2010 年度 下水道新技術研究所年報

下水道膜処理技術導入検討に関する
調査研究

1.

研究目的

わが国の下水道人口普及率は平成 21 年度末で
73.3％に達し，都市規模による格差は依然残るもの
の一定の進捗が図られてきた。一方，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，残る課題も多い。そしてこれ
ら課題を解決する上での中心的な処理技術として，
膜処理技術が期待されている。
近年の膜処理技術の進展に伴い膜価格の低下や洗
浄用曝気エネルギーの低減が図られ，これまでの処
理水の再利用への適用に加え，膜分離と生物処理を
組 み 合 わ せ た 膜 分 離 活 性 汚 泥 法 （ Membrane
Bioreactor；以降 MBR と称す）による下水処理への
適用が進められている。MBR は平成 22 年度末時点
で大規模施設を含む 17 箇所で供用中ないし建設中
であり，今後の改築需要の増大等を受け中大規模施
設への導入が進むことが予想される。
本調査では膜処理に関する最新の技術情報の収集
を図り，MBR の下水道への適用に関する最新の知見
をとりまとめ，平成 21 年度に発行された「下水道へ
の膜処理技術導入のためのガイドライン（以降，ガ
イドラインと略す）［第 1 版］」を改訂し，［第 2 版］
として反映することを目的とした。

2.

研究体制

ガイドラインの改訂にあたり，学識者および有識
者から成る「下水道膜処理技術会議」が国土交通省

により組織され，当会議の幹事会のもと，改築 MBR
等の情報を検討する第１ワーキンググループ，およ
びサテライト MBR 等の情報を検討する第２ワーキ
ンググループが設置された。
当機構は，国土交通省下水道部，同国土技術政策
総合研究所下水道研究部および地方共同法人日本下
水道事業団と協同して下水道膜処理技術会議事務局
を担当し，同会議を運営するとともに，実証事業の
成果や海外の動向その他の知見を集約しガイドライ
ン［第 2 版］改訂案のとりまとめを行った。

3.

研究内容

本研究における研究内容を以下に示す。
（1）下水処理への導入事例の収集
特に海外の中大規模施設での導入事例，平成 21
年度の A-JUMP 下水膜処理技術適用化実証事業施設
での継続的な運転管理情報，国内初の大規模施設で
ある三宝下水処理場への導入事例，国内で導入され
た 10 箇所程度の小規模下水処理場での MBR 運転
状況，NEDO で実施する省水型・環境調和型水循環
プロジェクトの状況及びその他（し尿処理，排水処
理，再生水利用，上水等）の膜処理技術が先行適用
されている関連分野からの情報収集を実施し，技術
的な課題，問題点について詳細情報の整理を行なう。
（2）本格導入に向けた課題検討
昨年度の国土交通省における「下水道膜処理技術
導入ガイドライン改訂業務」のアンケート結果から，
本格導入に際しては建設・維持管理コスト，維持管
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理の作業負担及び他の処理方法との比較についての
関心が高いという結果が得られた。これらの課題を
中心に，他の検討すべき課題を含め，詳細情報の収
集，整理を行なう。特に，導入事例紹介やケースス
タディ例示により他の処理方法との建設・維持管理
コストの比較詳細について，充実させる。
（3）ガイドライン改訂の検討
国土交通省が設置する「下水道膜処理技術会議」
等の会議において審議を行なうために必要な資料の
整理作成を行なう。また同技術会議等における有識
者の意見をもとに，地方公共団体の基本検討に資す
るよう，ガイドライン［第 2 版］改訂案をとりまと
める。

4.

研究結果

（3）日本版次世代 MBR 技術展開プロジェクト
（A-JUMP）の実施状況
日本版次世代 MBR 技術展開プロジェクト（通称：
A-JUMP）の取組みの一つとして，平成 21 年度に「既
設下水処理施設の改築における膜分離活性汚泥法適
用化実証事業
（名古屋市守山水処理センター）」と
「膜
分離活性汚泥法を用いたサテライト処理適用化実証
事業（愛知県見合ポンプ場）」が実施され，ガイドラ
インに反映するものとされている。なお，平成 21
年度以降についても，実証フィールド自治体等が実
施主体となって実証実験を継続している。
（4）膜処理技術に関する研究開発の動向
NEDO における研究事業ほか，研究開発の方向性
として，膜処理技術を利用した省エネ・省資源，処
理水質の高度化，他の技術と併用した総合環境対策
システム等が中心となっている点を整理した。

