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１．固形燃料化事業にかかる国内動向

事業主体 処理場 技術区分 施設規模 供用開始 スキーム
調査対象

アンケート
調査対象

1 福岡県 御笠川浄化センター 油温減圧乾燥 30t/日×1基 H13.1 － －
2 東京都 東部スラッジプラント 中温炭化 100t/日×3基 H19.11 ○ ○
3 新潟県胎内市 中条浄化センター 高温炭化 7.2t/日×1基 H20.4(H28.12休止) － ○
4 山形県新庄市 脱水汚泥燃料化施設(民間) 造粒乾燥 30t/日×1基 H21.4 － －
5 宮城県 県南浄化センター 造粒乾燥 50t/日×1基 H21.4(H26.1再稼働) ○ ○
6 新潟県 中越流泥処理センター 直接熱風乾燥 70t/日×1基 H21.4 － ○
7 富山県黒部市 黒部浄化センター 蒸気間接乾燥 13.75t/日×1基 H23.5 ○ ○
8 愛知県 衣浦東部浄化センター 中温炭化 100t/日×1基 H24.4 ○ ○
9 広島市 西部水資源再生センター 低温炭化 50t/日×2基 H24.4 ○ ○
10 群馬県前橋市 前橋水質浄化センター 高温炭化 25t/日×2基 H25.1/H29.4 － ○
11 熊本市 南部浄化センター 低温炭化 50t/日×1基 H25.4 ○ ○
12 東京都 東部スラッジプラント(その２) 中温炭化 100t/日×3基 H25.7 ○ ○
13 大阪市 平野下水処理場 低温炭化 150t/日×1基 H26.4 ○ ○
14 埼玉県 新河岸川水循環センター 中温炭化 100t/日×2基 H27.3 ○ ○

1.1 固形燃料化事業導入箇所
平成29年度末現在、固形燃料化事業の国内導入事例は30箇所
（稼働予定5箇所、研究事業4箇所を含む）。
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１．固形燃料化事業にかかる国内動向

事業主体 処理場 技術区分 施設規模 供用開始 スキーム
調査対象

アンケート
調査対象

15 北九州市 日明浄化センター 造粒乾燥 70t/日×1基 H27.10 ○ ○
16 滋賀県 湖西浄化センター 中温炭化 80t/日×1基 H28.1 ○ ○
17 横浜市 南部汚泥資源化センター 低温炭化 150t/日×1基 H28.4 ○ ○
18 静岡市 中島浄化センター 中温炭化 75t/日×1基 H29.1 ○ ○
19 広島県 芦田川浄化センター 造粒乾燥 72t/日×1基 H29.1 ○ ○
20 京都府 洛西浄化センター 低温炭化 50t/日×1基 H29.4 ○ ○
21 愛知県豊橋市 中島処理場 中温炭化 53t/日 H29.10 ○ ○
22 名古屋市 空見スラッジリサイクルセンター 造粒乾燥 200t/日 H30.10予定 ○ ○
23 横浜市 北部汚泥資源化センター 低温炭化 200t/日 H31.4予定 ○ ○
24 福岡県 御笠川浄化センター 低温炭化 100t/日×1基 H31.4予定 ○ ○
25 福岡市 西部水処理センター 造粒乾燥 100t/日 H33.2予定 ○ ○
26 京都市 鳥羽水環境保全センター 未定 150t/日 H33.4予定 ○ ○
27 愛媛県松山市 西部浄化センター(B-DASH) 表面固化乾燥 - H24実証開始 － －
28 長崎県長崎市 東部下水処理場(B-DASH) 蒸気間接乾燥 - H24実証開始 － －
29 栃木県鹿沼市 黒川終末処理場(B-DASH) 気流乾燥 - H28実証開始 － －
30 神奈川県秦野市 浄水管理センター(B-DASH) 蒸気間接乾燥 - H28実証開始 － －

1.1 固形燃料化事業導入箇所
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１．固形燃料化事業にかかる国内動向
1.2 技術開発状況
(1) 国土交通省

