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下水処理場への
バイオマス（生ごみ等）受入
に関する共同研究

1.

2.

研究目的

平成 17 年 9 月にとりまとめられた“下水道ビジョ
ン 2100～下水道から「循環のみち」へ 100 年の計”
において，これからの下水道は通常の下水道機能に
加え，持続可能な循環型社会の構築を図るため，健
全な水循環（水のみち）及び資源循環（資源のみち）
を基本とした新たな下水道施設への再生（施設再生）
を目指すことが提言されている。
このような背景や，石川県珠洲市浄化センターで
の複合バイオマス受け入れの最初の事例を受け，下
水処理場において処理場外で発生するバイオマスを
共同処理し，資源化利用する技術が注目されており，
北広島市，黒部市や恵庭市でも同様な方式で共同処
理を実施，あるいは設備を建設中である。
このように今後，し尿処理施設の老朽化の進行や
都市ごみ焼却施設の改築更新時期の到来により，生
ごみ等の下水処理場への受け入れ要請が増大すると
考えられる。しかしながら，受け入れ側である下水
道事業者は，生ごみ等を受け入れによる処理コスト
や水処理への影響などについて懸念があると思われ
る。
そこで本研究は，下水処理場でバイオマス（生ご
み，し尿，浄化槽汚泥）を受け入れることのメリッ
ト，既存処理場への影響や導入手法等を整理し，下
水道事業者の理解の助けとなるマニュアルを作成す
ることを目的として行った。

研究体制

本研究は，荏原エンジニアリングサービス(株)
（現 水 ing(株)），鹿島建設(株)，川崎重工業(株)，
三機工業(株)，JFE エンジニアリング(株)，(株)神
鋼環境ソリューション，月島機械(株)，三菱化工機
(株)，メタウォーター(株)および(財)下水道新技術
推進機構の計 10 者による共同研究として実施した。

3.

研究成果

本研究では，技術的な整理として，受け入れ可能
量，前処理施設，既存設備への影響等について，メ
ーカーヒアリング，LOTUS プロジェクト報告書や既
往文献をもとに整理し，下水道事業者が事業の便益
や費用について概略検討する手法を示した。また，
バイオマス受け入れに係わる法律の整理や，各種事
業制度等についても整理した。
3.1 バイオマス受け入れの基本フロー
バイオマス受け入れの基本フローを図-１に示す。
フローは，バイオマスを受入・前処理設備で必要な
前処理（異物除去等）を行った上で下水汚泥と混合
し，消化することでメタンガスとしてエネルギーを
取り出し，発電等で利活用する。
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水濃縮汚泥が混合され，必要な場合には加水により
濃度調整される。また，珠洲市のように生ごみにつ
いては混合槽の手前で油脂類の分解等を目的として
可溶化システムを設ける例もある。
また，浄化槽汚泥については濃度も薄いため，投
入により消化タンク容量が足りなくなるような場合
には，汚泥濃縮車での収集や，受け入れ施設に機械
濃縮機を設けるなどの対策を考える必要がある。
なお，し尿等に含まれるし渣や生ごみ中の異物は
一般廃棄物として場外搬出され，都市ごみ焼却炉等
で処理・処分することになる。

図-１ バイオマス受け入れの基本フロー
3.2 バイオマス量の推定方法
バイオマスの量は，各自治体での数値を用いて検
討するのが基本であるが，そのようなデータが無い
場合や超概算の検討には以下の式や数値を用いてバ
イオマス量を計算する。
①生ごみ
家庭系生ごみ量＝190g/人･日×収集人口×排出率
事業系生ごみ量＝事業系可燃ごみ量×生ごみ割合
×排出率
（排出率：発生する生ごみのうち，分別生ごみと
して排出される割合）
②し尿・浄化槽汚泥
し尿＝2.3 L/人･日×収集人口
合併浄化槽汚泥＝2.6 L/人･日×収集人口
単独浄化槽汚泥＝1.1 L/人･日×収集人口
3.3 前処理施設
バイオマスの前処理施設のフロー例を図-２に示
す。
前処理設備は，生ごみ受け入れホッパ，破砕・分
別機，し尿等受け入れ槽，し渣除去用スクリーン等
からなる。
施設に搬入された生ごみは，ホッパで受けられ，
切り出し装置を介して順次破砕・分別機に送られる。
破砕・分別機では，発酵適合物（生ごみ）と異物に
分けられ，異物は場外搬出され，生ごみは混合槽に
送られる。し尿，浄化槽汚泥は，沈砂槽で砂分を沈
殿除去した後，スクリーンでし渣が除去されて混合
槽に投入される。混合槽では，生ごみ，し尿等と下

