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ま え が き

日本下水道事業団（ＪＳ）が取り組むべき研究開発等の基本方針および実施方針

を示すＪＳ技術開発の長期計画は、「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３月に初めて取りまとめられた。

この 1 次計画の実施予定期間は平成１７年度までであり､今回平成１８年度から

の新たな長期計画を策定し、今後の研究開発等の基本方針および実施方針を示すこ

ととする。

1 次計画期間中、下水道整備七（五）箇年計画の社会資本整備重点計画への統合

(H15)、下水道法施行令の改正(H16)、下水道法改正(H17)など、一連の行政改革の

流れを受けて、下水道を取りまく状況は劇的に変化した。また、JS は平成１５年

１０月に地方共同法人となり、ＪＳ技術開発長期計画も受託連携を明確化するため、

基本戦略にエンジニアリング支援とプロジェクト支援を追加するなど、実質的な見

直しを行ってきた。

このような背景から､平成１８年度から始まる本計画の策定にあたっては、JS 全

体の技術開発の基本計画であることをより明確に位置付け､受託連携の強化を図り

つつ､今後 JS が必要とする研究開発を着実に進めることを基本とした。

具体的には、おおよそ 10 年先の実現を目指す 3 つの“研究開発基本目標”「水再

生・利活用システム技術の開発」、「地球温暖化の防止等に向けた資源回収・省エネ

ルギー型汚泥処理システム技術の開発」、「サスティナブル下水道実現のための再

構築技術開発」を設定し、5 年以内の実現を目指す開発課題として、高度処理技術、

再構築技術、地球温暖化防止対策、下水道マネジメント手法の実用化など、今後の

下水道ニーズに応える 8 課題を掲げ､それぞれの開発課題で実現しようとする技術

イメージを提案した。さらに、受託業務の拡大に寄与するため、エンジニアリング

支援あるいはプロジェクト支援のための事業化課題として、膜分離活性汚泥法の大

型化、炭化物燃料化などを掲げ、JS 推奨技術の汎用化を推進することとした。

今後は本計画を実施方針とし､他の研究開発機関とも積極的に連携して、JS の特

徴を最大限に生かした社会貢献度の高い研究開発を着実に進めていきたいと考え

ている。

ここに定めた「JS 技術開発基本計画」を通して、今後取り組もうとしている研

究開発等の基本方針および実施方針を広くご理解・ご賛同をいただき、計画実現に

向けて、多くの方々からのご支援、ご協力を願う次第である。
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第１章 はじめに(総論)

１． 下水道事業の現状と展望

　下水道普及率は平成 16 年度末で 68％に達し､昭和 45 年の公害国会を契機とする水

質汚濁防止のための普及拡大を最重要課題とした事業展開もようやく目途がつき、道

路や水道、電気などと同様、重要な社会生活基盤の一つとして定着してきたと思われ

る。特に普及率上昇により、都市部では雨水を含めて地域に供給される水の大半が下

水道を経由して排出されており､下水道事業がトイレから水環境までの快適な生活環

境全般を担う重要な存在であることも周知されるようになった。

　下水道の社会的認知度の高まりは、同時に下水道に対する社会的ニーズが、地球温

暖化対策、雨水対策、高度処理の推進、合流式下水道の改善などという下水道の技術

的機能ばかりではなく､市町村合併への対応、耐震対策・危機管理対応、アカウンタビ

リティの向上、経営の健全化など、社会的機能についても集まるようになってきてい

る。

　このような下水道に対する社会的ニーズの変化は、日本の社会環境の変革に伴う公

共事業全体に対する社会的ニーズの変化が背景にある。昭和 38 年から第８次まで続い

ていた下水道整備七（五）箇年計画は、平成１５年度から他の公共事業とともに社会

資本整備重点計画に統合され、一括して管理されるようになった。これに前後して、

バイオソリッド利活用基本計画策定マニュアル(H15.8 国交省下水道部)、下水道法施行

令改正(H16.4 発効)、下水道ビジョン 2100(H17.9 国交省下水道部/下水道政策研究委員

会)、下水道法改正(H17)など、下水道事業独自の施策も打出されている。

　公共事業費の流動化は、個々の事業の必要性を社会に PR し、認知度を上げること

が益々重要になり、着実な事業推進のためにも社会的ニーズに的確に対応した施策を

発信しつづける必要があると考えられる。

２． 下水道技術開発の方向

１次計画期間中の 5 年間の社会変化は、技術開発の分野でも大きな変化をもたらし

ている。日本経済復興の国家戦略として平成 7 年に制定された科学技術基本法では、5

年毎に科学技術基本計画を策定することとしている。国の研究開発予算は、この基本

計画に則り、第 1 期(1996～2000)の約 18 兆円から第 2 期(2001～2005)の約 21 兆円へ

と予算規模も拡大している。平成 18 年度からは第 3 期計画がスタートするが、我が国

全体の研究開発に占める本計画の比重は益々大きくなると考えられる。この基本計画

では、第 1 期に提案された重点 8 分野が第 2 期では 4 分野に絞られているが、環境分

野は引続き重点分野に挙げられており、今後とも国家戦略として世界レベルの研究開

発成果の達成が期待されている。

一方、国土交通省では、国土交通省技術基本計画(2003～2007)を策定し、開発戦略 5

目標および 12 の重点プロジェクトを定めている。下水道分野については、国土交通省

都市・地域整備局下水道部が第３次下水道技術五箇年計画(2004～2008)を策定し、5

つの主要課題の下に 12 の中課題および 32 の技術開発項目を設定している。この計画

の主要課題は、①安全で不安のない暮らし、②美しく持続可能な国土づくり、③快適
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で生活コストの安い暮らし、④国際競争力を高め活力ある社会、⑤誰もが社会の一員

