2014 年度 下水道新技術研究所年報

日明浄化センター等を活用した
下水道新技術の研究開発に関する調査

1.

研究目的

北九州市は，水・環境インフラの国際展開をより
一層加速させる水・環境ソリューションハブ(WES
Hub)の一員として平成 24 年 4 月に認定され，海外水
ビジネスの取組みを推進している。平成 27 年 4 月に
供用開始した日明浄化センター新管理棟（ビジター
センター）には海外水ビジネスを推進するための機
能を設けるなど，「水ビジネスの国際戦略拠点」と
して整備を進めている。
本調査の目的は，日明浄化センターおよびウォー
タープラザ等周辺施設で活用可能な技術開発テーマ
および開発者の掘り起こしを行い，研究開発スケジ
ュールについて検討することである。

2.

表－１ 日明浄化センターの施設概要
運転開始

昭和 45 年 4 月

処理人口

347,367 人
合流 1,731 ha

処理面積

分流 3,198 ha
合計 4,929 ha

研究体制と研究期間

2.1 研究体制
北九州市上下水道局下水道部からの委託を受け，
当機構が調査を行なった。
2.2 研究期間
平成 26 年 9 月～平成 27 年 3 月（7 ヶ月）

3.

3.1 日明浄化センター
3.1.1 設備概要
日明浄化センターの施設概要を表－１に，フロー
シートを図－１に示す。現有処理能力は 263,000m3/
日であり，水処理方式は標準活性汚泥法，汚泥処理
方式は分離濃縮（重力濃縮＋ベルト濃縮）→消化→
脱水→乾燥である。また，汚泥燃料化施設（70t/日）
を建設中であり，平成 27 年 10 月に稼働開始予定で
ある。

基本調査および基本事項の確認

日明浄化センターおよびウォータープラザの現状
に関する情報を収集し，研究開発に活用可能なポテ
ンシャルを整理した。

現有処理能力

263,000 m3/日

水処理方式

標準活性汚泥法

汚泥処理方式

分離濃縮-消化-脱水-乾燥

1) 沈砂池設備
沈砂池は 8 池あり，自動除塵機と沈砂掻寄機が池
毎に設置されている。
2) 主ポンプ設備
汚水ポンプは 8 台あり，うち 1 台はディーゼルエ
ンジン駆動と電動機駆動の兼用となっている。
3) 水処理設備
最初沈殿池は 9 系列あり，曝気槽及び最終沈殿池
は 7 系列である。曝気槽の 1～4 系は標準槽で，5～7
系は深槽である。
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図－１ 日明浄化センターのフローシート
4) 汚泥処理設備
重力濃縮は 2 槽，機械濃縮は 2 台，
消化槽は 8 槽，
脱水機は 5 台である。
3.1.2 運転実績
1) 沈砂池設備
し渣は 40～55t/月，沈砂は 20～45t/月が発生して
いる。下水量あたりの量にすると，し渣は 0.006～
0.011kg/m3，沈砂は 0.004～0.008kg/m3 が発生してい
る。し渣，沈砂の発生量はいずれも設計指針の範囲
内となっている。
2) 主ポンプ設備
7 月に下水量が多くなっている。年間処理水量は，
一次処理 433 万 m3/年，二次処理 6,483 万 m3/年とな
っている。
3) 水処理設備
① 最初沈澱池
初沈流入と流出の平均水質による除去率は SS：
82％，BOD：64％，COD：53％，T-N：34％，T-P：45％
であり，設計指針の値よりも高い除去率となってい
る。これは高効率固液分離技術よりも高い除去率で
ある。また，沈殿時間は 3.96 時間で，設計指針より
も長い時間で運転されている。
② 曝気槽および最終沈澱池
初沈流出と放流の平均水質による除去率は SS：