図-２ バイオマス前処理施設フロー例
3.4 バイオマス受け入れ可能量
各バイオマスの性状についても，各自治体で実績
値があればその値を利用するのが基本であるが，そ
のようなデータが無い場合には以下の数値を参考
にして求める。
表-１ バイオマスの性状
バイオマス
家庭系生ごみ
事業系生ごみ
し 尿
浄化槽汚泥

TS(%)
20
22
1.5
1.0

VS(%)
80
94
60
80

既に消化タンクをもつ処理場では，下水汚泥と生
ごみ等バイオマスの混合液に対する消化タンク滞
留時間と有機物負荷が基準値を超えないように受
入量を決定する。ここでは，一般的な下水の性状か
ら次のように設定した。
・滞留時間…中温：20 日以上，高温：10 日以上
・有機物負荷…3.0 kgVS/m3･日以下
3.5 消化特性と汚泥処理への影響
LOTUS プロジェクトや各種文献値からまとめた
各バイオマスの消化特性を表-２に示す。
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表-２ 各バイオマスの消化特性
バイオマス
下水汚泥
生ごみ
し 尿
浄化槽汚泥

VS分解率 消化ガス転化量 メタン濃度
(%)
(%)
(Nm3/kg-投入VS）
50
80
50
40

0.55
0.74
0.5
0.35

60
60
70
65

LOTUS プロジェクトでは，生ごみを混入しても脱
水汚泥の含水率に顕著な変化はなかったとの報告が
あり，既に消化工程がある処理場で生ごみを受け入
れる場合には，既存施設の実績脱水汚泥含水率で設
定を行う。
なお，LOTUS プロジェクトでは生ごみ混入に伴い，
薬品量が増加するとの報告もあることから，留意が
必要である。
3.6 水処理への影響
生ごみを受け入れることによる返流水負荷増加量
について，LOTUS プロジェクトの結果を整理した。
返流水負荷増加量原単位は，BOD：0.72，T-N：1.44，
T-P：0.11（単位はいずれも kg/t-生ごみ）である。こ
の原単位を元に，流入水量：10,000m3/日の処理場で
生ごみを 10t/日受け入れた時の負荷増加量を計算し
た結果を表-３に示す。生ごみを受け入れることによ
る負荷の増加割合は，流入負荷比で BOD：約 0.4％，
T-N および T-P はそれぞれ約 3.6％の増加であり，水
処理への影響は非常に軽微であることがわかる。
表-３ 生ごみ由来の返流水負荷

BOD
T-N
T-P

流入水負荷
生ごみ由来負荷
濃度
負荷量
負荷量 流入負荷比
負荷量原単位
(mg/l） （kg/日） （kg/t-生ごみ） （kg/日） （％）
200
2,000
0.72
7.16
0.36
40
400
1.44
14.36
3.59
3
30
0.11
1.07
3.56

し尿を受け入れる場合については，返流水中の
BOD やアンモニア性窒素の濃度が高くなることが
予 想され る。 マニュ アル では， 文献 値を参 考に
BOD：2,000mg/L，アンモニア性窒素：3,000mg/L と
設定した。受け入れし尿量が多い場合には，水処理
施設での反応タンク送風量の増加や処理水質への影
響について注意する必要がある。
3.7 関連する法律の整理・補助事業の適用性
(1)法律の整理
下水処理場で生ごみ等のバイオマスを受け入れ
る場合，その処理施設は一般廃棄物処理施設と見な
されるため，関連する法律等を遵守する必要がある。
①廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法）
バイオマスを受け入れることで一般廃棄物処理
施設になるため，一般廃棄物処理施設の設置届けを

