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新機能膜等の下水道事業への適用に
関する検討調査

1.����
膜処理技術は，再生水利用や省スペースでの高度
処理，水質リスク低減などの優れた特性を有し，今
後の下水道事業において中心的な役割を担うことが
期待される技術である。
下水道事業への膜処理技術の導入により，通常の
生物処理よりも清澄な処理水が得られることは周知
されているが， 近年は，下水汚泥の消化ガスから
CO2 を分離し高純度のメタンガスを回収するための
ガス分離膜について研究が進むなどの技術開発や，
医薬品リスクの低減といった新たな展開についての
検討も進められており，国際ビジネスの核となる技
術として期待が高まっている。膜処理技術の適用局
面を図－１に示す。
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本調査は，国土交通省の政策支援として，各種膜
処理技術の現況と課題を把握するため，ガス分離技
術の現状と新機能膜を活用したメタンガス精製技術，
国際競争力の強化のための MBR 技術の標準化に関す
る検討および膜技術を活用した水質リスク低減手法
に関する検討を行った。

２.���膜��用�����ガス精製技術
2.1 膜分離法による消化ガス精製
消化ガスの成分は，可燃性物質であるメタンガス
以外に，CO2，N2，H2S，シロキサンなどを含んでいる
ことから，都市ガスと比較すると用途が制約され，
維持管理性・経済性の面でも不利となる。すなわち，
消化ガス中の不純物を除去して高濃度のメタンガス
に精製することは，消化ガスの活用や用途拡大のた
めに必要なプロセスである。
現在，消化ガスの精製方法として，湿式吸収法や
高圧水吸収法が実施設で用いられているが，今後，
消化ガスの有効利用を推進するためには，より簡便
で高性能な精製技術の開発が望まれている。
一方，地球温暖化防止対策として，燃焼排ガスか
ら CO2 を分離回収および貯蔵する技術の開発，実用
化が進められている。CO2 分離回収技術の一つに膜分
離法があり，1990 年頃から主として高分子膜による
開発，実用化がなされており，2005 年頃からは促進
輸送膜が大きく注目されてきている。
膜分離法は，各気体の膜透過速度の違いを利用す
る分離法で，膜を介する分圧差によって気体の透過
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を促し，特定の気体のみを透過させるものであり，
選択的に CO2 を分離させるようにしたものが CO2 分離
膜である。この技術を消化ガスの精製に応用するこ
とで，有望な精製技術としての活用が考えられてい
る。
膜の材質により高分子膜，無機膜，セラミック膜
等があり，さらに，CO2 と選択的に反応可能な化合物
（キャリア）を有する膜の総称を促進輸送膜という。
促進輸送膜は，支持液膜や高分子ゲル膜，あるいは
高分子膜の一部に含まれ，キャリアを有するかどう
かで区別されている。
促進輸送膜の気体透過概念図を図－２に示してい
る。キャリアには移動キャリアと固定キャリアの 2
種類があり，移動キャリアによる輸送では，目的ガ
スは原料側でキャリアと選択的に反応し，生成した
錯体は濃度差を推進力として膜内を拡散し，透過側
に移動する。固定キャリアによる輸送では，目的ガ
スは原料側で膜に固定されたキャリアサイトと選択
的に反応し，その後，濃度勾配に従って隣のキャリ
アサイトへ次々とホッピングしていくことによって
膜を透過する。

図－２

促進輸送膜の気体透過概念図

2.2 膜分離技術の開発動向
従来の高分子膜は，CO2 分離性能に優れるものの，
コスト，維持管理の課題があり，また CO2 透過係数
が 100 barrers 程度と低く，膜単位面積あたり処理
能力の観点でも消化ガス精製技術として採用するに
は現実的ではない。一方，促進輸送膜は最近の報告
で CO2 透過係数が 1,000～2,500 barrers と，透過速
度として数十倍に進化しているが，消化ガスの精製
の実用としては不十分である。ただし，促進輸送膜
は開発途上の比較的新規の膜技術であり，CO2 透過係
数として 10,000barrers 程度まで改善できれば，十
分，実用化の可能性があり，期待されている。
また，現在開発されている CO2 分離膜では，通常
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の消化ガスの温度，圧力等の条件下では実用化には
適さず，選択透過性を改善することで解決の一助と
なる。神戸大学工学研究科材料プロセス工学研究室
（松本秀人教授）において「アミノ酸イオン液体含
浸促進輸送膜」の開発が行なわれており，研究室レ
ベルにおいて，実用可能性のある膜の創製の段階と
なっている。
今後，改良研究が行われ，実用化に向けたモジュ
ール化・量産化・大規模化に関する検討，さらに実
証試験などのステップに進むものと想定され，数年
後には実規模レベルの CO2 分離膜による消化ガス精
製が期待されている。

