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日本下水道事業団 

 

JS 技術開発基本計画を策定 

―これからの JS の技術開発の方向を示します― 
 
 日本下水道事業団（JS）は、このたび「JS 技術開発基本計画（3 次計画）」を策定した

のでお知らせいたします。 
 
１．計画の位置づけ 
 平成 24 年 4 月に発表された「JS 第 4 次中期経営計画」における JS の技術開発の方向

性に基づき、技術開発にとどまらず、実用化、プロジェクトへの導入に至るまでを視野に

いれ、中期経営計画の達成を目指すものです。 
 
２．計画期間 
 第二次技術開発基本計画（計画期間平成 18 年度～平成 22 年度）に引き続き策定したも

のです。JS 第 4 次中期経営計画が上位計画となるため、本計画の最終的な決定は平成 24
年度となりましたが、平成 23 年度より本計画の基本方針にもとづいて試験研究を実施して

きたことから、計画期間を平成 23 年度～平成 28 年度の６ヵ年としました。最終年度を平

成 28 年度としたのは第 4 次中期経営計画の計画期間と合わせたものです。 
 
３．基本目標 
 3 つの分野において合計８つの開発の基本目標を定めました。 

分 野 基本目標 
エネルギー・資源回収を目的とした下水処理場の最適化省エネ・創エネシステム技術 
汚泥中の放射性物質対策 
膜分離活性汚泥法（MBR）技術の体系化 
次世代水処理技術の実用化 

水再生システム技術 

改築・更新のための水処理技術の再評価・改善 

管路マネジメントシステムの構築 
処理場、管路の防食手法のアップデイト 

サスティナブル下水道技術 

防災技術の確立 
 

４．実施方針 
 実施方針では、「外部評価の仕組み」、「技術開発体制と実用化方策」、「新技術の積極的

導入」、「JS 実験施設等の活用」などについて記述しています。 
 
５．その他 
 その他、「国際展開」、「人材育成」などについて記述しています。 

＜問い合わせ先＞ 
日本下水道事業団 技術戦略部 
次長兼新技術推進課長 川本 和昭 

TEL：03-6361-7838 



ＪＳ技術開発基本計画（３次計画） 

要旨 

 

 

１．はじめに 

技術戦略の立案から新技術の開発、導入、基準化までの流れである｢技術の善循

環｣を一元化し、新技術導入促進を強化することとした。第 4 次中期経営計画にお

ける JS の技術開発の方向性に基づき、技術開発に留まらず、実用化、プロジェク

トへの導入に至る「JS 技術開発計画（3 次計画）」を策定し、その達成を目指すも

のとされた。 
 
２．技術開発戦略 

 技術開発戦略の理念を『ＪＳの技術開発戦略は、地方公共団体のニーズを捉え、

「下水道ソリューションパートナー」として、機動的かつ積極的に課題解決を図る

ために、「ニーズに応える技術」、「信頼性の高い技術」、「コストパーフォーマンス

指向の技術」の開発、実用化、導入を行い、ひいては、国際水ビジネスの展開や我

国の下水道技術の発展に寄与し、健全な水環境と資源循環を創出することを目指

す。』とした。 
 
３．技術開発基本計画の内容 

【計画期間】 

計画期間は、平成 23 年度から平成 28 年度の 6 ヵ年とする。最終年度を平成 28 年

度としたのは、第 4 次中期経営計画と整合させるためである。 
 
【基本目標】 

以下の 3 つの分野において基本目標を定めた。 
① 省エネ・創エネシステム技術 

○ エネルギー・資源回収を目的とした下水処理場の最適化 
○ 汚泥中の放射性物質対策 

 
② 水再生システム技術 

○ 膜分離活性汚泥法（MBR）技術の体系化 
○ 次世代水処理技術の実用化 
○ 改築更新のための水処理技術の再評価・改善 

 
③ サスティナブル下水道技術 

○ 管路マネジメントシステムの構築 
○ 処理場、管路の防食手法のアップディト 
○ 防災技術の確立 

別 紙 



  
【研究課題】 

 以下に、総括表に整理する。 
番号 分　野 基本目標

アナモックスプロセスの実用化

嫌気性水処理技術の実用化

水質センサーを用いた自動制御技術の実用化

吸着剤を用いたリン除去・回収システムの実用化

固定化担体を用いた高効率生物学的リン除去技術の開発

エネルギー回収効率向上技術の開発

膜分離活性汚泥法（MBR)技術の体系化

次世代水処理技術の実用化

処理場、管路の防食手法のアップデイト

1

2

改築・更新のための水処理技術
の再評価・改善

管路マネジメントシステムの構築

省エネ・創エネ
システム技術

エネルギー・資源回収を目的とした
下水処理場の最適化

汚泥中の放射性物質対策

3

水再生
システム技術

サスティナブル
下水道技術

MBRの導入検討・設計手法の標準化

省エネルギー型
水処理技術

資源回収型
水処理技術

既存MBR技術の体系的整理及び評価

省エネルギー化・合流式対応等の新たなMBRシステムの開発

担体投入活性汚泥法

オキシデーションディッチ法

研究課題

放射性物質の挙動の解明

放射性物質を含む汚泥の処理、処分技術

中小規模処理場更新時に提案できる次世代汚泥処理技術

焼却炉を有する大規模処理場更新時の提案できる次世代汚泥処理技術

標準活性汚泥法

生物学的栄養塩除去法

耐津波対策技術の開発

下水道防災技術の総括
防災技術の確立

新たな腐食メカニズムの解明

接触酸化法

管路マネジメントシステムの開発

管路熱利用システムの開発

防食指針及びマニュアルの策定

処理水再利用技術

 
 
 
【重点分野】 

① 汚泥中の放射性物質対策（平成 24 年度） 
『乾式処理 による放射性物質の濃縮、希釈方式』 
『造粒乾燥による減容化』 
② 改築更新のための水処理技術の再評価・改善 
『自動制御技術によるオキシデーションディッチ法の省エネルギー化、高機能化』 
③ 膜分離活性汚泥法（ＭＢＲ）技術の体系化 
『省エネルギー化、合流式対応の MBR システムの開発』 
④ 防災技術の確立 
『耐津波対策技術の開発』 
⑤ イノベーション技術の積極的活用 
『コスト低減への積極的挑戦』 
 
【将来を見据えた技術開発分野】 

① 低コスト（既設利用の改築、維持管理）で水量、水質変動に強い水処理システ

ムの開発 



② 活性汚泥の酸発酵を利用した生物電池の開発 
③ 低コスト、ベーシックパーフォーマンス型の嫌気処理システムの開発 
④ 民間仕様、汎用品採用等による処理場改築スキームの開発 
 
４． 実施方針 

【方針決定と外部評価の仕組み】 

技術評価委員会は、JS の技術開発にかかわる重要事項を第三者機関として客観

的に評価し JS の活動の公正性・透明性を確保する重要な組織である。技術委員会

では、技術開発及びその導入、基準、品質管理、高度な技術的判断の要するプロジ

ェクトの設計に係る事項を審議するとされている。 
 
【技術開発の体制と実用化方策】 

① 技術開発スキーム 
 固有研究、国受託研究、地方受託研究、共同研究を並行的に活用し、有機的な連

携を図りつつ基本目標に向かって、技術開発を推進するものとする。 
② 基準、マニュアル、仕様書等 
③ 導入技術の事後評価 
 
【新技術の積極的導入】 

新技術導入制度はさまざまな新技術が迅速に採用できるため、導入時に十分な技

術確認することに留意しつつ、引き続き積極的に展開する。 
 
【JS 実験施設等の活用】 

 戸田分室は分析機能を中心に、真岡は客観評価の実験ヤードと放射能濃度の測定

拠点を前面に押し出し、活用することとする。 
 
 
５．その他 

【国際展開】 

JS の技術力を活用した支援として、民間企業の海外水ビジネス市場獲得、地方

公共団体の国際展開のために向け取り組む。 
 
【第２次技術開発基本計画】 

計画期間中技術評価の答申のなされた技術は「下水汚泥固形燃料化システム」、

「オゾン処理技術」、「アナモックスプロセス」「耐硫酸モルタル防食工法」４件で

あり、また「エネルギー回収を目的とした」としてあらたな視点から嫌気性消化に

ついて技術評価の諮問を行った。 



 

 

 

 

 

 

ＪＳ技術開発基本計画（３次計画） 

【平成23～28年度】 
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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の基本的な方針を示すために、平

成 13 年 3 月に最初の「JS 技術開発五ヶ年計画」（1 次計画：平成 13 年度～平成 17
年度）が策定された。1 次計画期間中の平成 15 年 10 月に JS は地方共同法人に生ま

れ変わり、地方公共団体の共通の利益を目指す法人として、受託事業との連携を強固

にするため、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し、見直し

を行った。 
  
平成 18年3 月に「JS 技術開発基本計画」（2次計画：平成 18 年度～平成 22 年度）

が策定され、およそ 10 年先の実現を目指す３つの「研究開発目標」（“水再生システ

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、技術開発を推進した。 
 

 平成 23 年４月には、JS は技術開発部と品質管理センターを合併し、「技術戦略部」

を新たに設置し、技術戦略の立案から新技術の開発、導入、基準化を一元的に担うと

ともに、「技術の善循環」を迅速、円滑に廻すことを目指した。さらに、平成 24 年 3
月には第 4次中期経営計画（平成24 年度～平成 28 年度）が策定され、ＪＳ経営に位

