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汚泥集中処理計画調査

におけるシステム面・構造面での危機管理に配慮

大阪市は市勢の発展と市域の拡張に対応した数次
にわたる下水事業の推進により，普及率はほぼ100％
を達成しており，普及率の促進など初期の目的はほ
ぼ達成されつつある。しかし∴下水道が果たすべき
役割はこれに止まるものではなく，来るべき21世紀
に向けて各下水処理場に分散している汚泥処理施設
を集中し，効率的な汚泥処理をすべく風刺舶那十画
を立案している。
本調査は，大阪市の汚泥集中処理計画を推進して
いく上で，その必要性を検討し，震災等における危
機管理の観点からの検討，技術的課題の検討をも踏
まえ，本計画の事業化への提言を行うことを昌的と
する。

した計画のあり方を検討する。
（3 汚泥集中処理計画における技術的検討
汚泥集中処理計画を事業化するに当たっての技
術的検討課題として，高濃度消化汚泥の管路輸送
および返流水処理等に関する課題について検討す
る。
（4）汚泥集中処理計画の事業化に向けた提言
上記の（廿〜（3）の検討を踏まえ，汚泥集中処理計画
の意義を検討し，事業化に向けた提言を行う。
検討のフローを図…1に示す。
ll）汚泥集中処理計画の必要性に関する検討
①汚泥集中処斬欄における基本事項の整理
と課題の抽出
⑧汚泥集中処理計画の意義に関する検討

（2）汚泥集中処理における危機
管理の検討

本調査・研究は，平成7年度，1カ年で以下の研
究を実施するものである。
（1）汚泥集中処理計画の必要性に関する検討
現在，全国で展開されつつある汚泥集中処理の
動向，課題を整理するとともに，大阪市で計画策
定中である汚泥集中処理計画における基本事項を

①危機管理のあり方に関する
検討

（3席泥集中処理における技術
的検討
①高濃度消化汚泥の管路輸送
に関する検討

②地震時における危機管理の

②汚泥集中に伴う返流水処理
に関する検討

あり方に関する検討
⑧平常時における危機管理に
配慮した汚泥集中計画のあ
り方に関する検討

整理し，計画を進めるにあたっての課題を抽出す
る。さらにその意義に関する検討を行う。
（2）汚泥集中処理計画における危機管理の検討
汚泥集中処理計画に対し，地震時および平常時

（4）汚泥集中処理計画への提言

図−1 検言寸フロー
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3．1 汚泥集中処理計画の必要性に関する検討
3．1．1 基本事項の整理と課題の抽出
（1）汚泥集中処理の現状
平成4年度の調査によれば，全国で汚泥集中処
理を行っている都市は，複数の処理場を有してい
る126のうち，約70％にあたる83都市である。
また，第4次下水道整備五箇年計画に向けた審
議会の答申において，広域的な汚泥の処理・処分
の内容が示され，第6次下水道整備五箇年計画か
らエースプランとして事業化されている。
我が国の管路輸送の現状をみると，送泥遥2万
粛／年を越える汚泥選の場合は，車両輸送ではな
く，管路輸送が採用されている。
管路輸送の汚泥の固形物濃度は，我が国では1
〜2％程度であるが，海外の事例では3〜7％，
輸送距離も12kmに及ぶものもある。

高く，難分解性の成分を含む。
③ 非常時の対応策
集中化に伴い，震災などの非常時に対しての
対応策が問題となる。
3．1．2 汚泥集中処理計画の意義に関する検討
（1）大阪市における下水処理・汚泥処理の現状
大阪市では12の処理場で下水処理を，そのうち
8の処理場で汚泥処理も行っている。汚泥処理施
設を持たない市岡，千島の両下水処理場は津守処
理場へ，今福処理場は放出処理場へ，十八条処理
場は大野処理場へ，それぞれ発生汚泥を送泥して
いる。
各処理場で発生した脱水ケーキは，津守，放出，
平野の各下水処理場の焼却施設（1，200t／日）で
その全室を焼却しており，焼却灰は大阪湾北港
（南地区），フェニックス（泉大津沖）に埋立処

分している。処理場の位置，汚泥処理状況を図−
2に示す。
（2）舞洲スラッジセンター計画
1）集中処理における効果
本計両では，既存処理場の周辺に新たな用地
を確保することは現実的に困難であるが，仮に
用地を取得できた場合，この現況方式（現況の
処理場で処理を行っていく方式）と集中方式の
経済比較を行った。この結果，建設費，処理費
共，集中処理方式が有利であるとの試算結果が
得られた。

