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「鋼板製消化タンク技術マニュアル」
の概要
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貴

ンと共同研究を実施した
「鋼板製消化タンク技術」

はじめに

について、概要と特徴を説明するとともに、導入
の際の計画・設計・施工・試運転・維持管理の手

近年、化石燃料の枯渇や地球温暖化防止のため

順・留意点等を解説したものである。

温室効果ガス削減が課題となっている。この問題

本マニュアルは、鋼鈑製消化タンクの実用化に

解決のために、再生可能なカーボンニュートラル

向けて、千葉市南部浄化センターをフィールドに

なバイオマスエネルギーの利用促進が国策として

した実証施設（写真−１）での経済性、
消化性能、

進められている。

エネルギー使用量の低減、タンク内部の可視化な

下水汚泥は、都市内における貴重なバイオマス
資源であり、そこから発生する消化ガスはカーボ
ンニュートラルなクリーンエネルギーである。こ

写真−１

実証施設の外観
（平成 25 年４月撤去）

のような下水汚泥の嫌気性消化は、汚泥の減量化
を図りつつ、エネルギー回収が可能な重要プロセ
スとの位置付けへと転換期を迎えている。
従来、下水処理における消化タンクは、一般的
にコンクリートで建設されてきたが、初期投資が
高いこと、建設工期が長い等の課題があった。こ
れに対して、バイオマス利活用施設に多数の実績
がある鋼板製消化タンクは、これらの課題を解決
する設備である。

2

技術マニュアルの概要
本技術マニュアルは、㈱神鋼環境ソリューショ
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どの実験・研究を通じ、その有効性を記載してい

⑷ 省エネルギー

る。また、従来型と比較して建設コストの縮減、

インペラ式かくはん機の採用によって、消費電

建設工期の低減が可能であること、ガス発生量、

力がドラフトチューブに比べ１／４以下に低減が

メタン濃度などの消化性能が従来型と同等の能力

可能である。また、外部放熱量がコンクリート製

であること、さらに、超音波センサーなどによる

消化タンクと比較して同等以下である。

外部からの測定によって、タンク内部の堆積物の

⑸ 優れた維持管理性

ようすが確認できるなど、優れた維持管理性につ

センサー類、サイトグラス等の設置が容易かつ

いても記載している。これらに加え、放熱性能、

自由度が高く、内部状況の「見える化」により、

塗装仕様など実験・研究から得られた知見とあわ

運転状況の把握が可能である。

せて技術マニュアルを作成した。

側面から超音波で堆積物の状況が測定できる。
また、アンモニア濃度の連続測定を行うことに

3

技術の特徴

よって維持管理性の向上が図られる。

4

鋼板製消化タンクは、従来のコンクリート製消

実証研究内容

化タンクと比べ、次の特徴を有している。
⑴ 建設費の低減

千葉市南部浄化センター内に設置した鋼板製消

コンクリート製消化タンクと比較して、おおむ
ね１／２以下に建設費低減が可能である。

化タンクでの実証試験および、塗装の防食性評価
実験を行った。

⑵ 耐用年数

4.1 実証試験方法

ビニルエステル樹脂系塗料による防食塗装で
20 年以上の耐用年数があると評価した。

4.1.1 対象施設の概要

⑶ 建設工期の短縮

本実証実験設備は、図に示すように、鋼板製消

コンクリート製消化タンクと比較して、１／２
以下に建設工期短縮が可能である。

ポンプ、消化汚泥熱交換器からなる。消化タンク
図

濃縮汚泥

Ｐ

実証施設の処理フロー

インペラ式
かくはん機
Ｍ

消化ガス
消化汚泥
引き抜き弁

熱交換機

温水（高温）

鋼板製
消化タンク
容量 750m 3
φ10ｍ×Ｈ11ｍ

温水（低温）

Ｐ
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化タンク、インペラ式かくはん機、消化汚泥循環
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の仕様は、タンク容量 750 m3、直径 10 ｍ、高さ