置付けされた技術開発の取り組むべき方向と施策が示された。 
 
「JS 技術開発基本計画」（３次計画）には、「技術の善循環」の円滑化と第 4 次中

期経営計画との協調が求められている。このため、共同研究の取組み強化、新技術導

入促進等による受託建設事業との緊密な連携や「下水道ソリューションパートナー」

としての技術力の構築を目指した。なお、計画期間は、経営計画を包含させ平成 23
年度～平成28 年度とした。 

 
 本計画では、3つの分野（“水再生システム技術”、“省エネ・創エネシステム技術”、

“サスティナブル下水道技術”）において、８つの「基本目標」と２５の「研究課題」

を掲げこれらに取り組むこととした。さらに、早急に実用化しなければならない重点

分野や将来を見据えた技術開発分野についても掲げることとした。 
 
 ここに定めた「JS 技術開発基本計画（３次計画）」を通して、今後取り組もうとし

ている研究開発等の戦略、基本目標、研究課題をご理解、ご賛同をいただき、計画実

現、成果の普及にむけて、ご支援、ご協力をお願いするものである。 
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１．はじめに 

１－１ 技術開発体制の変更 

 最近における新技術の積極的な導入促進の必要性の高まり等、日本下水道事業団（以

下、JS）を取り巻く周辺状況が急速に変化しつつある中で、迅速かつ的確に対応する

ことが喫緊の課題となった。このため、これまで別の組織で行ってきた技術戦略の立

案から新技術の開発、導入、基準化までの流れである｢技術の善循環｣の一部を一元化

し、新技術導入促進を強化することとした。その結果、平成 23 年 4 月に事業統括部

の先導的事業開発部門、品質管理センターの技術基準部門及び技術開発部を統合して

技術戦略部が設置された。 
 従来、技術開発を担当してきた技術開発部の体制は、図１－１に示したように、技

術戦略部の中で「技術開発審議役」、「新技術推進課の一部」、「水処理技術開発課」、

「資源技術開発課」、そして「戸田技術開発分室」という体制に再編した。 
 
                    は、技術開発部門に関連するもの。 

 

                  新技術推進課長 

                     

                  技術基準課長 

                     

   技術戦略部長         水処理技術開発課長 

                     

     技術開発審議役      資源技術開発課長 

                 

     次 長           戸田技術開発分室長 

        

                  調査役(建築) 

                    

調査役（再構築） 

                     

図１－１ 平成23年度 技術戦略部組織体制 

 
１－２ 第４次中期経営計画における経営環境及び長期的方向性 

 平成 24 年 3月 15 日付けで日本下水道事業団評議員会から答申された「今後におけ

る日本下水道事業団の中期的な事業のあり方に関する答申」に基づき、「第 4 次中期

経営計画」が策定された。これまでの中期経営計画は計画期間が 3年であったが、第

4 次中期経営計画は、昨年の東日本大震災による被災施設の復旧事業、10 年先を見据

えた長期的な事業の方向性に沿った事業展開等に要する期間にかんがみ、計画期間を

は成 24 年度から平成28 年度までの 5 年間となっている。 
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 第 4次中期経営計画において、JS の技術開発の方向性は、その基本方針に基づき、

技術開発に留まらず、実用化、プロジェクトへの導入に至る「JS 技術開発基本計画（第

3 次計画）」を策定し、その達成を目指すものとされた。 
 以下、（１）ＪＳの経営環境、（２）長期的方向性、１－３第 4次中期経営計画にお

ける支援強化は「第 4次中期経営計画」からの一部抜粋である。 
 
（１）JSの経営環境 

 今後、下水道事業は、新増設事業と再構築事業の比率が逆転し、再構築事業が主力

事業となることが見込まれ、プロジェクトの小規模化が進むとともに、時代の変化に

伴い施設整備支援や経営・技術支援に関するニーズも一層多様化してきている。さら

に、東日本大震災を契機として今後の災害対策への支援ニーズも増大することが見込

まれている。その一方で、厳しい財政状況を背景として、JS の受託事業費が伸び悩ん

でいるほか、国・地方公共団体からの JS への補助金が激減している。 
 このような大きな環境変化の中にあるものの、多くの地方公共団体は、下水道に関

するあらゆる課題を解決する「下水道ソリューションパートナー」として、JS の活動

に大いなる期待を寄せている。 
 
（２）長期的方向性 

 10 年先を見据えた JS の目指すべき長期的な事業の方向性は、施設整備と管理・運

営を一体的に捉えた「健全で持続可能な下水道事業経営を実現するための支援」であ

り、JS の技術開発戦略に関連する具体的な事業展開は、以下のとおりである。 
 
① 新技術導入の際に設計・建設と一定期間の運転管理を JS が行う「JS 版DBO」

による支援 
② より効率的で地方公共団体のニーズにかなう処理場やポンプ場の設計・建設の

支援に加え、一定条件下の管きょ施設整備の支援や目標設定型事業による支援 
③ 下水熱利用、バイオガス回収、リン回収、再生水利用等、地球環境問題対応、

資源エネルギー創出、省資源省エネルギー、安全対応等の分野の技術の発展の

牽引によるエネルギー自立型及び資源循環型の処理場の実現、持続可能な下水

道システムの構築等を目指すための技術支援 
④ 東日本大震災の災害復旧・復興と今後の災害に対する防災力強化の支援 
⑤ JSがこれまで国内で築き上げた下水道事業に係るプロジェクトマネジメント力、

技術力や開発してきた新技術を活用した主体的な国際展開による海外水インフ

ラプロジェクトの包括的支援 
 
１－３ 第４次中期経営計画における支援強化 

 第 4次中期経営計画では、施設整備と経営・技術支援の一層の強化の基本方針の中

で、技術開発・新技術導入の促進を以下のように定めている。 
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① 地方公共団体のニーズの高い技術として、水処理施設の省エネルギー運転技術

や、嫌気性消化関連技術である「高速メタン発酵」や「熱可溶化メタン発酵」

などの創エネルギー技術、コンクリート構造物の長寿命化のためのコンクリー

ト腐食抑制・防食技術などの開発・実用化を図る。 
② 「二点 DO 制御」を用いたエネルギー消費抑制型のオキシデーションディッチ

法による省エネルギー化等の小規模処理場に適した技術の開発を引き続き行う。 
③ 新技術については、新技術の技術確認、登録を行う新技術導入制度により、ま

た、設計、建設、運転管理に JS が関与する JS 版DBO を中心に地方公共団体

へ積極的な技術支援を行い、迅速な導入を図る。 
④ JS の保有する知的財産については、技術基準類の整理・統廃合を進め、特許等

とあわせて適切に管理し、積極的に活用することにより建設事業の品質向上と

事業費の確保に努める。 
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２．技術開発戦略 

下水道の専門技術を開発し、それに精通し、自在に適用できる技術力がＪＳ経営の

コアコンピタンス1であることは論を待たない。この点で、技術開発戦略は、自立した、

持続的な経営を続けていくために不可欠な戦略となる。技術開発戦略は、下水道事業

におけるＪＳの経営環境と実績、リソース等の内部環境を分析して、重点化すべき技

術分野、実用化する手法の方向性を示したものである。 
 
「技術の善循環」（技術開発→実用化→標準化→建設→運転管理→評価→改善→新

たな技術開発という技術の循環）を円滑に、迅速に廻すことを目的に、平成 23 年 4
月に技術開発部と品質管理センターが合併して、技術戦略部が設立された。ＪＳの技

術開発戦略は、新技術の開発だけに留まらず、その実用化、基準化、プロジェクトへ

の導入までの領域を取り込まなければならない。 
 
２－１ 技術開発戦略の基本理念 

（１）下水道ソリューションパートナー 

第４次中期経営計画では、ＪＳは課題解決のための「下水道ソリューションパート

ナー」として役割を果たすことが求められている。したがって、ＪＳの技術開発は、

地方公共団体から要望が強く、重要な社会基盤としての下水道に採用できるほど信頼

が高く、低コストの技術を開発、実用化、導入することを目的としなければならない。 
また、我国の下水道事業において重要な役目を担うＪＳは、下水道技術全体の発展

に寄与するばかりではなく、事業推進することで、健全な水環境と資源循環を創出す

ることも求められている。 
 
（２）お客様の求める技術 

ソリューションパートナーとして、課題を解決するためには、まず、ニーズを捉え、

自信を持って推奨できる技術を安価に提供することが最も重要な使命となる。このた

め、JS は、ニーズに応え、信頼性が高く、コストパフォーマンス指向の技術の開発が

必要となる。 
「ニーズに応える技術」とは、将来の人口減少、改築・更新施設の増大に応え、省・

創エネルギー、資源再利用、アセットマネジメント等の地方公共団体の要望を的確に

捉えた技術でなければならない。また、「信頼性の高い技術」とは、環境衛生や水環境

保全のために重要な社会基盤として、持続的に、安定して機能する技術でなければな

らない。さらに、「コストパーフォーマンス指向の技術」は、迫り来る少子高齢化、人

口減少、下水道施設の改築に対応し、下水道経営を安定化させるために必要不可欠で

あり、お客様である地方公共団体が求める技術である。 

                                            
1 (Core competence)とは、ある企業の活動分野において「競合他社を 圧倒的に上まわるレベルの能力」

「競合他社に真似できない核となる能力」である。 
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（３）基本理念 

下水道ソリューションパートナーとして、お客様の求める技術を開発するために、

技術開発戦略の基本理念は以下の通りとする。 
 
 
ＪＳの技術開発戦略は、地方公共団体のニーズを捉え、「下水道ソリューションパ

ートナー」として、機動的かつ積極的に課題解決を図るために、「ニーズに応える技術」、

「信頼性の高い技術」、「コストパーフォーマンス指向の技術」の開発、実用化、導入

を行い、ひいては、国際水ビジネスの展開や我国の下水道技術の発展に寄与し、健全

な水環境と資源循環を創出することを目指す。 

 

 

基本理念 
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技術開発戦略

ＪＳのエンジニアリングは、地方公共団体のニーズを捉え、「下水道ソリューションパートナー」として、機動
的かつ積極的に課題解決を図るために、「ニーズに応える技術」「信頼性の高い技術」「コストパーフォーマン
ス指向の技術」の開発、実用化、導入を行い、ひいては、国際水ビジネスの展開や我国の下水道技術の発
展に寄与し、健全な水環境と資源循環を創出することを目指す。