LOTUS Projectの開発技術（平成17年度着手）

B-DASH プロジェクトの実証事業（平成23年度～現在）

開発技術名称 研究者（技術提案者）
1 下水汚泥のバイオソリッド燃料化 日立造船株式会社

2 下水汚泥の活性炭化と有効利用による汚泥処理費の低減 川崎重工業株式会社
株式会社木村製作所

実証事業名 研究体（実施者）

1 温室効果ガスを抑制した水熱処理と担体式高温消化による固形燃料化技術
三菱長崎機工株式会社
長崎市
長崎総合科学大学

2 廃熱利用型低コスト下水汚泥固形燃料化技術 JFEエンジニアリング株式会社

3 脱水乾燥システムによる下水汚泥の肥料化、燃料化技術

月島機械株式会社
サンエコサーマル株式会社
日本下水道事業団
鹿沼市農業公社
鹿沼市

4 自己熱再生型ヒートポンプ式高効率下水汚泥乾燥技術
株式会社大川原製作所
関西電力株式会社
秦野市
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１．固形燃料化事業にかかる国内動向
1.2 技術開発状況
(2) 日本下水道事業団
日本下水道事業団では、固形燃料化システムの実用化を促進する
ため、平成16年度から民間企業との共同研究を実施し、平成20年4
月に炭化２技術、乾燥１技術の計３技術の技術評価を完了してい
る。

テーマ名 共同研究者

1 バイオマスエネルギー利用技術の開発 －下水汚泥炭化物の石炭火力発電用
燃料への適用技術開発－

東京電力株式会社
三菱重工業株式会社
大同特殊鋼株式会社

2 バイオマスのエネルギーの利用技術の開発 電源開発株式会社

3 下水汚泥の燃料化を目的とした炭化技術の開発（低温炭化に必要な炭化システム設備の開発）に関わる共同研究 大同特殊鋼株式会社

4 石炭火力発電所に適した下水汚泥炭化燃料化製造技術開発に係わる共同研究

電源開発株式会社
月島機械株式会社
メタウォーター株式会社
株式会社ジェイペック

5 バイオマスのエネルギー利用技術の開発 新日鉄エンジニアリング株式会社

6 常温低燃費乾燥機の開発※ メタウォーター株式会社

※ 平成29年3月現在製品化には至っていない。
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１．固形燃料化事業にかかる国内動向
1.2 技術開発状況
(3) 日本下水道新技術機構
日本下水道新技術機構では、地方公共団体や民間企業との共同
研究による新技術の開発（新技術研究成果証明）と、民間企業に
おいて研究開発された新技術の技術的な審査（建設技術審査証
明）を行っており、炭化２技術（うち一つは炭化物自体の審査証
明）、乾燥５技術の評価を行っている。

テーマ名 共同研究者
1 油温減圧式乾燥技術の実用化研究 三井造船株式会社

2 改質乾燥による下水汚泥のバイオマス燃料化技術に関する共同研究
滋賀県
三菱化工機株式会社
三菱商事株式会社

3 汚泥熱分解燃料化システムに関する共同研究 株式会社東芝
4 Hitz パールシステム 間接加熱式汚泥乾燥造粒装置 日立造船株式会社

5 SA法固形燃料製造技術下水汚泥発行乾燥処理物と廃プラスチックを混合した固形燃料製造技術
佐藤工業株式会社
福井資源化工株式会社

6 表面固化式汚泥乾燥装置 カリット JFEエンジニアリング株式会社
7 下水汚泥炭化加炭材 メタウォーター株式会社
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１．固形燃料化事業にかかる国内動向
1.3 ガイドライン・マニュアル等策定状況

1.4 下水汚泥固形燃料のJIS化（平成26年9月制定）
品質の安定化及び信頼性の確立、市場の活性化

公表・発行 年度 名称
1 国土交通省 平成27年3月 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン －改訂版－
2 国土交通省 平成27年3月 廃熱利用型 低コスト下水汚泥固形燃料化技術導入ガイドライン（案）

3 国土交通省 平成27年3月 温室効果ガスを抑制した水熱処理と担体式高温消化による固形燃料化技術
導入ガイドライン（案）

4 国土交通省 平成30年1月 下水汚泥エネルギー化技術ガイドライン －平成29年度版－
5 日本下水道事業団 平成20年3月 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
6 日本下水道新技術機構 平成21年3月 改質乾燥による下水汚泥のバイオマス燃料化技術に関する技術マニュアル
7 日本下水道新技術機構 平成22年3月 汚泥熱分解燃料化システム技術マニュアル

