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下水道膜処理技術に関する調査研究

1.

2.

研究目的

わが国の下水道人口普及率は平成 19 年度末で
71.7％に達し，依然として都市規模による格差は残
っているものの一定の進捗が図られてきた。しかし，
閉鎖性水域における水質改善や健全な水循環系の構
築，老朽化施設の計画的な改築等，課題は数多く残
されている。
膜処理技術はこれらの課題を解決していく上で，
その中心となる処理技術として期待されている。
これまで，わが国の下水道分野において，膜処理
技術は一部の再利用用途以外に行われていなかった
が，近年，膜技術の発展に伴う膜価格の低下により，
本格的な下水処理への膜処理技術の適用が現実的な
選択肢となってきた。
特に，膜分離活性汚泥法は，平成 20 年度末におい
て 10 箇所程度の小規模な下水処理場で導入され，改
築需要の増大等を受けて中大規模施設への導入が進
むことが予想される。したがって，今後は，特に大・
中規模下水処理場の改築への適用も含めて，本格的
な膜処理技術の普及を図っていく必要がある。
本研究では現時点における，下水道を中心とした
膜処理技術に関する基礎的な情報や最新の知見につ
いて整理するとともに，地方公共団体が下水道への
膜処理技術の導入にあたって検討すべき事項や留意
事項を整理し，ガイドライン案としてとりまとめる
ことを目的とした。

研究内容

2.1 体制
膜処理技術に関する最新の知見を収集整理し，他
の技術の組み合わせによる最適システムの検討を行
うとともに，地方公共団体に対する技術的な支援を
行うためのガイドラインをとりまとめることを目的
として「下水道膜処理技術会議」が設置された。
「下水道膜処理技術会議」で審議された結果をも
とに，地方公共団体が下水処理への膜処理技術の導
入を検討する際の技術資料として「下水道への膜処
理技術導入のためのガイドライン［第１版］（案）」
としてとりまとめた。ガイドラインでは，導入にあ
たって有用な内容を取りまとめており，広く下水道
関係者に活用されることを期待している。
2.2 ガイドライン案の構成と位置づけ
本ガイドラインは，現時点における下水道を中心
とした膜処理技術に関する基礎的な情報や最新の知
見について整理するとともに，地方公共団体が下水
道への膜処理技術の導入にあたって検討すべき事項
や留意事項を示したものである。
ガイドライン（案）の構成を表－1 に示す。
なお，本ガイドラインは今後の技術開発の動向や
わが国における膜処理技術の導入事例の増加等をふ
まえて適宜改訂を予定している。
膜処理技術は，閉鎖性水域の水質改善のための高
度処理，病原微生物等の水系リスク低減，下水処理
施設の改築等，今後の下水道事業における様々な展
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開の核となるコア技術であることから，巻末に参考
資料として下水道における膜処理技術を用いた今後
の展開についても記載した。
表－1

ガイドライン（案）の構成

第１章 本ガイドラインの位置付け
ガイドラインの構成，用語の定義
第２章 総論
膜処理技術の概要，膜処理の基礎的な事項，下水道への導
入意義や下水道における膜処理の現状
第３章 新設処理場への MBR 導入
MBR の基本的事項，新規の下水処理場に MBR を導入する場
合の検討事項，経済性等
第４章 既設処理場への MBR 導入
既設処理場へ MBR を導入する場合の MBR と従来法との並列
処理の検討事項，経済性等
第５章 再生水利用のための膜処理技術導入
再生水利用へ膜処理技術を導入する場合に期待される効
果，導入にあたっての検討事項
参考資料
膜処理技術の導入検討にあたっての技術情報，膜処理技術
を用いた展開等

2.3 下水道における膜処理技術
2.3.1 膜処理技術の概要
膜処理技術は，膜を介して圧力差や濃度差，電位
差等の推進力により物質を分離する技術である。除
去対象物質を直接膜でろ過する場合，生物処理と組
み合わせてろ過する場合及び凝集等と組み合わせて
ろ過する場合がある。
浄水・排水処理分野において用いられる分離膜に
は，分離対象が大きい順に次の膜が用いられる。
・ 精密ろ過（MF：microfiltration）膜
・ 限外ろ過（UF：ultrafiltration）膜
・ ナノろ過（NF：nanofiltration）膜