基 本 理 念

健 全 な 水 環 境 と 資 源 循 環

お 客 様 （地 方 公 共 団 体） 我国の下水道技術

受
託
事
業

ニ
ー
ズ
の
把
握

技
術
戦
略
部

ニーズに応える技術 信頼性の高い技術 ｺｽﾄﾊﾟｰﾌｫｰﾏﾝｽ指向の技術

研究開発技術の外部評価
（技術評価委員会）水再生・利活用システム技術 省エネ・創エネシステム技術 サスティナブル下水道技術

●国総研

●土木研究所

●日本下水道協会

●新技術推進機構

●地方公共団体等

研究機関等との連携

2012  Japan Sewage Works Agency,  All Rights Reserved

民間技術（共同研究等）

品 質 向 上

直接支援

エンジニアリング支援

総 合 事 務 所

プロジェクト支援

実 用 化 （新技術導入・設計基準・仕様書等策定）

設計センター

技 術 開 発

受託事業全体

国際水ビジネス

事業統括部

人材育成支援

図 ２－１ 技術開発戦略の概念図 

-６
-
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２－２ 技術開発戦略と技術開発基本計画 

（１）戦略と基本計画の関係 

技術開発基本計画は、技術開発戦略の達成手段として、具体的な計画目標、研究課

題を定め、実用化・導入すべき重点分野を絞り込むとともに、将来を見据えた新たな

技術開発シーズを発掘する実施プランである。さらに、それらを達成するための体制

や外部評価のしくみ等の実施方針も含むものである。 
 

（２）基本目標のためのSWOT分析 

技術開発分野、すなわち技術開発基本計画における基本目標の分野については、

SWOT 分析を実施して整理を行った。このＳＷＯＴ分析とは、目標を達成するために

意思決定を必要としている組織やプロジェクトなどにおける、強み (Strengths)、弱

み (Weaknesses)、機会 (Opportunities)、脅威 (Threats) を評価するのに用いられ

る計画策定ツールの一つであり、組織の内部環境、外部環境を分析して、方向性を見

出すものである。 
 

company logo
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ＳＷＯＴ分析シート

ＪＳ技術開発戦略策定のためのＳＷＯＴ分析

①事業が改築・更新へと大きくシフト

②下水道資産８０兆円のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄの時代へ

③省・創エネ、資源循環、持続的下水道へのニーズが高い

④公共団体側の下水道職員が減少し、執行、技術承継に難

⑤国際水ビジネスの機運の高まり

⑥放射性物質対応という新たな課題

⑦震災を機に防災意識が高まる。

O

①水・汚泥処理実用化技術を広く有している。

②専門技術者等の人的資源が豊富

③全国の６０％の処理場建設に参画

④ＪＳ基準は日本のﾃﾞﾌｧｸﾄ･ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞである。

⑤地方共同法人である。

⑥国、公共団体と強いﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟがある。

⑦機械電気設備は価格競争力がある。

⑧真岡市等に実下水の実証施設を有している。

⑨技術開発～実用化～建設、管理まで保有
S

①下水道法上の施設の業務に法律で限定

②設計・建設は外注、監理主体の業務形態

③収益性の高い技術分野を有していない。

④研究開発、国際展開の人材育成に時間を要する。

⑤公共団体との協定方式は地方自治法上の「随意契約」

⑥基礎研究資金が減少

⑦人的資源にバラツキがあり、技術継承が不十分

⑧特許で保護されないノウハウが多くある。W
①公的ｻｰﾋﾞｽが民間へ移行し、ﾏｰｹｯﾄが縮小

②公的ｾｸﾀｰでの技術者不要論

③ＪＳ運営補助金が大幅に減少

④発注ロットが小規模で、収益性悪化

⑤公共事業費が減少

⑥要求される技術レベルが高度化

T

プラス要因 マイナス要因

内
部
環
境

外
部
環
境

２０１２ ＪＳＷＡ  
図２－２ ＳＷＯＴ分析（例） 

 
このシートをもとに、外部環境分析（機会【O】：Opportunities、脅威【T】：Threats）

と内部環境分析（強み【S】：Strengths、弱み【W】：Weaknesses）を相互にクロス

させて、構造的なクロス分析を行う。これにより、ＪＳの強みで取り込むことのでき

る（事業）機会に何をすればよいか（Strengths - Opportunities 分析）、弱みと脅威

の鉢合わせで最悪の事態を招かないためには何をすべきか（Weaknesses – Threats
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分析）等の方向性が見つけ出せる。特にＳＯ分析結果は最高のチャンスと考えられ、

積極的な事業展開が望まれる。 
 
SO 分析の中（図２－２ SWOT 分析参照）では、S-①「水・汚泥処理実用化技術

を広く有している」、S-③「全国の 60％以上の処理場建設に参画」、S-④「JS 基準は

日本のデファクト・スタンダードである」、S-⑧「真岡市等に実下水の実証施設を有し

ている」、S-⑨「技術開発～実用化～建設管理までの事業の環を保有」の強みによって、

O-②「下水道資産８０兆円資産のマネジメントの時代へ」、O-⑤「国際水ビジネスの

機運の高まり」、O-⑥「放射性物質対応という新たな課題」、O-⑦「震災を機に防災意

識が高まる」という機会を捉えることが重要である。特に S-①、S-⑨と O-②により

「ＪＳの有する広範な技術領域と事業の大きな環の優位性を最大限引き出しつつ、

省・創エネルギー、資源循環、持続可能な下水道に対するニーズを確実に捉える」こ

とが最も肝要となり、重点分野といえる。 
また、O-⑤「国際水ビジネスの機運の高まり」を捉えるためには、S-④「JS 基準

は日本のデファクト・スタンダードである」、S-⑧「真岡市等に実下水の実証施設を有

している」という強みを、さらに、O-⑥「放射性物質対応という新たな課題」を捉え

るためには、S-①「水・汚泥処理実用化技術を広く有している」という強みを活用す

ることが有利となる。この他、JS の強みを活かして、防災技術やマネジメントへの展

開も求められる。 
 
（３）基本目標の技術開発分野 

以下に、このクロス分析をもとに、目指すべき基本目標の技術開発分野を整理する。 

company logo
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その他分野の技術開発

ＪＳ技術開発戦略 （開発分野）

省・創エネルギー、資源循環（水・汚泥）、

持続的下水道分野に関する技術開発

国際水ビジネス分野に関する技術支援

放射性物質を含む下水生成物

に関する技術開発

ＪＳの広範な事業の環（技術開発～建設・維持管理）の

優位性を最大限引き出しつつ、共同研究のスキーム

も活用し、３分野の技術開発の重点化を図る。

技術開発実験センター等において共同研究のスキー

ムも活用しつつ、高級処理に囚われない処理技術の

認証やＪＳ基準等の国際標準化を行う。その成果は、

形式知として、技術の継承を確実にする。

ＪＳの有する広範な技術領域をベースに、共同研究

のスキームも活用しつつ、ＪＳﾉｳﾊｳの比率を高め、将

来の収益分野として育成する。その成果は、形式知と

して、技術の継承を確実にする。

その他分野として、●マネジメント系技術、●防災技術

（基準作成含む）の技術開発を実施する。その成果は

形式知として、技術の継承を確実にする。

技術開発分野の方向

２０１２ ＪＳＷＡ2012  Japan Sewage Works Agency,  All Rights Reserved

基

本
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標

 
図 ２－３ 技術開発分野の方向 
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技術開発分野は、重点として JS の強みを活かしつつ、外部環境の機会を捉えて、

「省・創エネルギー」「資源循環（水、汚泥）」「持続可能な下水道」の３分野に傾注す

るべきであると整理され、それらを基本目標の分野とする。さらに、国策としての「国

際水ビジネス支援」、東日本大震災によって引き起こされた「放射性物質を含む下水汚

泥」に関する技術開発分野についても実施すべきとされた。加えて、管渠を中心とし

た「マネジメント系技術」、津波等に備える「防災技術」についても対象分野とした。

これら開発成果については、技術の継承を確実にするために、形式知として蓄積する

ことが不可欠であるとされた。
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３．技術開発基本計画の内容 
３－１ 計画期間 

計画期間は、平成 23 年度から平成 28 年度の 6 ヵ年とする。最終年度を平成 28 年

度としたのは、第 4 次中期経営計画と整合させるためである。これにより、ＪＳの経

営方針に沿って、コアコンピタンスである技術開発、実用化、導入を進めることがで

きる一方で、技術開発等の知見を経営に反映することもできる。 
 
また、計画策定は、本来であれば第 2 次技術開発基本計画の終了年度である平成 22

年度に実施すべきでであったが、第 4 次中期経営計画の思想、施策等との整合性を図

り、実効あるものとするため平成 23 年度に実施した。 
 
３－２ 基本目標 

「２．技術開発戦略と技術開発基本計画」のＳＷＯＴ分析により導き出された方向

性によれば、重点分野として「ＪＳの有する広範な事業の環（技術開発→計画策定→

設計・建設→維持管理）の優位性を最大限引き出しつつ、3 分野の技術分野の重点化

を図る。」とされている。この３分野は、省・創エネルギー、資源循環、持続可能な下

水道とされており、技術戦略部の技術開発部門の組織と研究分野と整合させると以下

の通りとなる。 
 
○ 省・創エネルギー          ○省エネ・創エネシステム技術 

                           （資源技術開発課）          

○ 資源循環（水・汚泥）        ○水再生システム技術 
                          （水処理技術開発課） 
○ 持続可能な下水道          ○サスティナブル下水道技術 

