題を

重点課題として選定した。期間中に実施する全ての個別課題は、この課題のいずれか

に分類し、研究開発目的の明確化を図ることとしている。1次計画期間中に一部の期間

でも実施された個別課題数は162件、課題分類の重複を許すと延べ197件になる。

開発課題別の個別課題実施数は、高度化・コンパクト化等の重点7課題が153件で全

体の３／4強を占めている。(資料1 図１、資料7 表４参照)

予算区分別の個別課題実施数は、ＪＳ固有予算の試験研究と技術評価を合わせても

41件であり、全個別課題の１／4未満である。その他では、試験研究個別課題に関連し

て実施される共同研究が全体の1／3強、地方受託が1／4強となっている。(資料1 図２、

資料6 表３参照)
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技術の開発から導入、事後評価に至る技術開発サイクルを、便宜的に開発段階に応じた

7段階に区分し、試験研究個別課題を分類･整理した。

研究開発テーマの開発段階分類(案)

開発段階 内　　　　　　容

1実態調査 実施設状況や問題発生原因を解明するための現地調査等

2技術開発 問題解決等の基本技術を確立するための開発研究等

3製品開発 共同研究などの新技術の実用化を目的とした開発研究等

4開発評価 実機導入を目的とした実験プラント規模の性能評価試験

5導入調査 主に地方受託で実施する個別箇所への新技術の導入検討調査

6事後調査 導入後の実機問題点を把握し、改良方法を検討する現地調査

7事後評価 技術を標準化するための計画負荷条件における実機の評価試験

8その他 制度策定、積算基準調査など、技術に関わらない調査

開発段階別の個別課題数は、162件のうち「製品開発」が76件で全体の約1／2を占めて

いるが、このうち60件は共同研究である。また、「導入調査」の大半は地方受託である。

共同研究を除けば、ＪＳ技術開発部では実態調査～事後評価までの全段階の調査研究をバ

ランスよく実施している。(資料2 図３、資料6 表３参照)

計画期間中に国から受託した個別課題数は25件(課題別の重複を許すと延べ30件)である。

研究課題別の実施状況を見ると、開発基本目標間のバランスは良く、維持管理コスト低減、

汚泥の有効利用、処理水等の安全性向上などで実施数が多くなっている。特に、安全性を

向上する技術(41雨水・合流改善対策、42処理水等の安全性向上)は、課題の性格を反映し、

中核になる個別課題を国からの受託で実施している。(資料2 図４、資料6 表３参照)

（２）重点課題別の実施状況

重点開発課題に関しては、1次計画の開発課題検討調書の中で課題ごとの開発目標及

び達成に必要な今後の調査研究項目を挙げている。各開発課題の評価結果は別に報告

するが、各重点課題とも概ね当初計画どおり個別課題が実施されており、所期の目的

を達成できたといえる。(資料3 図５参照)

なお、1次計画後半では、次のような新たな試みも開始されている。

・“アナモックス”などの新たな生物反応の下水処理技術への適用

・耐硫酸性50年を目標としたコンクリートの開発

・超微細気泡（マイクロバブル）技術を用いた処理の効率化

・バイオマスのエネルギー利用技術の開発

２．研究開発成果と活用実績

計画期間中に出願された特許は 59 件で、既に公開されているものも多い。開発課題別

にみると、処理管理向上(処理施設の維持管理性向上)、汚泥の減容化技術、エネルギー自

立以外の開発課題は全て重点課題として実施された個別課題の成果である。(資料 3 図６

参照)

開発技術別の特許出願は、炭化処理･有効利用技術、コンクリート防食・抑制技術、膜分

離活性汚泥法、りん回収技術、汚泥可溶化技術、バイオガス関連技術、その他下水道技術(計

測技術)など 12 技術であり、1 件を除き何れも民間企業との共同開発によるものである。(資
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料 4 図７参照)

技術評価によるＪＳ開発技術の汎用化は、全国の下水道事業に寄与しているが、計

画期間中に評価・答申された技術は、「ステップ流入式多段硝化脱窒法」、「膜分離活性

汚泥法」、「下水汚泥の炭化システム」、「汚泥減量化技術」、「活性汚泥モデル」の 5 件

であり、何れも下水処理の中核をなす技術として、今後の普及が期待される。(資料 4 表

１参照)