94％，BOD：97％，COD：76％，T-N：30％，T-P：58％
である。
また，
放流水のアンモニア性窒素は 6.4 mg/L，
硝酸性窒素は 5.9mg/L となっており，硝化促進運転
となっている。返送汚泥率は 40.59％で，曝気槽滞
留時間は 7.9 時間，MLSS は 1350mg/L 程度で運転さ
れている。
4) 汚泥処理設備
① 重力濃縮
日平均 4,286m3/日の初沈汚泥を投入し，473m3/日
の濃縮汚泥が発生している。濃縮汚泥濃度は 4.25％
で，滞留時間 13 時間，固形物負荷 36kg/m2/日程度
で運転されており，設計指針値よりも低負荷で運転
されている。また，重力濃縮汚泥濃度は指針値の範
囲内で運転されている。
② 機械濃縮
日平均 1,731m3/日の余剰汚泥を投入し，101m3/日
の濃縮汚泥が発生している。濃縮汚泥濃度は 4.24％
で，概ね設計指針値の範囲内で運転されている。分
離液 SS は 50～500mg/L 程度で運転されている。
③ 消化槽
消化槽は No.1，3，4 を使用し，No.2 消化槽はし
尿受入のバッファータンクとして使用しており，
No.5 消化槽はバッファータンクとして使用中であ
る。日平均 638m3/日の汚泥を投入し，9,505m3/日の
消化ガスが発生している。消化日数は 35～50 日程度
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で，設計指針値に比べて長い消化日数で運転してい
る。消化汚泥固形分 1.8～1.9％，消化率 55％程度で
運転されている。
④ 消化ガス
年間 350 万 m3 の消化ガスが発生し，270 万 m3 を利
用している。消化ガスのうち 34％を消化槽加温用ボ
イラに使用し，乾燥設備で 25％，消化ガス発電で
20％を利用し，21％が余剰分となっている。なお，
汚泥燃料化施設の稼働開始（平成 27 年 10 月予定）
の後は，発生する消化ガスの内，消化ガス発電に利
用した残りの消化ガス全量を汚泥燃料化施設で利用
し，消化槽加温に必要となる熱量は，汚泥燃料化施
設の廃熱等によってまかなう計画となっている。
⑤ 脱水
薬注率は 1.35％程度で，脱水ケーキ含水率は
78.6％程度で運転されており，指針の範囲内で運転
されている。
3.1.3 研究開発に利用可能なポテンシャル
1) 設備，敷地
研究開発での利用が可能な設備および敷地の一覧
と位置を表－２に示す。
表－２ 日明浄化センターで利用可能な設備，敷地
①
②
③
④

名称
4 系消化槽横
消毒槽横
乾燥設備跡地
加圧浮上設備跡地

仕様等
2
面積：150m （10x15m）
2
面積：100m （10x10m）
2
面積：1200m （30x40m）
2
面積：800m （40x20m）

3

⑮

消化ガス

⑯

脱水ケーキ

⑰
⑱

脱水汚泥分離液
返流水

9,505m /日
46t-WET/日
（10tDS/日）
3
594m /日
3
5,900m /日

3.2 ウォータープラザ
3.2.1 設備概要
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機
構(NEDO)の「省水型・環境調和型水循環プロジェク
ト」の一環として建設された施設であり，各種水資
源を有効に組み合わせた省エネで環境に優しいソリ
ューションの提供，実績ある日本の膜を中心とした
水循環技術のプラントショーケース，および，各種
水資源の有効活用に必要な先進技術を開発する場の
提供を目的としている。
約 6,000m²の敷地内に，先進の水循環システムの
実規模運転を行う『デモプラント』と，企業等が機
器を持ち込んで先進技術を研究する『テストベッド』
を備えている。『デモプラント』の特徴を図－２に
示す。海水淡水化と下水再利用の統合による省エ
ネ・低コスト・低環境負荷の造水システムを採用し，
1 日に 1,400m³の生産水をつくることができる。『テ
ストベッド（5 区画）』では，『デモプラント』か
ら供給される 6 種類の原水を利用した技術開発が可
能である。なお，ウォータープラザについては平成
26 年 4 月に GWSTA（海外水循環ソリューション技術
研究組合）が資産の所有者である北九州市と契約を
締結し，平成 29 年 3 月まで運用管理している。

2) 下水，汚泥
研究開発での利用が可能な下水および汚泥の一覧
と採取可能な位置を表－３に示す。
表－３ 日明浄化センターで利用可能な下水，汚泥
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

名称
流入下水
最初沈澱池流入水
曝気槽流入水
返送汚泥
二次処理水
放流水
砂ろ過水
初沈汚泥
余剰汚泥

⑩

重力濃縮汚泥

⑪

重力濃縮汚泥上澄液

⑫

機械濃縮汚泥

⑬

機械濃縮汚泥分離液

⑭

消化汚泥

発生量
3
171,724m /日
3
189,476m /日
3
177,614m /日
3
68,540m /日
3
159,594m /日
3
171,456m /日
ND
3
4,286m /日
3
1,731m /日
3
473m /日
（20tDS/日）
3
3,813m /日
3
101m /日
（4.2tDS/日）
3
1,630m /日
3
640m /日
（11.3tDS/日）