4.1 下水処理への導入事例の収集
4.1.1 国内における導入・開発状況
国内における MBR 導入・開発状況について，以
下の各観点から調査整理を行った。
（1）国内の MBR 施設導入状況
国内の下水道における MBR は，平成 17 年に兵庫
県福崎町で初めて供用開始された。以降，放流水質
の制約や処理場スペースの制約を受けて小規模を中
心に MBR の導入が進められてきており，平成 23 年
3 月時点での供用実績は 16 箇所となっている。この
中には，暫定施設ではあるが国内で初の大規模の施
設である堺市三宝下水処理場 MBR が含まれる。
表-１に，下水道における MBR 適用事例を示す。
（2）膜処理を用いた再生処理施設の事例
膜処理を利用した再生水利用の事例のうち，東京
都落合水再生センター及び東京都芝浦水再生センタ
ーについて概要等を整理した。

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

都市名

4.1.2 海外における導入状況
海外においても，大規模 MBR 施設の建設や標準
化に向けた活動が行われており，これらの動向につ
いてもガイドラインにおいて整理するものとした。
（1）MBR 導入状況
海外の下水処理施設における MBR は，平成 9 年
にイギリス Porlock 処理場において初めて供用開始
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/日規模の処理場が増え
るとともに，アメリカ，中国等では 10 万 m3/日を超
える施設も稼動し始めており，市場拡大の予測も行
われている。
MBR 導入の主な理由としては，水質規制への対応，
処理水再利用が挙げられ，改築更新時の敷地制約が
契機となる場合もある。特に，慢性的な水不足の地
域において，処理水の大半を再利用する場合，近年
のコスト低下もあり，清澄な処理水が得られる MBR
が有力な選択肢とな
表-１ 下水道における MBR 適用事例
っているものと考え
2011.3現在
3
/日)
処理能力(m
られる。
処理場名
供用開始
膜形状
備考
現有
全体計画
（2）海外市場におけ
4,200
12,600
2005.4
福崎浄化センター
平膜
240
240
2005.4
古峰原水処理センター
平膜
る日本の膜メーカー
720
720
2005.12
梼原浄化センター
平膜
のシェア
600
600
2006.4
奥津浄化センター
中空糸膜
2,000
2,000
2006.9
大東浄化センター
平膜
水処理用膜のシェ
125
125
2007.3
塘路終末処理場
平膜
230
230
2007.4
海越浄化センター
中空糸膜
アにおいて，全膜種
1,375
1,375
2008.3
城西浄化センター
中空糸膜
では 60%， MBR へ
2,140
3,200
2008.3
戸田浄化センター
平膜
2,150
8,600
2009.3
大田浄化センター
平膜
の適用が多い MF 膜
5,000
5,000
2010.1
守山水処理センター
平膜 A-JUMP実証施設
と UF 膜のシェアも
6,060
9,090
2010.3
新宮中央浄化センター
平膜
300
300
2010.3
浄法寺浄化センター
中空糸膜 下水道ｸｲｯｸﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
43%（LP 膜を含む）
150
300
2011.2
大宜味浄化センター
中空糸膜
34,000
60,000
2011.3
三宝下水処理場
平膜 既設改造，暫定施設
を日本が有している。

福崎町（兵庫県）
鹿沼市（栃木県）
檮原町（高知県）
鏡野町（岡山県）
雲南市（島根県）
標茶町（北海道）
若狭町（福井県）
浜松市（静岡県）
沼津市（静岡県）
大田市（島根県）
名古屋市(愛知県)
新宮町（福岡県）
二戸市（岩手県）
大宜味村（沖縄県）
堺市（大阪府）
美咲町（岡山県） 柵原浄化センター
天草市(熊本県） 高浜浄化センター