１次期間中に実施した個別課題に関連する研究開発技術の導入実績をみると、過去

に開発し多くの導入実績を持つ技術に関しても継続して調査研究が行われており、技

術の改良が図られている。さらに、今計画期間中に実用化された技術のうち、炭化処

理、コンクリート防食、膜分離活性汚泥法、汚泥可溶化の各技術は、既に技術評価が

完了し、実機導入が進んでいる。(資料 5 表２参照)

第３章　重点開発課題の実施状況

重点開発課題に関しては、1次計画の開発課題検討調書の中で課題ごとの開発目標及

び達成に必要な今後の調査研究項目を挙げている。重点開発課題別の研究開発実施状

況を以下にまとめる。

１．高度化・コンパクト化

（１）研究開発概要

開発基本目標「下水道機能向上のための技術開発」の重点課題とされた「高度化・

コンパクト化」では、期間中に個別課題52件を実施した。本課題の下に研究開発し

た技術は、膜分離活性汚泥法、ペガサス、ステップ流入式多段硝化脱窒法などであ

る。当初計画された調査課題はほぼ予定どおりに実施され、膜分離活性汚泥法と活

性汚泥モデルについては技術評価が実施された。また、“アナモックス”などの新

たな生物反応の下水処理技術への適用など、新たな試みも開始されている。

（２）評価項目実施実績

①最終的な研究開発成果

本開発課題の下で実施した個別課題 52 件の内訳は､小規模処理技術 2 課題、高度

処理技術 13 課題、コンパクト化・改築更新新技術 24 課題、汚泥処理技術 2 課題、

その他の技術 11 課題であった。このうち、特に集中して実施された課題は、膜分離

活性汚泥法(11 課題)、ペガサス(６課題)、活性汚泥モデル(5 課題)などであり、ステ

ップ流入式多段硝化脱窒法、および膜分離活性汚泥法、活性汚泥モデルは技術評価

が実施された。なお、実施課題のうち活性汚泥モデルについては、長期計画開始後

に「維持管理コストの低減」に再区分し、実施している。

②研究開発目標の最終達成度

当初計画では､①既存、新規の高度処理技術の単独または組合せによる達成水質の

整理、②高度処理の効率化を可能する技術の実用化、の２点を開発目標に掲げてい

る。
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①に関しては、予定した個別課題の着手が計画期間の後半になったが、活性汚泥

モデルの実用化により、合理的・論理的な“高度処理技術の体系的整理”が可能に

なっている。また、②に関しては、JS 独自開発技術であるステップ流入式多段硝化

脱窒法の技術評価が完了したほか､これをベースとし、さらにコンパクト化を図った

ペガサス(担体添加活性汚泥法)の改良型、および高度処理用の膜分離活性汚泥法が実

用化され、大規模処理場の高度処理コンパクト化技術が完成した。

③成果の活用方針・見込み

ステップ流入式多段硝化脱窒法をベースにした一連の高度処理法の実用化により、

JS 独自の“高度処理のスタンダード技術および再構築・コンパクト化技術”が完成

し、大規模処理場の高度処理化再構築の需要に的確に応えられるハード技術が揃っ

たことになる。また、活性汚泥モデルの実用化により高度処理法の最適化検討が可

能になった。

これにより､JS 推奨高度処理技術メニューを整備し､活性汚泥モデルによる高度処

理法の選択・施設諸元の最適化提案とを併せた事業展開により､高度処理化の促進が

期待される。

④残された課題・今後新たに取組みが必要な課題

期間後半では、更なる高度処理化・コンパクト化技術として「“アナモックス”