図－２ ウォータープラザ『デモプラント』の特徴
3.2.2 研究開発に利用可能なポテンシャル
1) 施設
研究開発での利用が可能な施設を表－４に示す。
表－４ ウォータープラザで利用可能な敷地
①
②

―73―

名称
テストベッド
デモプラント

仕様等
2
1 区画あたり 180m （9x20m）x5 区画
MBR+下水 RO/UF+海水 RO
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2) 水
研究開発での利用が可能な水の種類を表―５に示
す。表－５に記載していない水や汚泥の利用を希望
する場合は，日明浄化センターとウォータープラザ
の間に別途配管を敷設する必要がある。また，No.1
～7 は，プラザ内で稼働中のデモプラントから発生
する水であり，これらの水の一部を供与して研究開
発を行なうことができる。

をマイナス要因として挙げる企業が複数あった。
1) 拠点から遠方であることが難点である。
2) 成果が出た場合の発注があると参加しやすい。
3) 台数限定で新技術を導入し，効果を継続監視す
る試みを希望する。
4) 希望分野がある。
5) 現時点で提案できるテーマはない。
6) 現時点で合致するテーマはない。
7) テーマを限定した公募を希望する。

表－５ ウォータープラザの計画水量
No

利用可能な水の種類

3

1

下水系原水（初沈前）

1,500 m /日

2

MBR 処理水

1,500 m /日

3
3

3

海水系原水

550 m /日

4

海水前処理水（UF 処理水）

550 m /日

5

下水系 RO 濃縮水

400 m /日

6

4 と 5 の混合水

950 m /日

7

5.

発生量※（参考）

生産水
（下水 RO 処理水+海水 RO 処理水）

3
3
3

3

1,400 m /日

※発生量はデモプラント稼働状況により変動あり

4.

民間企業からの要望事項の確認

4.1 調査内容
日明浄化センター等を活用した下水道新技術の研
究開発に関して，民間企業からの要望事項等を確認
することを目的にアンケート調査を実施した。下水
道新技術の開発を行っている企業 30 社へ依頼した
ところ，23 社から回答があった。アンケート調査項
目を表－６に示す。
表－６ 民間企業に対するアンケート調査項目
Q1

拠点（本社，技術部門，研究開発部門）の所在地

Q2

下水道に関する新製品の概要・特徴

Q3

研究開発に注力している下水道分野
今後の参入に興味がある下水道分野

Q4

近年の研究開発で利用したフィールド，選定理由

Q5

日明浄化センター等を利用した研究開発の魅力度

Q6

日明浄化センター等を利用した技術開発で魅力を
感じる施設

Q7

他社との共同による研究開発の可能性

Q8

北九州市の下水道施設を利用した研究開発にあたっ
ての要望事項

4.2 調査結果
8 割近くの企業から日明浄化センターおよびウォ
ータープラザを活用した技術開発に“魅力あり”の
回答があった。また，下記の 1)～7)のような要望事
項やコメントが挙がった。研究開発拠点からの遠さ

技術テーマの調査

アンケート調査結果から前向きな回答が得られた
企業 12 社に対してヒアリング調査を実施した。その
結果は下記のとおりである。
1) 日明浄化センター等を活用した技術開発に関
し魅力を感じているという企業を対象に技術
開発テーマについてヒアリングを行ったが，具
体的な研究開発テーマの提案は難しいという
意見が多かった。
2) 1)の理由として，開発中の段階ではできるだけ
公開せずに研究開発し，実証段階の技術は積極
的に PR したいという企業側の意向があり，開
発のタイミングがうまく合う技術がなかった
ものと思われる。
3) 実証技術が適用できる特徴を持った施設をフ
ィールドとして活用していきたいが，実証段階
では現場に通う頻度が高く，フィールド選定に
あたっては開発拠点の近場が望ましいという
意見が多かった。
4) 市のニーズに合致した技術を開発することで，
導入可能性が高く，他都市への展開が見込まれ
る技術となることから，市のニーズにあわせた
技術開発を行いたいという意見が多かった。
5) 開発済みの新技術に関して，導入に向けた仕様
確認試験等があれば積極的に対応したいとい
う意見があった。
6) B-DASH では，複数の競合しない企業間で補完し
合う技術を組み合わせて実施している場合が
あり，企業間技術の組み合わせシステムの可能
性もある。
7) 北九州市がフィールド提供に積極的であると
いうことを知ったので，今後機会があれば利用
したいという意見もあり，今後，市が技術開発
の支援に積極的であることを PR していくこと
も重要と考えられる。
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6.