（2）汚泥集中処理の課題
汚泥集中処理の実施例から，課題・間鳳点とし
て以下のようなものがあげられる。
㊥ 汚泥性状の変化と処理効率の低下
管路輸送に伴い，長時間嫌気状態に置かれる
ため，汚泥の沈降性が低下したり，腐敗に伴う
ガスが発生する。
⑨ 集中処理に伴う返流水処理
集中処理に伴い発生する返流水は水質濃度が

…一例として建設費の比較を図−3に示す。
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づくりの指針として，『大阪市総合計画21』を策
定している。これを受けて，新しい「水の都」の
創造に向けての下水道計画，下水道基盤整備が求
められている。本計画はその一環として，各処理
場に分散している汚泥処理施設の集中化を目指そ
うとするもので，次のような意義を持つものであ
る。
（カ 清らかな水環境創出に向けての対応
高度処理の導入と越流水負荷対策を推進する
ための用地の確保
（り 老朽化施設の計画的な更新
焼却炉等の大規模な施設更新のための新たな
広い用地の確保
③ 環境対策の推進
汚泥のトラック輸送廃止等，環境対策に配慮
した輸送方法の確立
④ 資源有効利用の促進
埋立地分地の延命化と焼却灰や溶融スラグの
有効利用によるリサイクル型社会形成への寄与
⑥ 下水汚泥魔増加に対する対応
高度処理，合流式下水道の改善に伴う下水汚
泥増加に対応できる施設の構築

田濃縮 ES脱水 臨港融（焼却）窃送滑菅田用地
図−3 建設費の比較

2）集中処理計画の比較検討
集中処理計画を検討する上で，既存の施設を
活用しながら建設を進めるという制約条件を考
慮し，3つのケ…スを選定して，比較検討を行っ
た。
その結果，新設される夢洲下水処理場以外の
汚泥を全て消化後，送泥し，舞洲，放出，平野
の3処理場で脱水，溶融〔あるいは焼却）する
ケース（以下 舞洲スラッジセンター計画， と

いう）が経済性が高く，その他，維持管理性，
緊急時の対応性，返流水の処理性等からも優れ
ているとの結論を得た。
舞洲スラッジセンター計画の概要関を図−4
に示す。
（3）汚泥集中処理の意義
大阪市では2川鍋己中葉を展望した，新しいまち

図一4

3．2 汚泥集中処理における危機管理の検討
3．2．1 危機管理のあり方
ここで対象とする危機は，地震。つ風水害，津波等
の大規模な災害のうち，特に汚泥集中処理に対して
厳も甚大な被害を与える恐れのある地震をその代表
として取り上げ，さらに平常時に起こりうる事故に
ついても取り上げることとした。

舞州スラッジセンター計画概要図
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3．2．2 地震に対する危機管理

る。

これまでの震災事例をみると，構造物に対して十
分な耐震設計がなされているならば，処理場施設が
壊滅的な被害を受ける可能性は低く，また．今後建
設される舞洲スラッジセンターについては，十分な
耐震設計の実施が前提となっているため，ここでは
送泥管に係わる危機と他のライフライン施設の被害
が下水道に及ぼす影響を中心に対策を検討した。
（1）汚泥集中処理システムにおける対策
1）一時貯留による対策
送泥ポンプ，送泥管の破損等により送泥でき
なくなった場合の対策として，送泥側処理場の
水処理反応タンクあるいは最初沈殿池へ一時的
に貯留する。
2）船舶による汚泥緊急輸送・処分による対策
送泥側および受泥側での対策として，大阪市

3．2．3 平常時の危機管理
大阪市をはじめ他都市の平常時の事故事例調査か
ら①硫化水素に起因するとみられる送泥管や電気機
械設備の腐食，④道路掘削等，他の事故による管の
損傷，③ガス溜まりによる送泥不能，閉塞があげら
れる。
このうち，（彰は他の事業との連絡調整を図り，万
全を期す必要があるが，これは地震時に被災した場
合の対応と同様であると考えられ，また−③は後述
する発生ガスの対策で述べることとし，ここでは⑧
について言及する。
本集中処理計画では，一部を除いて消化汚泥を送
泥するため，硫化水素による腐食の恐れは少ないと
考えられるが，万全を期すため∴既設送泥管につい
ては塩化第二鉄等の薬品添加，新設送泥管について
は内面あるいは外面ライニング管の使用による対策
を講ずることとする。

および民間で多数保有している船舶を活用して
汚泥緊急輸送・処分を行う。特に集中処理場で
ある舞洲スラッジセンタ…では，臨海部に位置
するという立地特性を活かせる。なお，この場
合，輸送される脱水ケ…キは消化プロセスを経
ており，安定化しているので輸送，処分士有利
である。
3）送泥管ネットワークによる対策
送泥管の破損を想定して，将来的にバイパス
ル…トを設け，ネットワークの強化（ループ化）
を図る。送泥ル…トの液状化については，大阪