などの新たな生物反応の下水処理技術への適用」、「超微細気泡（マイクロバブル）

技術を用いた処理の効率化」という新技術の開発にも着手している。両技術とも、

実用化できれば革新的な処理技術になる可能性を持っており､今後とも着実に技術

開発を進めることが望まれる。また、りん除去に関しては、今後とも資源利用を目

的とした技術開発を行なう必要がある。

⑤その他必要な事項

下水道法の改正などにより、標準活性汚泥法を主体とする大規模処理場の高度処

理再構築の需要は今後益々増加すると予測され､開発成果のタイムリーで戦略的な

普及促進が望まれる。

２．下水道施設の腐食抑制技術とコンクリート防食技術

（１）研究開発概要

開発基本目標「下水道管理性向上のための技術開発」の重点課題とされた「下水

道施設の腐食抑制技術とコンクリート防食技術」では、期間中に17件を実施した。

当初計画の調査課題はほぼ予定どおり実施され、H17年度からコンクリート防食技

術の技術評価も行われている。また、硫酸腐食以外への対応として、下水汚泥溶融

スラグの有効利用も併せた硫黄コンクリートの開発が行なわれた他、耐用年数50年

を目標とした耐硫酸コンクリートの開発に着手している。

（２）評価項目実施実績

①最終的な研究開発成果

本開発課題の下で実施した個別課題 17 件の内訳は､汚泥溶融スラグ有効利用技術

2 課題、コンクリート防食及び腐食抑制技術 15 課題であった。また、コンクリー

ト防食技術に関しては、共同研究の成果も踏まえて平成 17 年度より技術評価を開



5

始した。

②研究開発目標の最終達成度

当初計画では､①下水道施設における硫酸によるコンクリート劣化現象の予測モ

デルの開発、②既存施設の簡易なコンクリート腐食・劣化診断技術の開発、③耐硫

酸性を有するコンクリート・モルタルと劣化コンクリート部補修材料の開発、の３

点を開発目標に掲げている。

①に関しては、硫酸によるコンクリート劣化機構の解析成果の一環として、コン

クリート腐食促進装置(エイジトロン)を独自開発し､コンクリート材料の耐食性の客

観的な評価を可能にした。②に関しては、硫化水素連続測定器を用いたフィールド

調査手法は確立し、地方受託等に応用している。③に関しては、通常に比べ 5 倍程

度の耐硫酸モルタルを共同研究で開発し、技術評価を実施している他､さらに補修が

不要となる 10 倍程度の耐硫酸コンクリート・モルタルの共同研究に着手している。

③成果の活用方針・見込み

JS が開発･評価したコンクリート防食技術は､JS の「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指針」(防食指針)に反映され､高い評価を得て､社会的に広