と実感できる社会となっており、国土交通省技術基本計画の開発視点をそのまま受け

る形になっている (参考１参照) 。

これに対して、前掲の「下水道ビジョン 2100」は、これらの開発視点を集約し下水

道事業の１つの理想像として「循環のみち」という具体的な形を先に示し、その実現

に向けた具体的施策を展開するという手法で各技術開発項目を取り込んでいる。すな

わち、持続可能な循環型社会を構築するため、“「普及拡大」中心の 20 世紀型下水道か

ら、「健全な水循環と資源循環」を創出する 21 世紀型下水道への転換”を目指すべき

とし、「循環のみち」実現のために「水のみち」「資源のみち」「施設再生」三つの基本

方針を提示し、実現のための具体的な課題を例示している (参考２参照) 。本ビジョン

の提言で下水道事業の長期的な方向が鮮明に示されたことにより、今後はこのビジョ

ンに示された諸施策の実現が下水道事業から見た技術開発の基本的方向になると考え

られる。

以上のように、下水道技術開発には、「科学技術基本計画」のような国際的な知的財

産獲得戦略として“シーズ技術”の開発に着目した(外部からの)アプローチと、今後の

下水道事業における“技術ニーズ”に着目した(内部からの)アプローチとがあり、技術

開発にあたっては両者を上手く融合させることが重要と考えられる。

３． ＪＳ技術開発基本計画策定の目的

本計画は、現「ＪＳ技術開発五ヶ年計画（H13～17）」の後継となるもので、「新中

期経営改善計画」の土台に立って、ＪＳ技術開発の役割（受託連携と下水道事業への

貢献）と実施方針（プロジェクト支援とエンジニアリング支援）を具体的に検討する

とともに、お客様のニーズを踏まえた新技術の開発と商品開発、および少しロングタ

ームで見た場合の研究の方向性や研究テーマを網羅するものである。

　開発課題の選定に当たっては、①これまで取り組んできた結果、成果が出てきてい

るものを確実に商品化することと、②将来ものになりそうなテーマを探し出し研究に

着手していくこと、を併行して取り組むことを前提とした。前者の代表的なものは、

「膜分離活性汚泥法の大規模化・多目的利用」、「汚泥炭化によるバイオマス燃料化」

などである。後者は、水処理分野では昨年度新規テーマとして選定した「アナモック

ス反応を利用した水処理法」、「マイクロバブルを用いた水処理・消毒技術」、資源

リサイクル分野では「未利用バイオマスの活用によるエネルギー自立型処理場」など

の開発が対象となる。

ＪＳが地方公共団体の支援機関としての役割を果たし、他との差別化を図るために

は、常に新しい技術・ノウハウを蓄積し、お客様に新しいサービスを提案し続けるこ

とが必要である。このため、ＪＳ技術開発には、商品開発の観点から、新規性があり

従来技術に比べ有効な技術をお客様に提案する（新技術の実用化）とともに、新しい

テーマを発掘し世に送り出すこと（新技術の開発）が求められており、研究開発の成

果を着実に上げるためには、JS 技術開発の社会貢献度の高さを積極的に PR し、他の研

究開発機関の協力を得て､研究開発を積極的に推進することが必要である。

「JS 技術開発基本計画」は、このような背景から、技術開発および開発技術の導入
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の促進を図るため、今後取り組もうとしている研究開発等の基本方針および実施方針

を広く宣言するものである。（資料１参照）

なお、本基本計画で定める開発課題等については、社会情勢の変化やお客様のニー

ズに応じて、適宜見直しを行なっていくものである。

第２章 ＪＳ業務の長期見通し

日本下水道事業団（ＪＳ）は、平成１５年１０月に「地方共同法人」として新たな

スタートを切り、地方公共団体の代行・支援機関としての使命を果たすため、「中期経

営改善計画」（平成１５年度～平成１７年度）を策定し、「お客様第一の経営」、「自立

的な経営」を新たな経営理念として掲げ、諸改革に取り組んで来ている。

しかしながら、、平成１８年度以降のＪＳを取りまく経営環境は引き続き厳しいことが

予想されることから、「新中期経営改善計画」（平成１８年度～平成２０年度）が策定

されている。

１．ＪＳを取り巻く経営環境

地方公共団体においては、財政面において厳しい状況が続いている中、ＪＳの受

託事業費は、平成１１年度の約３，６００億円をピークに平成１７年度には約１，

６３０億円と、この６年で約半分に減少している。職員一人当たりの収入をみると

約３割減少している。今後、地方公共団体の財政事情等により平成１８年度以降の

事業団の受託事業費の見通し等は不透明なものとなっている。

下水道事業については、高度処理、雨水対策、合流改善、再構築、地球温暖化対

策、広域化（統廃合、再編）など、益々多様化かつ高度化しており、事業の進め方

についても、説明責任の確保、コスト縮減や効率化の推進等、健全な経営の構築に

向けて大きな転換が求められてきている。

このように下水道管理者の責務が高度化・多様化している中、地方公共団体によ

っては、多くの技術者を確保し執行体制を自ら整備することは効率的でない。この

ため、豊富な技術力やノウハウを有する地方共同法人であるＪＳが、地方共同法人

の使命である地方公共団体の支援・代行という役割を一層強化、明確にし、地方公

共団体における今後の事業展開に対応して、お客様満足度を向上するために、更な

る改革を実施していくことが求められている。

２．今後の経営方針

新中期経営改善計画においては、引き続き、「お客様第一の経営」、「自立的な

経営」を経営理念として掲げ、役職員一体となって、生産性の向上を図りつつ、お

客様満足度向上のための新たな事業の展開を図り、あわせて、職員の志気の向上、

経営マインドの定着を促進することとし、このため、目標管理制度を導入すること

としている。

また、新計画においては、①お客様満足度の向上を目指した新たな展開、②組織

形態等のスリム化等による経営改善方策、③我が国の下水道を支える下水道職員養
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成、技術開発の方策、④職員の志気の向上と地方共同法人として適正化を図る人事・

給与制度の構築について施策を掲げている。

このうち、技術開発に関連する部分を抜粋すると以下のとおりである。

（以下、「新中期経営改善計画」抜粋）

（２）お客様満足度の向上を目指した新たな展開

(略)

③先導的な事業の実施と新たな技術開発の推進

事業の効率化、再構築、地球温暖化対策、高度処理化など時代の要請に応じた高度な

施設整備の支援を行うために、先導的かつ積極的な技術開発（膜分離活性汚泥法利用拡

大、コンクリート耐久性向上、高度処理のコスト縮減及びエネルギー削減）や事業開発

（バイオマス燃料化、アセットマネジメント、活性汚泥モデル）等、新たな商品メニュ

ーの拡充を図り、それに対応するため、新たな基準類の策定・改訂を行い、速やかな普

及を図る。

(略)

（４）我が国の下水道を支える下水道職員養成、技術開発の方策

(略)

②新技術の開発・普及にチャレンジする技術開発業務

技術開発業務については、下水道全般を支援するため、新技術の開発・普及に積

極的に取り組む。このため、お客様のニーズに応え、(以下のように)受託事業との

連携を強化し、お客様の満足度を向上させるとともに、我が国の下水道技術の発展、

地球環境の保全に貢献する。

(略)

i) ＪＳオリジナル商品の開発、お客様のニーズに即応できる研究開発の実施

ii) 新技術の評価、実用化、標準化等下水道技術の汎用化を目指したエンジニアリ

ング支援

iii) プロジェクト提案型営業、難易度の高いプロジェクトへの技術的支援等受託事

業と連携したプロジェクト支援

さらに、経営基盤の強化を図るため、人件費等の徹底した経費削減を行うととも

に、民間との共同研究促進のための制度運用、総合事務所との連携による地方受託

の確保に努めると共に、外部研究団体の研究資金の活用等について取組む。

第３章 １次計画の実施状況

1 次計画の実施状況および課題は次のとおりである。なお、詳細は「ＪＳ技術開発五

ヶ年計画完了報告書」にまとめている。

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
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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。(資料２図１)

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。(資料２図２)

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。(資料３表１)

１次計画期間中に実用化された技術のうち、炭化処理システム、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。(資料３表２)

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､本計画の策定に反映することとする。(資

料４図３、図４)

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

は本計画においても継続的に実施すべきと考えられる。

・“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

第４章 JS 技術開発の役割

１． 技術開発の理念

ＪＳは、下水道の計画、設計、建設、維持管理の全体を業務範囲とし、これら下水

道事業のすべての段階（ライフサイクル）において、事業主体である地方公共団体に

対して支援（サポート）することが求められている。この下水道のライフサイクルサ

ポートを確実にする上で、技術開発部門はＪＳ内の事業実施部門（設計センター、総

合事務所等）の試験研究機関として重要な役割を担う。すなわち、事業実施に伴う技
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術的課題解決の強力な支援者になるとともに、研究開発→実用化→普及→評価・改良

