
― 記者発表資料 ― 

 

平成２６年３月３１日 

日 本 下 水 道 事 業 団 

 

下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）に 

JS が共同提案した 3 事業が採択されました 

 
国土交通省が実施する下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）におい

て、地方共同法人日本下水道事業団（JS）が地方公共団体、大学、民間企業等と共同

で提案していた下記の 3 事業が採択されました。 
これらの実証事業では、実証フィールドに実規模の実証プラントを設置し、コスト

縮減や省エネルギー効果等について実証を行います。 
 JS では、これらの実証事業の実施を通じて、既存施設の改築・更新時におけるコス

ト縮減や省エネルギー化、高度処理化などの様々な課題に対応した技術開発を促進し、

下水道に係るソリューションパートナーとして、地方公共団体のニーズに応える支援

業務の一層の充実を図っていきます。 

（１）既存施設を活用した省エネ型水処理技術（標準活性汚泥法代替技術） 

・実 証 事 業 名 称： 無曝気循環式水処理技術実証事業 
・実証事業実施者： 高知市・高知大学・日本下水道事業団・メタウォーター共同研

究体 
・実証フィールド： 高知市下知下水処理場 
・実 証 事 業 概 要： 水処理の省エネ化のために、水処理システムを水中ばっ気方式

から、大気圧中での気液接触による酸素供給方式に転換するこ

とで、消費電力量を削減するものであり、コスト縮減や省エネ

ルギー効果等を実証する。 

（２）既存施設を活用した省エネ型水処理技術（高度処理代替技術） 

・実 証 事 業 名 称： 高効率固液分離技術と二点ＤＯ制御技術を用いた省エネ型水処

理技術の技術実証事業 
・実証事業実施者： 前澤工業株式会社・株式会社石垣・日本下水道事業団・埼玉県

共同研究体 
・実証フィールド： 埼玉県利根川右岸流域下水道 小山川水循環センター 
・実 証 事 業 概 要： 高効率固液分離技術の導入と無終端水路に改造した反応タンク

での２点 DO 制御技術による最適風量制御により既設の標準活

性汚泥法と同等の滞留時間で高度処理を行い、コスト縮減と省

エネルギー効果等を実証する。 
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（３）ICT による既存施設を活用した戦略的水処理管理技術 

・実 証 事 業 名 称： ICT を活用したプロセス制御とリモート診断による効率的水処

理運転管理技術実証事業 
・実証事業実施者： 株式会社東芝・日本下水道事業団・福岡県・公益財団法人福岡

県下水道管理センター共同研究体 
・実証フィールド： 福岡県宝満川流域下水道 宝満川浄化センター 
・実 証 事 業 概 要： 水処理の省エネ化のために、制御パラメータの自動調整とプロ

セスの異常兆候検出をリモートで行い、アンモニアセンサーを

活用したばっ気風量制御を効果的・効率的に実施する技術であ

り、コスト縮減や省エネルギー効果等を実証する。 
 

 

（問い合わせ先） 

技術戦略部 

 水処理技術開発課長 橋本 敏一 

  TEL：03-6361-7844 

  FAX：03-5805-1828 

  E-mail：Hashimotot@jswa.go.jp 
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補足資料１ 

無曝気循環式水処理技術実証事業の概要 

 

 実施者：高知市・高知大学・日本下水道事業団・メタウォーター共同研究体 

 実証フィールド：高知市下知下水処理場 

 実証の概要： 

① 「既設施設を活用し、良好な処理水質を確保しながら消費エネルギーを抑制する」

技術として、『無曝気循環式水処理技術』を実証。 

②「第一バイオリアクター（第一 BR）」、「第二バイオリアクター（第二 BR）」および

「ファイナルフィルター（ファイナル F）」で構成。 それぞれ標準活性汚泥法の最

初沈殿池、反応タンクおよび最終沈殿池を大幅な改造を伴わずに改造。 

③「第一 BR」及び「第二 BR」における効率的な生物処理の実証。「ファイナル F」に

おける効率的な固形物除去の実証。ト-タルで高級処理水質確保の実証。 

 実証技術の革新性等： 

①「無曝気」での酸素供給により、消費電力を大幅削減 

②「循環」による安定した良好な処理水質の確保 

③「自動化」によるシステム安定性確保 

④ 特別な制御を必要とせず、熟練技術者が不要 

⑤ あらゆる規模の標準法処理場に容易に設置可能 

 実証技術の概念図： 

溶存酸素を循環し、1池目からBOD分解

・ろ材は自動洗浄

・剥離SSを物理除去

自動化 無曝気

循環

自動化

自動化

沈殿から

ろ過へ

沈殿から

ろ過・生物処理へ

ブロワを使わない

低ランニング生物処理

担体は自動洗浄 大気圧中の気液

接触方式により

消費電力を削減

・担体は自動洗浄

・衛生問題（ろ床蝿等）を解決

 

 その他： 

 JS では、本実証技術の基礎となった開発途上国向けに開発された「先進的省エネ型

水処理技術」について、メタウォーター株式会社からの申請を受け、「海外向け技術確

認」の第 1 号として技術確認を行っています（平成 23～24 年度）。 

3/6



 

補足資料２ 

高効率固液分離技術と二点ＤＯ制御技術を用いた 

省エネ型水処理技術の技術実証事業業の概要 

 

