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1.

3.2本技術の概要
本技術の概要
3.2
3.2.1 本技術の概念
3.2.1
本技術の概念
下水道法の改正（平成 27 年 7 月施行）では下水
本技術の概念図を図－１に示す。
本技術の概念図を図－１に示す。
下水道法の改正（平成 27 年 7 月施行）では下水汚泥
汚泥の肥料利用・燃料利用の努力義務化が示された
本技術は，脱水汚泥を構成する細胞膜を改質助剤
本技術は，脱水汚泥を構成する細胞膜を改質助
の肥料利用・燃料利用の努力義務化が示された一方，中
一方，中小処理場においては，費用対効果の面で焼 （メタノール）により部分的に溶解・傷つけ，従来
剤（メタノール）により部分的に溶解・傷つけ，従来の
却や燃料化による事業費削減は困難な状況であり， の脱水工程では脱水できなかった汚泥中の内包水ま
小処理場においては，費用対効果の面で焼却や燃料化
汚泥処分費により経営が圧迫されている状況であ 脱水工程では脱水できなかった汚泥中の内包水ま
でも機械圧搾することで，汚泥の低含水率化（20%
による事業費削減は困難な状況であり，汚泥処分費によ
でも機械圧搾することで，汚泥の低含水率化（20%～
る。このような状況に対し，安全・省力運転可能な
～40%）を実現する技術である。
り経営が圧迫されている状況である。このような状況に対 40%）を実現する技術である。
汚泥資源化技術が求められている。
し，安全・省力運転可能な汚泥資源化技術が求められて
そこで，本共同研究では，安全・省力運転可能な

研究目的
１．研究目的

汚泥資源化技術である「脱水汚泥の改質による省エ
いる。
ネルギー資源化技術」について，その概要・特徴・
そこで，本共同研究では，安全・省力運転可能な汚泥
性能を整理するとともに，設計・維持管理等に関す
資源化技術である「脱水汚泥の改質による省エネルギー
る技術的事項を技術資料としてまとめることを目的
資源化技術」について，その概要・特徴・性能を整理する
とした。
とともに，設計・維持管理等に関する技術的事項を技術

2.

資料としてまとめることを目的とした。
研究体制

２．研究体制
2.1 研究体制

図－１ 本技術の概念図
本技術の概念図
図－１

3.2.2
3.2.2システムフロー
システムフロー
本技術のシステムフローを図－２に示す。工程
本技術のシステムフローを図－２に示す。工程は，
は，大きく「①改質工程」
「②資源化工程」
「③助剤
大きく「①改質工程」「②資源化工程」
「③助剤回収
回収工程」の３つで構成される。各工程の概要は以
工程」の３つで構成される。各工程の概要は以下の
とおりである。
下のとおりである。
①改質工程
①改質工程
脱水ケーキに改質助剤と消石灰を添加し，汚泥を
脱水ケーキに改質助剤と消石灰を添加し，汚泥を改
改質するとともに，ろ布の剥離性の改善を行う。
質するとともに，ろ布の剥離性の改善を行う。
②資源化工程
②資源化工程
改質した汚泥をフィルタプレスで圧搾処理するこ
改質した汚泥をフィルタプレスで圧搾処理すること
とで，含水率 20～40％の資源化汚泥を製造する。
で，含水率 20～40％の資源化汚泥を製造する。
③助剤回収工程
③助剤回収工程
蒸留塔により，使用した改質助剤の 99% 以上を回
蒸留塔により，使用した改質助剤の
99%以上を回収
収する。
―139―
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株式会社クボタ，公益財団法人日本下水道新技術
2.1 研究体制
機構の 2 者による共同研究を行った。
株式会社クボタ，公益財団法人日本下水道新技術
2.2 研究期間
機構の
者による共同研究を行った。
平成231
年 2 月～令和元年 12 月
2.2 研究期間
平成 31 年 2 月～令和元年 12 月

3.

研究内容

３．研究内容

3.1 研究内容
3.1本共同研究の主な研究内容を以下に示す。
研究内容
（１）実証試験の実施
本共同研究の主な研究内容を以下に示す。
（２）実証試験結果による本技術の性能評価
（１）実証試験の実施
（３）設計・維持管理方法の検討・導入評価
（２）実証試験結果による本技術の性能評価