乱3 汚泥集中処理における技術的検討
3．3．1 高濃度消化汚泥の管路輸送に関する検討
（1）圧力損失の予測
摩擦損失水頭の算出方法としては，経験的計算法
やへ−ゼン・ウィリアムス式から求めるのが一般的
であるが，本計画では高濃度消化汚泥を対数として
いるため，実験管路を設けて水理実験を行い，圧力

市防災会議で作成された液状化マップに照らし
合わせて，危険箇所の検討を行った。
4）ユーティリティ対策
プラント用水，燃料，薬品などの機械設備，
電気設備についても2重化や予備の設置による
対策を講ずる。
5）情報管理システムにおける対策
監視制御システムについては，広域ネットワー
ク化と得られた情報を一元管理するシステムの
構築を図る。
（2）構造面における対策
1）管路施設における対策
液状化マップにおいて危険性の高いルートに
ついては，適正な管渠の埋戻しや伸縮継ぎ手の
設置による対策を講ずる。

損失式を求めた。
実験による予測式を以下に示す。
亘）層流の場合

−．

一

一

Hr：摩擦損失水頭（m）
Ⅴ ：平均流速（nl／S）
D ：管径（m）
L ：管路延長（m）
〟p・r：T℃における擬塑性粘性係数
n ：擬塑性粘性指数
β ：液体の密度（匝／m3）
g ：重力加速度（m／S2）
㊥ 乱流の場合
8b一一lb

2）新設構造物における対策
新設の土木・建築構造物については建設省よ
り指針，通達が通知されており，これらにした
がった十分な耐震設計と適切なエキスパンショ
ンジョイントの設置による耐震性能の向上を図
−80−
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で定められている規定濃度より，かなり高くな
ることも予想されるため，消化ガスの漏洩防止
に努めるとともに，屋内換気に留意しなければ
ならない。

b＝0．889×1013×（ど×F）￣￣0・52▲

ど：絶対粗度（m）
（a）清水の場合

F＝1

臭気については言肖化汚泥のため比較的弱い
と考えられるが，必要に応じて臭気防止の設備
の設置や施設の覆蓋化を進める。
3．3．2 汚泥集中に伴う返流水処理に関する検討
（1）返流水処理の現状と課題
返流水は一般的にCODを主体とした難分解性
物質，高濃度窒素・リンを含んでおり，汚泥集中
処理においては水量も多義となり，何らかの対策
が必要となる。汚泥集中処理の実施都市でも生物
学的処理法を中心とした処理法で対処している。
（2）返流水水質と目標処理水質
舞洲スラッジセンタ…からの返流水は此花処理
場に送る計画であるが，これを返流しない場合
（計画流入水質）と，する場合の此花処理場の流
入水質は表−1のように予測される。
返流水処理目標水質は，計画流入下水水質と同
程度とし，現行標準処理および高度処理導入時に
水処理施設の処理効果に支障を及ぼさないように
する。

（b）消化汚泥の場合 F＝n舶5x 0・656
（C）濃縮汚泥の場合 F＝nlO別Xf0・654
回 消化汚泥の場合
0．479

〟押＝〟囲×仙742×〟p20m

＋2．38）／T（0・0鋸X〟mO・489＋0謝

〝p2。＝0．041×eO・959xc
n＝0．521×e雄102xC

（b）濃縮汚泥の場合
直↑ニ〃p2。×（0．260×〟p㌔2＋2．38）／T（0・032x〟p犯2−0㌧仇29）
〟p20ニ㌫0．039×eO・9㌫xe
nニニ0．586×e

0137xc

（2）消化汚泥からの発生ガスへの対策
D 可燃性ガスについて
生汚泥からのメタン発生魔は消化日数が10日
程で極端に減少し，また消化温度が高い程，発
生日数が短くなる。本計画では50℃の高温で消
化することから，その後の発生ガスは少ないと
考えられるが，安全を期すため，発生ガス嶺を
測定する実験を行った。
実験は50℃で高温消化した汚泥を，送泥中の
温度低下を考慮して30℃，45℃に保持し，発生
ガス巌を測定した。その結果 滞留時間酌時間
で，単位汚泥当たり厳大200cc／lのガスが発
生した。一般的に発生魔は，10，000cc／lとい

（3）返流水の処理技術
1）返流水の処理技術の開発状況
聾者，溶解性有機物の除去方法としては生物
学的処理を主体としている事例が多く，比較的
高濃度の窒素の処理法としては循環法および包
括固定循環法が採用されている。
一方，物理化学的処理法としては，主にリン，
溶解性有機物除去を対象として，凝集沈殿法，
活性炭吸着法，各種酸化法，MAP法などがあ
げられる。
集中する汚泥性状の違いはあるが，多量の返
流水が発生するという意味で本計画と比較的類
似する事例として横浜市南部汚泥センターでの