公表・発行 年度 名称
1 日本下水道事業団 平成14年10月 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について
2 日本下水道事業団 平成20年3月 下水汚泥固形燃料発熱特性 評価試験マニュアル
3 日本下水道新技術機構 平成18年3月 汚泥由来の可燃性ガスと汚泥製品の安全対策に関する技術資料
4 総務省消防庁 平成19年4月 再生資源燃料等の安全の確保に係る調査検討報告書

固形燃料化事業及び技術に関するガイドライン及びマニュアル

固形燃料の物性及び取扱いに関するガイドライン及びマニュアル
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２．固形燃料化技術
2.1 固形燃料化技術の整理
炭化プロセス、乾燥プロセスとも従来からの技術ではあるが、燃料化技術として、これ
までの“処理”という考え方から“燃料製造”という考え方に見直されることにより、『高発
熱量化』や『臭気、環境負荷の低減』、『ハンドリング』や『安全性の向上』など新たな
要求に応える必要が生じ、開発、研究が進められている。

油温減圧式乾燥

固形燃料化技術 炭化

乾燥

低温炭化

中温炭化

高温炭化

直接乾燥

間接乾燥

改質乾燥

発酵乾燥

造粒乾燥

表面固化乾燥

気流乾燥
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２．固形燃料化技術
2.1 主な固形燃料化技術の整理①

炭化技術
低温炭化 低温炭化 低温炭化

電源開発(株)、月島機械(株)、
メタウォーター(株)、ジェイペック(株) 月島機械(株) 大同特殊鋼(株)

概略フロー

実 績
• 愛知県100t/日×1基※１
• 広島市50t/日×2基
• 熊本市50t/日×1基
• 大阪市150t/日×1基

• 横浜市150t/日×1基
• 京都府50t/日×1基
• 横浜市200t/日×1基
• 福岡県100t/日×1基

－

技術評価 日本下水道事業団(C-1システム) 日本下水道事業団(C-1システム)の改良 日本下水道事業団(C-2システム)

※1 愛知県実績における炭化温度は約500℃であり、中温炭化に区分される。
※2 炭化物自体に対する建設技術審査証明である。

中温炭化 中温炭化 中温炭化（炭化物は高温単価相当）
三菱重工環境・化学エンジニアリング(株) (株)東芝 メタウォーター(株)

概略フロー

実 績 • 東京都100t/日×3基 • 埼玉県100t/日×2基 • 滋賀県80t/日×1基
• 静岡市75t/日×1基

技術評価 － 日本下水道新技術機構（新技術研究成
果証明）

日本下水道新技術機構（建設技術審査
証明）※2
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２．固形燃料化技術
2.1 主な固形燃料化技術の整理②

炭化技術 乾燥技術
高温炭化 油温減圧式乾燥 造粒乾燥（直接乾燥方式）

川﨑重工業(株) 三井造船(株) 新日鉄住金エンジニアリング(株)

概略フロー

実 績

• 新潟県胎内市7.2t/日×1基
• 群馬県前橋市25t/日×2基

• 福岡県30t/日×1基 • 山形県新庄市30t/日×1基
• 北九州市70t/日×1基
• 広島県72t/日×1基
• 名古屋市100t/日×2基
• 福岡市50t/日×2基

技術評価 LOTUS Project 日本下水道新技術機構（実用化研究） 日本下水道事業団(D-1システム)
乾燥技術

造粒乾燥（間接乾燥方式） 造粒乾燥（間接乾燥方式） 気流乾燥
日立造船(株) (株)大川原製作所、関西電力(株) 月島機械(株)、サンエコサーマル(株)

概略フロー

実 績 • 宮城県50t/日×1基 • 神奈川県秦野市(B-DASH) • 栃木県鹿沼市10t/日×1基(B-DASH)

技術評価
LOTUS Project
日本下水道新技術機構（建設技術審査
証明）

Ｈ28年度B-DASH実証研究採択 Ｈ28年度B-DASH実証研究採択
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３．既存事業スキームの把握