                    （資源技術開発課、再構築担当調査役） 
 
（１）省エネ・創エネシステム技術（資源技術開発課） 

資源技術開発課では、下水道生成物を資源循環の環に載せることで資源枯渇や

地球温暖化防止に対応するとともに、エネルギーを創出することを目指して、技

術開発を行う。また、この創エネルギー技術と併せて、下水道システムのエネル

ギーを節減する技術を開発することで、東日本大震災以降の、電力の需給状況の

逼迫に対応することを目指すものとする。さらに、原子力発電所事故によって引

き起こされた放射性物質の拡散に起因する下水汚泥への混入の対応も緊急課題で

ある。 
本計画期間内において、以下の基本目標の実現を目指す。 

① エネルギー・資源回収を目的とした下水処理場の最適化 
② 汚泥中の放射性物質対策 
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（２）水再生システム技術（水処理技術開発課） 
水処理技術開発課では、水が本来有する様々な機能を活かす水環境の健全化、

安全で安定した水循環の構築を図るため、水再生・利活用に関する技術を開発す

る。特に JS が強みを持つMBR、日本最大の実績を持つOD 法などに注力する。 
本計画期間内において、以下の基本目標の実現を目指す。 

① 膜分離活性汚泥法（MBR）技術の体系化 
② 次世代水処理技術の実用化 
③ 改築更新のための水処理技術の再評価・改善 
 

（３）サスティナブル下水道技術（資源技術開発課、再構築担当調査役） 
資源技術開発課、再構築担当調査役では、８０兆円を超える下水道資産を健全

に維持しつつ、高度化、多機能化等の機能向上、長寿命化を図り、有する機能を

確実に担保することを目指して、技術開発を行う。 
本計画期間内において、以下の基本目標の実現を目指す。 

① 管路マネジメントシステムの構築 
② 処理場、管路の防食手法のアップデイト 
③ 防災技術の確立 

 
３－３ 研究課題 

３－３－１ 省エネ・創エネシステム技術 

（１） エネルギー・資源回収を目的とした下水処理場の最適化 

 下水道は汚水が処理場へ集まるシステムであるため、集約性に優れており、その処

理水は淡水資源として、汚泥は有機あるいは無機資源として利用できるポテンシャル

を有している。また、流入する汚水は季節的変動が小さく、発生量も安定している。

さらに、発生場所は処理場が都市近郊にあることから資源の消費地に近く、地理的な

優位性がある。一方で、下水汚泥は産業廃棄物排出量の約19％を占めており、エネル

ギー利用はわずか2％程度であり、十分に利用されていない状況にある。 

 下水汚泥から、エネルギーおよび資源を回収することは、東日本大震災以降の逼迫

した電力事情に対応し、ひいては地球温暖化防止にも寄与することになる。今後は、

汚泥の高効率の嫌気性消化、低含水率が得られる脱水機、省エネルギー型乾燥機およ

び高効率で地球温暖化ガスの発生の少ない焼却炉などの単位プロセスばかりではなく、

その最適な組み合わせについても開発が求められている。 

【研究課題：（ ）内は主な実施項目】 
① 中小規模処理場更新時に提案できる次世代汚泥処理技術（鋼板製消化タンク

（担体投入）、低含水率脱水機、省エネ型乾燥機の開発） 
② 焼却炉を有する大規模処理場更新時に提案できる次世代汚泥処理技術（高効率

消化タンク（可溶化、担体）、次世代焼却炉の開発） 
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（２） 汚泥中の放射性物質対策 

東北地方太平洋沖地震の津波で引き起こされた福島第一原子力発電所の事故によ

って下水処理場に放射性物質が流入し、一部の合流式の処理場では、脱水汚泥の放射

能濃度が最大で 44 万 Bq/kg 以上に上昇した。また、放射能濃度が低い脱水汚泥、焼

却灰であっても処分先が確保できず、東北、関東地方を中心に６万トン以上が保管さ

れる深刻な事態に至っている。 
このため、放射性物質を含む汚泥を減容化する技術、リサイクルの環に戻せるよう

放射能濃度を低減させる技術などの迅速な開発が喫緊の課題になっている。JS では、

民間業者の知見、ノウハウを結集して共同研究を進めると同時に、環境省事業にも積

極的に参画することとする。 
【研究課題：（ ）内は主な実施項目】 
① 放射性物質の挙動の解明（下水処理場の放射性物質収支、挙動調査） 
② 放射性物質を含む汚泥の処理、処分技術（放射性物質を含む汚泥の造粒乾燥技

術、乾式処理技術、搬出、搬送、封入、密閉技術等） 

 
３－３－２ 水再生システム技術 

（１）膜分離活性汚泥法（ＭＢＲ）技術の体系化 

MBR は、コンパクトな施設で高度な処理が可能であることや、清澄で衛生学的安

全性の高い処理水を得られる。今後、既設処理場の改築更新や高度処理化、下水処理

水の再利用等、下水道事業が抱える様々な課題を同時に解決できるポテンシャルがあ

り、事業展開のコアとなる技術である。一方、わが国におけるMBR の技術開発と実

用化は、平成 10 年度に民間企業との共同研究に着手して以来、JS が一貫して推進し

ており、高度かつ豊富なノウハウを有している。 
しかし、わが国の MBR の歴史はまだ浅く、MBR に特有な施設設計手法や運転管

理手法は、十分に確立されたとは言えない。また、欧米や中国等では大規模施設の改

築、高機能化における導入が進んでおり、国内においても既設・大規模施設の改築や

高機能化への適用拡大が求められる。 
そこで、これまでの調査研究や実施設の設計・施工・維持管理で得られた知見を体

系的に整理し、MBR 導入のための検討・評価手法の標準化等を図ることが必要であ

る。また、MBR システムの更なる省エネルギー化を推進するとともに、既設・大規

模施設に多い合流式下水処理場に対応したMBR システムの確立が必要である。 
【研究課題：（ ）内は主な実施項目】 
① 既存MBR 技術の体系的整理及び評価（第 2 次技術評価の実施、現行設計基準

への反映） 
② 省エネルギー化・合流式対応等の新たなMBR システムの開発（第 4 期共同研

究の実施）及び実用化（第 3次技術評価の実施、実機導入） 
③ MBR の導入検討・設計手法等の標準化（新たな設計基準の整備） 
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（２）次世代水処理技術の実用化 

下水道施設におけるエネルギー消費の約 9 割を電力消費が占めており、送風機を使

用する水処理プロセスのウエイトが最も高く、下水道施設からの温室効果ガス排出量

のおよそ半分を占める。これまでに、効率化等の技術開発が進められてきているが、

個々の機器の省エネルギー化のみでは、更なる水処理プロセスの省エネルギー化や温

室効果ガス削減は困難である。そこで、水処理プロセス（主に反応タンク）への投入

エネルギーを最小化する新たな水処理技術（省エネ型水処理技術）の実用化が必要で

ある。 
また、従来の水処理技術は、下水中の有機物等の除去を目的として最適化されてお

り、資源・エネルギーの回収・利用の観点からは必ずしも効率的ではない。そこで、

下水からの資源・エネルギーの回収効率を最大化する新たな水処理技術（資源回収型

水処理技術）の実用化も必要である。 
【研究課題：（ ）内は主な実施項目】 
１）省エネルギー型水処理技術 
① アナモックスプロセスの実用化（実用化、事後評価・改善） 
② 嫌気性水処理技術の実用化（施行令評価、設計基準案の整備） 
③ 水質センサーを用いた自動制御技術の実用化（実機導入、設計基準反映） 
２） 資源回収型水処理技術 
① 吸着剤を用いたリン除去・回収システムの実用化（施行令評価、実機導入、リ

ン除去・回収技術全般の体系化・技術評価） 
② 固定化担体を用いた高効率生物学的リン除去技術の開発（システム開発） 
③ エネルギー回収効率向上技術の開発（高効率固液分離技術等の要素技術開発、

要素技術による水処理システム構築、実証） 
 
（３）改築更新のための水処理技術の再評価・改善 

下水道普及に伴って、JS 事業は、下水処理場の新設や増設から、既存施設の改築更

新にシフトしている。一方で、既存施設の改築による省エネルギー化や温室効果ガス

発生量の削減、運転管理コストの低減、高度処理化や処理水再利用等の高機能化、計

画放流水質への適合性の確保等が求められている。 
そこで、既存の水処理技術について、JS 内外の既往知見等の体系化や現地調査の実

施等により、その処理性能や処理特性、エネルギー消費特性等の再評価・改善を行う。

さらに、民間企業との共同研究等により必要な要素技術の開発を行うこと等により、

地方公共団体のニーズ（目標処理水質、エネルギー消費量、資源回収等）に応える既

存水処理技術の合理的な設計・運転管理手法を確立する必要がある。 
【研究課題：（ ）内は主な実施項目】 
① 担体投入活性汚泥法（導入検討手法・設計手法の共通化、設計基準整備） 
② オキシデーションディッチ法（自動制御技術による省エネ化・高機能化、導入

検討手法の整備、現行設計基準改訂） 
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③ 標準活性汚泥法（計画放流水質適合確保・省エネ化、現行設計基準改訂） 
④ 生物学的栄養塩除去法（槽容量決定手法の合理化、省エネ化、設計基準整備） 
⑤ 接触酸化法（揺動式生物膜法・多段式生物処理装置の実用化、設計基準整備） 
⑥ 処理水再利用技術（要求性能に応じたシステム最適化手法、設計資料整備） 
 

３－３―３ サスティナブル下水道技術 

（１）管路マネジメントシステムの構築 

全国の下水道普及率が 75％を越える一方、大きく変化する社会情勢のもとで持続的

な経営を維持するためには、保有する膨大な下水道資産の効率的、適正な管理が求め

られている。とりわけ管路施設については、全国総整備延長 43 万キロメートルに達

し、老朽化は確実に進行し、管路施設の破損等による道路の陥没事故により社会に大

きな影響を与えることが懸念される。 

 そこで、施設の適正管理、経営基盤強化を目指した研究・開発を進める。管路施設

では、低コストで簡便な調査手法や評価手法の開発を進め、効率的なマネジメントの

ためのリスク評価・優先性評価等関連する評価項目や評価手法の開発を進める。さら

に、管路施設は市街地を中心に縦横に埋設されていることから、保有している下水道

熱の有効利用について、その可能性及びその技術についての取組みを始める。 
【研究課題：（ ）内は主な実施項目】 
① 管路マネジメントシステムの開発（低コスト調査手法の開発、リスク等評価手