（３）設計・維持管理方法の検討・導入評価
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資源化汚泥の臭気および保管時の安定性を確認
する。
する。
以上の工程を経て排出される資源化汚泥はその
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資源化汚泥の臭気および保管時の安定性を確認
する。
資源化汚泥の臭気および保管時の安定性を確認
する。
まま「下水汚泥肥料」として利用可能であり，さら
する。
以上の工程を経て排出される資源化汚泥はその
表－１ 目標性能
以上の工程を経て排出される資源化汚泥はそのま
する。
以上の工程を経て排出される資源化汚泥はその
表－１ 目標性能
に，含水率を調整し発酵させることで「汚泥発酵肥
ま「下水汚泥肥料」として利用可能であり，
さらに，
まま「下水汚泥肥料」として利用可能であり，さら
まま「下水汚泥肥料」として利用可能であり，さら
料」としての利用も可能である。
項目
目標性能
含水率を調整し発酵させることで「汚泥発酵肥料」
表－１ 目標性能
目標性能
に，含水率を調整し発酵させることで「汚泥発酵肥
表－１
に，含水率を調整し発酵させることで「汚泥発酵肥
処理能力
10kg-cake/m2-ろ布・h 以上
としての利用も可能である。
料」としての利用も可能である。
項目
目標性能
料」としての利用も可能である。
項目
目標性能
資源化汚泥の含水
2
処理能力
10kg-cake/m
2 -ろ布・h 以上
30%以下
処理能力
10kg-cake/m
-ろ布・h 以上
率
資源化汚泥の含水
投入汚泥含水率の
資源化汚泥の含水
30%以下
不問
30%以下
率
制約
率
投入汚泥含水率の
投入汚泥含水率の
不問
処理安定性
ろ布と生成物の剥離性確保
不問
制約
制約
改質助剤消費量
10kg/t-cake 以下
処理安定性
ろ布と生成物の剥離性確保
処理安定性
ろ布と生成物の剥離性確保
改質助剤消費量
燃料消費量
改質助剤消費量
図－２ 本技術のシステムフロー

55ℓ/t-cake 以下
10kg/t-cake以下
以下
10kg/t-cake
（Ａ重油換算）
55ℓ/t-cake以下
以下
55ℓ/t-cake
（Ａ重油換算）
（Ａ重油換算）

燃料消費量
燃料消費量
3.3.2 実証設備の概要
実証フィールドの概要を表－２に示す。本実験で
3.3.2
実証設備の概要
3.3.2
実証設備の概要
3.3.2
実証設備の概要
使用する汚泥は，標準活性汚泥法より発生する消化
実証フィールドの概要を表－２に示す。本実験で
実証フィールドの概要を表－２に示す。本実験で
実証フィールドの概要を表－２に示す。本実験で
脱水汚泥である。実証フィールドにおける実証設備
使用する汚泥は，標準活性汚泥法より発生する消化
使用する汚泥は，標準活性汚泥法より発生する消化
使用する汚泥は，標準活性汚泥法より発生する消化
脱水汚泥である。実証フィールドにおける実証設備
の外観を図-３に示す。
脱水汚泥である。実証フィールドにおける実証設備
の外観を図－３に示す。
脱水汚泥である。実証フィールドにおける実証設備
の外観を図-３に示す。
の外観を図-３に示す。
表－２ 実証フィールド概要