く利用されている。今回の技術評価結果も防食指針に反映するとともに、防食性能

を広く公表し、材料の普及促進を図ることとする。

④残された課題・今後新たに取組みが必要な課題

コンクリート劣化現象の予測モデルは記述モデルの検討に留まっており、有効な

劣化診断手法を確立するためには、改築･更新時の簡易な劣化診断技術の開発と併せ

て、さらに研究開発を継続する必要がある。また、新たに着手した 10 倍程度の耐硫

酸性コンクリートの開発も推進することが求められる。

⑤その他必要な事項

コンクリート防食技術は JS の得意とする研究開発分野であり、硫酸腐食以外のコ

ンクリート劣化要因、あるいは硫黄コンクリートなどカルシウム分以外のコンクリ

ート材料の開発評価などにより、体系的な防食技術の確立にも寄与することが期待

される。

３．維持管理コスト低減

（１）研究開発概要

同じく開発基本目標「下水道管理性向上のための技術開発」の重点課題とされた

「維持管理コスト低減」では、期間中に16件を実施した。本課題の主要技術は、活

性汚泥モデルと改築更新診断技術であり、ほぼ当初計画どおり実施され、活性汚泥

モデルはH16～17に技術評価が行われた。当初計画にあった「ばっ気装置の効率化」

に関しては、関連技術として超微細気泡（マイクロバブル）技術に着目し、H17年

度より開発に着手している。

（２）評価項目実施実績

①最終的な研究開発成果

本開発課題の下で実施した個別課題 16 件の内訳は､コンパクト化・改築更新新技



6

術 3 課題、汚泥処理技術 1 課題、その他の技術 12 課題であった。このうち、特に集

中して実施された課題は、活性汚泥モデル(5 課題)、施設診断技術(4 課題)などであ

り、活性汚泥モデルは技術評価が実施された。

②研究開発目標の最終達成度

当初計画では､① LCA による最適技術の選定手法の確立、② LCA 的視点による

装置及びシステムの効率化、の２点を開発目標に掲げている。

①に関しては、各種シミュレーション技術の適用を想定しており､本課題の主要シ

ミュレーション技術として活性汚泥モデルの技術評価を達成したほか､雨水流出・流

下(汚濁解析)モデルは、後述の「雨水・合流改善対策」課題に区分しているが､既に

開発技術を地方受託に適用している。②に関しては、多重円板外胴型スクリュープ

レス脱水機の技術改善を図ったほか､新たに「超微細気泡（マイクロバブル）を用い

た処理技術の開発」に着手している。

③成果の活用方針・見込み

活性汚泥モデルは、前掲の高度処理法の最適化以外に､現有施設の運転管理の最適

化にも有効であり､下水道業務全般に渡る業務支援ツールとして、JS 受託業務への

積極的な導入を図る。

④残された課題・今後新たに取組みが必要な課題

維持管理コスト低減に寄与するハード技術は、「超微細気泡（マイクロバブル）を

用いた処理技術の開発」が緒についたばかりであり、今後精力的に技術開発を行な

うことが望まれる。また、活性汚泥モデルに関しては、シミュレーション精度の向

上に向けたデータの蓄積とともに、沈殿池モデルなどを組合わせた下水道の総合シ

ミュレーション技術への発展が期待される。

⑤その他必要な事項

活性汚泥モデルの実務利用に当たっては、利用現場と開発部門との密接な連携が

必要であり､実用化後も人材養成と併せて開発を継続できる体制を整備する必要が

ある。

４．下水汚泥の有効利用

（１）研究開発概要

開発基本目標「資源の有効利用・リサイクルのための技術開発」の重点課題とさ

れた「下水汚泥の有効利用」では、期間中に43件を実施した。本課題の主な技術は、

炭化処理システム、スラグ有効利用、りん回収技術などである。炭化処理システム

は、当初計画の安全性に関する技術評価が15年度に完了し、炭化物の燃料化事業の

実施を目的とした多くの地方受託調査が実施されるなど、事業分野で当初計画を上

回る成果が上がっている。また、H16年度より地球温暖化防止技術の一環として「バ

イオマスのエネルギー利用技術の開発」にも着手している。

（２）評価項目実施実績

①最終的な研究開発成果

本開発課題の下で実施した個別課題 43 件の内訳は､汚泥処理技術 38 課題、その他

の技術 5 課題であった。このうち、特に集中して実施された課題は、炭化処理シス
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テム(炭化汚泥有効利用）(23 課題)、バイオガス(５課題)、汚泥溶融システム(スラグ

有効利用) (5 課題)、りん回収技術(4 課題)などであり、炭化処理システムは「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」として技術評価が実施された。