 実施者：前澤工業株式会社・株式会社石垣・日本下水道事業団・埼玉県共同研究体 

 実証フィールド：埼玉県利根川右岸流域下水道 小山川水循環センター 

 実証の概要： 

 標準活性汚泥法の最初沈殿池を高効率固液分離装置に改造、反応タンクを無終端水

路に改造し、二点 DO 制御技術を導入することにより、以下の事項を実証します。 
 ① 高効率固液分離技術による反応タンクへの流入負荷の大幅な削減。 
 ② 標準活性汚泥法と同等の水理学的滞留時間（HRT）での高度処理化。 
 ③ 無終端水路型反応タンクでの二点 DO 制御技術による省エネ化。 

 実証技術の革新性等： 

① 省スペースで安定した高い SS 除去が可能な高効率固液分離技術の採用 
② 標準活性汚泥法の既設躯体を利用し、同等の HRT で高度処理化を実現 
③ 二点 DO 制御技術を用いた曝気風量の最適化による窒素除去の安定化と省エネ化

の実現 
④ 無終端水路型反応タンクの高い硝化液循環倍率による窒素除去性能の向上と硝

化液循環ポンプ不要による省エネ化の実現 

 実証技術の概念図： 

下水：溶解性物質

下水：固形性物質

汚泥

凡例

実証範囲

生汚泥

高効率固液分離
下水

余剰汚泥

反応タンク 最終沈澱池

送風機
空気

前沈殿＋ろ過 嫌気槽

凝集剤

本技術の処理フローと提案範囲

繊維ろ材ろ過により
流入下水中の固形
物を省スペースで高

効率に除去

溶解性物質を主体
に処理し、曝気量お
よび処理時間を短縮

良脱水性の生汚泥
比率の増加

二点DO制御

水路内２地点のDO値による曝気

量と循環水量の自動制御で安定し
た窒素除去と省エネ化を達成

無終端水路内で好気
ゾーン・無酸素ゾーン
による硝化脱窒

 

 その他： 

 二点 DO 制御技術は、JS と高知大学・前澤工業株式会社の共同研究「エネルギー消

費抑制型下水処理技術の開発－高負荷二点 DO 制御を用いた効率的な OD 法の開発－」

（平成 20～23 年度）により開発・実用化した技術です。本実証事業では、本技術の既

設標準活性汚泥法の高度処理化への応用を実証します。  
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補足資料３  

ICT を活用したプロセス制御とリモート診断による 

効率的水処理運転管理技術実証事業の概要 

 

 実施者：株式会社東芝・日本下水道事業団・福岡県・公益財団法人福岡県下水道 

    管理センター共同研究体 

 実証フィールド：福岡県宝満川流域下水道 宝満川浄化センター 

 実証の概要： 

 既存反応タンクに新しい水処理プロセス制御技術である「NH4-N センサーを活用し

た曝気風量制御技術」を適用すると同時に、この制御技術を一層効率的に行うための

革新的な支援技術を導入することにより、要求水質に応じた水処理機能の確保と消費

エネルギーの抑制効果を検証・評価し、維持管理性の向上・コスト縮減に資する革新

的な効率的水処理運転管理技術であることを実証する。  

 実証技術の革新性等： 

実証技術は、以下の三つの要素技術の組合せにより、水処理機能の確保と消費エネ

ルギーの抑制を達成する革新的技術である。 

① NH4-N センサーを活用した曝気風量制御技術 

  要求水質に応じて処理水質を維持しながら消費エネルギーを抑制。 

② 制御性能改善技術 

  制御パラメータの自動調整を行い、曝気風量制御の効率化を実現。 

③ 多変量統計的プロセス監視（MSPC) 

  プロセスの異常兆候を検出し、曝気風量制御を含む水処理運転の安定化を実現。 

 実証技術の概念図： 

 

 その他： 

 要素技術の一つである多変量統計的プロセス監視（MSPC）は、JS と東芝の共同研

究「アセットマネジメントに関する技術」（平成 20～23 年度）により開発・実用化し

た技術です。本実証事業では、水処理運転の安定化への応用を実証します。 
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補足資料４  

JS における B-DASH プロジェクト参画の実績 

 
 JS では、平成 23 年度に B-DASH プロジェクトが創設されて以来、今回の 3 事業を

含め、これまでに 7 事業に参画しています。 
 

表 JS における B-DASH プロジェクト参画の実績 

事業年度 事業名 実施者 

H23 年度 

～ 

H24 年度 

超高効率固液分離技術を用いたエネ

ルギーマネジメントシステム実証事業 

メタウォーター・日本下水道事業団共

同研究体 

H24 年度 

～ 

H25 年度 

固定床型アナモックスプロセスによる

高効率窒素除去技術実証事業 

熊本市・日本下水道事業団・タクマ共

同研究体 

H25 年度 
下水道バイオマスからの電力創造シ

ステム実証事業 

和歌山市・日本下水道事業団・京都

大学・西原環境・タクマ共同研究体 

H25 年度 

高度な画像認識技術を活用した効率

的な管路マネジメントシステム技術実

証事業 

船橋市・日本下水道事業団・日本電

気共同研究体 

H26 年度 無曝気循環式水処理技術実証事業 
高知市・高知大学・日本下水道事業

団・メタウォーター共同研究体 

H26 年度 

高効率固液分離技術と二点 DO 制御

技術を用いた省エネ型水処理技術の

技術実証事業 

前澤工業株式会社・株式会社石垣・

日本下水道事業団・埼玉県共同研究

体 

H26 年度 

ICT を活用したプロセス制御とリモート

診断による効率的水処理運転管理技

術実証事業 

株式会社東芝・日本下水道事業団・

福岡県・公益財団法人福岡県下水道

管理センター共同研究体 
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