図－２ 本技術のシステムフロー
本技術のシステムフロー
図－２
3.3 実証実験
図－２
本技術のシステムフロー
3.3.1 実験目的
3.3
実証実験
3.3実証実験は，
実証実験
以下の項目を確認することで，技術・
3.3.1
実験目的
3.3.1
実験目的
システムの検証と，製造した資源化汚泥の肥料適用
3.3
実証実験
実証実験は，
以下の項目を確認することで，
技術
・
実証実験は，
以下の項目を確認することで，
技術
・
性を評価することを目的に行った。
3.3.1
実験目的
システムの検証と，製造した資源化汚泥の肥料適用
システムの検証と，製造した資源化汚泥の肥料適用
実証実験は，以下の項目を確認することで，技術・
①目標性能の確認
項目
内容
表－２
実証フィールド概要
性を評価することを目的に行った。
表－２
実証フィールド概要
実証場所
Ａ浄化センター
システムの検証と，製造した資源化汚泥の肥料適用
性を評価することを目的に行った。
四季ごとに実証試験を行い，目標性能を満足する
表－２ 実証フィールド概要
水処理方式
標準活性汚泥法
①目標性能の確認
項目
内容
性を評価することを目的に行った。
①目標性能の確認
項目
内容
ことを確認する（表－１）
。
濃縮
→
消化
→
脱水
→
発酵肥料化 → 有効利用
実証場所
Ａ浄化センター
汚泥処理方式
四季ごとに実証試験を行い，目標性能を満足する
①目標性能の確認
実証場所
↳ →Ａ浄化センター
ガス発電
四季ごとに実証試験を行い，目標性能を満足する
水処理方式
標準活性汚泥法
水処理方式
標準活性汚泥法
脱水汚泥の種類
消化汚泥
②肥料適用性の確認
ことを確認する（表－１）
。
四季ごとに実証試験を行い，目標性能を満足する
濃縮 → 消化 → 脱水 → 発酵肥料化 → 有効利用
ことを確認する（表－１）
。
汚泥処理方式
濃縮
→
消化
→
脱水
→程度（日平均）
発酵肥料化 → 有効利用
脱水汚泥生成量
10t/日
↳ → ガス発電
汚泥処理方式
ことを確認する（表－１）
。
資源化汚泥の下水汚泥肥料としての適用性，およ
↳ → ガス発電
脱水汚泥の種類
消化汚泥
②肥料適用性の確認
脱水汚泥の種類
消化汚泥
②肥料適用性の確認
び簡易発酵による汚泥発酵肥料としての適用性を確
脱水汚泥生成量
10t/日 程度（日平均）
資源化汚泥の下水汚泥肥料としての適用性，およ
脱水汚泥生成量
10t/日 程度（日平均）
②肥料適用性の確認
資源化汚泥の下水汚泥肥料としての適用性，およ
認する。
蒸留塔
び簡易発酵による汚泥発酵肥料としての適用性を確
資源化汚泥の下水汚泥肥料としての適用性，およ
び簡易発酵による汚泥発酵肥料としての適用性を確
加温脱水機
認する。
び簡易発酵による汚泥発酵肥料としての適用性を確
認する。
（フィルタプレス）
③水処理への影響確認
蒸留塔
蒸留塔
認する。
排水による水処理流入水質，放流水質への影響を
加温脱水機
加温脱水機
（フィルタプレス）
③水処理への影響確認
（フィルタプレス）
③水処理への影響確認
確認する。
蒸気
③水処理への影響確認
排水による水処理流入水質，放流水質への影響を
ボイラ
排水による水処理流入水質，放流水質への影響を
排水による水処理流入水質，放流水質への影響を
④運転対応性の確認
確認する。
蒸気
確認する。
蒸気
確認する。
ボイラ
入口汚泥の含水率変動への運転対応性，運転管理
ボイラ
④運転対応性の確認
④運転対応性の確認
項目を確認する。
図－３ 実証設備外観
④運転対応性の確認
入口汚泥の含水率変動への運転対応性，運転管理
入口汚泥の含水率変動への運転対応性，運転管理
入口汚泥の含水率変動への運転対応性，運転管理
⑤助剤等の回収・濃縮傾向の確認
項目を確認する。
図－３ 実証設備外観
実証設備外観
項目を確認する。
図－３
図－３
項目を確認する。
改質助剤中物質の濃縮傾向を確認する。
４．研究結果
⑤助剤等の回収・濃縮傾向の確認
⑤助剤等の回収・濃縮傾向の確認
改質助剤およびNH3の分配，
回収傾向を確認する。
4.1 薬品添加率と出口含水率の相関調査
改質助剤中物質の濃縮傾向を確認する。
⑤助剤等の回収・濃縮傾向の確認
４．研究結果
改質助剤中物質の濃縮傾向を確認する。
４．研究結果
⑥生成物の臭気，保管性の確認
改質助剤，消石灰の添加率を変化させた時の資源
改質助剤およびNH3の分配，
の分配，
回収傾向を確認する。
改質助剤中物質の濃縮傾向を確認する。
改質助剤およびNH
回収傾向を確認する。
3
研究結果
4.1
薬品添加率と出口含水率の相関調査
4.1
薬品添加率と出口含水率の相関調査
改質助剤および NH3 の分配，回収傾向を確認する。
化汚泥含水率を調査した結果を図－３に示す。
⑥生成物の臭気，保管性の確認
改質助剤，消石灰の添加率を変化させた時の資源
4.1
薬品添加率と出口含水率の相関調査
⑥生成物の臭気，保管性の確認
改質助剤，消石灰の添加率を変化させた時の資源
化汚泥含水率を調査した結果を図－３に示す。
（2）
⑥生成物の臭気，保管性の確認
改質助剤，消石灰の添加率を変化させた時の資源
化汚泥含水率を調査した結果を図－３に示す。
資源化汚泥の臭気および保管時の安定性を確認す
化汚泥含水率を調査した結果を図－４に示す。
（2） これにより，改質助剤添加率が高いほど資源化汚
る。
（2）
泥含水率が低下し，改質助剤添加率により資源化汚
泥含水率を制御できることを確認した。また，この
―140―
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これにより，改質助剤添加率が高いほど資源化汚
これにより，改質助剤添加率が高いほど資源化汚
泥含水率が低下し，改質助剤添加率により資源化汚
泥含水率が低下し，改質助剤添加率により資源化汚
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泥含水率を制御できることを確認した。また，この
泥含水率を制御できることを確認した。また，この
これにより，改質助剤添加率が高いほど資源化汚
結果は季節依存がなく，四季を通じてほとんど変わ
結果は季節依存がなく，四季を通じてほとんど変わ
結果は季節依存がなく，四季を通じてほとんど変わ
泥含水率が低下し，改質助剤添加率により資源化汚
これにより，改質助剤添加率が高いほど資源化汚
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発酵完了までが短時間であり，発酵エリアの省ス
発酵前含水率を
50%に調整することで，図－８に
発酵完了までが短時間であり，発酵エリアの省ス
ペース化が可能となる。
発酵完了までが短時間であり，発酵エリアの省ス
ペース化が可能となる。
示す通り，
30 日以内で発酵が完了することが確認で
ペース化が可能となる。
ペース化が可能となる。
きた（既設は 60 日以上）
。