なお、実施課題のうちバイオガス関連テーマは開発課題「エネルギー自立」、りん回

収技術は開発課題「資源回収（リン）」の個別課題にも区分されている。

②研究開発目標の最終達成度

当初計画では､①既存有効利用手法（コンポスト、溶融スラグなど）の処理技術、

利用技術の標準化、②新たな有効利用技術（炭化汚泥、小規模自動コンポストなど）

の開発・確立、の２点を開発目標に掲げている。

①に関しては､溶融スラグ・焼却灰のアスファルト資材への利用に道を開いたほか、

新しい試みとして溶融スラグを用いた硫黄コンクリート製造を実現した。②に関し

ては、炭化汚泥の新たな利用方法として「石炭火力発電所の地球温暖化防止のため

の石炭代替燃料としての利用」を開発し、全国で事業化に向けた導入調査が展開さ

れている。なお、コンポスト化に関しては臭気対策等について若干調査を実施した

が、長期計画策定後、地球温暖化防止を目的としたバイオマス利用の社会的要請が

急速に高まったため、「バイオマスのエネルギー利用技術」に開発の重点を移行して

おり、マイクロガスタービンによる消化ガス発電の実用化などの成果を上げている。

③成果の活用方針・見込み

石炭火力発電所の石炭代替燃料としての利用を目的とした炭化処理システムは、

最も有望かつ安定的な汚泥有効利用方法として全国的な事業展開が期待される。

④残された課題・今後新たに取組みが必要な課題

炭化処理システムは、燃料としての品質向上を目的とした低温炭化技術の確立が

求められる。バイオガスは、エネルギー自立に向けたバイオガス発生量の増加技術

の確立が期待される。

⑤その他必要な事項

小規模処理場では、依然「汚泥減量化技術」に強い関心があり､コンポスト化など

小規模処理場で有利と考えられる汚泥有効利用技術の需要は必ずしも高くない。汚

泥の集約処理や他のバイオマス資源との混合処理など、事業化手法も合わせた技術

開発が求められる。

５．雨水・合流改善対策

（１）研究開発概要

開発基本目標「安全性を向上する技術」の重点課題とされた「雨水・合流改善対

策」では、期間中に10件を実施した。個別課題の実施は、当初より国受託と地方受

託で計画され、ほぼ予定どおり実施された。期間前半は、合流改善計画策定を目的

とした雨水流出解析モデル等の開発及び適用が主体であったが、後半は具体的な処

理技術の開発に移行している。
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（２）評価項目実施実績

①最終的な研究開発成果

本開発課題の下で実施した個別課題 10 件の内訳は､雨水流出・汚濁負荷解析技術

が 7 課題、雨天時の水質改善技術が 3 課題であり、雨水流出・汚濁負荷解析技術は

国受託および共同研究で手法を確立し､その成果を地方受託に適用している。

②研究開発目標の最終達成度

当初計画では､①雨天時における雨水流出・汚濁負荷を統合計算する分布型モデル

を共同開発、②モデルを使い効率的な合流改善施設を検討する手法を提案、③将来

の下水道施設における雨天時対策全般の技術開発へ発展(一部抜粋)、の３点を開発目

標に掲げている。

①に関しては、平成 13 年度に共同開発を完了し､②の提案を平成 14 年度にまとめ

たのに合わせて、平成 14 年度から本格的に地方受託による導入調査を実施した。③

に関しては、期間後半で雨天時の活性汚泥処理方法の開発などを実施している。

③成果の活用方針・見込み

雨水流出・汚濁負荷解析技術は、合流改善計画の策定がほぼ完了しており､所期の

目的は一応達成した。今後は、策定された改善計画の事後評価への適用が期待され

る。雨天時対策技術は水質改善技術を主体に開発しているが、適用箇所が限定され

るので､受託調査による個別対応が望ましい。

④残された課題・今後新たに取組みが必要な課題

合流改善事業は、2010 年までを対策期間として設定しており､水質改善技術は緊

急に確立する必要がある。

⑤その他必要な事項

雨天時流入水の増加は必ずしも合流式下水道固有の問題ではない。したがって、

下水道全般を対象とする流入量の異常増加時の水質改善技術として、開発を継続す

ることが望まれる。

６．下水処理等への生物学的（微生物学的）アプローチ

（１）研究開発概要

開発基本目標「将来の下水道のための基礎的、先導的研究」の重点課題とされた

「下水の生物処理等への分子生物（微生物学的）アプローチ」では、期間中に6件を

実施した。当初計画で予定した個別課題のうち、硝化細菌の分析測定に関しては共

同研究成果として測定キットが市販されるなど、大きな成果を上げている。

（２）評価項目実施実績

①最終的な研究開発成果

本開発課題の下で実施した個別課題 6 件の内訳は､硝化細菌などの活性汚泥微生物

の分子生物学的な測定・解析手法に関する技術が４課題、有用微生物を用いた処理

技術の開発が 2 課題であり、先導的技術開発プロジェクトとして分子生物学の下水

処理分野での活用方法を検討し､共同研究で実用化を図っており、硝化細菌の簡易な

計測手法が実用化された。
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②研究開発目標の最終達成度