450
620

900
620

2011.3
中空糸膜
2011.4予定 中空糸膜
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また， 平成 21 年時点で大規模 MBR 施設の約 4 割
の膜供給元は日本となっている。
（3）海外における標準化の動向
MBR に関する海外の技術動向（開発・普及・標準
化）等について，EU，アメリカ，中国の各状況を調
査し，整理した。
特に中国において，平成 22 年に浸漬型中空糸膜モ
ジュールが国家規格化され，MBR システムの技術要
求事項を定める分野別標準についても平成 23 年発
行が予定されるなど，標準化の動きが見られる。
4.1.3 下水道分野以外における導入状況
国内における下水道分野以外での導入状況につい
ても調査整理を行った。
（1）水道用膜の導入状況
水道分野においては，膜処理の導入が増えており，
平成 21 年度末では，総施設数 709 施設，総施設能力
122 万 m3/日まで伸びている。施設能力 1,000m3/日未
満が施設数の 8 割と，小規模が中心であるものの，
10,000m3/日以上の施設も 19 件（施設能力基準では
全体の約 6 割）と，大規模への導入も進んでいる。
（2）し尿処理における MBR 導入状況
平成 2 年頃から，し尿処理施設における MBR 導
入が増加し，平成 12 年頃以降は，新規（更新含む）
に供用開始する件数，処理能力とも MBR が主体と
なっている。従前は，搬入し尿を希釈し生物処理し
ていたため施設規模が大きなものとなっていたが，
MBR により無希釈（高負荷）での処理が可能となり，
施設のコンパクト化が進んでいる。
4.2 本格導入に向けた課題検討
4.2.1 膜処理技術の導入に向けた主な課題
ガイドライン［第 1 版］が平成 21 年 5 月に公表さ
れ，同年度に地方公共団体に対するアンケートを実
施した。結果によれば，75%の自治体がガイドライ
ンの有用性を認識し，6 割強が下水道への膜処理技
術適用検討の必要性があるとしている。
ガイドラインへ［第 2 版］へのより充実した情報
反映を望む項目として，次の事項が挙げられており，
今後の膜処理技術に向けた課題といえる。
・膜処理技術の適用性に関する情報の充実
・膜処理技術導入の検討プロセスや具体的な
活用事例の充実
・運転管理
（MBR 施設の運転管理方法，管理体制，等）
・経済性（建設コスト，維持管理コスト）
アンケート結果を反映し，今回のガイドラインに

おいては，個々の条件に応じた具体的な対応事例と
して，A-JUMP における対応を示すなど情報の充実
と記載の具体化を図るとともに，ガイドライン［第
１版］において記述の少なかった「運転管理」及び
「コスト」についての情報を拡充することとした。
4.2.2 A-JUMP 事業における課題・対応の事例
（1）改築 MBR 実証施設
実証実験では，日平均透過流束 0.3～0.7m/日の範
囲において，
平均膜差圧 1.5～1.6kPa の低い圧力差で
ろ過水を得ることが可能であった。定常負荷運転・
負荷変動運転の両方で，リン以外の項目について目
標水質を達成し安定した処理性能を確認することが
できた。平成 21 年度では，原水 BOD，SS と T-P 濃
度のバランス等の問題から，生物学的リン除去が安
定的に機能せず，目標値を大きく上回ったが，平成
22 年度において，最初沈殿池流入水の比率増加や硝
化循環液量の低減等を行うことによって，処理水の
リン濃度を低い値に安定させた。
（2）サテライト MBR 実証施設
実証実験では，透過流束を 1.1~2.6m/日に変化させ
て膜ろ過運転を行っており，実証期間を通じて水温
16～30℃の運転において膜差圧は安定していた。薬
品洗浄は期間中に 1 回行った。MBR 施設流入水が計
画値より高いにも関らず，馴致期間中より，SS，BOD，
T-P は処理目標値レベルまで安定的に除去されてい
た。T-N については，負荷が高い条件ではアンモニ
アの硝化の立ち上がりに馴致期間を要したものの，
期間中の流入水に対する除去率は 80％以上となり
良好な処理が行われた。また平成 22 年度においては，
初沈の改造により MBR 施設流入水について安定し
た水質を確保できたことにより，透過流束を 2.6m/
日（運転時透過流束 3.2m/日）とし，改善された結
果を得ている。
4.2.3 運転管理における留意事項
膜分離活性汚泥法の管理手法に関する調査報告書
より得られた知見を中心に，運転管理における留意
事項を整理した。
（1）施設の管理体制
国内の MBR 施設では，小規模処理場が殆どのた
め常駐（昼間常駐）は 3 箇所であり，他の処理場で
は全て週 1～3 回の巡回で対応している。特に固液分
離に関しては，分離が膜によりなされることから，
従来の沈殿分離による手法と比べてより監視の制
御・自動化が容易である。
（2）日常の管理項目
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MBR 施設の多くは，日常管理項目として，水温，
pH，透視度，DO，膜差圧などを計測し，定期的に
ろ紙ろ過量による活性汚泥性状の確認を行っている。
目視により，曝気・空気洗浄量の状態確認（偏りが
ないか）などの確認を行っている処理場もある。
日常的に行う主な運転監視項目を以下に示す。
① 好気槽 DO
② 好気槽 MLSS
③ ろ紙ろ過量
④ 膜ろ過水（放流水）の透視度
⑤ 膜ろ過水の簡易水質分析
⑥ 膜差圧
（3）初期運転
MBR 施設の立ち上げ時における留意点について
も整理を行った。
① 種汚泥の投入：種汚泥を持ち込む場合は，MBR
施設の種汚泥が望ましいが，その他の処理法の施設
から種汚泥を持ち込む場合は，夾雑物が多く含まれ
ている場合があるため，微細目スクリーンを経由し
てから投入することが望ましい。
② 透過流束：不十分な有機物分解による膜目詰ま
りを防ぐため，日平均透過流束を，運転開始時には
流入下水量に合わせて低く設定し，汚泥性状を確認
しながら透過流束を上げる。
③ 反応タンクの発泡：反応タンクの発泡に対して
は，アルコール系の消泡剤を使用する。シリコン系
は目詰まりを引き起こすので使用しない。
（4）膜の洗浄
洗浄方法は，ファウリング防止のために行う洗浄
と，ファウリング解消のために行う洗浄に分けられ
る。それぞれの洗浄方法は膜の形状，素材によって
異なるが，洗浄効果，消費エネルギー量，洗浄作業
量に留意して適切な洗浄方法を選定する必要がある。
① ファウリング防止のために行う洗浄
通常運転の中で，ろ過運転の方法の工夫や粗気泡
による曝気洗浄（エアスクラビング）でファウリン
グの抑制をしている。既存処理場の中には，②に示
すファウリングを解消する洗浄の頻度を減少させる
ため，低濃度の薬液（次亜塩素酸ナトリウム）によ
るインライン洗浄を通常のろ過運転の中に組み込ん
でいる施設もある。間欠ろ過，逆圧水洗浄（逆洗）
，
エアスクラビング，クロスフローろ過のいずれかを
単独あるいは組み合わせて実施している。これらの
洗浄は，短いサイクルで動作するように自動化され
ているため，洗浄作業は発生していない。
② ファウリング解消のために行う洗浄
通常運転の中で膜差圧が上昇した場合，有機物の