→新規研究開発といった「技術の善循環」の要となる。この役割を誠実に実行するこ

とにより、研究開発の成果がＪＳ技術の信頼を高め、より良質な施設を公共団体に提

供することにつながる。

一方、技術開発部は下水道分野の数少ない公的研究機関としての役割も期待されて

いる。新技術の開発から実用化・普及までには長い時間がかかることから、５年10 年

先の時代を先取りした技術開発を行う必要があり、技術の先導役として新技術の開

発・普及にも積極的にチャレンジする必要がある。ＪＳは、全国にネットワークを持

ち下水道事業主体である地方公共団体の様々なニーズを直接収集でき、情報を提供で

きる組織であり、この特徴を最大限生かすことにより地方公共団体のニーズを先取り

した技術開発が可能である。

これらのことから、ＪＳ技術開発の理念として、「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1次計画に引続き掲げる。

２． 技術開発のビジョン

（１）基本戦略

　技術開発の理念を具現化するために、ＪＳの技術開発は「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

を基本戦略とする。技術開発業務の遂行にあっては、あらゆる場面において次の実現

を図る。

①安心して使える技術

②効率的な技術

③タイムリーな導入

　この基本戦略の実践により、技術開発はＪＳ事業実施部門のサポート役あるいは

シンクタンクとして貢献することができる。（資料５参照）

（２）基本戦術（アクションプラン）

基本戦略を実践するための基本戦術では、研究開発に加えて、研究開発成果の実践

の場として「エンジニアリング支援」と「プロジェクト支援」を業務の柱として明記

する。エンジニアリング支援では、「新技術の実用化･標準化」、「新技術・既存技術の

評価・改良」等の実践により、下水道技術の普及・発展に寄与する。プロジェクト支

援では、「難易度の高いプロジェクトの支援」、「受託事業と一体となった調査の実施」、

「技術情報の提供」等を積極的に行ない、信頼されるホームドクターとしての役割を

果たす。

研究開発は、常にお客様ニーズの把握・反映に心掛け、民間技術(シーズ)の積極的な

活用を図り、効率的な技術の実用化を目指す。具体的には、開発基本目標の設定によ

る開発成果と開発期限の明確化、財源・人的資源の確保、外部との連携、共同研究な

どの「研究開発資源の調達」により、研究開発を推進する。
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さらに、研究開発の過程における研究開発の評価および成果の活用を図る外部評価

システムが有効に機能する必要がある。（資料５参照）

第５章 研究開発課題体系

研究開発の目的は、下水道技術を通じて社会的ニーズに貢献することであり、各研

究開発課題は、社会的ニーズと下水道技術分野のマトリックス上に位置付けられる。

社会的ニーズは、最終ゴールとなる長期目標から、緊急に解決しなければならない短

期目標というように、開発課題を時系列的に整理することができる。一方、下水道技

術分野は、目的機能と成果の形態に応じてツリー構造に階層化することができる。

一方、開発された技術の事業化段階においては、事業ニーズに応じて並列的に目標

あるいは課題を設定することができる。

以上の考え方を基本とし、本計画では以上のような考え方に基づき、課題の体系化

を図り、研究開発を促進する。(資料６、７参照)

１． 開発段階分類

それぞれの達成目標により開発段階を 7 段階に区分し、開発評価（技術評価）まで

の４段階（課題研究）と残り３段階(事業化調査)にグループ分けし、試験研究の進捗を

管理する。

（１）課題研究

次の 4 段階を課題研究とし、課題分類で設定する開発計画に従って実施する。

① 実態調査

現状技術の実態把握・課題抽出等を目的とした情報収集・現地調査等。

② 技術開発

具体的な課題を解決するための方法論、基本技術の確立等を目的とした研究調

査等。（最終成果：ハード技術＝ラボ･ベンチスケール実験、ソフト技術＝サンプ

ル試験）

③ 製品開発※

技術の製品化を目的とした実用化研究。（最終成果：ハード技術＝パイロットプ

ラント実験、ソフト技術＝実フィールド試験）

(※技術開発部では、公的研究機関として受託事業の商品にはならない開発研究

(例えば雨水流出解析など)も実施している。ここでは、ＪＳ新中期経営計画で言

う“商品開発”を含めた実用化研究の総称として、“製品開発”を定義した。)

④ 開発評価(技術評価)

実機導入を目的とした外部評価委員会の管理の下に実施するパイロットプラン

ト等を用いた性能確認試験。

（２）事業化調査

次の３段階を事業化調査とし、主にプロジェクト支援およびエンジニアリング支

援の観点から事業化目標を策定し実施する。
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⑤ 導入調査

個々の下水処理施設における新技術導入の効果・課題を解析し、導入計画を策

定するための調査。

⑥ 事後調査

新技術導入後の稼動状況を把握し、問題点、改良点を抽出、解決するための追

跡調査。

⑦ 事後評価

新技術の汎用化を目的とした外部評価委員会の管理の下に実施する実施設を対

象とした性能確認試験。

（３）その他

⑧ その他

特定技術の開発・評価を目的としない制度調査、統計調査など。

２． 課題分類

（１）課題研究

課題研究段階の個別課題は、達成期間の長短を基本に次の分類により設定する。

① 開発基本目標（開発目標）

将来実現が期待される下水道システムの全体像に対して、技術分類(機能分類)

ごとに設定する概ね１０年後の開発目標。

② 開発課題

開発基本目標を実現するため、本計画期間中(概ね 5 年後)に達成すべき技術分類

ごとの開発課題。

③ 重点課題

開発課題のうち、早急な成果が求められるなどの理由から、開発資源を集結し、

優先して取り組む必要がある課題。

④ 個別課題

開発課題を達成するために必要な 2－3 年サイクルで行なう個々の研究課題。予

算等の資源配分最小単位。

（２）事業化調査

事業化調査段階の個別課題は、次の分類により設定する。

① 事業化目標

エンジニアリング支援およびプロジェクト支援の基本目標。

② 事業化課題

事業化目標を実現するため、本計画期間中に達成すべき事業ニーズに応じた事

業化課題。

（３）技術分類

開発課題は、次の技術分類に則して個別課題を設定する。

① 機能分類

下水道の持つ目的機能に応じた分類。大きく水処理（水再生）技術、資源リサ

イクル技術、及び機能改善技術に分類する。
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② 成果分類

開発成果の形態に応じた分類。ハード技術、ソフト技術に分類する。

③ 技術分類

各プロセスに適用される要素技術の科学技術分野別の分類（詳細は「技術分類

表(案)」参照）。

第６章 JS 技術開発基本計画

平成１８年度から開始する第２次の長期計画である JS 技術開発基本計画の期間お

よび取組むべき開発課題は次のとおりとする。

１． 計画期間

計画期間は、平成１８年度を開始年度とする 5 年間（2006 年度～2010 年度）とす

る。

通常個別課題の研究期間は２～3 年であり、開発課題の達成期間は概ね 5 年、開発基

本目標の実現は概ね 10 年先を想定している。そこで、技術開発基本計画は、開発課題

の達成期間を計画期間とする。

２． 課題研究

２－１．開発基本目標

　試験研究のうち開発段階分類で定義した「課題研究」は、“下水道ビジョン 2100 で

提唱された「循環のみち」の実現に寄与する技術開発の実践”を主なコンセプトとし、

機能分類ごとの開発基本目標を設定する。また、「事業化調査」については、“ＪＳ新

中期経営改善計画の諸施策の推進” を主なコンセプトとし、エンジニアリング支援お

よびプロジェクト支援の基本目標を設定する。(資料８参照)