新技術の適用性の検討

技術開発テーマに関するヒアリング調査結果で
は，開発のタイミングがうまく合う具体的な研究開
発テーマを提案する企業はなかった。
日明浄化センター等を活用した技術開発を探索す
るためには，市の技術開発ニーズから，民間企業の
提案をうまく引き出していくことが必要と考えられ
た。
このため，日明浄化センター等の特徴を踏まえた
技術開発の方向性について，企業の開発が積極的な
分野に加え，近年の下水道技術開発の動向を踏まえ
て下水道分野での技術開発メニューを整理し，市の
技術開発ニーズを再確認し，適用による効果の可能
性などを踏まえ，今後北九州市が重点的に検討して
いくべきテーマを提案した。
6.1 今後取り組みが必要なテーマ
下水道技術開発に関する研究開発テーマで今後取
り組みが必要なテーマとして，以下の 1)～7)に示す
7 つの技術を提案した。なお，これらの技術開発テ
ーマは，日明浄化センターへの適用に限定したもの
ではなく，広く下水道分野での取組が必要と想定さ
れるテーマであり，日明浄化センター等への適用に
ついては，6.2 において検討した。
1) 活性汚泥法に代わる省エネ型水処理法
下水処理場の消費電力の多くを占めている水処理
施設に対し，従来の活性汚泥法に代わる革新的な技
術を適用することにより，省エネ化を図り低炭素型
社会の構築を目指す。
2) 省エネ型水処理制御技術
送風機電力は下水処理場の消費電力の多くを占め
ている。革新的な制御技術により，送風量を制御す
ることにより，省エネ化を図り低炭素型社会の構築
を目指す。
3) 設備劣化診断技術
老朽化が進む設備の管理に，自動計測装置や解析
技術を適用することで，故障頻度の低減や設備の長
寿命化を図り，維持管理費の低減を目指す。
4) 省エネ型濃縮システム技術
濃縮機本体の省エネ化が進む一方で，電力消費に
占める撹拌機などの周辺機器の割合が増加してい
る。補機類の電力消費を含めて，濃縮システムとし
ての省エネ化を目指す。
5) 消化ガスの増産技術
消化ガスをより増産させ，カーボンニュートラル
である消化ガスのエネルギー利用を増やすことによ
り，低炭素社会の構築を目指す。
6) 消化汚泥を対象とした低含水率脱水技術