※１： 改質助剤回収率は投入改質助剤量を 100%とした時の割合
※１： 改質助剤回収率は投入改質助剤量を 100%とした時の割合
※１： 改質助剤回収率は投入改質助剤量を 100%とした時の割合
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図－５
改質助剤回収率，消費量の確認結果
図－５
改質助剤回収率，消費量の確認結果
※１： 改質助剤回収率は投入改質助剤量を
100%とした時の割合
（RUN1）

発酵完了までが短時間であり，発酵エリアの省ス
ペース化が可能となる。

（RUN1）
（RUN1）
4.5 燃費確認調査
4.5
燃費確認調査
図－５
改質助剤回収率，消費量の確認結果
システム燃費の調査結果を図－７に示す。システ
4.5
4.5 燃費確認調査
燃費確認調査
システム燃費の調査結果を図－６に示す。システ
（RUN1）
ムの燃費は，四季を通じて投入汚泥含水率の変動の
システム燃費の調査結果を図－６に示す。システ
システム燃費の調査結果を図－６に示す。システ
ムの燃費は，四季を通じて投入汚泥含水率の変動の
影響をほぼ受けないことを確認した。
ムの燃費は，四季を通じて投入汚泥含水率の変動の
ムの燃費は，四季を通じて投入汚泥含水率の変動の
影響をほぼ受けないことを確認した。
なお，入口含水率が燃費に大きく影響する乾燥技
4.5
燃費確認調査
影響をほぼ受けないことを確認した。
影響をほぼ受けないことを確認した。
術に対して燃費削減のメリットが高く，図－８に示
なお，入口含水率が燃費に大きく影響する乾燥技
システム燃費の調査結果を図－６に示す。システ
なお，入口含水率が燃費に大きく影響する乾燥技
なお，入口含水率が燃費に大きく影響する乾燥技
しているとおり，特に投入汚泥が高含水率だと有利
図－８ 簡易発酵試験結果
術に対して燃費削減のメリットが高く，図－７に示
ムの燃費は，四季を通じて投入汚泥含水率の変動の
図－８簡易発酵試験結果
簡易発酵試験結果
術に対して燃費削減のメリットが高く，図－７に示
図－８
術に対して燃費削減のメリットが高く，図－７に示
であると考えられる。
しているとおり，特に投入汚泥が高含水率だと有利
影響をほぼ受けないことを確認した。
図－９
簡易発酵試験結果
しているとおり，特に投入汚泥が高含水率だと有利
しているとおり，特に投入汚泥が高含水率だと有利
また，表－６に示す通り，資源化汚泥は簡易発酵
であると考えられる。
なお，入口含水率が燃費に大きく影響する乾燥技
また，表－６に示す通り，資源化汚泥は簡易発酵
であると考えられる。
また，表－６に示す通り，資源化汚泥は簡易発酵
であると考えられる。
により汚泥発酵肥料
（腐熟度:完熟）
として適用可能
図－８
簡易発酵試験結果
術に対して燃費削減のメリットが高く，図－７に示 により汚泥発酵肥料
（腐熟度:完熟）
として適用可能
により汚泥発酵肥料
（腐熟度:完熟）
として適用可能
であることが確認できた。
しているとおり，特に投入汚泥が高含水率だと有利 であることが確認できた。
であることが確認できた。
また，表－６に示す通り，資源化汚泥は簡易発酵
また，表－６に示す通り，資源化汚泥は簡易発酵
であると考えられる。
により汚泥発酵肥料（腐熟度 : 完熟）として適用可
表－６
腐熟度評価
により汚泥発酵肥料
（腐熟度:完熟）
として適用可能
表－６
腐熟度評価
能であることが確認できた。
表－６
腐熟度評価
※
腐熟度評価（原田法）
※
であることが確認できた。
腐熟度評価（原田法）
腐熟度評価（原田法） ※
評価
評価基準