（１）水再生・利活用システム技術の開発

水処理（水再生）技術では、水が本来有する様々な機能を活かす水循環の健全化

に向けた水再生・利活用ネットワークを創出するためのシステム技術を開発するこ

とを目的とし､「水再生・利活用システム技術の開発」を基本目標に設定する。

都市では水の需要量に対して供給できる自然水の割合が少なく、水の循環使用率

を高める必要がある。一方、地方には豊かな自然があり、生態系の保全に配慮した

水質の確保が求められる。そこで、それぞれの水需要に応じた要素技術の開発を行

ない、システムの構築を目指す。

（２）地球温暖化の防止等に向けた資源回収・省エネルギー型汚泥処理システム技術

の開発

資源リサイクル技術では、将来の資源枯渇への対応や、地球温暖化の防止等に向

けた資源回収・供給ネットワークを創出するためのシステム技術を開発することを

目的とし､「地球温暖化の防止等に向けた資源回収・省エネルギー型汚泥処理システ

ム技術の開発」を基本目標に設定する。

下水道は生活廃棄物の集積機能としても優れており、将来、生ごみ等多くのバイ
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オマス資源が下水道施設に集積されると考えられる。これを前提として、エネルギ

ー自給率向上、化石燃料代替エネルギーの生産などの要素技術の開発を行ない、シ

ステムの構築を目指す。

（３）サスティナブル下水道実現のための再構築技術開発

機能改善技術では、新たな社会的ニーズに応えるサスティナブル下水道(持続可能

な下水道)を実現するための材料、手法を開発することを目的とし､「サスティナブル

下水道実現のための再構築技術開発」を基本目標に設定する。

コンクリート構造物などの根幹的施設が、その役割を終える前に劣化し、更新し

なければならなくなることは非常に不経済である。今後需要の増加が予想される下

水道施設の再構築に向けて、更新が不要な材料の開発やより効率的・経済的に更新・

再構築を行う手法の開発を目指す。

２－２．開発課題

開発基本目標を実現するため、概ね 5 年間に達成すべき技術分類ごとの開発目標と

して、開発課題を次のように設定する。

（１）高度処理技術

＜概要 (開発完了時の成果の全体像)＞

リスク関連物質等、拡大する高度処理対象に対応する高度処理技術が開発される。

また、高度処理の低コスト化、省エネルギー化が達成される。

＜開発目標＞

①建設費、運転管理費を低減した高度処理技術の開発

②微量化学物質や医薬品及び身体ケア用品，ウィルス等、リスク関連物質の効率的

な処理技術開発

（２）再構築技術

＜概要 (開発完了時の成果の全体像)＞

既設施設の再構築における効率的かつコスト効果の高い高度処理化・高機能化手

法が確立される。

＜開発目標＞

①活性汚泥モデルを用いた既設施設の再構築手法の開発

②ＣＦＤ（数値流体解析）を用いた既設施設の再構築手法の開発

③担体を用いた既設施設再構築技術の評価

（３）水環境

＜概要 (開発完了時の成果の全体像)＞

安全な水環境を実現するための効率的リスク削減技術が確立され、低コストな分

散型高度処理施設が実用化される。また、下水道における処理水を用いた都市内環

境改善手法が明らかになる。

＜開発目標＞

①オゾン酸化や膜分離技術による内分泌撹乱物質や医薬品及び身体ケア用品等の

微量化学物質除去技術の開発

②オゾン酸化や膜分離技術による病原性微生物やウィルス等の除去技術の開発
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③処理水を用いたビオトープによる小規模生態系創出・保持手法の確立