当初計画では､「下水処理技術、生物脱臭技術、コンクリートの硫酸腐食問題等、

微生物（細菌）群が関与している事象に対して分子生物学的手法を適用し微生物レ

ベルでの解析・体系化を図ること(一部抜粋)」を開発目標に掲げている。

当初計画したコンクリート腐食の原因となる硫酸還元細菌・硫黄酸化細菌、およ

びバルキング原因の糸状性細菌に関する調査は、分析技術確立の見通しが立たなか

ったため実施されていないが、硝化細菌の分析測定に関しては共同研究成果として

測定キットが市販されている。

③成果の活用方針・見込み

開発市販された硝化菌測定キットは、簡易な測定キットとして維持管理や現地調

査などでの活用が期待されるので、適用事例の蓄積等により、測定手法の標準化・

普及促進を図る。

④残された課題・今後新たに取組みが必要な課題

今後、新たな微生物を用いた高度処理法の開発なども計画されており、分子生物

（微生物学的）アプローチは生物数を直接かつ簡便に計測できる手法として重要で

あり､今計画期間中に着手できなかった他の微生物に関しても開発を実施すること

が求められる。

⑤その他必要な事項

分子生物（微生物学的）アプローチは、生物処理を基本とする下水処理技術にとって

極めて重要な技術分野であり､下水処理施設のより合理的・効率的な設計･維持管理を達

成するためにも、継続的な調査研究が求められる。

７．既存技術の再評価

（１）研究開発概要

開発基本目標と重点課題が同じ「既存技術の再評価」では、期間中に 9 件を実施

した。個別課題は全て「ＪＳが開発した技術の事後評価」であり、ステップ流入式

多段硝化脱窒法、炭化汚泥の安全性、汚泥減量化技術に関しては、調査結果に基づ

いて技術評価が実施された。また、下水道施行令改正に対応するため、好気性ろ床

の再評価を実施した。

（２）評価項目実施実績

①最終的な研究開発成果

本開発課題の下で実施した個別課題 9 件の内訳は､小規模処理技術４課題、高度処

理技術の開発 2 課題、汚泥処理技術の開発 3 課題であり、ステップ流入式多段硝化

脱窒法、炭化汚泥の安全性、汚泥減量化技術に関しては、調査結果に基づいて技術

評価が実施された。

②研究開発目標の最終達成度

当初計画では、「技術を導入後、ＬＣＡ（ライフサイクルアセスメント）的視点を

導入し技術の評価し、設計基準等に反映させる。（一部抜粋）」を開発目標に掲げて

いる。

実施した個別課題のうち､技術評価が実施されたのはステップ流入式多段硝化脱
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窒法、炭化汚泥の安全性、汚泥減量化技術の 3 課題であり､これらを含めて成果は随

時 JS 設計基準等に反映されている。

③成果の活用方針・見込み

本開発課題で実施する個別課題は、受託部門の要請に基づいて実施されるもので

あり､今後とも成果の迅速な反映に努める。

④残された課題・今後新たに取組みが必要な課題

当初計画に予定した個別課題のうち消毒技術は実施されなかったが、その他の技

術を含めて受託部門の要請を反映し、時宜にかなった対応を図る。

⑤その他必要な事項

今計画期間中はＪＳが開発した技術のみの事後評価であったが、JS が建設等に関

与する他部署開発技術についても臨機に事後評価することが望ましい。

第４章　長期計画策定上の課題

1 次計画は、技術開発業務を効率的･効果的に実施するための基本方針および実施方針を

定めたものであるが、実践段階において明らかになった次期計画に反映すべき課題には次

のようなものがある。

１．研究開発課題体系の時系列化

1 次計画の研究開発課題体系では、「開発基本目標－開発課題－個別課題」という体

系の他、「開発課題」を実用化中心の「短期的課題」と分類し、これとは別に要素技術

(ニーズ)育成のための「長期的課題」を設定することとしている。具体的な計画策定に

おいては、開発基本目標に、「長期的課題」の受け皿として「将来の下水道のための基

礎的・先導的研究」を、「開発課題」では分類しづらい「短期的課題」の受け皿として

「既存技術の再評価」を設定している。この２つの目標の追加により、さらに基本目

標が分かりづらいものになっている。

「開発基本目標」＝長期目標、「開発課題」＝中期目標、「個別課題」＝短期目標な

ど、達成期間と開発課題体系とを対応させ、研究開発課題体系を分かりやすくすべきで

ある。

２．技術分野別の開発目標設定

1 次計画の具体的な「開発基本目標」の設定においては、 “機能向上技術”、“管理性向

上技術”、“省エネ・リサイクル技術”、“安全性向上技術”など、下水道の技術分類とは異

なる技術区分で設定された。このため、同じ「開発基本目標」の中に水処理と汚泥処理の

「開発課題」や「個別課題」が混在する結果になった。このため、1 次計画中の実施個別

課題を技術分野別に整理してみると、水処理では浮遊生物処理、汚泥処理では熱分解(炭化

炉)、資源回収(エネルギー)などに関連する実施課題数が多い一方、水処理では物理化学処

理および消毒(塩素･紫外線)、汚泥処理では水分離(濃縮)に関連する課題がほとんど実施さ

れなかった。(資料 5 図８参照)