評価評価
（条件1～３）
評価基準
評価基準
（条件1～３）
（条件1～３）
黄色～黄褐色(2)、褐色(5)、
黄色～黄褐色(2)、褐色(5)、
①
色
10
黄色～黄褐色(2)、褐色(5)、
①
色
10
黒褐色～黒色(10)
①
色
10
黒褐色～黒色(10)
黒褐色～黒色(10)
現物形状をとどめる(2)、かなりくずれる(5)、
※
現物形状をとどめる(2)、かなりくずれる(5)、
腐熟度評価（原田法）
②
10
②
形状 形状 現物形状をとどめる(2)、かなりくずれる(5)、
10
ほとんど認めない(10)
ほとんど認めない(10)
②
形状
10評価
ほとんど認めない(10)
評価基準
項目
強いふん尿臭(2)、
（条件1～３）
強いふん尿臭(2)、
③
10
③
臭気 臭気
10
強いふん尿臭(2)、
弱いふん尿臭(5)、堆肥臭(10)
弱いふん尿臭(5)、堆肥臭(10)
③
臭気
10
黄色～黄褐色(2)、褐色(5)、
弱いふん尿臭(5)、堆肥臭(10)
①
色
10
黒褐色～黒色(10)
④
堆肥水分70%(2)、60%(5)、50%(10)
10
④
水分 水分 堆肥水分70%(2)、60%(5)、50%(10)
10
④
水分
堆肥水分70%(2)、60%(5)、50%(10)
10
現物形状をとどめる(2)、かなりくずれる(5)、
堆積中の
50℃以下(2)、50～60℃(10)、
堆積中の
50℃以下(2)、50～60℃(10)、
②
形状
10
⑤
20
ほとんど認めない(10)
⑤
20
堆積中の
50℃以下(2)、50～60℃(10)、
最高温度 60～70℃(15)、70℃以上(20)
60～70℃(15)、70℃以上(20)
⑤最高温度
20
最高温度
60～70℃(15)、70℃以上(20)
強いふん尿臭(2)、
20日以内(2)、20日～2ヶ月以内(10)、
20日以内(2)、20日～2ヶ月以内(10)、
③
臭気
10
⑥ 堆積期間
10
⑥ 堆積期間
10
弱いふん尿臭(5)、堆肥臭(10)
20日以内(2)、20日～2ヶ月以内(10)、
2ヶ月以上(20)
2ヶ月以上(20)
⑥ 堆積期間
10
2ヶ月以上(20)
堆積発酵2回以下(2)、3～6回(5)、
切り替し
④ 切り替し
水分 堆積発酵2回以下(2)、3～6回(5)、
堆肥水分70%(2)、60%(5)、50%(10)
10
5
⑦切り替し
⑦
5
堆積発酵2回以下(2)、3～6回(5)、
回数
7回以上(10)
7回以上(10)
5
⑦ 回数
堆積中の
50℃以下(2)、50～60℃(10)、
回数
7回以上(10)
⑤
20
⑧ 強制通気
10
⑧ 最高温度
強制通気機械撹拌方式(10)、なし(2)、あり(10)
機械撹拌方式(10)、なし(2)、あり(10)
10
60～70℃(15)、70℃以上(20)
⑧ 強制通気
機械撹拌方式(10)、なし(2)、あり(10)
10
85
合計 合計
85
20日以内(2)、20日～2ヶ月以内(10)、
⑥ 堆積期間
85 10
合計 2ヶ月以上(20)
未熟（30点以下）、中熟（31～80点）、
未熟（30点以下）、中熟（31～80点）、
腐熟度評価
完熟 完熟
腐熟度評価
完熟（81点以上）
完熟（81点以上）
切り替し 未熟（30点以下）、中熟（31～80点）、
堆積発酵2回以下(2)、3～6回(5)、
腐熟度評価
完熟5
⑦ 「家畜ふん堆肥の腐熟度についての考え方，畜産の研究」
完熟（81点以上）
※出典：
※出典：
「家畜ふん堆肥の腐熟度についての考え方，畜産の研究」
回数
7回以上(10)
項目
項目
項目