法の開発、人口減少下の下水道計画策定手法、AMDBの拡張等） 

② 管路熱利用システム開発（集熱装置、高効率ヒートポンプ） 

 

（２）処理場・管路の防食手法のアップデイト 

 下水道施設の大部分を占めるコンクリート構造物は、硫化水素由来の硫酸による急

激な腐食の危険に曝されており、JSでは従前より硫酸によるコンクリート腐食抑制・

防食技術に取組んでいる。塗布型及びシートライニング工法の防食被覆は、JSにてマ

ニュアルを整備しているが、短期間での不具合の発生が見られる事例が報告されてい

る。このため、既存施設の事後調査を行い、防食被覆の再評価を行うことが求められ

ている。 

 一方、多種多様な下水道施設の現場環境等の特徴に合わせた適材適所の工法選択肢

の拡張に向け、耐硫酸モルタル工法に加え、新たに現場硬化型シートライニング工法

の指針策定を推進する。 

 また、硫酸以外に下水道施設においてコンクリート構造物に特徴的に悪影響を与え

る二酸化炭素及びオゾンによる劣化に関する対策技術についても取組む。 

【研究課題：（ ）内は主な実施項目】 
① 防食指針及びマニュアルの策定（塗布、シートライニング工法の再評価、耐硫 

酸モルタル、現場硬化型シートライニング工法の評価等） 

② 新たな腐食メカニズムの解明（二酸化炭素、オゾンによる腐食メカニズムの調 
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査） 

 

（３）防災技術の確立 

平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、想定をはるかに超えた巨大な地

震・津波により下水道施設も多くの被害を受け、機能サービスの提供に重大な支障が

生じた。また、死者、行方不明者が二万人にも及ぶ一方で、甚大な被害の発生をもた

らすなど、これまでの我が国の地震・津波対策のあり方に大きな課題を残した。 

余震の頻発や東海・東南海・南海地震の可能性により地震に対する意識が高まって

いる。地震をはじめとした自然災害はもちろん、ヒューマンエラーによる災害が発生

しても、人命や下水道施設の最低限の機能（揚水および消毒機能）を維持することが

必要である。このため、ソフト・ハード面から可能となるあらゆる手段を尽くした総

合的な防災対策の確立が必要である。 

【研究課題：（ ）内は主な実施項目】 
① 耐津波対策技術の開発（津波シミュレーション、防水、防護技術等の開発） 

② 下水道防災技術の総括（地震、火災、浸水、ヒューマンエラー等の対策技術等

の総括） 

表３－１ 基本目標と研究課題 

番号 分　野 基本目標

アナモックスプロセスの実用化

嫌気性水処理技術の実用化

水質センサーを用いた自動制御技術の実用化

吸着剤を用いたリン除去・回収システムの実用化

固定化担体を用いた高効率生物学的リン除去技術の開発

エネルギー回収効率向上技術の開発

防災技術の確立

新たな腐食メカニズムの解明

接触酸化法

管路マネジメントシステムの開発

管路熱利用システムの開発

防食指針及びマニュアルの策定

処理水再利用技術

標準活性汚泥法

生物学的栄養塩除去法

耐津波対策技術の開発

下水道防災技術の総括

研究課題

放射性物質の挙動の解明

放射性物質を含む汚泥の処理、処分技術

中小規模処理場更新時に提案できる次世代汚泥処理技術

焼却炉を有する大規模処理場更新時の提案できる次世代汚泥処理技術

3

水再生
システム技術

サスティナブル
下水道技術

MBRの導入検討・設計手法の標準化

省エネルギー型
水処理技術

資源回収型
水処理技術

既存MBR技術の体系的整理及び評価

省エネルギー化・合流式対応等の新たなMBRシステムの開発

担体投入活性汚泥法

オキシデーションディッチ法

膜分離活性汚泥法（MBR)技術の体系化

次世代水処理技術の実用化

処理場、管路の防食手法のアップデイト

1

2

改築・更新のための水処理技術
の再評価・改善

管路マネジメントシステムの構築

省エネ・創エネ
システム技術

エネルギー・資源回収を目的とした
下水処理場の最適化

汚泥中の放射性物質対策
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３－４ 重点分野 

本計画期間内には、下水道事業費のピークであった平成 10 年代前半に建設された

ＯＤ法が 15 年を経過し、集中的にＯＤ法処理場の水、汚泥処理設備の改築・更新需

要が高まるものと見込まれる。また、中大都市においても標準活性汚泥法の改築・更

新、高度処理化、再生水利用の進展が見込まれる。加えて、平成 23 年の東日本大震

災の発生によって、津波防災の必要性、電力事情が大きく変化したことによる省電力、

自家発電への指向、さらには、下水道システムに混入してくる放射性物質対策の緊急

的な確立などの要請が高まってきている。 
 
本計画においては、基本目標を達成するためにそれらの研究課題に基づいて技術開

発、実用化を推進させることとしており、これら研究課題には長中期的なテーマから

実用化目前のテーマなど広い範囲について技術開発を実施している。したがって、計

画期間内に高まる要請に対して迅速、確実に応えるためには、導入できる技術あるい

はそれらを組み合わせた技術群を、重点分野として特定し、ＪＳの有する資源を傾斜

的に投入し、実用化、導入することが肝要である。また、実用化、導入段階では、イ

ニシャルコストやランニングコストの低減につながるイノベーション技術の採用に積

極果敢に挑戦する。 
このため、本計画期間内に重点的に実用化、導入すべき研究課題を以下に整理する。 
 

① 汚泥中の放射性物質対策（平成24年度） 

『乾式処理2による放射性物質の濃縮、希釈方式』 
『造粒乾燥による減容化』 

② 改築更新のための水処理技術の再評価・改善 

『自動制御技術によるオキシデーションディッチ法の省エネルギー化、高機能化』 
③ 膜分離活性汚泥法（ＭＢＲ）技術の体系化 

『省エネルギー化、合流式対応のMBR システムの開発』 
④ 防災技術の確立 

『耐津波対策技術の開発』 
⑤ イノベーション技術の積極的活用 

『コスト低減への積極的挑戦』 

 

 

 

                                            
2 処理を水溶液中以外で行うこと。湿式処理の対語。焼却炉、溶融炉等の高温による処理方法の総称で

ある。 
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３－５ 将来を見据えた技術開発分野 

技術開発基本計画はすでに３次にわたっており、今後も時代の要請に対応すべく、

継続的に策定することが求められている。このため、重点分野のように計画期間内に、

事業へ導入できるような迅速な実用化を目指した技術開発テーマばかりではなく、長

期的な視点に立脚したテーマも不可欠となる。 
 
今後、国内では人口減少の進行、急激な少子高齢化という変化が待ち受けていると

ともに、国外からは地球温暖化による気候変動、国際競争の激化という波が押し寄せ

てきている。また、国と地方の新たな関係や官民連携の推進と流れも拡大している。 
したがって、将来を見据えた技術開発分野として、以下に整理する。 
 
① 人口減少 

人口減少により処理場の流入水量が減少し、水質も変化し、施設の遊休化が懸

念される。このため、流入下水の水量、水質の変化に柔軟に対応できる処理法を

開発する。 

② 少子高齢化 

少子高齢化により流入下水が減少し、料金収入も減少するため、改築に合わせ

て建設費、維持管理費とも安価にできる処理システムを開発する。 

①人口減少、②少子高齢化より 

『低コスト（既設利用の改築、維持管理）で水量、水質変動に強い水処理シス 

テムの開発』 
③ 地球温暖化 

資源・エネルギーポテンシャルのある下水道について積極的な省・創エネルギ

ーが求められており、革新的な創エネルギー技術を開発する。 

『活性汚泥の酸発酵を利用した生物電池の開発』 
④ 国際競争の激化 

国際的な成長分野である水ビジネスに参入できるような低コスト、ベーシック

パーフォーマンスのシステムを開発する。 

『低コスト、ベーシックパーフォーマンス型の嫌気処理システムの開発』 
⑤ その他 

官民連携のもと、公共仕様だけではなく、民間仕様を導入できるスキームの開

発を行う。 

『民間仕様、汎用品採用等による処理場改築スキームの開発』 
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表３－２ 将来を見据えた分野 

番号 社会変革のキーワード 下水道への影響 解決方針 研究課題

人口が減少することで、流入下水量が減
少するとともに、水質も変化し、処理場施
設の遊休化が懸念される。

流入水量、水質の減少に、施設の遊休化
を招くことなく、消費電力を低減しつつ対
応できる改築のための処理システムを開
発する。

人口が減少することで、下水量減少に合
わせて料金収入が減少し、下水道経営に
大きな影響を及ぼす。

2 少子高齢化
少子高齢化が進む中、財政状況は逼迫
し、機能維持のための改築ではできる限り
コストを低減させる必要がある。

3 地球温暖化
特に資源・エネルギーポテンシャルのある
下水道について、積極的な省・創エネル
ギーが求められる。

従来のメタン発酵による創エネルギーで
はなく、革新的なシステムによる創エネル
ギー技術開発を行う。

処理システムに大量にある汚泥の酸
発酵を活用した「生物電池」の開発

4 国際競争の激化

国際的な成長分野と言われている水ビジ
ネスに、先進各国が参入し、競争が激化
するとともに、日本の先端技術だけでは、
十分に競争できない。

開発途上国においても採用できるような
低価格で、必ずしも好気性、高級処理に
拘らない新たな処理システムの開発

ベーシックパーフォーマンスであるが、
低コストである嫌気性処理システムの
開発

5
その他

（官民連携）

交付金等の公的な資金だけでなく、民間
資金を導入し、官民連携を進めることが求
められる。

民間資金を活用に併せて、公共仕様の施
設ではなく、民間採用のスペックを導入で
きるスキームの開発

民間仕様、汎用品等を採用した処理
場改築スキームの開発

人口減少1

改築に合わせて、建設費、維持管理費が
安価となる処理システムの開発

低コスト（既設利用の改築、維持管理）
で、水量、水質変動に強い水処理シス
テム
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番号 社会変革のキーワード 解決策