消化工程を有する処理場では，消化工程で汚泥性
状が変化し，脱水性がよくないことから，消化汚泥
を対象とした低含水率型脱水技術により，処分費の
低減や後段の焼却プロセスの補助燃料低減を目指
す。
7) 返流水質改善技術
嫌気性消化工程はエネルギー回収を行うことがで
きるプロセスであるが，返流水による水処理施設へ
の影響が懸念されていることから，普及が進んでい
ない。返流水質の改善を行うことによって，嫌気性
消化プロセスの導入促進と水処理施設の省エネルギ
ー化を目指す。
6.2 日明浄化センター等における研究開発メニュー
6.1 に示した下水道分野で取り組むべき研究開発
テーマより，日明浄化センターにおけるポテンシャ
ルを活用した研究開発メニューについて以下の 1)
～7)に示す 7 つのテーマを提案した。
1) 活性汚泥法に代わる省エネ型水処理法
曝気槽流入水を活用し，省エネ型水処理法を開発
する。パイロットプラントの設置による開発と既存
水処理施設更新時に実証施設を設置することが考え
られる。
2) 省エネ型水処理制御技術
既存設備に省エネ型水処理制御技術を適用し，省
エネ型水処理制御技術を開発する。
3) 設備劣化診断技術
既存設備に設備劣化診断技術を適用し，劣化診断
技術を開発する。
4) 省エネ型濃縮システム技術
余剰汚泥を活用し，省エネ型濃縮システム技術を
開発する。パイロットプラントの設置による開発と
既存濃縮施設更新時に実証施設を設置することが考
えられる。
5) 消化ガスの増産技術
濃縮汚泥を活用し，消化ガスの増産技術を開発す
る。パイロットプラントの設置による開発と既存汚
泥処理施設更新時に実証施設を設置することが考え
られる。
6) 消化汚泥を対象とした低含水率脱水技術
消化汚泥を活用し，低含水率脱水技術を開発する。
パイロットプラントの設置による開発と既存脱水施
設更新時に実証施設を設置することが考えられる。
7) 返流水質改善技術
返流水を活用し，返流水質改善技術を開発する。
パイロットプラントの設置による開発が考えられ
る。
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6.3 新技術の適用性の検討
6.2 で示した研究開発メニューのうち，適用によ
る効果の可能性などを踏まえ，今後北九州市が重点
的に検討していくべきテーマとして 3 つのテーマを
提案し，日明浄化センターへの適用性を検討した。
6.3.1 消化ガスの増産技術
消化ガスの増産技術として，地域バイオマスであ
る生ごみを日明浄化センターに受け入れた場合につ
いて検討した。
市内で発生する家庭系生ごみを受け入れた場合は，
発生ガス量は約 2.2 倍に増加し，発電量は約 7 倍に
増加する。その結果，電力費削減効果は約 1.13 億円
/年となる。
また，市内で発生する家庭系生ごみと事業系生ご
みを受け入れた場合は，発生ガス量は約 2.8 倍に増
加し，発電量は約 10 倍に増加する。その結果，電力
費削減効果は約 1.62 億円/年となる。
なお，家庭系と事業系の両方を受け入れた場合で
も，消化槽や脱水機を増設する必要はない。
以上のように，消化ガスの増産技術として生ごみの
受け入れ技術は，日明浄化センターへ適用した場合
の効果が大きく，今後詳細な検討を進める価値のあ
る技術であると考えられる。
6.3.2 省エネ型水処理制御技術
日明浄化センターでは曝気風量の制御手法として
送風機台数制御が採用されている。通常の送風機運
転台数は 2 台だが，曝気槽の DO が 0.5mg/L に低下し
た場合に曝気風量不足と判断し，手動で 1 台の送風
機を追加運転して 3 台運転としている。その後 DO
の経過を 2 時間程度観察し，曝気風量不足が解消さ
れたと判断されれば，手動で 1 台の送風機を停止し
て 2 台運転に戻す。
送風量の時間変動を分析すると，流入負荷が増え
る（減る）タイミングと送風量を増やす（減らす）
タイミングのズレがあること，負荷変動量が小さい
時間帯でも送風量が大きく増減調整されている時間
があること，送風量調整が 2 段階であることから，
曝気風量のロスが生じている可能性があることがわ
かった。曝気風量の流入負荷変動への追従性を高め
る制御技術や通気量幅が広い散気装置技術の研究開
発により消費エネルギー削減の可能性があると考え
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られる。曝気風量の流入負荷変動への追従性を高め
る制御技術の導入等により消費エネルギー削減の可
能性がある。
6.3.3 返流水質改善技術
曝気槽必要酸素量の月間変動と内訳量・比率を分
析すると，汚泥処理設備（濃縮と脱水）からの返流
水に起因する必要酸素量の割合が約 2～3 割を占め
ていると推測された。汚泥処理設備で発生する分離
液の水質を改善する技術の研究開発により，曝気槽
の必要酸素量が削減され，送風機の消費エネルギー
削減につながると考えられる。

7.

まとめ

本調査のまとめを以下の 1)～4)に示す。本調査結
果が，今後の北九州市の水・環境ソリューションハ
ブとしての活動を推進するための一助となれば幸い
である。
1) 日明浄化センターおよびウォータープラザの
現状に関する情報を収集し，研究開発に活用可
能なポテンシャルを整理した。
2) 日明浄化センター等を活用した下水道新技術
の研究開発に関して，民間企業からの要望事項
等を確認することを目的にアンケート調査を
実施した。
3) アンケート調査結果から前向きな回答が得ら
れた企業 12 社に対してヒアリング調査を実施
した。しかし，開発のタイミングがうまく合う
具体的な研究開発テーマを提案する企業はな
かった。日明浄化センター等を活用した技術開
発テーマを探索するためには，市の技術開発ニ
ーズから民間企業の提案をうまく引き出して
いくことが必要と考えられた。
4) 日明浄化センター等の特徴を踏まえた技術開
発の方向性について，企業の開発が積極的な分
野に加え，近年の下水道技術開発の動向を踏ま
えて下水道分野での技術開発メニューを整理
し，市の技術開発ニーズを再確認し，適用によ
る効果の可能性などを踏まえ，今後北九州市が
重点的に検討していくべきテーマを提案した。
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