提出しなければならない。また，この届出書には，
生活環境影響調査結果を添付する必要がある。
②都市計画決定
下水処理場は下水道事業として都市計画決定を
行い事業認可を受けているが，共同処理により一般
廃棄物処理施設にもなることから，一般廃棄物処理
施設としても都市計画決定を行う必要がある。
③処理場用地等の目的外使用について
バイオマスを受け入れるため，処理施設は廃掃法
の適用を受ける施設となる。下水道事業を目的とし
て取得した用地，建設した施設で下水道以外のバイ
オマスを取り扱うため，関係省庁と十分に協議し必
要な申請をしておくことが肝要である。
(2)補助事業の適用性
バイオマス受け入れ施設の建設に当たっては，国土
交通省と環境省の各種事業制度を活用して建設す
ることができる。
図-３に，下水処理場での共同処理の最新事例で
の設備フローを紹介する。この例では，国土交通省
と環境省の次の助成制度を利用している。
<国土交通省>
・新世代下水道支援事業制度 リサイクル推進事業
未利用エネルギー活用型…補助率：5.5/10
・汚水処理施設共同整備事業（MICS）…補助率：
5.5/10
<環境省>
・循環型社会形成推進交付金制度…補助率：1/3
国費は，各設備の事業費をその設備の設計にかか
わるバイオマス量（湿潤ベース）で按分し，それぞ
れに対し各事業の補助率を乗じて算出している。
表-４に各バイオマス量と事業費を仮定し，図-３
の設備フローにおける試算例を示す。
3.8 ケーススタディ
ケーススタディでは，受け入れバイオマスの種類
や量，下水処理場の既設能力を変化させて条件設定
を行い，これらの条件が共同処理の経済性，温室効
果ガス排出量にどのように影響するか確認した。
(1)ケース設定
設定したケースを表-５に示す。ここでは，生ごみ
の受け入れに係る経済性に，下水道の汚泥処理能力
の余裕度がどの程度影響するかを明らかにするため，
近年，原単位の減少等によって汚水由来の負荷が減
少し汚泥処理系に余裕があるケース１，３（ケース
３は消化タンクなし）と水量が減少せず汚泥処理に
大きな余裕がないケース２を設定した。
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図-３ 共同処理の設備フロー例
表-４ 国庫補助額算出例
施設名

対象バイオマス

前処理施設
汚
混合調質槽
泥
調 生ごみ可溶化槽
整
設
混合槽
備

浄化槽汚泥、生ごみ
下水汚泥、浄化槽汚泥
下水汚泥
生ごみ
下水汚泥、浄化槽汚泥
生ごみ
下水汚泥、浄化槽汚泥
生ごみ

消化設備

国 費
量
国庫補助率 事業費
(t-wet/日)
国交省 環境省
30＋20
1/3
50
－
16.7
120＋30
5.5/10
10
5.5
－
30
5.5/10
1.3
10
3.3
20
1/3
150＋30
5.5/10
10
4.95
0.3
20
1/3
150＋30
5.5/10
120
59.4
4
20
1/3

また，ケース４とケース５では，生ごみに加えて
し尿・浄化槽汚泥も受け入れることを想定し，下水
道普及率を変えて（受け入れし尿・浄化槽汚泥量を
変化させ）設定した。
また，各ケースとも，汚泥は脱水汚泥として場外
処分（埋め立て）するものとし，発生する消化ガス
で発電するものとした。
表-５ ケース設定
設定ケース
下水道普及率
処理能力(m3/日)
現在流入水 日最大
量(m3/日) 日平均
消化槽
現状
汚泥処理 脱水能力
人 口
受け入れ生ごみ量
し尿量(kL/日)
浄化槽汚泥量(kL/日)
下水処理
現状
ごみ処理
処理費
(千円/年) し尿等処理