付着によるファウリングの解消には次亜塩素酸ナト
リウムなどの酸化剤を用い，酸化剤で解消しないフ
ァウリングには，シュウ酸又はクエン酸，希硫酸な
どの酸や酸化ナトリウムなどのアルカリによる洗浄
が有効な場合もある。ファウリングの原因や膜素材
の耐薬品性によって薬液の種類，時間等を考慮する
必要がある。
③ 洗浄手法
既存施設では，膜の形状，素材によって洗浄手法
は異なり，浸漬洗浄，インライン洗浄及びその組み
合わせにより行われている。表に洗浄事例の概要と
留意点を示す。
1) 浸漬洗浄：膜ユニットを反応タンクから引き
上げ，薬液の入ったタンクに浸漬する。
2) インライン洗浄：反応タンクに浸漬したまま
ろ液の吐出口側から薬液を注入する。
④ 洗浄廃液の処理
インライン洗浄（次亜塩素酸ナトリウム）は，薬
液濃度を出来るだけ低くし，生物処理への影響が出
ないようにする。なお，インライン洗浄直後（数十
分）は，残塩を確認し，ろ過水を流入側へ戻すなど
の措置が必要となる場合がある。
浸漬洗浄における洗浄廃液は中和後，濃度を確認
し，施設の流入側へ戻す方法がとられることが多い。
その際，生物処理への影響を軽微とするために，処
理水による希釈，負荷が一時期に集中しないよう段
階的に排水するなどの配慮が必要となる。特に，酸
洗浄に用いられるクエン酸などは高濃度の BOD 源
となるため，未処理 BOD の吸引による膜の閉塞リ
スクに留意して処置を行う。
（5）制御方法
ろ過の運転時間や曝気風量，循環率などは使用エ
ネルギーに直接関係するため，次のような方法によ
る制御が用いられているが，最適運転値は個々の処
理場に応じて異なるため，検討が必要である。
① ろ過の運転時間の制御：ろ過の運転時間は常時
一定運転とする必要は必ずしもなく，深夜早朝の流
入水量の少ない時間帯には，膜ろ過を停止するとと
もに洗浄曝気も停止し，省エネ運転制御を行ってい
る処理場がある。
② 曝気風量の制御：放流水中のアンモニア濃度や
好気槽中の DO と連動した制御を行うことで過不足
なく曝気することができ，
省エネ運転が可能となる。
③ 循環率の制御：窒素除去を目的に硝化液循環を
行なう場合，もしくは生物学的窒素・リン同時除去
を行なう場合，適切な循環率を設定する。流入水量
の少ない時期は循環ポンプの間欠運転を行い最適な
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塩素酸ナトリウムを用いたインライン洗浄を行って
おり，薬液による汚泥の減量化が生じているものと
考えられる。
4.2.4 コスト検討例
膜処理技術を導入する場合についてのケーススタ
ディ検討を行い，膜処理技術と従来法との比較検討
を行った。検討結果の概要を以下に示す。なお，い
ずれのケーススタディも，用地費は含めていない。
（1）新設におけるケ－ススタディ
新設における従来法としては，今回検討とする施
設規模及び計画放流水質の観点から，高度処理オキ
シデーションディッチ法（但し，施設規模 1,000m3/
日では POD 形式）の後段に急速ろ過法を設け，塩素
消毒を行う処理フローを検討対象とした。
200