・ 逆浸透（RO：reverse osmosis）膜
膜分離活性汚泥法（MBR：Membrane Bioreactor）
は，下水処理等において処理水と活性汚泥の固液分
離に膜分離技術を適用した処理方法であり，通常，
MF 膜が用いられる。
2.3.2 下水道への導入意義
膜処理技術は，下水中の SS 成分はもとより，大腸
菌等の細菌を確実に除去し，ウイルスや微小な物質
についても低減効果が期待できる技術であり，下水
道に導入する場合，次のような効果が期待できる。
・ 汚濁物質の除去性能の向上
・ 病原微生物の除去
・ 施設のコンパクト化
・ 運転管理が容易（自動制御運転の範囲の拡大）
等
一方，
「下水道ビジョン 2100」において，地域の
持続的な発展のための「活用・再生」を中心とした
『循環のみち』を基本コンセプトとした下水道が提
案されている。
『循環のみち』実現のために必要となる取り組み
のうち，膜処理技術の導入により実現可能なものも
多く（図－1 参照）
，下水道における膜処理技術への
期待も大きい。
特に MBR は大・中規模処理場への導入やサテライ
ト処理への適用等，今後，下水道事業への本格的な
展開が期待できる処理方法である。
2.3.3 導入形態と期待される効果
下水道への膜処理技術の導入形態としては，大別
して次の 2 種となる。
①従来，最終沈殿池における固液分離操作を，膜

「循環のみち」

膜処理の導入により実現可能な取り組み

基本方針

視点

水のみち

活かす
水のみち

・近自然水流の復活，再生
・水質の保全
・水利用の自立性向上

(1)未普及地域の早期解消
(施設のコンパクト化が可能な MBR の活用)
(2)高度処理
(3)再生水利用の拡大

優しい
水のみち

・人に優しい水環境の創出
・潤いのある水縁空間の創出
・水縁コミュニティの創出

(2)高度処理
(3)再生水利用の拡大
(サテライト処理等)

衛る
水のみち

・公衆衛生の向上
・新たな浸水対策の展開
・雨水，再生水，湧水等の防災への活用
・地域保全生態系の保全，再生

(3)再生水利用の拡大
(4)水系リスクの低減
（病原微生物の除去）

資源のみち

優しい
資源のみち

バイオマスの利用

・膜分離によるメタン発酵促進
(研究開発段階)

施設再生

機能向上

機能維持・改築の効率化

(5)改築：処理場の改築において，現有の敷地
や土木構造物の範囲内で機能向上(処理水質
の高度化，監視･制御の自動化，省力化等)

施策項目

図－1 「循環のみち」実現における膜処理技術の可能性
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・ スペース不足･能力不足への対応（コンパクト
な施設での高度処理）
・ 監視･自動制御が容易
・ 本格化する改築事業（機能高度化）
2.3.4 適用事例
わが国で，MBR は 10 箇所が稼動しており，平成 22
年 3 月に 11 箇所目が供用開始予定となっている（表
－2 参照）。また，修景･親水用水やトイレ用水を利
用目的として，従来の生物処理の後段に，MF 膜，RO
膜を付加した施設もある。
一方，海外においては，1997 年にイギリス Porlock
処理場において下水道における MBR が初めて供用開
始され，近年施設数が増加している。また，大規模
施設への導入も進み，数万 m3/日規模の処理場も増え
てきている。EU においては，MBR 導入促進のため標
準化の検討が進められており，2008 年 11 月には関
係者団体で構成されるワークショップで審議された
CEN（European Committee for Standardization）合
意文書 No. CWA15897（表－3）が公表された。
膜処理を利用した再生水
表－2 下水道における MBR 適用事例
利用の事例も多く，水資源に
(平成20年12月現在)
乏しいシンガポールでは，下
現有処理能力
施設名
供用開始
膜タイプ
3
(m /日)
水処理水を対象に RO 膜処理
福崎浄化センター
4,200
H17. 3
平膜
し，上水の水源補給水（間接
檮原浄化センター
720
H17.12
平膜
飲料水）として再利用してい
古峰原水処理センター
90
H17. 4
平膜
る。