合 計

ｹｰｽ1

ｹｰｽ2
ｹｰｽ3
ｹｰｽ4
ｹｰｽ5
100%
90%
80%
50,000
45,000 40,000
40,000 50,000 40,000 36,000 32,000
30,000 37,500 30,000 27,000 24,000
有り(9,000m3) 無し 有り(9,000m3)
300 m3/日
250m3/日
150,000人
家庭系生ごみ：15 t/日
0
17.3
34.5
0
13.9
27.8
730,365 912,956 730,365 657,329 584,292
1,244,249
－
88,826 177,368
1,974,614 2,157,205 1,974,614 1,990,403 2,005,909

事業名
循環型社会
MICS
新世代
循環型社会
新世代
循環型社会
新世代
循環型社会

(2)汚泥処理への影響
バイオマス受け入れによる，消化設備および脱水
設備への影響を検討した。結果は以下の通りである。
ケース１：消化タンクと脱水機は増設することなく
生ごみを受け入れることが可能である。
ケース２：消化タンクの増設は不要であるが，脱水
機は 20m3/日程度を増設 ※することで生
ごみを受け入れることができる。
ケース３：消化タンクは新設する。脱水機は増設す
ることなく生ごみを受け入れることがで
きる。
ケース４：消化タンクと脱水機は増設することなく
生ごみとし尿・浄化槽汚泥を受け入れる
ことが可能である。
ケース５：消化タンクの増設は不要であるが，脱水
機は 20m3/日程度を増設 ※することで生
ごみとし尿・浄化槽汚泥を受け入れるこ
とができる。
※運転時間の延長でも対応可能であるが，ここでは
増設とした。
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され，
年間約 9,000 万円の削減になると試算された。
し尿等を受け入れるケース４，５では，し尿処理施
設の建設費，運転費の削減が大きく，収支は大きく
プラスになった。また，し尿処理施設を更新ではな
く廃止（し尿処理場建設分を引く）した場合でも，
ケース４で約 1 億 4,000 万円/年，ケース５で約 2 億
1,000 万円/年の削減となると試算された。
400
年間削減費用（百万円/年）

(3)水処理への影響
各ケースの水処理への影響を図-４に示す。
生ごみのみを受け入れるケースでは，既に消化工
程のあるケース１およびケース２は，水処理への影
響は軽微であるが，新たに消化工程を加えるケース
３は返流水による T-N の負荷が高くなるため注意が
必要である。
生ごみに加えし尿・浄化槽汚泥を受け入れるケー
スでは， T-N の負荷が高くなるため送風機能力等に
注意が必要である。

増加負荷割合（流入水比）（％）

25%
20%

BOD
T-N
T-P

15%
10%

350

し尿処理施設建設費

300
250
200
150
100
50
0
ケース１

ケース２

ケース３

ケース４

ケース５

5%

図-５ 経済効果
0%

図-４ 水処理への影響
(4)経済効果
経済効果は，下水処理場で共同処理する場合と従
来通り別々に処理する場合を比較し，年間の削減費
用を試算した。経済効果の積算範囲は以下の条件で
行った。
下水道：建設費…新設する設備，能力が不足する
既設設備の増設分
運転費…増加する電気代，発電で回収す
る電気代，増加する汚泥処分費
ごみ処理：焼却炉を更新するときの生ごみ分の焼
却施設建設費・運転費，生ごみがなく
なることによる補助燃料削減費
し尿処理：し尿処理場を更新する場合の建設費・
運転費

(5)温室効果ガス削減効果
ケース１～ケース５の温室効果ガス削減量を図６に示す。
ケース１，２，４，５においては，汚泥の最終
処分を埋め立てと設定したため埋め立てによるメ
タンの発生分が増加となるものの，消化ガス発電
やごみ焼却炉，およびし尿処理施設（ケース４，
５のみ）の運転分等が排出量削減となり，合計で
はいずれのケースも温室効果ガスは削減される。
ケース３では，消化工程を新たに設けたため生
ごみを受け入れても汚泥処分量は削減されること
から，脱水汚泥埋め立てによるメタンの発生量も
削減され，年間約 3,000 t-CO2 の削減となると試
算された。