３.膜��技術の����に��る��
3.1 膜処理技術の市場拡大に向けて
日本の膜処理技術は，世界的にも高いレベルにあ
ると考えられるが，今後，我が国の膜製品や膜処理
システムのさらなる市場拡大や国際競争力向上に資
するための方策の一つとして，MBR 技術の標準化が
あると考えられる。
本調査では，国内外における規格作成等の動向を
整理するとともに，複数の学識経験者，国内膜メー
カーおよび MBR エンジニアリングメーカー，MBR 運
用実績のある維持管理者の意向を調査し，膜処理技
術の性能評価に関する協議のために開催した膜関係
者会議において，膜の規格化に関する関係者共通認
識として整理した。
3.2 膜処理技術の規格化の現状
3.2.1 国内における動き
(1)膜処理技術に関するガイドライン
平成 22 年 5 月に「下水道への膜処理技術導入のた
めのガイドライン」が発刊され，その後の知見を踏
まえ，翌年 3 月に第 2 版が公開された。第 2 版では，
運転管理情報，コスト情報が充実された。
(2)A-JUMP
平成 21 年度以降，下水道施設の効率的な機能高度
化等への活用が期待できる MBR の国内での本格的な
普及促進や，海外での展開を図るため，国土交通省
が主体となって MBR 導入に必要な知見を集積するこ
とを目的として，日本版次世代 MBR 技術展開プロジ
ェクト【通称：A-JUMP】が実施された。
当プロジェクトにおいて，①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（実
施事業者：クボタ環境サービス株式会社，共同実施
者：名古屋市）
，②膜分離活性汚泥法を用いたサテラ
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イト処理適用化実証事業（実施事業者：メタウォー
ター株式会社，共同実施者：愛知県）の 2 事業で MBR
実規模施設での調査が行われている。
(3)大規模 MBR 施設の稼働
国内の下水道事業における MBR 施設は，小規模施
設が中心であったが，堺市三宝下水処理場では，我
が国で最大規模の MBR 施設（60,000m3/日）が導入さ
れ，平成 22 年 3 月より一部系列で稼働を開始した。
(4)浄水膜に関する規格
厚生省令第 15 号「水道施設の技術的基準を定める
省令(施設基準)」および「資機材等の材質に関する
試験」に対応するよう，膜分離技術振興協会の水道
用膜モジュール規格（AMST 規格）が策定されている。
また，JIS において各種試験方法が設定されている。
3.2.2 海外における動き
(1) EU
EU においては，CEN（欧州標準化委員会）が，電
気・通信分野を除くあらゆる分野の欧州規格の策定
を行なっており，MBR に関しては，MBR ネットワーク
が設立され，EU の研究費助成の下，研究開発が行な
われている。2008 年 11 月に European Committee for
Standardization（CEN：欧州標準化委員会）合意文
書（文書 No．CWA15897）が公表されたものの，その
後は特に大きな動きはない。
(2) USA
MBR に関すしては EPA（環境保護庁）の Fact Sheet
で技術概要が示されているが，標準化（規格）に関
しての具体的な動きには至っていない。ただし，再
生水基準は州単位で作成されており，California
Code of Regulations（カリフォルニア州条例）の
Title22 に記載されている。ここで標準としている
プロセス以外（MBR 含む）は，第三者機関による実
下水処理場でのパイロットプラントテストを数ヶ月
実施し，基準を満たすか判断され，認定書が
発行される必要がある。
MBR 規格ではないものの，実質的に USA の
他州のみならず，諸外国でも Title22 の取得
を参入の要件とするケースが多く，日本の膜
メーカーの多くも Title22 を取得している。
(3) 中国
中国は，標準化活動の強化に積極的に乗り
出しているところであり，MBR 関連において
も，①浸漬型中空糸膜モジュールの規格化，
② MBR システムの技術要求事項を定める部