事業実施部門の支援機関として機能するためには、事業全般に渡る技術力を継続的に維



11

持することが求められており、技術開発基本計画の策定にあたっては、水処理、汚泥処理

などの技術分野と開発目標を対応させ､JS 技術開発が担うべき技術分野全般に渡って技術

の継承が図れるようにすべきである。

３．個別課題別の開発段階の明確化

個別課題は、その表題から個々の課題の到達目標や開発段階を判断することは必ずしも

容易ではない。そこで、1次計画期間中に実施した個別課題を、技術の開発から導入、事

後評価に至る技術開発サイクルを、便宜的に開発段階に応じた7段階に区分し、報告書の

要約などから開発段階を分類･整理してみた。この分類では、共同研究60件は「製品開発」

に区分されるので、この段階が突出して見えるが、共同研究を除けばＪＳ技術開発部では

実態調査～事後評価までの全段階の調査研究をバランスよく実施している。

JS 技術開発は“技術の善循環”の要となることも重要な役割であり、開発課題の設

定に当たっては、個別課題ごとに到達すべき開発段階を設定・管理することにより、

今後とも技術開発サイクルを意識したバランスの取れた開発を実施するとともに、開

発技術ごとの開発進捗状況、実用化時期などを JS 内外に対して分かりやすくすべきで

ある。

４．重点課題設定の基準化

1 次計画では、開発課題のうち重点的に開発を行なう課題を「重点課題」と定義して

いるが、採択基準が示されていない。具体的に指定された重点課題を見ると、“今後と

も高いニーズが見込まれる下水道技術分野”または“導入効果が高いと考えられるシ

ーズ技術”が任意に選択されている。

「重点課題」の設定は、“技術ニーズ等を勘案し､通常より大幅に短い期間で目標を達成

するために、資源の集中的投資を誘導すること”を意図していると考えられる。「重点課題」

は技術ニーズから決定される開発目標・達成期間に対する現技術の到達度を基本的な採択

基準の尺度とし、目標達成のために充当すべき資源量などから戦略的に選定すべきである。

第５章　まとめ

１．技術開発実施状況

１次計画では、６つの開発基本目標の下に16の開発課題を設定し、このうち7課題を

重点課題として選定した。期間中に実施する全ての個別課題は、この課題のいずれか

に分類し、研究開発目的の明確化を図ることとしている。1次計画期間中に一部の期間

でも実施された個別課題数は162件、課題分類の重複を許すと延べ194件であり、開発

課題別の個別課題実施数は、高度化・コンパクト化等の重点7課題が148件で全体の3

／4強を占めていた。

重点開発課題に関しては、課題ごとの開発目標及び達成に必要な今後の調査研究項

目を挙げて研究開発を実施した。各重点課題とも概ね当初計画どおり個別課題が実施



されており、所期の目的を概ね達成できた。

２．開発成果の活用状況

技術評価によるＪＳ開発技術の汎用化は、全国の下水道事業に寄与しているが、計

画期間中に答申された技術は、「ステップ流入式多段硝化脱窒法」、「膜分離活性汚泥

法」、「下水汚泥の炭化システム」、「汚泥減量化技術」、「活性汚泥モデル」の 5 件であ

り、何れも下水処理の中核をなす技術として今後の普及が期待された。

１次計画期間中に実用化された技術のうち、炭化処理、コンクリート防食、膜分離

活性汚泥法、汚泥可溶化の各技術は、既に技術評価が完了し、実機導入が進んでいる。

技術の普及をさらに推進するためには、プロジェクト支援あるいはエンジニアリング

支援を通して、開発技術のフォローアップを継続する必要がある。

３．長期計画策定上の課題

1 次計画の実践段階において明らかになった長期計画運用上の課題としては、①研究開

発課題体系の時系列化、②技術分野別の開発目標設定、③個別課題別の開発段階の明確化、

④重点課題設定の基準化、の 4 項目が挙げられ､次期長期計画の策定に反映することとす

る。

また、1次計画後半で新たに開発に着手された個別課題には次のものがあり､これら

は次期計画においても継続的に実施すべきと考えられた。

・“アナモックス”などの新たな生物反応の下水処理技術への適用

・耐用年数50年を目標とした耐硫酸コンクリートの開発

・超微細気泡（マイクロバブル）技術を用いた処理の効率化

・バイオマスのエネルギー利用技術の開発