④普及拡大のための膜分離技術を用いた分散型高度処理法の開発

（４）エネルギー自給率向上技術

＜概要 (開発完了時の成果の全体像)＞

本来下水及び汚泥が有している潜在的なエネルギー価値を有効に活用するとと

もに、下水処理場のインフラを活用して近隣で発生する未利用バイオマスを積極的

に受入れ、効率的にエネルギー転換するなど、下水処理場でのエネルギー自給率を

向上する技術が開発される。

＜開発目標＞

①処理場内で調達可能（発生する）下水や汚泥等からのエネルギーを効率的に利用

することにより電力エネルギー自給率５０～７０％を達成

②処理場近隣で発生する未利用バイオマス等を受入れ、効率的にエネルギー転換利

用することにより電力エネルギー自給率７０～１００％を達成

（５）資源回収利用

＜概要 (開発完了時の成果の全体像)＞

りんを始め植物成長に必要な肥効成分やバイオマスエネルギー資源など、循環型

社会構築に寄与する下水汚泥の有する資源的価値を十分に発揮し、１００％リサイ

クルする回収技術、利用技術が開発される。

＜開発目標＞

①流入下水中の全りんの５０％以上を肥料又は工業用リン原料として回収可能な

技術

②火力発電所等で固形燃料として有効利用する場合の運搬・貯蔵時の安全性、燃焼

特性の把握と評価方法の確立

③嫌気性消化による効率的な汚泥ガス化技術、利用促進を図るための技術の開発

（６）地球温暖化対策

＜概要 (開発完了時の成果の全体像)＞

地球温暖化対策の一環として、石炭代替燃料として火力発電所等で有効利用する

ための技術が開発される。また、汚泥処理プロセスを中心に省エネルギー型の処理

システムが開発される。

＜開発目標＞

①運搬・貯蔵時の安全性や環境性に優れ、かつ燃料価値の高い固形燃料化システム

を開発

②従来技術に較べ省エネルギーで温室効果ガス発生量の少ない汚泥処理システム

を開発

（７）機能維持・更新の効率化技術の実用化

＜概要 (開発完了時の成果の全体像)＞

持続可能な下水道を実現するため、従来機能の維持に加え機能高度化等が図れる

材料・手法が開発され、下水道の根幹的施設を最大限有効活用する手法が開発・実

用化される。また、更新が不要な材料が開発され、より効率的･経済的に更新･再構

築を行う手法が確立される。
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＜開発目標＞

①腐食対策：腐食対策不要の下水道施設の新設･改築

②合流式雨水対策：経済的で処理場に量的・質的な負荷の掛からない施設建設･再

生

（８）下水道マネジメント手法の実用化

＜概要 (開発完了時の成果の全体像)＞

予防保全を行う上で必要な機能診断、劣化予測技術が開発され、大幅なコスト縮

減につながる改築更新手法が確立される。さらに、これらの開発がアセットマネジ

メントに活用されることにより、建設･改築更新･維持管理の一体的な計画立案に反

映させる最適な事業実施手法が開発される。

＜開発目標＞

①下水道施設の簡易な劣化･健全度診断技術

②リスク評価を取り入れた下水道施設の評価手法の開発

２－３．重点課題

課題研究の各課題を除く開発課題のうち、早急な成果が求められるなどの理由から、

開発資源を集結し、計画期間内に優先して取り組む必要がある重点課題として、次を

設定する。

（１）高度処理技術

（５）資源回収利用

（７）機能維持・更新の効率化技術の実用化

３． 事業化調査課題

３－１．事業化目標

（１）新技術の汎用化促進

エンジニアリング支援では、新たな機能を有する要素技術の実用化・汎用化を促進

するとともに、汎用化された技術の利用状況を把握し機能向上を図るため、「新技術

の汎用化促進」を事業化目標とし､新技術の評価、実用化、標準化等下水道技術の汎

用化を促進する。

（２）先導的な事業の促進

プロジェクト支援では、下水道事業の社会的価値･機能の向上に寄与するため、個々

の下水道事業に対して先進的機能や新技術の導入促進を目的に「先導的な事業の促

進」を事業化目標とし､技術に関するプロジェクト提案型営業、難易度の高いプロジ

ェクトへの技術的支援の強化を図る。

３－２．事業化課題

（１）エンジニアリング支援

各開発課題の個別課題のうち、次の課題をエンジニアリング支援事業化課題とし､

新技術の評価、実用化、標準化等新技術の汎用化を促進する。
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② 再構築技術

担体を用いた窒素除去法

新たなシミュレーション技術を用いた既設処理場の高機能化に関する調査

⑥ 地球温暖化対策

高温焼却炉導入又は炭化システム導入

余剰消化ガス利用によるコージェネレーションの適用

⑦ 機能維持・更新の効率化技術の実用化

下水処理施設から発生する臭気に対する土壌脱臭装置の性能に関する調査

（２）プロジェクト支援

各開発課題の個別課題のうち、次の個別課題をプロジェクト支援事業化課題とし､

プロジェクト提案型営業、難易度の高いプロジェクトへの技術的支援の強化を図る。

① 高度処理技術

新しい物理化学的りん除去法

大規模処理場の改築及び高機能化に適した膜分離活性汚泥法の開発

② 再構築技術

新たなシミュレーション技術を用いた既設処理場の高機能化に関する調査

⑤ 資源回収利用

緑農地利用のための効率的な処理技術の開発実用化

リン除去・回収技術の開発･実用化

バイオマス資源としての下水汚泥有効利用促進に関する調査

第７章 実施方針

前章の研究計画を達成するための実施方針として、以下の実現を図る。

１． 研究開発の進め方　(制度および体制)

技術開発業務の遂行には JS 受託実施部門および関係機関との連携が必須であり、技

術開発の業務実施方針および体制の整備方針を明らかにすることは、内外の研究開発

資源を最大限に集約・活用するために重要である。体制の整備に当たっては、研究開

発業務の促進に加え、受託連携等成果の普及に関わる体制の一層の充実を図るものと

する。

（１）研究開発

① 課題研究

個別課題の評価・決定については、引き続き日本下水道事業団研究開発評価規程

に沿って事業実施部門と連携しながら実施する。研究開発の実施に当たっては、開

発段階分類に基づいて達成目標、達成期間、必要資源をより具体的に設定し、進捗

管理の適正化を図る。



14

個別分野については、活性汚泥モデルやアセットマネジメント手法、蛍光染色法

などのソフトウェア関連技術や分子生物学関連技術などの先端技術の導入が下水道

分野においても必須になっており、専門知識を有する研究者の確保など、これら分

野の研究開発体制の充実を図る。

② 事業化調査

事業化調査は原則として次項の事業実施部門との連携の一環として行う｡したがって、

対象技術の選定は引き続き技術委員会等によりＪＳ受託部門の意見を反映する等、適宜

受託部門との連携を図る。

（２）事業実施部門との連携(受託連携強化)

従来、技術援助等で実施していた問題解決型の受託調査を含めて、地方公共団体等

からの委託調査業務を効率的に実施し、併せて新技術の導入促進を図るため受託連携

実施体制の整備･充実を図る。

① エンジニアリング支援

エンジニアリング支援は、新技術の汎用化促進を目的として、新技術の評価、実

用化、標準化等に積極的に取組む。新技術導入ワークフローに基づき、関連部門と

の協力を強化する。特に、開発した新技術の指針化・マニュアル化を積極的に推進

する。

② プロジェクト支援

プロジェクト支援は、先導的な事業の促進を目的として受託部門の新プロジェク

ト推進担当部門と連携し、プロジェクト提案型営業、難易度の高いプロジェクトへ

の技術的支援等、受託事業の個別プロジェクトへの参加･支援を積極的に実施する。

研究調査設計一体業務のワークフローに基づき、受託部門との情報の共有化を推進

し、受託部門への支援提案を積極的に行う。特に開発した新技術の事業化を促進す

る。

（３）地方公共団体との連携

ＪＳ技術開発部は、下水道専門の先端的研究開発機関として世界レベルの技術・情

報を保有しており、地方公共団体の現場発生情報とを組み合わせることにより、新技

術の開発および普及の両面から促進が期待できる。

① 事業提案型の地方受託研究の推進

中小市町村では、町村合併等により組織の集中化、効率化は図っているものの、

環境ニーズの高まりに伴い最新技術の導入が強く求められている下水道事業分野へ

の対応は必ずしも万全ではない。ＪＳ技術開発部が保有する技術･情報を活用し、下

水道事業の再構築等が必要と考えられる地方公共団体(下水道管理者 )に対して積極

的に事業提案を行うなど、プロジェクト支援と連携して受託研究を推進する。

② 大都市との共同研究による研究の効率化

大都市では、事業推進等を目的として独自に試験研究を実施している団体もある。

これらの課題の中には共通の課題も多く、相互に連携して実施することにより課題

解決を効率的に実現できる可能性が高い。
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大都市が抱える課題のうち、共通性が高い課題について共同研究を実施する。