処理により行うもの（MBR）
②生物処理（従来法，MBR）の後段に，膜処理を付
加し，再生水利用に供するもの
このような膜処理技術の導入により，具体的には
次のような効果が期待できる。
(１) 未普及解消
・ 未普及解消クイックプロジェクト
・ コンパクト化，工期短縮
(２) 高度処理の推進
・ 処理水中に SS が含まれない
・ MBR：高 MLSS 運転（硝化･脱窒の促進）
・ 環境基準の達成
(３) 再生水利用の促進
・ 再利用用途に応じた水質
・ サテライト処理場の整備（水辺の創出，防災
用水，ヒートアイランド）
(４) 水系リスクの低減
・ 微量化学物質や細菌･ウイルスの低減効果
(５) 処理場の改築・高度化

自治体名
福崎町
檮原町
鹿沼市
鏡野町

奥津浄化センター

580

H18. 3

中空糸状膜

雲南市

大東浄化センター

1,000

H18.10

平膜

標茶町

塘路終末処理場

125

H19. 5

平膜

浜松市

城西浄化センター

1,375

H20. 3

中空糸状膜

沼津市

戸田浄化センター

2,140

H20. 3

平膜

若狭町

海越浄化センター

230

H20. 4

中空糸状膜

大田市

大田浄化センター

2,150

新宮町

中央浄化センター

6,060

(※2)

H21. 3(※1)
H22. 3予定

※1:平成21.3.31供用開始
※2:現在建設中の処理能力

表-4

図－2 MBR と標準活性汚泥法における施設構成の比較
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平膜
未定

2.4 MBR の導入
2.4.1 MBR の特徴
MBR の基本的な処理フロー
を標準活性汚泥法の場合と
比較した例を図－2 に示す。
ろ過膜で活性汚泥を分離す
る MBR は，従来の標準活性汚
泥法等と比較し，シンプルな
構成となっている。
膜モジュールの設置方式
は，大別して 3 分類（表－4
参照）で区分できる。日本国
内の実績は，全て「浸漬型（一
体型）」であるが，EU では，
今後，大・中規模においては，
「浸漬型（槽別置型）」が増
加すると考えられている。
以下に，MBR の特徴を列記
する。
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表－3 CWA15897（MBR 標準化）の目次
序文

８．評価試験

はじめに

９．提出データ

１． 範囲

１０．互換性

２． 参考図書類

10.1 原則

３． 用語の定義

10.2 総論

４． 全体システムと要件

10.3 プロセスフロー図(PFD)

4.1 基本的考え方

10.4 膜システム設備の範囲

4.2 前処理と中間スクリーン

10.5 互換性の考え方

4.3 MBR 生物処理システムの特徴

10.5.1 総論

4.3.1 総論

10.5.2 膜種類

4.3.2 活性汚泥混合液(MLSS)

10.5.3 配置

4.3.3 水理的滞留時間(HRT)

10.5.4 槽

4.3.4 汚泥日令(汚泥滞留時間,SRT)

10.5.5 排水と洗浄

4.3.5 化学的リン除去

10.5.6 損傷のチェック

4.3.6 ばっ気

10.5.7 点検と管理のし易さ

4.4 膜ろ過システム

10.5.8 薬品洗浄

4.5 活性汚泥混合液循環

10.5.9 プロセス制御システム(PLC)

4.6 ろ過水注水システム
4.7 期待される処理水質
５． 材質特性
5.1 総論
5.2 有孔膜
６． 形状
6.1 平膜

資料 A(基準) 情報と書類
資料 B(参考) 清水ろ過テストの例
資料 C(参考) 真空リークテストの例
資料 D(参考) ろ過孔径測定の例
資料 E(参考) ろ紙ろ過量測定
資料 F(参考) ろ過孔径分布のﾌｧｳﾘﾝｸﾞへの影響