3.1 契約方式について

国内導入事例（21事業）から既存の事業スキームを調査し、契約方式、落札
者等の選定方法、管理運営期間、契約スキームについて整理した。

個別仕様
発注

包括的
民間委託

DB(設計・施工
一括発注)

DBO（設計・施工・
維持管理・運営
一括発注）

PFI
(従来型)

PFI
(コンセッション)

民間収益
施設併設

・下水汚泥固形燃料化
事業では、ＤＢＯが21
事業中15事業と最多、
次いでＰＦＩ(従来型)、
ＤＢの順。 注)事業数,割合

PFI(従来型）

DBO

DB
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３．既存事業スキームの把握
3.2 落札者等の選定方法 3.3 管理運営期間

注)事業数,割合

採用事例では、総合評価
落札方式が21事業中17
事業と全体の8割以上を
占めている。

採用事例では、20年間が
21事業中18事業と全体
の8割以上を占めている。
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３．既存事業スキームの把握
3.4 契約スキーム

契約方式による
分類

ＳＴＡＲＴ

ＰＦＩ（従来手法） 5事業
（広義の）ＤＢＯ 15事業

入札の対象範
囲による分類

ＤＢ＋Ｏ 3事業
（狭義の）ＤＢＯ 12事業

設計・建設工事が対象
設計・施工並びに
維持管理・運営が対象

締結の対象とな
る契約の構成

事業契約による締結
基本協定をベースとした
複数契約による締結

4事業 8事業

埼玉県は
別途ＤＢ，Ｏに分類

下水汚泥固形燃料化事業は、参画者に多様な条件を求めることからも、契約スキー
ムは多様化しているが、契約方式等による分類から、一定の整理を試行した結果につ
いて示す。
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３．既存事業スキームの把握

＜事業契約締結タイプ＞
事業契約締結タイプは、4事業で採用され
ている。いずれのケースも、発注者と落札者
は事業契約を締結した後、落札者の権利義
務をＳＰＣに承継することにより事業を継続
実施する手法をとっている。
ただし、ＳＰＣの設立時期は都市により異
なり、維持管理業務の開始までに各々ＳＰ
Ｃを設立することが条件化されている場合が
多い。

3.4 契約スキーム
広義のＤＢＯ※（15事業）では、入札の対象が設計・建設工事（いわゆるＤＢ＋Ｏ）
であるか、あるいは設計・施工並びに維持管理・運営（ＤＢＯ）であるかによって契約スキー
ムは異なる。入札の対象が事業全体の場合（ここでは、狭義のＤＢＯ 12事業）は、締
結の対象となる契約の構成状況から、事業契約を締結するタイプ、並びに基本協定をベース
として複数契約を締結するタイプに大別できる。

※ここでは、便宜上、ＤＢＯ並びにＤＢ＋Ｏを総括して広義のＤＢＯとした。
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４．アンケート・ヒアリング調査

国内すべての固形燃料化事業導入箇所へのアンケート及び
数か所のヒアリング
・技術にかかる調査
固形燃料にかかる基本物性、用地、ユーティリティ使用
状況、運転状況、温室効果ガス排出量、エネルギー収支
等

・事業スキームにかかる調査
検討経緯、自治体・事業者視点での長所、短所、
要望事項等

・所期の性能発揮の有無
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５．まとめ
5.1 今後の事業展開に向けた事業スキームの提案
下水汚泥固形燃料化事業に係る推奨事業スキームについて、「契約方式」、
「落札者等の選定方法」、「管理運営期間」、「契約スキーム」の観点から整理を
行った。

下水汚泥固形燃料化事業では、ＤＢＯが21事業中15事業と最多、
次いでＰＦＩ(従来型) 5事業、ＤＢ 1事業の順。
ＤＢＯの発注もＰＦＩ法に準じた手法により実施されるケースが多い
が、事務手続きはＰＦＩ(従来型)と比較してやや簡素化されている
（特定事業選定プロセス、直接協定締結プロセス等)
ヒアリングにより、マイナスの要因も聞かれたＰＦＩ(従来型)であるが、
事業費（設計、建設、維持管理運営費）を事業期間を通じて平準
化できるメリットは大きい。また、起債充当率等を重要指標とする事業
体には、有効な手法と考えられる。