（４）産官学との連携（共同研究）

ＪＳは、独自の実下水の処理実験施設を持つ研究開発部門と全国を対象とした下水

道施設の建設受託部門を併せ持つ唯一の公的機関であり、研究開発業務を効率的に実

施するため、その特徴を最大限に生かし、他の研究機関との共同研究を推進する。

① 民間との連携

民間の持つ技術や開発能力を下水道事業に効率的に活用するため、開発課題の内

容に応じて次の共同研究を実施する。

・公募型共同研究

下水道事業で解決すべき要素技術に関して開発目標を示し、開発者を公募して

実施する課題公募型の共同研究を継続して実施する。

なお、研究開発を効率的に促進するため､公募型共同研究の実施方法として、応

募者が研究開発グループを組織して技術開発を分担するプロジェクト型共同研究

の実施も検討する。

・提案型共同研究

提案型共同研究のうち、民間企業が保有する技術の下水道分野への実用化を促

進するため、新分野を開拓する可能性のある要素技術の実用化を目的とする共同

研究(新分野開拓技術(Ⅰ類)に対応)を、新技術提案型共同研究として継続実施する。

また、技術開発実験センター等の技術開発部が保有する実験用資機材を活用し、

ＪＳが蓄積・保有する技術・ノウハウを広く普及するため、提案型共同研究のう

ち、民間開発技術の性能確認及び改良試験を行う共同研究(機能改善向上技術(Ⅱ

類)に対応)を、基盤提供型共同研究として継続実施する。

② 大学等の公的研究機関との連携

基礎的・先導的な研究開発において、大学等は専門的な深い知識を保持している。

これらの新たな知見･技術を効率的に下水道事業に導入するため、大学や他の公的研

究機関との共同研究を推進する。

③ その他の連携

技術の開発･普及を促進するため、ＪＳ内プロジェクトチーム、共同研究グループ、

技術連絡会・勉強会などの技術研究グループを組織する。

（５）技術評価

研究開発業務および開発成果普及の促進を図るため、ＪＳ外部有識者等により構成

された評価機関(技術評価委員会)を設置し、研究開発の実施方法および開発成果を客観

的に評価する。

① 新技術評価

ＪＳが開発または採用を予定する新技術のうち、特に重要な(新技術の導入による

効果･影響が大きい)技術について、実施設導入前のパイロットプラントデータに基

づく評価(評価Ⅰ)、および実施設データに基づく評価(評価Ⅱ)を技術評価委員会で行
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う｡

特に、水処理施設については、技術評価委員会において下水道法施行令等に基づ

く新技術導入に関する「評価 5」の評価を行う。

② 研究開発評価

研究開発評価は、研究開発の進め方の適切さを判断し、研究開発の効率化・活性

化を図り、より優れた成果を上げていくために実施する。この客観的な評価は、研

究費の使途に対するアカウンタビリティ(説明責任)につながり、また、ＪＳの受託業

務や地方公共団体の顧客満足度の向上に貢献できるので、課題研究を対象として研

究開発評価を積極的に行い、評価結果を広く周知する。

（６）技術情報管理および成果の普及

下水道の技術は総合技術であり、技術開発には様々な技術の集約が必要である。ま

た、資源リサイクルなどの観点からは、生活関連分野を中心に社会活動全体を視野に

入れた事業展開も求められている。したがって、技術情報の管理にあたっては、下水

道の事業課題を広く周知し、他分野からの技術提案が盛んに行われる環境を整備する

ことが重要である。

他分野技術情報の収集および開発技術の普及を促進するため、ＪＳ全体の技術情

報・資料室として普及活動を行うほか、様々な機会・媒体を通じて成果の普及に努め

る。なお、情報管理手法の整備方針については「第７章5．技術情報の管理・普及」で

詳述する。

（７）知的財産等

研究開発の過程で得られる特許、ノウハウ等の知的所有権や試験用資機材など、有

形、無形の資産は、財産価値の向上に努めると共に、適切な管理および積極的な活用

に努める。

① 知的所有権

研究開発の成果のひとつに特許等知的所有権（以下「特許等」）がある。1 次計画

を開始した平成 13 年度以後、平成 17 年 11 月末までに出願手続きが行われた技術開

発部提案特許案件は 59 件である。実用化特許の取得は、ＪＳが新技術の実用化・普

及を円滑に進めるための有力な推進力であり、今後とも外部との共同研究を主体に

特許等の取得に努める。また、権利化された特許等の下水道事業等への積極的な導

入を図るとともに出願特許の管理を徹底し、収益の向上を図る。

② その他の知的財産

試験方法や評価手法、ノウハウなどの知的財産は、指針・マニュアル等の著作物

として顕在化し、適切に管理すると共に受託研究や受託連携等の事業への活用を図

る。

２． 施設等の活用

技術開発部は、長い研究開発実績を通じて下水道分野の技術開発専門の施設･設備を
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多く保有している。これらの資産を有効に活用し、技術の普及・促進を図る。

（１）技術開発研修本部内施設(戸田)

戸田の技術開発研修本部には、屋内実験ヤード、恒温室、クリーンルーム等の様々

な屋内実験エリア、LC／MS、GC／MS、電子顕微鏡等の各種分析機器、技術情報

資料室、研修施設など、研究開発に必要な総合的な環境が整備されている。室内実

験ヤードは、隣接する下水処理場から流入下水を引水しており、合流式の汚水処理

実験が可能である。

これらの特徴を生かした施設の活用方法として、次の機能の充実を図る。

① 基礎的・先導的な技術開発の拠点

精密で詳細な調査解析が可能な設備･機器を活用した基礎的、先導的な技術開発

を集中的に実施する。

② 分析機能の集約拠点

ＪＳが直営実施する分析測定を集中的に実施する。

③ 材料等の性能確認試験拠点

コンクリート材料の耐食性促進試験など、人工的な環境下での材料等の性能確

認試験を実施する。

④ フィールド調査支援拠点

ＪＳが実施する全国の下水道施設等を対象とした野外調査の支援拠点とする。

⑤ 研究の場

情報管理等、引続き研究者の勤務地として執務環境の充実を図る。

（２）技術開発実験センター(真岡)

真岡の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が行える常設の処理実験ヤードとして整備されている。日本の

下水道は分流式が主であり、典型的な分流下水が容易にかつ安定的、経済的に確保

できる常設の実験フィールドとして非常に価値が高い。

これらの特徴を生かした施設の活用方法として、次の機能の充実を図る。

① 新技術の実用化（共同研究）実験の拠点

利便性の高い共通のフィールドとして、ＪＳ、大学、公的研究機関、民間企業

等が連携して活用する環境を整備することにより、新技術の実用化を促進する。

② 「スタンダード下水」としての性能確認試験の拠点

一般的性状を持つ同一の下水を用いて処理実験することにより、各種処理技術

の性能評価の信頼性が向上する。分流式下水道を対象とする処理技術の性能評価

施設としての活用を推進する。

③ 実地研修・教育の場

実験施設の公開を積極的に行うことにより、内外に開かれた研究施設として社

会見学によるＪＳの技術力のＰＲや研修・教育の場として活用する。
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（３）試験研究用資産の活用

ＪＳ技術開発が保有する試験研究用の資機材は、実用化後の技術の試験・評価に

も有用であり、試験･評価手法の普及を目的として試験研究用資機材の活用を図る。

特に試験研究用に開発した特殊な機材は、汎用性が少ない反面、他では実施できな

い試験・評価が可能である。この利点を最大限に活用し、保有資機材の効率的運用

を図るため、試験研究用資産の活用を促進する。

３． 研究財源

ＪＳの技術開発は、究極的には地方公共団体の技術開発部門としての使命を持ち、

このために安定した研究財源が必要である。しかし、既存の研究財源は減少する傾向

にあり、研究開発の目標、期間、必要な資源を明確にし研究開発の効率化を一層図る

とともに、以下に示す財源の確保に努力する。

（１）既存財源の確保

各開発課題の基本的資金は、定常的に予算化されている既存財源を充当することに

なるが､技術開発の成果は開発段階に応じて受益の範囲が異なるので、開発資金の調達

先も開発段階に応じて推移させることが望ましい。そこで、財源の性格により研究開

発目的を区分し、投資効果を明らかにすることにより、出資者の理解を深め､資金の確

保を図る。具体的には、財源の種類に応じ、原則として次の開発段階に充当する。

① 試験研究費

業務運営補助金を財源とする研究予算であり、ＪＳ技術開発部の固有財源として

地方公共団体に研究成果を還元することが求められる。主に技術開発段階および製

品開発段階の試験研究に充当し、知的財産権の獲得等に努めることにより、新技術

の円滑かつ経済的な実用化・導入に寄与する。

② 技術評価調査費

主に受託業務勘定からの受入れ資金を財源とする研究予算であり、受託事業の推

進を目的としている。主に受託事業部門からの要請に基づき、開発評価(技術評価)