表－６
表－６ 腐熟度評価
腐熟度評価

図－７
図－６投入汚泥含水率とシステム燃費
投入汚泥含水率とシステム燃費
図－６
投入汚泥含水率とシステム燃費

図－６ 投入汚泥含水率とシステム燃費

図－６ 投入汚泥含水率とシステム燃費

※出典：
「家畜ふん堆肥の腐熟度についての考え方，畜産の研究」
⑧ 強制通気

図－７
A 重油削減率
図－７投入汚泥含水率と
投入汚泥含水率と
A 重油削減率
図－７
投入汚泥含水率と
A 重油削減率
図－８ 投入汚泥含水率と
A 重油削減率

図－７ 投入汚泥含水率と A 重油削減率
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機械撹拌方式(10)、なし(2)、あり(10)

10

表－７の条件で施肥試験を実施した。近隣の生
表－７の条件で施肥試験を実施した。近隣の生
85
合計
表－７の条件で施肥試験を実施した。近隣の生
未熟（30点以下）、中熟（31～80点）、
育作物，植栽業者のニーズに基づき生育作物とし
腐熟度評価
完熟
育作物，植栽業者のニーズに基づき生育作物とし
完熟（81点以上）
育作物，植栽業者のニーズに基づき生育作物とし
※出典：
「家畜ふん堆肥の腐熟度についての考え方，畜産の研究」
てそばを選定した。そばの実の収量評価の結果を
てそばを選定した。そばの実の収量評価の結果を
てそばを選定した。そばの実の収量評価の結果を
図－９に示す。
図－９に示す。
表－７の条件で施肥試験を実施した。近隣の生
図－９に示す。
施肥条件①～③のコンポスト製品との比較試験
施肥条件①～③のコンポスト製品との比較試験
育作物，植栽業者のニーズに基づき生育作物とし
施肥条件①～③のコンポスト製品との比較試験
では，①と比較して②，③の収量が同等以上であ
表－７の条件で施肥試験を実施した。近隣の生育
では，①と比較して②，③の収量が同等以上であ
てそばを選定した。そばの実の収量評価の結果を
では，①と比較して②，③の収量が同等以上であ
（4）
作物，植栽業者のニーズに基づき生育作物としてそ
（4）図－９に示す。
（4） ばを選定した。そばの実の収量評価の結果を図－10
施肥条件①～③のコンポスト製品との比較試験
に示す。
では，①と比較して②，③の収量が同等以上であ
施肥条件①～③のコンポスト製品との比較試験で
（4）
―142―

2021/01/21

9:18:23

り，資源化汚泥（汚泥発酵肥料，下水汚泥肥料）
2019 年度 下水道新技術研究所年報
の肥料としての有効性が確認された。
は，①と比較して②，③の収量が同等以上であり，
り，資源化汚泥（汚泥発酵肥料，下水汚泥肥料）
り，資源化汚泥（汚泥発酵肥料，下水汚泥肥料）
施肥条件④～⑥の化成肥料低減効果の確認試験
資源化汚泥（汚泥発酵肥料，下水汚泥肥料）の肥料
の肥料としての有効性が確認された。
の肥料としての有効性が確認された。
としての有効性が確認された。
では，④の化成肥料
100%と比較して⑤，⑥の収量
施肥条件④～⑥の化成肥料低減効果の確認試験
施肥条件④～⑥の化成肥料低減効果の確認試験
施肥条件④～⑥の化成肥料低減効果の確認試験で
が同等以上であり，資源化汚泥（汚泥発酵肥料，
では，④の化成肥料
100%と比較して⑤，⑥の収量
では，④の化成肥料
100%と比較して⑤，⑥の収量
は，④の化成肥料 100% と比較して⑤，⑥の収量が
が同等以上であり，資源化汚泥（汚泥発酵肥料，
が同等以上であり，資源化汚泥（汚泥発酵肥料，
下水汚泥肥料）による化成肥料低減効果が確認さ
同等以上であり，資源化汚泥（汚泥発酵肥料，下水
下水汚泥肥料）による化成肥料低減効果が確認さ
下水汚泥肥料）による化成肥料低減効果が確認さ
れた。 汚泥肥料）による化成肥料低減効果が確認された。
れた。
れた。

表－７ 施肥試験条件
施肥試験条件
表－７
表－７
表－７施肥試験条件
施肥試験条件
項目

項目項目

条件 条件条件

資源化汚泥（汚泥発酵肥料，下水汚泥肥料）
，コン
資源化汚泥（汚泥発酵肥料，下水汚泥肥料）
，コン
資源化汚泥（汚泥発酵肥料，下水汚泥肥料）
，コン
試験肥料
試験肥料 試験肥料
ポスト製品，化成肥料
ポスト製品，化成肥料
ポスト製品，化成肥料
施肥量
施肥量 肥効成分の分析結果を基に決定
肥効成分の分析結果を基に決定
施肥量 生育作物
肥効成分の分析結果を基に決定
生育作物 そばそば
生育作物
そば

4.74.7
水処理影響評価
水処理影響評価

4.7 水処理影響評価
4.7 水処理影響評価
本技術からの排水性状を分析し，システム導入時
本技術からの排水性状を分析し，システム導入時
本技術からの排水性状を分析し，システム導入時
の放流水質を試算した結果を図－10
に示す。
の放流水質を試算した結果を図－10
に示す。
本技術からの排水性状を分析し，システム導入時
の放流水質を試算した結果を図－11 に示す。
結果として，既設の水処理に返流する排水の量は
結果として，既設の水処理に返流する排水の量は
の放流水質を試算した結果を図－10
に示す。
結果として，既設の水処理に返流する排水の量は
流入水量に対して１％未満とわずかであり，流入水
流入水量に対して１％未満とわずかであり，流入水
流入水量に対して１％未満とわずかであり，流入水
結果として，既設の水処理に返流する排水の量は
に本システムの排水を加えても，水量，水質はほと
に本システムの排水を加えても，水量，水質はほと
に本システムの排水を加えても，水量，水質はほと
流入水量に対して１％未満とわずかであり，流入水
んど変化しない。そのため，本技術を適用すること
んど変化しない。そのため，本技術を適用すること
んど変化しない。そのため，本技術を適用すること
に本システムの排水を加えても，水量，水質はほと
による別途排水処理設備は不要である。
による別途排水処理設備は不要である。
による別途排水処理設備は不要である。
んど変化しない。そのため，本技術を適用すること
による別途排水処理設備は不要である。