【注意点】
・より高度な水質が求められる場合は、スペックを再検討する必
要があるため、結果的にMBRが有利となる可能性がある
・用地費を考慮することで、MBRが有利となる可能性がある。
・敷地面積に制約がある場合は、コストに関わらず、 MBRが選
定される可能性がある。
・汚泥処理および汚泥処分費用を含めた観点からは、MBRの
導入が有利になる可能性がある。

150
LCC (百万円/年）

循環率で運転を行うことで，過剰な硝化液や汚泥の
循環を抑制し，省エネを図ることが可能となる。ま
た循環を行うことで，反応タンクにおける膜モジュ
ール設置区画と他区画との MLSS の均質化が図れる。
（6）膜の交換
国内の下水処理場の MBR 施設では，最長で約 6
年の稼動実績があるが，膜交換は行なわれていない。
なお原水性状等の条件は異なるが，浄化槽やし尿
処理場の MBR では，定期的な膜モジュールの引き
上げ点検の際，手作業による洗浄を行い，破損等が
ある膜モジュールの交換を行っている事例がある。
（7）膜破損時の対応
放流先の条件等により膜破損等を監視する必要が
ある場合や，大規模施設で想定外の事故時の迅速な
対応が困難な場合などにおいては，ろ過水の濁度連
続測定（濁度計）を行うことが診断に有効である。
放流先へのリスク低減が強く求められる場合には，
濁度の自動計測等による検知により，塩素の自動注
入等の対応が考えられる。
（8）電力使用量
将来の施設稼働率を把握するとともに，特に初期
の流入水量の予測に基づいた施設設計を行い，過剰
な電力の使用を避けることに留意する。また，省エ
ネルギー対策に配慮する。
電力消費量は MBR と従来法の循環式硝化脱窒法
で同程度であり，また MBR と高度処理 OD 法を比
較すると， MBR がやや高い状況にある。
なお，A-JUMP 実証施設（名古屋市守山水処理セ
ンター）では国土交通省報告書によると従来の MBR
に比べ約 40%の削減効果が得られていることが報告
されている。
（9）汚泥発生量
MBR は，MLSS を高く保持し，SRT を大きくする
ことで，除去 SS 当たりの汚泥発生率を小さくでき
る反面，MLSS の上昇による酸素移動効率の低下と
攪拌のための曝気エネルギーの増加を伴う場合もあ
ることから，適切な引き抜き汚泥量で計画すること
が必要である。なお，MBR は放流水中への SS 流出
がないため，
流入した SS がそのまま除去 SS となる。
既設処理場 5 箇所における除去 SS 当たりの汚泥
発生率と SRT を調査した結果， SRT は最も短い処
理場でも 27 日と長く，除去 SS 当たり汚泥発生率は
1 箇所を除き 0.65～0.73kg / kg-SS であった。MBR で
は標準活性汚泥法に比べて汚泥発生率が低く，循環
式硝化脱窒法や OD 法と同程度かやや低い値を示し
た。1 箇所については，0.51 kg / kg-SS とより低い汚
泥発生率を示したが，週に 1～数回の低濃度の次亜
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※図中，MBR のプロットは中央値，バーは最大値･最小値を示す。