ケース１～ケース５の各ケースの経済効果を図５に示す。なお，下水処理場に建設する施設の施設
建設費については，国土交通省と環境省の国費によ
る助成を考慮したものである。
生ごみのみを受け入れるケース１～３では消化タ
ンクがあり，汚泥処理に余裕のあるケース１が最も
効果が高く，年間約１億円の削減になると試算され
た。また，消化工程を増設したケース３においても，
消化による汚泥の減量効果により汚泥処分費が削減
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二酸化炭素排出削減量（t-CO2/年）

ケース１ ケース２ ケース３ ケース４ ケース５

3,500

消化工程導入により脱水
汚泥が減少したことによ
る、埋め立てで発生する
メタン由来のCO2削減分

3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
ケース１

ケース２

ケース３

ケース４

ケース５

図-６ 温室効果ガス（CO2）排出削減量
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4.

マニュアルの構成

以上の研究結果を「下水処理場へのバイオマス（生
ごみ等）受け入れマニュアル」としてまとめた。
マニュアルは，本編と資料編からなり，構成は以
下のとおりである。
第１章 総 則
第１節 目的
第２節 マニュアルの構成
第３節 留意事項
第４節 用語の定義
第２章 バイオマス受け入れの意義
第１節 一般廃棄物処理の課題点
第２節 下水道の現状と今後果たすべき役割
第３節 下水道でのバイオマス受け入れの意義
第３章 バイオマス受け入れに関する自治体の意識
第１節 調査方法
第２節 調査結果
第４章 バイオマス有効利用技術
第１節 バイオマス受け入れの基本フロー
第２節 LOTUS 技術の概要
第３節 その他の技術の概要
第４節 エネルギー有効利用技術
第５章 バイオマス受け入れのメリット
第１節 経済的メリット
第２節 温室効果ガス削減メリット
第６章 バイオマス受け入れの検討
第１節 受け入れフロー
第２節 検討フロー
第３節 基礎調査
第４節 基本事項の検討
第５節 基本検討
第６節 基本方針策定
第７章 法的整理，補助事業の適用性
第１節 法的整理
第２節 補助事業の適用性

●この研究を行ったのは
資源循環研究部長
資源循環研究部副部長
資源循環研究部主任研究員
資源循環研究部研究員

第８章 事業手法
第１節 事業手法
第９章 バイオマス受け入れの留意事項
第１節 バイオマス受け入れの留意事項
第１０章 バイオマス受け入れ検討事例とケースス
タディ
第１節 C 市終末処理場検討事例
第２節 ケーススタディ
資料編
１． バイオマス受け入れの事例
２． 受入・前処理設備費用関数
３． 生ごみ受け入れ費用の検討事例
４． ケーススタディ
５． 技術紹介
６． 関連資料
７． し尿・浄化槽汚泥受け入れに関するアンケ
ート調査結果
８． 積算資料(案)
９． 問い合わせ先

5.

まとめ

元々下水道が持っているバイオマスと，他分野・
他事業の未利用バイオマスを共同処理してエネルギ
ーを回収・有効利用することで，下水道が地域の低
炭素社会形成の核となることができるとともに，地
域の廃棄物処理コストを大幅に削減することができ
る。このことは，本研究のケーススタディを通して
も確認された。
住民の理解と協力が不可欠である家庭系生ごみの
受け入れが本格的に始まり，処理規模も大きくなっ
てゆくと考えられる。今後，実績をフォローし事業
者への情報提供を継続して行きたい。
本マニュアルを通して，下水処理場での共同処理
に対する，下水道事業者やごみ処理事業者の理解が
深まり，事業化のきっかけになれば幸いである。
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●この研究に関するお問い合わせは
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