（上図：コンポスト製品との比較，
下図：化成肥料使用量低減効果の検証）
（上図：コンポスト製品との比較，
下図：化成肥料使用量低減効果の検証）

図－10
そばの実の収量評価
図－９
図－９そばの実の収量評価
そばの実の収量評価

（上図：コンポスト製品との比較， 下図：化成肥料使用量低減効果の検証）

図－９ そばの実の収量評価

図－10
図－10水処理影響試算例
水処理影響試算例

図－11 水処理影響試算例
図－10
水処理影響試算例

（5）
（5）
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表－８ システムの導入評価
システムの導入評価
表－８

表－８ システムの導入評価
表－８ システムの導入評価

気温とほぼ同等の温度で推移したことから，長期保

4.8 システムの導入評価

気温とほぼ同等の温度で推移したことから，長期保
4.8 システムの導入評価
気温とほぼ同等の温度で推移したことから，長期保
4.8 システムの導入評価
システムの導入評価
4.8
おいて安定性が高いことを確認した。
管において安定性が高いことを確認した。
入口汚泥含水率 81%の場合における，省エネルギ
管において安定性が高いことを確認した。
入口汚泥含水率
81%の場合における，省エネルギ
管において安定性が高いことを確認した。
入口汚泥含水率
81%の場合における，省エネルギ
入口汚泥含水率 81% の場合における，省エネル
ー性能の試算を行った。
ー性能の試算を行った。
ギー性能の試算を行った。
ー性能の試算を行った。
表－８に示すように，従来の汚泥乾燥技術に対
表－８に示すように，
従来の汚泥乾燥技術に対し，
表－８に示すように，従来の汚泥乾燥技術に対
表－８に示すように，従来の汚泥乾燥技術に対
し，下水汚泥肥料化で約 30％，汚泥発酵肥料化で
下水汚泥肥料化で約
30％，汚泥発酵肥料化で約
し，下水汚泥肥料化で約
30％，汚泥発酵肥料化で
約 50％の消費エネルギー削減効果が期待できる。
し，下水汚泥肥料化で約
30％，汚泥発酵肥料化で
50％の消費エネルギー削減効果が期待できる。
約 50％の消費エネルギー削減効果が期待できる。
約 50％の消費エネルギー削減効果が期待できる。
4.9
4.9 生成物の臭気分析
生成物の臭気分析
4.9 生成物の臭気分析
生成物である資源化汚泥と乾燥汚泥の臭気指数
生成物である資源化汚泥と乾燥汚泥の臭気指数を
4.9 生成物の臭気分析
生成物である資源化汚泥と乾燥汚泥の臭気指数
を比較した結果を表－９に示す。これにより，資源
比較した結果を表－９に示す。これにより，資源化
生成物である資源化汚泥と乾燥汚泥の臭気指数
を比較した結果を表－９に示す。これにより，資源
化汚泥は乾燥汚泥と比較して低臭気であり，より有
汚泥は乾燥汚泥と比較して低臭気であり，より有効
化汚泥は乾燥汚泥と比較して低臭気であり，より有
を比較した結果を表－９に示す。これにより，資源
利用価値が高いことを確認した。
効利用価値が高いことを確認した。
効利用価値が高いことを確認した。
化汚泥は乾燥汚泥と比較して低臭気であり，より有
表－９
効利用価値が高いことを確認した。
表－９ 乾燥汚泥と資源化汚泥の臭気指数比較
乾燥汚泥と資源化汚泥の臭気指数比較

表－９ 乾燥汚泥と資源化汚泥の臭気指数比較
対象汚泥
臭気指数
対象汚泥
臭気指数
※1
乾燥汚泥
50
乾燥汚泥と資源化汚泥の臭気指数比較
※1
乾燥汚泥※1
50
資源化汚泥
35
対象汚泥
臭気指数
資源化汚泥 ※1
35

図－11 資源化汚泥の長期保管時の品温トレンド
図－12
図－11 資源化汚泥の長期保管時の品温トレンド
資源化汚泥の長期保管時の品温トレンド

図－11 資源化汚泥の長期保管時の品温トレンド
５．まとめ
５．まとめ
まとめ

5.