図-１ 新設における LCC 比較
・中央値で比較すると，1,000 m3/日及び 2,000 m3/日
では MBR，OD 法ともほぼ同程度，5,000 m3/日及
び 10,000 m3/日では従来法の LCC の方が低くなっ
たが，採用する MBR システムによっては，従来
法より MBR が有利となる場合がある。
・MBR の必要面積が従来法よりも非常に小さくな
るため，用地費を考慮すれば MBR が有利となる
可能性がある。
・施設規模が大きくなるにつれ，MBR と従来法の
LCC の差が小さくなる傾向にある。
（2）既設改築におけるケ－ススタディ
既設改築における従来法としては，下水道法施行
令上，MBR と同等の計画放流水質に位置付けられる
「嫌気無酸素好気法（有機物及び凝集剤を添加，急
速ろ過を併用）」を対象とし，施設規模 50,000 m3/日
での比較を行った。また，下水道法施行令上は MBR
と同等の計画放流水質には位置付けられないが，現
実的に導入検討対象となる可能性が高い「ステップ
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180

ライト処理場を新設する場合が大幅に高くなるが，
後段処理プロセスにかかるコストが比較的高価と
なる修景用水や親水用水では，採用する MBR シ
ステムによっては，既設処理場を活用する場合よ
りも有利となる場合もある。

嫌気無酸素好気法
ステップ流入式多段硝化脱窒法
MBR

160
140

800

120

造水コスト（既設処理場の活用=100とした指標）

LCC（嫌気無酸素好気法=100とした指標）

流入式多段硝化脱窒法（凝集剤を添加，急速ろ過を
併用）」についても，併せて比較対象とした。

100
80
60
40
20
0
建設費 維持管理費 補修費

合計

※嫌気無酸素好気法を 100 として比較。
図中，MBR のプロットは中央値，バーは最大値･最小値を示す。

図-２

既設改築における LCC 比較

MBR（サテライト）
長時間エアレーション（サテライト）
既設処理場の活用

700
600
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400
300
200
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・LCC について，MBR を嫌気無酸素好気法と比較
した場合，採用する MBR システムにより幅があ
るものの，MBR の方が有利である。
・同様に，ステップ流入式多段硝化脱窒法と比較し
た場合，MBR（中央値）の方がわずかに高くなっ
たが，採用する MBR システムによっては，ステ
ップ流入式多段硝化脱窒法よりも有利となる場合
がある。
（3）再生水利用におけるケ－ススタディ
再生水利用における従来法としては，小規模向け
に実績ある処理法のうち，安定的に有機物除去が可
能で，かつ，最初沈殿池を必要とせず比較的省スペ
ースな処理法である「長時間エアレーション法（単
槽式無酸素好気運転）」を検討対象とし，施設規模を
500 m3/日として検討を行った。
・MBR もしくは従来法でサテライト処理場を新設
する場合の比較においては，採用する MBR シス
テムによっては，従来法と比較して有利となり，
従来法において後段処理のプロセスに関わるコス
トが比較的高価となる修景用水や工業用水では，
従来法よりも MBR の中央値が低くなる。
・既設処理場を活用する場合との比較においては，
既設処理場での後段処理のプロセスに関わるコス
トが比較的安価となる水洗用水では，MBR でサテ
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※既設処理場の活用を 100 として比較。
図中，MBR の縦棒は中央値，
バーは最大値･最小値を示す.。

図-３ サテライト処理における LCC 比較
4.3 ガイドライン改訂の検討
学識者からなる委員会「下水道膜処理技術会議」
が設置され，H.21 年 8 月の第 1 回技術会議以降，前
項までに記載した調査検討結果等をもとに，ガイド
ラインの改訂に向けた審議が執り行われた。その検
討結果を踏まえ，ガイドライン［第 2 版］改訂案と
してのとりまとめを行った。

5.

総括

ケーススタディを通じた LCC コスト検討では，
LCC において MBR が従来法と比較してほぼ同等と
いう結果が得られた。ケーススタディにおいて考慮
から除外した用地に関しての敷地面積の制約および
取得費用までを考慮すれば，MBR は充分に導入メリ
ットを示せるものと考える。
今回はガイドライン［第 2 版］改訂案として現状
値を整理したが，膜処理技術分野における更なる低
コスト化，省エネルギー化が，今後も期待されると
ころである。
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