6.2 中空糸膜
７． 設計及び運転管理因子

参考資料リスト

7.1 総論
7.2 流入水質
7.3 ファウリング
7.4 膜差圧
7.5 ろ過性
7.6 損傷

※JS 提供資料

浸漬型
（一体型）

浸漬型
（槽別置型）

槽外型

(１) 構成上の特徴
・ 最終沈殿池は必要ない。
・ 流入水量変動に対応するために，流量調整タ
ンクが必要となる場合がある。
・ 膜処理設備の必要敷地面積は小さく，一般的
に標準活性汚泥法の 1/3 程度である。
・ 監視・制御の自動化が容易である。
(２) 処理機能上の特徴
・ バルキングの影響を受けず，最終沈殿地，返
送汚泥の管理が容易である。
・ MLSS 濃度を高く保持でき，従来法に比べ短い
時間で処理を行うことができる。
・ 処理水中に SS はほとんど検出されず，透視度
が高く清澄な処理水が得られる。
・ MF 膜（一般的に 0.4μm 以下）が通常用いられ
ることから，大腸菌を阻止できる。
・ MBR 処理水は，そのままで修景用水としての利
用が可能である。
・ SRT が長いため，処理過程で硝化反応が起こり
やすく，生物反応タンク中に無酸素ゾーンを
組み込むこと等により，生物学的硝化・脱窒
反応による窒素除去が期待できる。

表－4 MBR における膜モジュールの設置方式の特徴
・ 最も採用例が多い。
・ プロセス構成がシンプル。
・ 反応タンク内の散気装置を，膜モジュールの
洗浄と共有できる。
・ 膜ユニットの複数設置等で膜モジュールの点
検･補修･交換時に，他系との連携により，反
応タンクを休止しない運転が容易にできる。
・ 生物処理及び逆洗に必要な散気装置を，それ
ぞれに適した方法をとりやすい（微細散気と
粗大気泡の使い分け）。
・ 反応タンク MLSS 濃度を膜分離槽 MLSS 濃度よ
りも低くして運転できる。
・ 膜モジュールの点検･補修･交換時に，他系と
の連携により，反応タンクを休止しない運転
が容易にできる。
・ 最終沈殿池が利用できない場合は一体型に比
べ建設コストが大きくなる。
・ 浸漬洗浄が容易（膜分離槽を薬液洗浄タンク
として使用することが可能）
。
・ 透過流束が最も大きくできる（膜モジュール
数を削減することができる）
。
・ 時間変動への対応幅が最も大きい。
・ 汚泥循環等のコントロールが容易。
・ 膜ユニットの複数設置等で膜モジュールの点
検･補修･交換時に，他系との連携により，反
応タンクを休止しない運転が容易にできる
・ 汚泥循環用のポンプが必要となるため，必要
エネルギーが大きくなる。
・ 薬品洗浄が容易。

注：膜モジュールの改善･開発や，運転管理の工夫等により，表中の特徴（長短）は絶対的なものではない。
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2.4.3 既存処理場への MBR 導入
MBR の特徴から，反応タンクのコンパクト化，最
終沈殿池の省略等により，限られた敷地や既存の土
木構造物等の範囲で，処理の高度化や処理能力の増
強が可能となり，既存の下水処理場の能力増強や高
度処理化に有効である。なお，流量調整や前処理等
の一部設備等の追加は必要となる。
特に，既設処理場において，次のような目的や制
約がある場合に，MBR 導入が有効となる。
・ 放流先の環境基準や水利用条件から，速やか
に処理水質を向上させる
・ 再利用先や放流先の水系リスク低減が必要
・ 所定の量の再利用を行う
・ 敷地条件が厳しく，増設用地が無い
既存処理場への MBR 導入のイメージを，図-3 に示
している。1)新たな増設系列として MBR を設置する
場合と，2)既存の系列の一部を MBR と改造する場合
とが考えられる。
増設系列としての MBR 導入の場合は，新設処理場
への MBR 導入におけ
る検討と類似してい
るが，各系列への水
量配分や，総合処理
水質を考慮した最適
運転条件の検討等も
必要となる。
既存系列を MBR へ
改造する場合，それ
ぞれの処理フローが
異なり，運転方法も
変更となることに留
意し，前述の検討課
題に加え，既存施設
の他用途への転用可
能性等，適切な施設
配置となるように留
意した検討が必要と
図－3 既存処理場への MBR 導入の概略イメージ
なる。
主要な検討事項を
以下に示す。
従来法処理系列
Q=12,000m3/日
(１) 水量配分・流
=平均 500m3/時
(100～900m3/時で変動)
量変動の検討
MBR 系列への流入
MBR 系列
水量は，膜による固
Q=12,000m3/日
=平均 500m3/時
液分離という特性か
(一定流量で運転)
ら，水量変動を抑え
3:00
6:00
9:00
12:00
15:00
18:00
21:00
た水量配分を行う必
図－4 MBR と従来法との並列処理における流入パターンの例