1 人口減少

2 少子高齢化

3 地球温暖化 活性汚泥を利用した生物電池の開発

4 国際競争の激化
低コスト、低パーフォーマンス型の嫌気
処理システムの開発

5
その他

（官民連携）
民間仕様、汎用品採用等による処理場
改築スキームの開発

低コスト（既設利用の改築、維持管理）
で、水量、水質に強い水処理システム

技術開発の重点分野水再生

 
図３－１ JS 技術開発基本計画概念図 
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４．実施方針 

４－１ 方針決定と外部評価のしくみ 

 JSの技術上の重要な課題を審議、決定する機関として、技術評価委員会と技術委員

会とがある。 

 

（１）技術評価委員会 

 技術評価委員会は外部の学識経験者等から構成され（表４－１）、評価ならびに JS

の研究、調査、試験に関する重要事項を調査審議することされている。さらに、新た

な水処理法を下水道法上に位置づける際に、下水道法施行令で規定されている計画放

流水質の適用に係る処理法の評価を行う機関のひとつに定められている。 

 個別の技術評価は技術評価委員会の下に専門委員会を設置し、この専門委員会で技

術の特徴、施設設計、運転管理上の留意事項が審議され、その後、技術評価委員会で

審議・決定される。 

このように、技術評価委員会は、JSの技術開発にかかわる重要事項を第三者機関と

して客観的に評価しJSの活動の公正性・透明性を確保する重要な組織である。 

 

 表４－１ 日本下水道事業団技術評価委員会名簿  （平成24年3月現在） 

 氏  名 所 属 職 名 

◎ 松尾 友矩 東洋大学常勤理事 

○ 津野  洋 京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻 

水環境工学分野教授 

 高橋 正宏 北海道大学大学院工学研究院環境創生工学部門 

水代謝システム分野教授 

 味埜  俊 東京大学大学院新領域創生科学研究科 

社会文化環境学専攻教授 

 岡久 宏史 国土交通省水管理・国土保全局下水道部長 

 堀江 信之 国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部長 

 小川 健一 東京都下水道局技監 

 福井  聡 大阪市建設局理事 

 池田 秀生 埼玉県下水道局長 

 佐伯 謹吾 ㈳日本下水道協会理事 

   ◎会長  ○会長代理 

 

（２）技術委員会 

技術委員会は JS の内部機関であり JS の役職員から構成される（表４－２）。技術

委員会では、技術開発及びその導入、基準（実施設計、施工、検査、積算に関するも

の）、品質管理、高度な技術的判断を要するプロジェクトの設計に係る事項を審議する

とされている。JS の重要な技術的課題について審議し、迅速な意思決定を図るため、

機動的に開催されている。 
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表４－２ 技術委員会名簿 （平成24年3月現在：◎委員長） 

◎技術戦略担当理事 

事業統括担当理事 

技術開発・研修・国際担当理事 

事業統括部長 

技術戦略部長 

技術開発審議役 

 

（３）今後の方向 

技術評価委員会は外部からの公正、中立な評価を行う組織（外部評価）であり、技

術員会は JS 内部のエンジニアリング（技術）を総括し、JS の技術の方針決定を行っ

ている。これにより、技術評価委員会、技術委員会が相互に役割を分担、補完しつつ、

JS 全体の技術向上に貢献している。 
したがって、引き続き、技術評価委員会における評価、助言機能を維持しつつ、技

術委員会の機動的開催によって、迅速に技術的課題の解決を図ることとする。 
 

４－２ 技術開発の体制と実用化方策 

 技術戦略部は新技術推進課、技術基準課、水処理及び資源技術開発課（以下、技術

開発課）の４課体制となっている。技術開発課において技術を開発し、その内容を新

技術推進課で新技術として掲載、確認し事業化する。それと並行して、技術基準課で

は新技術に関する基準類を整備し、JS 事業での普及を図っている。 
さらに、実用化し、事業化された技術を技術開発課が、事後調査・評価を行い改良

し、再び技術基準課において基準の改善につなげていく。このように、技術戦略部で

は、技術開発、実用化、標準化と新たな技術へのステップアップという技術の善循環

の環の重要部分を担っている。 
 
（１）技術開発スキーム 

①固有研究 

 固有研究は二つに大別される。一つは JS 運営補助金を財源とするもので、JS がみ

ずからテーマを定め実施する実用化技術ための基礎的研究である。また、もう一方は、

受託業務勘定からの繰り入れが財源となるもので、JS が技術開発を行って、プロジェ

クトに導入する前後に、技術の評価を行い、導入段階の留意事項や導入後の改善点の

総括を行うものである。 
②国受託研究 

 国土交通省等国の機関からの受託調査・研究で国の喫緊の課題に対するものである。 
③地方受託研究 

 地方公共団体等からの受託調査・研究で、公共団体の抱える事業経営（建設、維持

管理等）に関する課題に対するものである。 
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④共同研究 

 民間等と共同で行う研究で、技術的な妥当性があり、JS の受託建設事業に適用でき

る可能性のあるものを対象とする。共同研究の実施については、専門委員会で審査の

後、技術委員会で審議・決定する。共同研究には JS がテーマを決めて共同研究相手

を公募する公募型共同研究と民間等からの申し出による提案型共同研究がある。 
  
特に、固有研究については、国及び地方公共団体から支出されている JS 運営補助

金は、減少の一途をたどっているため、受託業務勘定からの繰り入れあるいは新たな

財源確保を検討し、実用化技術のための基礎的な研究を継続させるものとする。 
なお、「独立行政法人物質・材料研究機構」では、共同研究の実施のため、共同研

究者が機構に対し資金を拠出して行う「資金受領型共同研究」が実施されている。JS
においても、これを参考として、民間企業のニーズを十分に把握し、新たな形態での

研究スキームを検討することとする。 
今後、①～④のスキームを並行的に活用し、有機的な連携を図りつつ基本目標に向

かって、技術開発を推進するものとする。 
 

（２）基準、マニュアル、仕様書等 

 JS で使用する基準等の制定・改訂は、技術委員会の下に専門委員会、その下に職種

（土木、建築、機械、電気）別に構成される幹事会において審議を重ねた後、技術委

員会において決定される。 
 基準等には国等の基準に基づいて作成されるものと、JS が独自に作成するもの（防

食指針など）がある。基準等は JS 事業のために作成されており、他団体における使

用に対しては適正に管理、保護する必要がある。特に防食指針あるいは設備関係の基

準類は JS 独自の長年のノウハウを結集したものであり、我が国下水道事業のデファ

クト・スタンダードとなっている。このため、技術的な内容を一層向上させることは

当然として、これら JS 基準等がJS 事業に貢献できるよう適正な活用、管理行うこと

を検討することが肝要である。 
 
（３）導入技術の事後評価 

 事後評価は、新技術を受託事業に導入した後にその結果の評価し、さらに問題点を

解決し、技術改善を行うものである。このように、事後評価は、技術開発から実用化、

そして改善という技術の善循環の環のなかで、ステップアップの重要な役割を果たし

ている。このため、事後評価は JS の向上の要となるステップであり、引き続き積極

的に実施する。 
 また、事後評価とは別に導入技術の初期の不具合の調査、その原因解析、改善対策

の立案は、技術開発部門が対応していた。しかし、これも広義の事後評価の一部であ

り、本来コスト化されるべきものであるため、受託業務勘定より受け入れる技術評価

費を充てることを原則とする。 
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４－３ 新技術の積極的導入 

 JS では新技術を受託建設事業に積極的に導入し、「技術の善循環」を円滑に廻すた

め、従来の新技術導入制度（いわゆるA技術、B 技術）の制度を拡充した制度を平成

23 年から運用している。この制度では新技術をⅠ類【JS が固有、共同研究によって

開発した技術】、Ⅱ類【公的な機関により開発、評価された技術】、Ⅲ類【民間企業が

独自に開発した技術】に分けて登録することとしている。 
新たに平成２３年度より運用した制度であり、さまざまな新技術が迅速に採用でき

るため、導入時に十分な技術確認することに留意しつつ、引き続き積極的に展開する。 
 

（１）新技術Ⅰ類の導入 

民間企業との共同研究などにより JS が開発した新技術Ⅰ類を導入するフローを図

４－１に示す。迅速な導入を図るため、JS が開発した新技術のうち有望な技術につい

ては、中間評価の段階で JS の技術委員会の審議を経て、新技術に選定し総合事務所

等と連携し、案件形成を進めることとしている。さらに、導入時には、JS 版DBO 等

によりスムーズな初期稼働を確保し、万全を期すこととしている。 

新技術
データベース

JS版DBO等で実施設へ導入JS版DBO等で実施設へ導入フォローアップフォローアップ

民間企業等（共同研究者） 日本下水道事業団

共同研究の実施共同研究の実施

中間評価（技術委員会）中間評価（技術委員会）

図－１ 新技術の導入フロー（JS開発技術）

最終評価（技術委員会）最終評価（技術委員会）

案件形成案件形成

新技術Ⅰ類に位置づけ新技術Ⅰ類に位置づけ

共同研究の継続共同研究の継続

 
 