門標準（案）が出されている。これらの規格は，強
制力の無い任意標準ではあるが，用語の定義，仕様，
MBR ユニットの要求性能等が示されている。
(4) 韓国
標準化の重要性，ニーズは認識されており，検討
されたこともあるが，現時点ではとりまとめに至っ
ていない。海外展開を進めるためにも，ISO まで考
慮した標準化（日本，中国との協働）は必要と考え
られている。
3.3 標準化に向けた基本的な方向性
膜処理技術に取組む関係者へのヒアリング調査や，
関係者会議により，MBR 技術の標準化に向けた方向
性について，一定の共通認識が確認された。
今後“標準化”検討を進めていくにあたり，寸法
形状や数値（孔径，透過水量など）を規定するもの
ではなく，それらの評価方法・測定方法を示すこと
が望ましいとの共通認識が得られた。なお，標準化
の検討として重要なのは，
「システムとして」であり，
膜単体の標準化については，用語の統一や測定方法
の提示が挙げられたものの，システムとの連動した
内容であることが求められた。
MBR の品質確保および普及に資する MBR 用膜の標
準化について，関係者からのヒアリング等を行い，
関係者の共通認識として以下の事項が確認された。
・ 基本的に数値化は不要である。
・ MBR システム全体の標準化が重要である。
（MBR システム設計，維持管理標準等）
・ MBR 用膜単体の標準化は，MBR システム全体の標
準化に付随した簡易なものがよい。
MBR 標準化の概念図を図－３に示す。

図－３
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MBR 標準化の概念図
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４.�������た水�リスク�低減��

の種類によって異なるが，し尿中に約 9 割が残存す
るとも言われている。さらに，これら化学物質（医
薬品）や微生物の下水への流入により，下水処理機
能を阻害する要因となる可能性，および未処理の状
態で環境中に排出されて汚染原因となり生態系への
影響を与えるリスクが生じている。
影響が懸念される物質については，発生源あるい
は流下先での低減が必要となる。そのためのリスク
管理を行なうには，管理・対策が必要な物質が下水
処理場に流入する前でモニタリングすることが重要
となる。工業的な化学物質については PRTR 制度によ
り，一定レベルで流入可能性のある物質を想定する
ことが出来る。しかし，医薬品の多くは PRTR 指定物
質ではなく，大規模発生源の可能性のある医療機関
からの排出水，あるいは，下水処理場への流入水の
モニタリングが必要となる。今回整理した調査事例
は，下水処理における医薬品等に関する具体的な事
例であり，今後のリスク対策を検討・実施するにあ

4.2 リスク低減に関する検討
医薬品はヒトが服用した後，す
べてが代謝され体外に排泄され
るわけではなく，代謝されず薬の
活性をもったまま（未変化体）で
排泄されることもある。未変化体
のまま排泄される割合は医薬品

微生物数（CFU/mL)

4.1 医薬品等に関する実態調査
下水道への微量化学物質・医薬品や病原性微生物
の流入は，下水道施設の運営において，生物処理阻
害あるいは再生水水質リスクといった形で深刻な影
響を与える。これら水質リスク低減策としての膜処
理技術適用可能性に注目し，その予備調査として今
回，区域内に病院を有する処理場の各処理段階の処
理水および病院排水の調査事例について整理を行な
った。
Ａ市Ｂ処理場の下水道施設および病院排水におけ
る調査事例では，調査対象とした医薬品類のうち 40
物質程度がいずれかの試料から検出されており，流
入下水からは，解熱鎮痛剤の acetaminophen と強心
剤の caffeine が 10μg/L を超える濃度で検出されて
いた。一方，病院排水からは，合成抗菌剤の
levofloxacin，sulfamethoxazole，trimethoprim が
10μg/L を超える濃度で検出されており，当該調査
における病院排水の特徴であった。
100%
流入下水において濃度が高い物質に
90%
ついて，流入時点から各処理段階までの
80%
除去率を図－４に，微生物量に関する測
70%
定結果を図－５に示す。医薬品の除去率
60%
を見ると，二次処理で高い除去率が得ら
除
去 50%
れる物質と，殆ど除去されていない物質
率
40%
が存在しているが，オゾン処理では全て
30%
の物質で低減効果がみられた。また，微
20%
生物（大腸菌，大腸菌群数，腸球菌）に
10%
ついての測定結果からは，流入下水から
0%
最終沈殿池の工程で 2log 程度の低減が
みられ，塩素消毒，砂ろ過を行なうこと
で，流入下水と比べて 3log 程度の低減
効果が得られた。さらに，再生水（オゾ
ン処理とその後の塩素消毒）では，大腸
菌，腸球菌で不検出まで低減して
1,000,000
いた。なお，病院排水と流入下水
100,000
を比較すると，測定濃度は概ね同
じオーダーであった。
10,000