われているので，嶺としては少ないが∴連続的
な送泥により，曲都上部等にガスが滞留して，
通水障害を引き起こすことも考えられる。
したがって，送泥管における対策としては，
下水道用空気弁を火気のない凸部に設置する。
また受泥施設における対策としては，必要に応
じ言肖火・警報設備および防爆装置付き電気機
器の設置などの措置を講ずることとする。
2）硫化水素について
消化ガス中の硫化水素は一般に，200〜800

返流水処理があり，ここでは循環法を用いてい
る。
2）返流水処理の検討

m9／lといわれ，ガス事業法，労働安全衛生法

表−1 此花処理場の返流水を考慮した流入水質
BO D

S

mg／ l
計 画流 入 水 質
返 流水 を考 慮 した 流 入 水 質

区

分

COD

T −N

T −P

mg／ l

mg／ l

mg／ l

mg／ l

150

10 0

10 0

40

4 ．0

14 6

10 7

1 10

76

4 ．3
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返流水処理では，発生処理場で所定の水質ま
で下げる単独処理と，複数の送泥元の処理場へ
返流する按分処理が考えられるが，ここでは汚
濁物質の削減および返流に係る経済性，危機管
理の面から単独処理が望ましい。

る。

（3）平常時の事故対策

処理フローは，処理対象水質項目に汎用性の
高い生物学的処理法を基本とすることが望まれ
る。特に，舞洲スラッジセンターでは返流水の
T−N濃度が高いことから，T−N除去を中心
に処理フローを構築すべきと考えられる。
3．4 汚泥集中処理計画の事業化への提言
3．4．1 危機管理に関する提言
大阪市の汚泥集中計画は嫌気性消化までを既存処
理場で行い言肖化汚泥を舞洲スラッジセンターと他
の2ヶ所の処理場で，脱水，焼却・溶融を行うもの
で，効率処理を実現するための機能集中と危機回避
のための危険分散の両面に配慮した計画である。
また将来構想においても，危機管理の見地から舞
洲を含めて2ヶ所で汚泥集中処理を行うことは妥当
と考えられる。
しかしながら，本計画においては，さらに次のよ

平常時の事故対策は送泥管の腐食について対策
を講ずる。既設送泥管については薬品添加等によ
る硫化水素発生防止対策を，新設送泥管について
はライニング管の採用等の対策が望まれる。
3．4．2 技術的課題に関する提言
（1）高濃度消化汚泥の輸送に関して
高濃度消化汚泥の輸送に関しては．長距離輸送
部において高揚程のポンプが必要となるので，実
験結果に基づく適切なポンプ揚程・仕様の設定が
望まれる。
送泥管中で発生するガスについては，通水障害
を引き起こす可能性があり，また，可燃性のメタ
ンを含むため，ガスの発生そのものを抑制する措
置，あるいは安全な排出方法の採用が望まれる。
（2）返流水処理に関して
返流水処理は，単独による前処理によって所定
の目標水質まで下げることを酎旨し，処理方法は
生物学処理を基本に処理フローを構築することが
望まれる。

うな対策を行い，より安全なシステムを構築するこ
とが望まれる。
（1）汚泥集中処理システムにおける対策
汚泥集中処理システム内の個別のプロセスが被
害を受け，運転停止となった場合においても，根
幹的な処理機能が維持できるように，以下に示す
対策等を実施することが望ましい。
㊥ 一時貯留・緊急処分システム
⑧ 船舶による汚泥の緊急輸送
（㊤ 送泥管ネットワ…ク
④ 適正な非常時対策
（2）構造面における対策
液状化が懸念される処理場および送泥管ルート
においては伸縮可とう継ぎ手の設置や管廊，大規
模雨水幹線等への収容を図り，舞洲スラッジセン
ターをはじめとする新設構造物については，各種
の指針通達等を踏まえた適切な耐震設計が望まれ

4．2 今後の課題
本報告書は．長期にわたる汚泥集中処理計画に対
しての基本的な考え方，方向性を示すものである。
したがって，今後，本計画の細部については，本
調査に基づいた検討がなされ，汚泥集中事業が推進
されることを切望する。

研究第一部長
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この調査に関する問い合わせは

本調査は，大阪市汚泥集中処理計画を大規模プロ
ジェクト委員会の下，当該分野の専門家による検討
都会を設置して，本計画の意義，必要性について検
討した。さらに，先般の兵庫県南部地震等の大震災
に対しての汚泥集中処理における危機管乳 あるい
は汚泥輸送や返流水処筆削こ関する技術的検討を行い，
事業化に向けた提言を行った。

藤根上
佐 関井
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4．1 まとめ