（２）新技術Ⅱ類、Ⅲ類の導入 

 本制度では、JS 以外の組織により開発された新技術についても積極的に導入を促進

することとしている。JS 開発技術である新技術Ⅰ類とは、フローが異なっており、「技

術確認」を経て新技術に選定することとしている。「技術確認」は、開発者の申請に基

づいて、その技術に信頼性があることに加え、JS の受託建設事業に適応可能かどうか

を確認するために実施される。フローは図４－２に示す。 

図４－１ 新技術の導入フロー（JS開発技術） 
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技術情報の提出技術情報の提出

新技術データベース

※1 ※2

新技術Ⅱ類／Ⅲ類に位置づけ新技術Ⅱ類／Ⅲ類に位置づけ

JS版DBO等で実施設へ導入JS版DBO等で実施設へ導入

事前協議事前協議

案件形成案件形成

フォローアップフォローアップ

協力して案件形成

民間企業等（開発者） 日本下水道事業団

※1 掲載技術
※2 確認済み技術

技術確認申請・協定締結技術確認申請・協定締結 技術確認技術確認

（技術確認費用等を事前に協議する）

図－２ 新技術の導入フロー（JS開発技術以外）  
 

（３）技術確認の視点 

 技術確認は次の視点から行う。 
① 科学的・工学的な妥当性（原理・再現性など） 
② 社会的ニーズに対する有用性 
③ 現場への導入可能性 
④ 新規性 
⑤（開発者との）リスク分担の妥当性 
 

（４）技術掲載と技術確認 

 「技術掲載」は民間企業から申し出のあった新技術を掲載し、JS 職員に提示するこ

とにより新技術の動向の把握と新技術採用の支援を目的としている。そのため技術掲

載は工学的な妥当性を主要な判断基準としている。一方で、「技術確認」は JS の受託

建設事業に導入すべきかどうかを技術的に公正に判断するもので、技術確認の視点に

立って、忠実に判断することとしている。このように、Ⅱ、Ⅲ類の新技術は「技術掲

載」「技術確認」の２段階のステップを踏むことになる。 
 
（５）JS版DBO 

 JS 版DBO は、新技術の運転立ち上げ時の初期トラブル等を解決するために、当初

の数年間運転管理を行うものである。このため、長期間の運転管理を行う通常のDBO
とは異なり、導入した新技術が安定的に稼動するのを担保し、お客様に安心して新技

術を導入していただくためのスキームとなっている。新技術導入制度によって、導入

された技術については、地方公共団体の意向を確認しつつ、基本的には JS 版 DBO
による導入を行う。 
 
 

図４－２ 新技術の導入フロー（JS開発技術以外） 
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４－４ 実験施設等の活用 

（１）研修センター内施設(戸田分室) 

戸田の研修センター内には、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（荒川左岸南部流域下水道荒川水循環センター）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こととする。 

① 基礎的・先導的な技術開発の拠点 

② 分析機能の集約拠点 

③ 材料等の性能確認試験拠点 

④ 資料・文献の保管、活用の場 

⑤ 情報センター 

 

（２）技術開発実験センター(真岡市) 

真岡市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のための常設の処理実験ヤードである。日本の下水道は分流式が

主であり、典型的な分流式下水が容易にかつ安定的、経済的に確保できる実験フィー

ルドとして非常に価値が高い。また、東日本大震災以降の下水道へのセシウムの混入

に対処すべく、ゲルマニウム半導体測定装置により放射能濃度の測定も行っている。 

また、研究棟には共同研究者がPC等を設置して研究できるスペース、通日実験の際

の仮眠施設、シャワー等を備え、また、30名程度を対象に研究のプレゼンテーション

ができるスペースを備え、共同研究に最適の環境を提供している。 

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こととする。 

① 共同研究実験の拠点 

② 「スタンダード下水」としての性能確認試験の拠点 

③ JSの技術開発のデモンストレーションの場 

④ 放射能濃度測定拠点 

 

（３）実験施設等の活用方針 

 このように戸田分室、技術開発実験センター(真岡市)は、各々特徴を持った施設で

あり、国内においても有数の特徴的な機能を持った実験ヤードである。戸田分室には、

下水の分析機器が集積されており、機動的、経済的に水質、汚泥の分析が行える。技

術開発実験センター（真岡市）では、分流式下水を利用することで、スタンダード下

水による客観的な評価を行える特長がある。このため、戸田分室は分析機能を中心に、

真岡は客観評価の実験ヤードと放射能濃度の測定拠点を前面に押し出して、活用する

こととする。 
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４－５ 知的財産の適正な管理・活用 

 JSの保有する知的財産には、特許等（特許、実用新案、意匠登録、商標）のように

申請・登録されるものと、基準類などのように著作権として保護されるものがある。 

  

（１）特許、実用新案、意匠登録、商標 

 これらについてＪＳの保有するものは表４－３のとおりである。 

       表４－３ JSの保有する特許等（平成２４年２月現在） 

出願中 ３４件  
特 許 

登録済 ５８件 

実用新案 登録済 １件 

意匠登録 － － 

商 標 登録済 ５件 

 

（２）基準、マニュアル、仕様書等 

 技術開発における特許等の知的財産以外に、ＪＳには計画、設計、施工管理に関す

る基準、マニュアル、仕様書等を約100有している。この中には、陳腐化したものも含

まれるため、ＪＳ事業の推移に合わせて、計画・設計・施工等に必要な基準類を整理・

改訂することは不可欠である。 

 一方で、これら基準、マニュアル、仕様書等はＪＳ事業における適用を前提として

策定されている。しかし、特に防食指針、設備関係の仕様書等については、他分野に

類がないため、地方公共団体等で準拠、引用されることが多い。 

表４－４ 流域下水道建設工事における準拠、引用状況 

（Ｈ23 技術戦略部アンケート調査：回収率78％） 

種 別 準拠 引用 独自 

機械設備工事一般仕様書 75.0％ 8.3％ 16.7％ 

機械設備工事標準仕様書 70.8％ 16.7％ 12.5％ 

電気設備工事一般仕様書・同標準図 79.2％ 8.3％ 16.7％ 

準拠：自治体の特記仕様書の総則等に「ＪＳ仕様書等により施工する」等の記載がある。 

引用：自治体の特記仕様書にＪＳ仕様書の一部を転記している。 

独自：自治体独自で策定した仕様書等で工事を行っている。 

 

（３）管理・活用方針 

知的財産の管理・活用方針は、JSの円滑な技術の蓄積・継承による品質向上や経営

に資することが肝要である。このため、技術の蓄積・継承による品質向上については、

JSの有する知的財産をノウハウも含めて棚卸しを徹底し、活用の見込みのないものに

ついては権利を放棄するなど、有益な知的財産に絞り込み管理、活用する。また、基

準、マニュアル、仕様書等については、適正な知的財産運用管理のあり方について検

討し、方針を定めることとする。 
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 また、JSの開発特許が迅速に申請できていない場合があり、特に共同研究の場合、

相手先企業にも影響を与えるため、申請手続きを迅速に行う必要がある。このため、

迅速な意思決定、申請ができるよう職務発明の規定の見直しについて検討する。 

 

４－６ 研究機関等との連携 

 ＪＳの技術ポテンシャルを高めるためには、独自で、特長ある技術開発、実用化を

行うことも重要であるが、国土技術政策総合研究所等の研究機関、地方公共団体と連

携することが不可欠である。日常的な情報・意見交換を行うことは当然として、定期

的な連絡会議等においてテーマを絞って議論を行い、知見、ノウハウを蓄積する。ま

た、地方公共団体とは受託研究、共同研究のスキームを活用しつつ連携することが肝

要である。連携を深める中で、研究機関、地方公共団体の職員と良好な人間関係と人

的ネットワークを構築することも重要である。 

 

４－７ 基本計画のフォローアップ 

 本基本計画を実施するために、各年度に設定される組織目標に基本計画内容を盛り

込み、達成を確実にするとともに、そのフォローアップを行う。また、今回の基本計

画の計画期間は平成23年度から平成28年度までと長期間にわたるため、中間年次であ

る平成25年度中に計画の達成状況を評価するとともに、必要に応じて本計画を見直す。
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５．その他 

５－１ 国際展開 
JS では、下水道に関する全国各地の多岐にわたるニーズに対応した支援を行う中で、

独自の実践的な知見を蓄積している。これら豊富な知見のうち、JS の技術力を活用し

た支援として、民間企業の海外水ビジネス市場獲得、地方公共団体の国際展開に向け、

以下の内容に取り組む。 
 

① 国際展開に向けた本邦技術の改良・開発および本邦技術の信頼性を確保するための

技術評価 

本邦企業開発技術を海外で適用する際には、国内と地域特性が大きく異なる場合

もあるため、相手国のニーズに応じた技術の改良・開発を行うとともに、国内外

における実証実験結果、維持管理実績に基づき、本邦企業開発技術を公正に評価

することにより、本邦企業の海外展開を支援する。 
 

② 事業化後の設計・建設・維持管理の各フェーズおよび海外下水道技術者養成研修

におけるエンジニアリング支援 

本邦企業による海外下水道事業プロジェクトにおいて、設計・建設・維持管理の

各フェーズで JS の知見を提供することによるアドバイザリー支援を行うととも

に、海外下水道技術者養成研修ではこれまでに蓄積した実践的な知見、技術力を

提供する。また、上記の本邦技術の改良・開発・評価、事業化後の設計・建設・

維持管理支援および海外下水道技術者養成研修を組み合わせ、JS がプロジェクト

全体を包括的に支援するパッケージ型支援を行う。 
 

③ 地方公共団体の国際展開と連携して、技術開発、技術のショーケース化、研修等

の拠点を担う「水・環境ソリューションハブ」の支援 

JS と民間企業の共同研究の成果により、「水・環境ソリューションハブ」におけ

る技術開発、技術のショーケース化の分野で支援し、海外下水道技術者を対象と

した研修では JS の知見を提供することにより支援する。 
 

④ 国・民間企業の要請に基づくJS基準類を活用した国際標準化戦略の支援 

国際標準化への提案は、下水道関連の国際標準化にむけて各国が着々と進めてい

る。本邦優位技術の国際標準化提案に向けた取り組みとして、国内下水道事業に

おいて、一定の標準化の役目を果してきた下水処理施設に係る JS 基準類（下水道

施設コンクリート防食技術等）を国際標準化提案して行くことにより、本邦技術

の海外市場における優位性の確保を図る。 
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５－２ 第２次技術開発基本計画の評価 