1)推奨事業スキーム（契約方式）
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５．まとめ
5.1 今後の事業展開に向けた事業スキームの提案

下水汚泥固形燃料化事業の施設の設計・施工並びに維持管理・運
営は、事業体の特性に合わせて発注要件等オーダーメイドする部分も
多く、現在でも性能規定並びに民間事業者の高度な技術提案を中
心とした落札者の選定方式が採用されている。
採用事例では、総合評価落札方式が21事業中17事業と全体の8
割以上を占めており、次いでプロポーザル方式。
本事業を実施している多くの事業主体が都道府県や政令指定都市
であり、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例
を定める政令」の適用対象であることから、随意契約であるプロポーザ
ル方式では内部コンセンサスを得ることが困難であることが想定される。

2)推奨事業スキーム（落札者等の選定方法）
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５．まとめ
5.1 今後の事業展開に向けた事業スキームの提案

下水汚泥固形燃料化事業では、汚泥処理の長期的・安定的処理も
一つの目的であることから、管理運営期間を長期間としている事例が
多い。
維持管理・運営をセットで発注するケースでは、設計建設対象施設の
耐用年数を考慮しつつ管理運営期間を検討する必要がある。例えば、
燃料化施設の構成設備である乾燥設備の標準耐用年数は8~10年
であるが、実質的な耐用年数を2倍程度と仮定すると16~20年となる。
実質の耐用年数ベースを参考に、管理運営期間を20年間としている
ケースが想定されるが、ヒアリングにより20年間の期間では技術が陳腐
化する恐れもあり15年としていた例もあった。

3)推奨事業スキーム（管理運営期間）
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５．まとめ
5.1 今後の事業展開に向けた事業スキームの提案

DBOでは、基本協定や基本契約をベースとした複数契約による締結パ
ターンと、事業契約による締結パターンが採用されている。
事業契約締結のパターンは、４件採用されているが、対価の支払い手
法から実態として設計、建設、維持管理・運営が区分されるＤＢＯで
は、コンソーシアムが事業全体を一体として担っているという点から説明
が弱くなるといった見解（弁護士による法的解釈）がある。
2件で採用されている複数契約締結パターンは、基本協定の締結の後、
個別契約締結に先立ち、基本契約を締結し、コンソーシアムの実施す
る設計、建設業務と、SPCが行う維持管理・運営業務を結び付け、相
互関係やリスク分担について整理している点から、リスクヘッジの点からも
より有効である。

4)推奨事業スキーム（契約スキーム）
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５．まとめ
5.1 今後の事業展開に向けた
事業スキームの提案

5)推奨事業スキーム【総括】
契約方式

ＤＢＯ 標準的なスタイルとして推奨
ＰＦＩ(従来型) 特定事業選定プロセス等事務
手続きでやや煩雑。事業費（設計、建設、維持管
理運営費）を事業期間を通じて平準化できるメリッ
トがある。

落札者等の選定方法

都道府県や政令指定都市では「地方公共団体の
物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める
政令」の適用から総合評価落札方式を推奨。
一般市町村では、原則として事業体の調達規定に
よるが、より事務手続きの簡素なプロポーザル方式に
よる選定方式をベースとすることが考えられる。

管理運営期間

管理運営期間は15～20年程度を基本。耐用年数
ベースは20年を、汚泥処理の技術革新を懸念する場
合は15年。

契約スキーム

リスクヘッジの点から基本契約を含む複数契約が有効。
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５．まとめ

5.２ 技術的課題に対する対応
・固形燃料化技術の処理フロー
－各種技術評価、審査証明事項からの変更点の整理
－設計段階から運転開始後に行った処理フロー変更
等

・需要先における固形燃料ニーズ
－固形燃料性状（成分、形状）に伴う影響整理
等

・新技術（B-DASH等）の対応
－B-DASHガイドラインの取り込み（一部技術の対応）
－B-DASH後の自主研究成果の取り込み
等
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ご清聴、有難うございました。