 実証実験により，本技術の目標とする性能を確
表－９
䚔
䚔 実証実験により，本技術の目標とする性能を確
実証実験により，本技術の目標とする性能を確
５．まとめ
認できた。
認できた。
認できた。
※1:同一処理場の消化脱水汚泥を原料に対象汚泥を製造
 施肥試験等により，資源化汚泥の肥料としての
※1
䚔
※1:同一処理場の消化脱水汚泥を原料に対象汚泥を製造
䚔 施肥試験等により，資源化汚泥の肥料としての
実証実験により，資源化汚泥の肥料としての
本技術の目標とする性能を確
乾燥汚泥
50
施肥試験等により，
有効性が確認された。
※1
有効性が確認された。
有効性が確認された。
資源化汚泥
35
認できた。 「脱水汚泥の改質による省エ
4.10
䚔䚔 研究結果の詳細は
4.10 生成物の保管性の確認試験
生成物の保管性の確認試験
研究結果の詳細は「脱水汚泥の改質による省エ
4.10

研究結果の詳細は
「脱水汚泥の改質による省エ
生成物の保管性の確認試験
※1:同一処理場の消化脱水汚泥を原料に対象汚泥を製造
 ネルギー資源化技術に関する技術資料」
施肥試験等により，
資源化汚泥の肥料としての
として
生成物である資源化汚泥（未破砕物，破砕物）
生成物である資源化汚泥（未破砕物，破砕物）の
ネルギー資源化技術に関する技術資料」として
ネルギー資源化技術に関する技術資料」として
生成物である資源化汚泥（未破砕物，破砕物）
有効性が確認された。
取りまとめた。
の長期安定性の確認を行った結果を図－11
長期安定性の確認を行った結果を図－12に示
に示す。
取りまとめた。
取りまとめた。
の長期安定性の確認を行った結果を図－11 に示

この報告が全国の処理場の汚泥の有効利用の
す。資源化汚泥（未破砕物，破砕物）は２ヵ月の保
資源化汚泥（未破砕物，破砕物）は２ヵ月の保管期
䚔
4.10 生成物の保管性の確認試験
䚔 この報告が全国の処理場の汚泥の有効利用の参
研究結果の詳細は「脱水汚泥の改質による省エ
 この報告が全国の処理場の汚泥の有効利用の
す。資源化汚泥（未破砕物，破砕物）は２ヵ月の保
考になれば幸いである。
間中において発酵による品温の上昇はなく，外気温
参考になれば幸いである。
管期間中において発酵による品温の上昇はなく，外
ネルギー資源化技術に関する技術資料」として
生成物である資源化汚泥（未破砕物，破砕物）
参考になれば幸いである。
管期間中において発酵による品温の上昇はなく，外
とほぼ同等の温度で推移したことから，長期保管に

取りまとめた。
の長期安定性の確認を行った結果を図－11 に示
●この研究を行ったのは
●この研究に関するお問い合わせは
 ●この研究に関するお問い合わせは
この報告が全国の処理場の汚泥の有効利用の
す。資源化汚泥（未破砕物，破砕物）は２ヵ月の保
●この研究を行ったのは
資源循環研究部長
落
修一
資源循環研究部長
落
修一
●この研究を行ったのは
●この研究に関するお問い合わせは
参考になれば幸いである。落
管期間中において発酵による品温の上昇はなく，外
資源循環研究部長
落
修一
資源循環研究部長
修一

資源循環研究部上席研究役
石田 貴
資源循環研究部長
落
資源循環研究部上席研究役
石田 修一
貴
資源循環研究部総括主任研究員
星野
正明貴
資源循環研究部上席研究役
石田
資源循環研究部総括主任研究員 星野 正明
●この研究を行ったのは
資源循環研究部研究員
資源循環研究部総括主任研究員 和泉
星野 大貴
正明
資源循環研究部研究員
和泉 大貴
資源循環研究部長
落和泉 修一
資源循環研究部研究員
大貴

資源循環研究部上席研究役
石田 貴
資源循環研究部総括主任研究員 星野 正明
資源循環研究部研究員
和泉 大貴
139～144●24_脱水汚泥の改質による省エネルギー.indd

144

資源循環研究部上席研究役

石田 貴

資源循環研究部長
落石田 修一
資源循環研究部上席研究役
貴
資源循環研究部総括主任研究員
星野
正明
資源循環研究部上席研究役
石田
貴
資源循環研究部総括主任研究員 星野 正明
●この研究に関するお問い合わせは
資源循環研究部研究員
和泉
大貴
資源循環研究部総括主任研究員 星野 正明
資源循環研究部研究員
和泉 大貴
資源循環研究部長
資源循環研究部研究員
和泉 落
大貴 修一

（6）
―144― 資源循環研究部上席研究役
（6）

石田 貴
資源循環研究部総括主任研究員 星野 正明
資源循環研究部研究員
和泉 大貴

（6）

2021/01/21

9:18:24