オゾン処理まで
砂ろ過まで
塩素処理まで
2次処理まで

物���

図－４

医薬品除去率に関する調査事例

再生水にお
ける大腸菌
および腸球
菌は不検出
であった。

1,000
100

大腸菌
大腸菌群

10

腸球菌

下水処理工程
1
病院排水
A系列

病院排水
E系列

流入下水 初沈流出水 終沈流出水 塩素処理水

図－５

微生物量に関する調査事例
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砂ろ過水
（放流水）

再生水
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たり，参考情報として活用できる。
医薬品などの水質リスクについては，継続的なモ
ニタリングを行なうことで効果的なリスク低減策を
構築することができる。しかしながら，数万種にの
ぼる化学物質を個別にモニタリングすることは現実
的には不可能であり，注目すべき物質を特定しての
測定やバイオアッセイによる観測，あるいはその組
み合わせが考えられる。

５.膜処理技術の�����可能性
膜処理技術の活用の範囲は広がっているものの，
我が国においては，下水道事業への膜処理技術の導
入例が少なく，MBR においても小規模処理場での事
例が大半である。
MBR における処理は，従来の生物処理に比べ，高
レベルの水質が得られるが，イニシャルコスト，ラ
ンニングコスト面では高い状況にあり，既に良好な
運転を行なっている既存処理場においては，放流水
の水質濃度を現況よりも大きく下げる等の理由が無
い限り，MBR への変更の可能性は低いと考えられる。
一方，高度処理（特に窒素除去対応）が必要な処
理場において，敷地制約のある処理場で対応するた
めには，①MLSS の高濃度化（最終沈殿池の拡張が必
要）
，②生物反応槽の深槽化（土木構造物の更新が必
要），③担体投入，④MBR 化が考えられる。高 MLSS
化や深槽化は構造物の大規模な改築更新が必要であ
るため，省スペース（標準法程度あるいはそれ以下）
で窒素除去の高度処理が可能という特長を持つ MBR
の導入される潜在的な需要があるものと考えられる。
そこで，高度処理の導入状況について，高度処理
を位置づける流域別下水道整備総合計画（流総計画）
の状況，および高度処理実施状況の簡易 DB 作成を行
ない，現状の実施状況についての解析を行なった。
流総計画において高度処理が位置づけられている
状況を表－１に示すが，流総関連の処理場 2,098 箇
所のうち 626 箇所（30%）でである。このうち，処高
度処理が導入済となっているのは 398 箇所（計画箇
所のうち 64%）に過ぎない。さらに，398 箇所は処理

人口(千人)

4.3 膜処理技術の活用可能性
具体的なリスク低減策については，毒性の強い物
質に関しては製造・使用自体を規制し，環境中に排
出させない対策がとられる。発生源における低減策
においても，微量物質を除去できる膜処理技術は有
望であると考えられる。
また，発生源における対策だけではなく，下水中
に流下する物質も少なくないため，下水道施設にお
いて低減策が必要となる可能性もある。調査事例で
は，通常の二次処理である程度の除去が得られてい
るが，さらにオゾン処理による医薬品の低減が確認
された。
また，MBR で用いられる MF 膜の孔径は，大腸菌と
ほぼ同程度の直径であり，MBR 処理することで大腸
菌はほとんど除去でき，さらに，その他の細菌や微
量化学物質，ウィルスについても低減できることが
確認されている。MBR の場合，膜除去による効果だ
けではなく，SRT が長期化することにより生物処理
においても難分解性物質の除去率向上が期待される。
さらに，最終沈殿池における個液分離が不要である
ことから，通常の活性汚泥処理ではフロックの解体
による沈降性（個
表－１ 流総計画による高度処理の位置づけ
液分離性）の悪化
回答数（流総）
処理場数（箇所）
項目
計画
H22末
計画/総数
計画
H22末 H22末/計画
が懸念されるよ
流域内の下水処理場
152
152
96%
2,098
1,722
82%
うな極端な pH 環
内、高度処理が位置づけられている処理場
63
55
82%
626
398
64%
境での処理が可
※高度処理の回答数の分母は、「流総計画の対象が“NP含む”」の77流総とした。
能になるなどの
30,000
下水道整備外人口
窒素除去対応の導入状況
利点もある。
N除去不要な下水道供用済人口
25,000
N除去が必要かつ未実施の人口
このように，膜
N除去実施済の人口
20,000
処理の適用によ
っても，水質リス
15,000
クの低減が期待
10,000
できると考えら
5,000
れる。
0