段階および事後調査・事後評価段階の試験研究に充当し、新技術の実用化および普

及の促進に努める。

③ 受託研究調査費 (国)

国からの受託研究収入を財源とする研究予算であり、国土交通省の政策に密着し

た研究を行う。主に実態調査段階および開発評価(技術評価)段階の試験研究に充当し、

社会的技術ニーズの発掘および新技術の評価・普及に努める。

④ 受託研究調査費 (地方)

地方公共団体からの受託研究収入を財源とする研究予算であり、地方公共団体単

独では効率的な解決が図れない技術的課題を対象とした実態調査段階および新技術

の導入段階の試験研究が主である。個別の地方公共団体の課題解決を優先するが、

事例研究として他の試験研究との連携を図り、効率的な実施に努める。また、建設

受託との連携強化により、研究成果の効率的反映および受託の推進に努める。
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⑤ 共同研究

ＪＳとの共同研究を実施するため、共同研究計画に基づいて共同研究者が独自に

用意する研究資金であり、JS 研究基盤使用料である共同研究運営費の他､共同研究

者側の分担部分の研究開発費も広義には、研究財源とみなせる。共同研究は新技術

の実用化には欠かせない手法であり､主に②技術開発、③製品開発などの開発段階で

積極的に推進する。

（２）その他の財源の活用

① 共同研究運営費の見直し

現在、ＪＳが直接支出する共同研究費のうち共同研究者に負担を求めている費用

は、共同研究に直接利用する施設等維持管理費等負担金および需要費だけである。

ＪＳ側の財源上の制約を軽減し、併せて真岡実験センターを利用する共同研究者

の増加を促進するため、共同研究者が負担する共同研究運営費の見直しを検討する。

② 研究開発成果（知的財産）の収益化の推進

ＪＳ全体の経営効率化の観点から、研究開発成果の一つである特許料等の知的財

産についても、新たな研究開発財源として機能することが求められている。

・特許・実用新案(特許等)による収入の活用

特許等は、技術開発の成果を資産としたもので、特許等の実施料として果実を

生み出す。既にこの収入は、技術開発促進費として特許申請費、発明者への補償

金のほか新技術基礎調査費として技術開発部に還元できる枠組がある。特許出

願・保有数は今後も増加するので、管理体制の強化を図り、権利化を促進するな

ど積極的な活用、収益の向上を図る。

・民法上の契約の活用

共同研究等で開発した技術あるいは知り得た知識(ノウハウ)について、民法上

の契約による収益化を図る。

・技術資料等著作物の活用

技術開発部が作成した技術資料等の著作物を出版し、収益化を図る。

③ 下水道分野以外からの研究開発資金の導入

独立行政法人日本学術振興会への研究応募や外国の研究者受け入れにより、人材

に加えて研究資金も調達できる。また、新技術開発に関する様々な資金補助制度が

あり、プロジェクト型共同研究の実施等を通じて、これら外部資金・資源の調達に

努める。

４． 人的資源の育成・確保

ＪＳ技術開発部は、研究開発、エンジニアリング支援、プロジェクト支援を通して

地方公共団体を支援すべく、下水道技術について広い分野にわたって新技術の開発及

び実用化の試験研究を行い、ＪＳ及び下水道界のシンクタンクとなる組織である。こ

の使命の遂行には、ノウハウの蓄積や研究スタッフの充実が極めて重要となる。また、

ノウハウは人に蓄積されることから、研究者の資質も重要である。



20

（１）課題と方針

ＪＳ技術開発部は組織内研究機関であり、研究担当者の人事異動が多い。任期は３

～５年程度であり、その間に担当技術について先端的な成果をあげることが求められ

る。しかし、必ずしも専門ではない技術において、担当者個人の力だけで短期間に開

発成果をあげるのは困難であり、多くの場合は現場で培った実務経験を拠り所に当該

技術の専門家と協力して目標を達成することになる。したがって、ＪＳの研究担当者

には、豊かな現場経験に加えて、新技術に対する真摯な理解力と複数のスタッフをま

とめるマネジメント能力を備えることが求められる。

① 必要な技術力の習得

新技術の実用化に当たっては、導入現場で発生する問題点を事前に予想し、如何

に解決しておくかが重要である。問題の想定には、新技術を導入した場合の現場状

況を的確に描ける(想像できる)ことが必要であり、その能力は科学的な知識をもとに

豊かな現場経験により培われる。下水道に関する科学的な知識の習得と現場実践と

を繰返し経験することにより、技術力の向上を図る。

② 先端的技術･情報の習得

技術開発部に配属された職員は、即戦力として機能することが期待される。その

時の最大の課題は、担当分野に関する先端的技術･情報の習得である。先端的知見習

得の遅れは即開発の遅れに繋がるから、担当者が配属される時点で最先端の技術･情

報を理解し、開発課題を的確に把握できていることが理想である。ＪＳ社内の何処

にいても最先端の技術･情報に触れられる環境を整備し、技術開発部に所属しなくて

も個々人の技術の先端性を維持できるように努める。

③ 研究マネジメント能力の習得

新技術の実用化を目的とする研究開発を効率的に行うためには、予め達成目標、

必要資源、開発期間および中間目標(マイルストーン)を設定して進捗管理するプロジ

ェクト・マネジメント方式による業務管理手法が有効である。ＪＳの研究担当者に

は、複数の研究スタッフを機能的に活用できるプロジェクト･マネジャーとしての能

力を持つことが求められる。

（２）社内研究者の育成

技術開発部職員に求められる資質は、技術力を事業の拠り所とするＪＳの技術職員

全体に共通する資質であり、経験年数等に応じ様々な機会を通じて計画的に育成する。

技術開発部の社内研究者の育成策として次を推進する。

① 全社的ＯＪＴによる技術レベルの向上

ＪＳ技術職員でも下水道を専門に学習した者は少なく、大半の職員が入社後に下

水道技術を習得しなければならない。しかし、学際的で広範な知識を短期間で習得

することは困難であり、実務の中で継続して習得できる機会を作る必要がある。現

場等に所属しても最新の技術に直接触れられる機会を多くするため、受託連携の強

化、新技術講習会の開催、技術情報の社内公開などにより、ＪＳ全社的なＯＪＴ活

動に協力する。
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② 海外派遣留学生制度の継続

外部研究機関や先進諸国の下水道技術に直接触れることは、他に倍する貴重な経

験であり、職員の能力開発に大きく影響する。海外留学に素養・意欲のある職員を

積極的に発掘し、技術習得を推進する。

③ 研究成果の積極的公表（論文発表）

研究成果の公表は、技術の普及ばかりでなく、組織や研究者の存在を周知できる

場を得ることである。特に社会的評価の高い学会誌等への投稿は、研究担当者の技

術力や研究成果の重要性を客観的に評価できる絶好の機会である。担当者の技術力

向上を目的として、技術論文等の公表を推進する。

④ 資格(技術士・博士)、知的所有権取得の推進