2.4.2 新設処理場への MBR の導入
流入水の水質，処理水質，用地等の諸条件に基づ
き，施設，設備容量等の検討を行い，経済性，維持
管理性，エネルギー効率等，多面的な観点から導入
目的に照らして最適な膜及びその設置方式を選定す
る。主要な検討項目は次のとおりである。
(１) 検討条件の設定
・ 水温
・ 計画流入水質・計画処理水質
・ 計画水量
(２) MBR の検討
・ 水量変動対策
・ 最初沈殿池
・ 反応タンク
・ 膜モジュール
・ 消毒設備
・ 汚泥処理設備
・ その他（微細目スクリーン，施設配置等）
(３) 導入コストの検討

1,600
1,400

流入下水量(m 3 /時)

1,200
1,000
800
600
400
200
0
0:00
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要がある（図－4 参照）。
既存の分配槽や既設の最初沈殿
池等を活用するほか，必要に応じ
て新たな分配施設の検討を行う。
(２) 最適運転条件の検討
MBR と従来法との並列処理では，
MBR 系列数や流入条件により，従
来法処理系列の運転条件が変化す
ることとなり，それに応じた設備
計画を検討しなければならない。
また，放流水は MBR 系列と従来法
系列を合わせたものであり，目標
水質に応じた最適運転方法を検討
する。
(３) 最初沈殿池
MBR では，最初沈殿池は必須で
はなく，他の用途に転用（流量調
整池，雨水貯留槽，生物反応タン
図－5
ク等）できる可能性がある。ただ
し，合流式下水道の場合，最初沈
殿池を雨天時の簡易処理施設として運用しているこ
とが多く，留意が必要である。
(４) 最終沈殿池
MBR 系列では最終沈殿池が不要となるため，従来
法処理系列の最終沈殿池として利用することができ，
従来法系列の最終沈殿池の水面積負荷を小さくする
効果がある。
なお，槽外型及び槽別置型の処理方式の場合，膜
モジュールの設置場所として最終沈殿池を活用する
ことができる。
2.5 再生水利用のための膜処理技術
再生水利用のための膜処理技術導入により期待さ
れる効果としては，次の事項が挙げられる。
・ 再生水の水質が安定かつ良好である。
・ 広範な用途に使用可能な再生水が得られる。
再生水利用を目的とした処理フローとして，様々
な形態があり，図－5 のフローが考えられる。なお，
MBR 処理水は用途により直接再利用可能である。
下水処理水の再利用に対して膜処理を利用する場

●この研究を行ったのは
研究第一部長
研究第一部副部長
研究第一部主任研究員

清水
寺川
松井

俊昭
孝
威喜

再生水利用のための膜処理技術導入例
合，再利用用途に求められる水質から，使用する膜
の種類や処理フローを選定する必要がある。
再生水利用を目的として膜を導入するにあたって
は，再生水の用途及び水質，必要な供給量，膜の種
類の選定，処理フロー，膜処理に伴って発生する濃
縮水の処理の事項を検討する。

3.

今後の課題

膜処理技術は技術開発途上の段階にあり，今後と
も大幅な低コスト化，省エネルギー化等が期待され
る技術である。このため，今回のガイドラインで記
載しているコストや検討諸元等の数値については，
あくまで現段階での参考値であることに留意する必
要がある。
今後，コスト，設備，維持管理等の検討を充実さ
せ，第 2 版へ向けた改訂作業を進める。
なお，本ガイドラインは，国土交通省地域･都市整
備局下水道部 HP よりダウンロードできる。
http://www.mlit.go.jp/crd/crd_sewerage_tk_000033.html

●この研究に関するお問い合わせは
研究第一部長
森田 弘昭
研究第一部総括主任研究員
江原 佳男
研究第一部主任研究員
加藤
薫
問い合わせ先
電話 03－5228－6597
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