東京湾

図－６

伊勢湾

大阪湾 瀬戸内海 有明海

八代海 指定湖沼 清ルネ 水道水源

計画で窒素除去を位置づけている個所での実施状況

-23-

2011 年度

下水道新技術研究所年報

場内の一部系列のみが高度処理対応である場合も含
むため，処理量としての実施率はさらに低いことを
示している。
次に，高度処理を計画に位置づけている処理場に
ついて，高度処理施設整備状況調書を解析すると，
図－６に示すとおり，窒素除去対応の高度処理を必
要としながらも未実施の処理人口の割合が多く，特
に東京湾流域では，窒素除去対応が必要な処理人口
の約 8 割について未実施の状況である。一方，流達
先が指定湖沼あるいは水道水源である場合には，窒
素除去が必要でありその対応済である高度処理人口
の割合が高く，高度処理の必要性が深刻である場合
には導入が進んでいることがわかる。
なお，窒素除去対応が必要な処理場のうち，実施
済である個所は東京湾でも 53%であり，人口比に比
べ高度処理実施率が高い。これは，高度処理を実施
する処理場として一部系列でのみ高度処理導入をし
ている処理場が含まれるためであり，全系列高度処
理ではなく部分的な導入となっている個所が多いこ
とを示している。高度処理の導入が実施されながら
も，処理場全体を高度処理化できていない理由とし
ては，大規模処理場であり全系列の改造に時間，コ
ストを要すること，敷地上の制約から事業の早期進
捗が困難であることが考えられる。
これらの調査結果より，高度処理（窒素除去対応）
が必要な地域は，東京湾，伊勢湾，大阪湾流域など，
大都市圏を含んでおり，人口密集地域では敷地的な
拡大が困難である処理場も多いことが推測され，高
度処理導入の手段として MBR を導入する潜在的な需
要可能先とみることができる。

●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

森田
松葉
小峰
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本調査において，膜処理技術の新たな適用として，
CO2 分離膜による消化ガスからのメタンガス精製，医
薬品リスクの低減策の可能性が示唆された。しかし
ながら，これらの適用についてはさらなる技術開発
や実施にむけた知見の集積等が必要であり，今後も
様々な観点からの調査の継続が望まれる。
また標準化の動きに関しては，システム，O&M の
標準化と関連付けて膜単体としての必要項目を定め
ることが適切との見解が得られた。なお，将来的に
ISO 化や国際的な連携（日中韓協働など）を考える
と，短期間ではなく 3～5 年の連続した活動が必要と
なること，海外からの窓口となりえる恒設機関が必
要となることが予測される。また，海外では学識者
（大学）がコアメンバーである例が多いことから，
一委員としての参画ではなく実質的なコアメンバー
としての学識者の招致，人事異動等によらず連続し
て作業に従事できるメンバーをビルドインした機関
（事務局）の必要性も提案されており，今後，MBR
システム標準化検討が行われる際の示唆となりえる。
なお本調査において，
「新機能膜を活用したメタン
ガス精製技術」は，神戸大学松山教授及び神尾特命
準教授からの調査結果を参考とした。また，
「膜技術
を活用した水質リスクの低減手法」の検討における
医薬品等の調査事例は，京都大学流域圏総合環境質
研究センターの協力を得て実施したＡ市Ｂ処理場で
の調査事例を参照したものである。

●この研究に関するお問い合わせは
研究第一部長
尾﨑 正明
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坂部 泰理
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