技術士や博士号等の個人資格の取得や特許等の知的所有権の取得は、個人の技術

力向上につながる。これら資格・権利の取得実績は、研究機関等の技術力の評価尺

度としても有効であるので、その取得を推進する。

（３）社外研究者の確保

広範な専門知識を必要とする下水道技術の研究開発を効率的に進めるには、下水道

技術を基礎としつつ、多分野の専門技術を集結する必要がある。ＪＳの派遣研究員受

入れ制度等を活用し、開発目的に応じた外部研究員の受入れを促進する。

① 大学や公的機関との人的交流推進

大学等との共同研究による人事交流、実務訓練生等の受け入れを促進する。

② 特別研究員・外国人研究員の招聘

先端的な研究開発の実施により、独立行政法人日本学術振興会の特別研究員、海

外特別研究員等の受入れを推進する。

③ 共同研究者研究員の受入れ

共同研究を効率的に進め、かつ共同研究によって得られる新たな知的財産を適正

に管理するためには、共同研究者の研究員を常駐させて開発業務に従事させた方が

良い場合もある。共同研究者の研究員が研究開発に専念できる環境を提供するため、

必要に応じて当該研究員の受入れを行う。

④ 地方公共団体研修員の受入れ

下水道事業の再構築にあたっては、社会的な環境ニーズに適切に対応するため、

より高度で先進的かつ広範な技術の導入が必要である。したがって、事業の直接の

担当者である地方公共団体職員にも社会的ニーズをリードできる高い技術的判断力

や創造力が求められている。このような短期研修では習得できない技術的能力を培

うことを目的として、要請に応じて下水道事業の再構築調査等の受託に併せて地方

公共団体研修員の受入れを行う。

５． 技術情報の管理･普及

技術開発部には創設以来、下水道を中心に内外の様々な技術情報が蓄積されている。

情報は利用されてはじめて資産価値が認められるものであり、今後とも次の視点から

保有情報の利用促進を図る。
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（１）電子化の推進

次の施策の実施により技術開発部が管理する技術情報の電子化、デジタル化を推進

する。

① 技術開発成果の電子化・データベース化の継続

技術開発部の成果のうち、印刷物として保存されている過去の報告書は画像情報

あるいは文字検索可能なデジタル情報として PDF ファイル化し、保存している。現

在、年報･部報は全て電子化・データベース化が完了し、過去の個別報告書について

必要に応じて電子化を進めているところであり、さらに利用しやすい環境の整備に

努める。

② 図書管理システムの整備(社内公開)

現在、約２万冊の図書が技術開発部資料室に収納されており、現在もその量は増

加しつつある。これらは、図書管理システム（情報館）により登録・管理し、イン

トラネットでＪＳ職員に公開している。保有図書は、下水道関連の専門書籍を主体

とし、下水道に関係する水環境関連の内外専門誌のバックナンバーが揃っていると

いう点でも貴重であり、外部の専門誌検索システムも活用し、次のような観点から

内容の充実を図り、閲覧者の利便性の向上に努める。

・新技術に関する資料の収集と保管

・既往の技術開発成果の保管

・事業実施部門からのリクエストに応じ、その目的に合った資料の迅速な検索・

提供

・外部文献検索サイトへのリンク

③ 研究成果のデータベース化

研究開発過程で採取される各種生データは、成果報告書とは別の知的財産として

の価値があり、最新のデータと比較するなど調査時点とは違った観点から解析を試

みる上などで重要である。今後とも、担当者が所有する測定データ等のデータベー

ス化を推進する。

（２）技術情報の管理･発信

① 情報管理の徹底

技術開発部が管理する技術情報の中には、特許やノウハウ、データに関する資料

などその取り扱いに留意が必要な情報も多い。ＪＳの知的財産の有効な活用を図る

ため、技術情報管理を徹底する。

② 情報管理普及体制の充実

技術情報は、印刷物の他､電子資料､電子出版物など、利用者の要望に応じて様々

な形態で提供できることが望ましい。コンピュータの発達により､研究担当者が作成

した各種資料を様々な形態に簡単に加工することが可能になり、大量印刷を除けば

外注するより経済的になっている。前掲の電子化の推進関わる各項目の円滑実施を図

るため、研究成果品等の作成作業を内部化し、情報管理普及体制の充実に努める。
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③ 技術情報の発信

次のような個別技術の発表普及活動、および年報、部報の配布などの広報活動を通

じて、技術情報を積極的に発信する。

＜個別技術の発表普及活動＞

・国内及び海外での論文等の発表活動

・地方公共団体との連絡会議における研究成果の発表

・各設計センター、総合事務所等に対する技術説明会

・ＪＳ職員への新技術講習会

＜広報活動＞

・研究成果（部報・年報）の配布

・「メールマガジン」「部だより」等の電子広報誌の配信

・研究成果等の記者発表

・「電子リーフレット」、「電子スライド」等による技術情報の提供

・実験施設等の公開

（３）特定技術(商品メニュー)情報の提供

インターネットは、最新情報を得る最も有力なメディアとして定着しており、技術

情報の収集・発信手段として積極的な活用が求められる。そこで、特にＪＳ技術開発

部が研究開発を実施し普及が期待される技術(商品メニュー)を対象として、公開用ホー

ムページに当該技術専門の情報サイトを立上げ､JS ホームページの充実を図る。

６． 国際交流

（１）海外との共同研究実施

ＪＳは創立以来、海外との技術者交流を進めてきた。例えば職員の技術研修と先進

国の情報収集を目的として、ドイツのアーヘン工科大学と研究者の交互派遣を行い、

米国の大学や政府機関にも研修員を派遣している。また、派遣研究員受入れ制度によ

り中国や韓国の技術者を受け入れている。

これらの技術交流により相互の技術格差は解消しつつあり、各国が抱える技術的な

課題も共通化している。今後は技術者交流を継続するとともに、新たな相互協力の場

として、これらの組織との国際共同研究プロジェクトの実施を図る。

（２）開発途上国への国際協力

ＪＳは、国際協力事業に貢献するため、開発途上国への専門家派遣、社会開発調査

への協力、集団研修の講師派遣、個別研修の協力を行っている。開発途上国における

適正技術は先進国の技術と違う場合もあるので、開発途上国も視野に入れた広範な技

術情報の収集に努める。

（３）国内技術の海外への普及

日本国内では数々の技術が開発されており、国際的にも優れた技術が存在する。し

かし、国内の技術が海外で使われるケースが比較的少ない。国内の技術を適切に評価
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し、海外での論文発表や開発途上国への専門家派遣等の国際協力を通して、国内技術

の海外への普及に努める。また、知的所有権の国際化も積極的に図る。
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