以下となり、１年以下の工期に短縮される。した

11 ｍの円筒形で、２段のかくはん翼のインペラ

がって、単年度予算での建設も可能である。

式かくはん機を有する。

① 鋼板製消化タンクは、工場製作の鋼板製の側
板を組み立てるため、RC 製消化タンクと比べ

4.1.2 実験方法

て、工期が短い。
3

② 鋼板製消化タンクは、地下工事がなく、地表

消化タンクに機械濃縮汚泥を 15 m ／日、重
3

力濃縮汚泥を 15 m ／日を受け入れ、滞留日数

面に組み立てるため、掘削、土留め、配筋、型

25 日、消化温度 37℃で消化した。

枠の土木工事の負荷が低減できる。
③ タンクの基礎工事から据え付けまで機械設備

また、塗装の防食性評価実験は、
「下水道コン
クリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マ

工事として一括発注が可能である。

ニュアル」 に準じ、試験片をＤ種品質規格の耐
酸性の評価方法である 10％の硫酸に 120 日間浸

4.2.3 消化性能の確認

漬し、剥がれ等の有無の外観観察と、硫黄侵入深

2011 年 12 月からの１年間以上の運転実績から、

さ等で評価した。

投入 VS あたりのガス発生量は、月毎の投入 VS
あたりの消化ガス発生量 472 〜 578Nm3 ／ t-VS、

4.2 実証研究の結果

消化ガスのメタン濃度 55.4 〜 60.6％で変動し、
安定的な消化性能が得られた。

4.2.1 コスト試算
従来のコンクリート製消化タンクと比較した
鋼板製消化タンクのコスト比較を表−１に示す。

4.2.4 省エネルギー

表中の値はコンクリート製消化タンクの費用を

インペラ式かくはん機のかくはん動力密度は
1.0 Ｗ／ m3 で十分な消化性能が得られた。
「汚泥

100％とした時の鋼板製タンクの割合を示す。

消化タンク改築・修繕技術資料 」 のスクリュー
4.2.2 建設工期の短縮

式かくはん機のかくはん動力密度の 4.6 Ｗ／ m3

実証実験施設の現地での建設工期は、基礎築造

に対して１／４以下になる。
また、今回の実証実験では、消化タンク容量の

後から 70 日間であった。
また、タンク容量 4,000 m3 規模で消化タンク

3.5％の堆積物が生じたが、逆回転に同期した引

の全体工期を比較した結果、鋼板製消化タンクで

き抜き運転により３％以下に堆積物増加を抑制す

は、Ｋ市のコンクリート製卵形消化タンクの実質

ることができた。
また、実証試験設備の鋼板製消化タンクの保温

工期と比較して、以下に示す主な理由から 50％
表−１

鋼板製消化タンクの経済性比較表

消化タンク容量（m3）
対 PC 製卵形

対RC製

※１
※２
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※２

※１

1,000

2,000

4,000

6,000

建設費

46％

52％

54％

53％

建設費年価

73％

83％

87％

86％

LCC

94％

96％

97％

96％

建設費

54％

55％

57％

60％

建設費年価

86％

88％

93％

97％

LCC

97％

97％

98％

99％

卵形消化タンク建設費は、実績から作成した費用関数から算出した。
RC 製は、
「バイオソリッド利活用基本計画策定マニュアル」の費用関数から算出した２）。
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表−２

消化タンク側壁部の熱伝導率の比較

対象とする消化タンク

側面材構造

合成熱伝導率

Ｗ／（m2・Ｋ）

鋼板製消化タンク（実証試験設備）

ポリスチレン 80㎜

0.38

コンクリート製消化タンク壁上部

鉄筋コンクリート 600㎜
ポリスチレン 15㎜

1.14

コンクリート製消化タンク壁鉛直部

鉄筋コンクリート 700㎜
空気 400㎜
コンクリートブロック 150㎜

0.78

表−３
設計腐食環境
層
硫黄侵入深さ
試験 （μｍ）
結果 硫黄侵入深さ／
設計厚さ（％）
Ｄ種合否判定

事業団
防食塗装
基準Ｄ種

塗装の防食性評価実験結果

Ｐ塗装

Ｃ塗装

Ｒ塗装

Ｎ塗装

Ｅ塗装

ビニルエステル ビニルエステル ビニルエステル ビニルエステル
エポキシ樹脂系
樹脂系
樹脂系
樹脂系
樹脂系

100 μｍ以下

＜ 2 μｍ

＜ 2 μｍ

24 μｍ

＜ 2 μｍ

169 μｍ

５％以内

＜ 0.57

＜ 0.33

3.4

＜ 0.29

45

10 年の耐用年数

合格

合格

合格

合格

不合格

材には 80㎜のポリスチレンフォームを使用した。

写真−２

堆積物調査状況

その消化タンク側面材の保温性能を、合成熱伝導
率を用いて、コンクリート製消化タンクの実績と
比較した。コンクリート製消化タンクの例は、
1.14
Ｗ／（m2・Ｋ）
、0.78 Ｗ／（m2・Ｋ）になるのに
対して、鋼板製消化タンクの保温材は 0.38 Ｗ／
（m2・Ｋ）となり、それぞれコンクリート製消化
タンクに比べ、
３倍、
2.1 倍保温性が優れている
（表
−２）
。
今回の実証実験施設では、平均外気温 5.2℃の
２月で投入熱量の 19％、年間平均では 11％が放
熱によって失われる結果となった。
ものを、20 年の耐用年数があると評価した。
4.2.5 塗装の防食性評価
表−３の塗装の防食性評価実験結果に示すとお
り、ビニルエステル樹脂系の試験片は、すべての

4.2.6 維持管理性
本技術の消化タンクは鋼板製であることから、

塗装種において基準値未満であり、Ｄ種の耐酸性

センサー類、サイトグラス等の設置が容易かつ自

基準を満足した。また、メーカーＲ塗装を除くビ

由度が高いため、コンクリート製消化タンクでは

ニルエステル樹脂系塗料では、10 年保証の前提

実現できなかったタンク内部の「見える化」が可

となるＤ種基準値の１／２を大きく下回った。本

能であり、安定運転に対する取り組みが可能であ

技術マニュアルでは、ビニルエステル樹脂系塗料

る。

で、硫黄侵入深さがＤ種の基準値の１／２以下の

82
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振装置を用いて測定し、中間と中心については、
上部から探触子を垂らして測定することが可能で
あった（写真−２）
。
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