（１）これまでの技術開発基本計画 

① JS 技術開発五ヶ年計画（第 1次基本計画） 
 平成 13 年 3 月に策定された計画で、平成 13 年度から平成 17 年度までの 5ヵ年を

計画期間としている。 
 この時期の国の技術開発計画として、国土交通省新下水道技術五ヶ年計画（平成 12
年～平成 16 年）が策定されており、それと整合したものとなっている。 
② JS 技術開発基本計画（第 2 次基本計画） 
 平成 18 年 3 月に策定された計画で、平成 18 年度から平成 22 年度までの 5ヵ年を

計画期間としている。 
 新中期経営改善計画（第 2 次中期経営計画：平成 18 年度～平成 20 年度）、国土交

通省下水道ビジョン 2100（平成 17 年度）の施策から JS 技術開発方針をたて、それ

をもとに技術開発基本計画を策定している。 
 
（２）第2次基本計画の技術開発実施状況 
  第 2 次技術開発基本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 技術開発基本計画（第 2 次計画）完了報告書」にまとめている。 
 ２次計画では、３つの基本目標の元で８つの開発課題に取り組んだ（図５－１）。 
 計画期間中に実施された個別課題の件数は８６件であり、開発課題別に見ると地球

温暖化対策が２７件と最も多く次いで高度処理技術１４件となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

   図５－１ 第２次技術開発基本計画における開発基本目標と開発課題 

 

 

水再生・利活用システ

ム技術の開発 

地球温暖化防止に向けた資源

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 

高度処理技術 

再構築技術 

水環境 

資源回収技術 

エネルギー自給率向上技術 

地球温暖化対策 

下水道マネジメント手法の実用化 

機能維持・更新の効率化技術の実用化 

開発基本目標 開発課題 
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（３）主な成果 

 第２次技術開発基本計画の主な成果を表５－１に示す。また計画期間中技術評価の

答申のなされた技術は「下水汚泥固形燃料化システム」、「オゾン処理技術（促進酸化

法を含む）」、「アナモックスプロセス」「耐硫酸モルタル防食工法」４件であり、また

「エネルギー回収を目的とした」としてあらたな視点から嫌気性消化について技術評

価の諮問を行った。 
 計画期間中に広く事業展開された技術としては「MBR（膜分離活性汚泥法）」と「汚

泥固形燃料化システム（下水汚泥炭化施設）」であり、それぞれの実績を表５－２、表

５－３に示す。 



 

 

表５－１ JS 技術開発基本計画（平成 18 年度～平成 22 年度）の成果 

 
開発基本目標 開発課題 主な成果 

① 大規模施設での膜分離活性汚泥法（MBR）の適用 
 共同研究の成果に基づく「堺市三宝処理場における MBR 施設の稼動」（平成 23 年 3 月） 

 
 

高度処理技術 
② アナモックスプロセス 
共同研究の成果をまとめ「アナモックス反応を利用した窒素除去技術の技術評価」（平成 22年 4月） 

再構築技術 ① 担体投入型活性汚泥法の事後評価 
 事後評価結果をとりまとめ「性能試験方法案」を作成 

① オゾン処理技術 
 「オゾン処理技術の技術評価」（平成 21 年 4 月） 

 
 
 
 
１．水再生システム技術の開

発 

 
水環境 

② パッケージ型 MBR（PMBR）の開発 
 下水道クイックプランで「岩手県二戸町浄法寺浄化センターに導入」（平成 22 年 3 月供用開始） 

エネルギー自給率 
向上技術 

① 嫌気性消化（メタン発酵）の効率化と消化ガス利用 
 「エネルギー回収を目的とした嫌気性消化プロセス」についての技術評価の諮問（平成 22 年 11
月）   ※平成 24 年 4 月に答申予定 
① 炭化システム 
 炭化システム（高温）の実施設導入を行うとともに事後評価を実施 

 
資源回収技術 

② りん回収システム 
 フォストリップ法リン回収施設を実施設として導入 
① 地球温暖化対策 
高温焼却による温暖化ガス削減効果を明確化 

② 固形燃料化技術 
 「下水汚泥固形燃料化技術の技術評価」（平成 20 年 4 月）を行い、低温炭化技術を確立 

 
 
 
 
 
２．地球温暖化防止に向けた

資源回収・省エネルギー型汚

泥処理システム技術の開発  
 
 

地球温暖化対策 
③ 脱水機 
 新たに低含水率遠心脱水機の共同研究に着手 

３．サスティナブル下水道実

現のための再構築技術開発 
機能維持・更新の効

率化技術の実用化 
①コンクリート防食技術 
「耐硫酸モルタル防食技術の技術評価」（平成 20 年 4 月）を行い、試験施工箇所の耐性調査を実施 
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表５－２ 第２次技術開発基本計画期間中（H18.4～H23.3）に稼動したMBR施設 

県名 市町村名（合併前の名） 処理場名 供用開始 
兵庫県 福崎町 福崎浄化センター H20.4 注１）

高知県 檮原町 檮原浄化センター H20.4 注２）

岡山県 鏡野町（奥津町） 奥津浄化センター H18.4 
島根県 雲南市（大東町） 大東町浄化センター H18.10 
北海道 標茶町 塘路終末処理場 H19.3 注３）

福井県 若狭町（三方町） 三方海越浄化センター H19.4 
静岡県 浜松市（佐久間町） 城西浄化センター H20.4 
静岡県 沼津市（戸田村）） 戸田浄化センター H20.4 
島根県 大田市 大田浄化センター H21.3 
福岡県 新宮町 中央浄化センター H22.3 
岩手県 二戸市 浄法寺浄化センター H22.4 
沖縄県 大宜味村 大宜味浄化センター H22.10 
大阪府 堺市 三宝下水処理場 H23.3 
注１）福崎浄化センターの第一期施設はH17.4 
注２）檮原浄化センターの第一期施設はH17.12 
注３）塘路終末処理場の施設には JS は関与していない 
 
表５－３ 第２次技術開発基本計画期間中に稼動した下水汚泥炭化施設 

県名 市区町村 管理者 処理場名 供用開始 
秋田県 大仙市 秋田県・雄物川流

域下水道 
大曲処理センター H19.3 

東京都 江東区 東京都 東部スラッジプラント H19.11 注１） 
宮城県 気仙沼市 気仙沼市 気仙沼市終末処理場 H20.3 
新潟県 村上市 村上市 新潟県旧山北町下水管理

センター 
H20.6 注２）

注１）、注２） 東部スラッジプラントと山北町下水管理センターの炭化施設には JS
は関与していない。 
 
５－３ 人材育成 

（１）技術開発部門の職員に求められる資質 

 JS 技術戦略部は、地方公共団体のニーズに応え、「下水道ソリューションパートナ

ー」として、機動的かつ積極的に課題解決を図るために、「信頼性の高い技術」、「コス

トパーフォーマンス指向の技術」の開発、実用化、導入を行い、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し、我が国の下水道技術の発展に

寄与し、健全な水環境と資源循環の創出を目指している。この使命の中で技術開発、

実用化は要であり、ノウハウ、知見等の蓄積とそれを自在に操り、高いプレゼンテー

ション能力を持ち、ソリューションを提案できる人材が不可欠である。このため、技
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術開発部門の職員には、下水道技術に関する知識は当然として、お客様である地方公

共団体の問題意識、課題を共有しつつ、ＪＳとしてソリューションを如何に提案でき

るかを、常に考え続ける人材を養成する必要がある。 
 
（２）技術開発部門で中核となるリーダー 

 JS の技術開発担当職員には、豊かな現場経験に加えて、新技術に対する真摯な理解

力と複数の他部門の職員と連携するマネジメント能力を備えることが求められる。こ

のため、JS の技術開発部門で将来、中核となるリーダーとなるためには、技術開発部

門と実務部門の間を交互に異動する中で、水再生システム技術、創・省エネルギーシ

ステム技術、サスティナブル下水道技術等のそれぞれの得意分野でコアとなるように、

自発的にスキルアップを図らなければならない。 
 また、それぞれの分野で、国内、さらに海外に発信でき、評価される成果を残すと

ともに、国、公的機関、地方公共団体等の委員会の委員としても、JS の代表として存

在感を示せることも重要なことである。 
 
（３）JS技術職員の育成 

 技術開発部門の職員に求められる資質は、技術力をコアコンピタンスとする JS の

技術職員全体に共通するものであり、技術開発部門の中核となるリーダーも活用して、

経験年数等に応じ、以下の様々な機会を通じて計画的に育成する必要がある。 
① 全社的なOJT による技術レベルの向上 
② プロジェクトでの連携による技術レベルの向上 
③ 海外派遣留学生制度の継続 
④ 研究成果の国内外における積極的発表 
⑤ 資格（博士・技術士）、知的所有権取得の推進 

 
（４）下水道技術者の育成支援 

 全国の地方公共団体の下水道技術者は、事業費の減少に伴ない、ピークの平成 11
年度に比べて、およそ2 割減少しており、民間企業においても同様の事態が生じてい

るものと推察される。このため、我国の下水道技術者全体のレベルアップを図るため、

地方公共団体との連携や民間企業との共同研究におけるディスカッション、情報・意

見交換等を通して、技術者の育成に貢献することを目指すものとする。 
  

 


