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２－３　ふさ収集システム調査

  

施設管理部 施設管理課

関根　泉，鈴木　一雄（現：港湾局），星　智雄

１．はじめに

　下水処理場やポンプ所において沈殿池や導水
渠の水面に発生するふさは，含水率が高いまま

場外に搬出され，埋め立て処分されている。
　このふさを効率的かつ衛生的に減量処理する

ため，当局と東京下水道サービス(株)及び栗田

工業(株)の三者で，平成９，10年度に共同研究
「高温好気性菌を活用したふさ減量化処理技術

の開発」を行った。
　この共同研究で開発されたふさ減量化処理

(処理フローを図－１に示す。）において，ふさ

収集設備の最適なシステム化を目的として，平
成11年度「ふさ収集システム調査」を実施した

ので，この結果について報告する。
　本調査は，ふさ減量化処理技術の実用化のた

め，①　ふさ収集設備のシステム化に関する各

種検討，②　ふさ減量化システムに組込むため
に最適なふさ収集システムの提案，を行った。

図－１　ふさ減量化処理フロー

２．ふさ収集設備のシステム化に関する各種検討
  既設例として吾嬬ポンプ所（写真１・２）

を選択し，ふさ収集設備（図－２）のシステム
化に関する課題の検討を行い，ふさ収集設備の

システム化に必要な機器構成，設備フロー等の

提案を行う。

2.1　ふさ収集設備をシステム化する際の課題
(1)　現場調査

　吾嬬ポンプ所において現場調査を行い，ふ

さ収集設備を自動化する際の課題を見出す。
(2) 現場調査結果

　現場調査により，以下の課題が確認された。
①　ふさ吸引ノズルの動き

②　ふさ移送方法

③　沈砂池の水位及びふさ堆積状態の検知方
法

④　ふさ性状

2.2　ふさ収集設備をシステム化する際の課題に

対する検討
2.2.1　ふさ吸引ノズルの動きの検討

(1) 目的
　ふさを効率良く収集可能とするふさ吸引

ノズルの動きの検討を，現場試験をもとに

行う。
(2) 結果

　ふさ吸引ノズルをリモコンによる操作で
動かし，ふさの吸引状況を確認し，ふさの

吸引ノズルの動きの決定をした。

写真１　吾嬬ポンプ所雨水沈殿池
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写真２　吾嬬ポンプ所ふさ収集装置

図－２　吾嬬ポンプ所既設ふさ収集フロー

　ふさの吸引は簡易なノズルの動きだけで良

好に行えた。ノズルの位置は沈砂池水位-20mm
～-50mmで最も良好にふさを吸引することが

できる。自動化する際のノズルの制御は，「ア．
ふさ収集装置を自動化したときのノズルの動

き」の通りとする。

　また，異物によりノズルが詰まった場合に
も，自動での検知・復帰が可能である。検知・

復帰方法は，「イ．ノズルが詰まった場合の
検知・復帰方法」の通りとする。

ア．ふさ収集装置を自動化したときのノズ

ルの動き

ふさ吸引ノズル

ふさ収集装置

横行

昇降

走行
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イ．ノズルが詰まった場合の検知・復帰方

法

ア）検知方法
ノズルが詰まった場合，スカム分離槽の

真空度が上がる。この真空度の変化を検
知することでノズルの詰まりを検知する。

イ）復帰方法

　ノズルの詰まりが検知された場合，下
記の要領で異物を取除く。

①　ノズルを水面下に沈める。
②　ノズルは勢い良く水を吸引し，スカ

ム分離槽までの配管は満水となる。

③　配管に吸引された水の重みでノズル
の先端部の真空が切れる。

④　ノズルの先端部に異物が詰まってい
る場合，異物の吸引が解ける。ノズル

を上昇させると異物はノズルから離れ

池に落ちる。
　一度で異物が取除かれなくても，この操

作を数回繰り返すことで異物が流され詰ま
りは解消される。

2.2.2　ふさ移送方法の検討
(1) 目的

　スカム分離槽から発酵槽への最適なふさ
移送方法の検討を机上検討及び現場試験に

て行う。

(2) 机上における検討
  有効と思われる図－３～６の四案にて

検討を行った。机上による検討結果は表-
１の通りである。

(3) 現場試験

　机上の検討にて有力と考えられたチュー
ブポンプ（図－７）を用いた移送方法の現

場試験を行った。
 チューブポンプ単独での吸引は効果的で

なかったため，空気圧縮機を組合せ，再度

現場試験を行った。
(4) 結果

①　チューブポンプによるふさ移送
　チューブポンプはふさ中の水分のみを

吸引してしまい，水分を吸い終わるとふ

さを吸わず空気を吸ってしまった。いっ
たん空気を吸うと自吸能力は発揮できず，

ふさを吸うことはできない。しかし，一
度ふさを吸引し，ポンプのチューブ内に

ふさが入り込めば吐出は良好であった。

②　空気圧縮機とチューブポンプの組合せ

による移送

　空気圧縮機による押出し圧力は最大で

0.16MPaであり，チューブポンプへの押込
みは十分であった。試験の観察結果として，

ふさの押込み及びふさ移送は良好であった。

図－３　ポンプ圧送（カッターポンプ使用）案

図－４　ポンプ圧送（破砕機使用）案

図－５　真空吸引案

Ｃ

Ｐ
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図－６　コンベア移送案

2.2.3　沈砂池の水位及びふさ堆積状態の検知方

法の検討
(1) 目的

　ふさ吸引ノズルの高さ位置を沈砂池水位
に合わせ決定するために，沈砂池の水位を

正確に検知する必要がある。

　また，ふさの堆積状態（ふさの厚み）に
合わせて，ふさ収集装置を自動起動，自動

停止させ効率的にふさの収集を行うために，
ふさの堆積状態を検知する必要がある。

　このことから，沈砂池の水位及びふさの

堆積状態を検知するための最適なレベル計

表－１　ふさ移送方法比較検討表
方式 ポンプ圧送

（カッターポンプ）
ポンプ圧送
（破砕機）

真空吸引 コンベア移送

フロー机上検討結果 最も優れると思われる。
使用するポンプは、一軸
ねじ式ポンプ、チューブ
ポンプのどちらでも可能
である。

破砕機、フィーダーを入
れるスペース分、スカム
分離槽を1.5m高い位置に
設置する必要がある。沈
砂池からの実揚程は現状
の最大8.4mから9.9mとな
り、真空ポンプによる沈
砂池からのふさの吸引が
困難となるため、このフ
ローの吾嬬への適応は否
である。

真空ポンプによる移送は
原理として、現状行って
いるバキューム車による
吸引と同じため現場での
調査は行わないものとし
た。

臭気対策が必要。低含水
率のものを扱えない等、
他法に比べ、劣るため現
場調査は、行わないもの
とした。

評価 〇 × 〇 〇

仕様機器 チューブポンプ
(カッターポンプ）

一軸ねじ式ポンプ
(カッターポンプ）

真空ポンプ バケットコンベア

機器概要 ２個の押さえローラーが
特殊ゴム製チューブに沿
って回転摺動し、押しつ
ぶされたチューブの復元
力と両サイドのガイドロ
ーラーにより強制復元さ
せ強い真空吸引力が発生
し、流体を吸い込み、押
さえ、ローラーの押しだ
し力により流体を吐出さ
せる。

ローターとステーターに
より作られる空間が、吸
い込み側と吐出側の間を
間断なく移動しながら継
続的に閉鎖されることに
よって、回転容積移動す
なわち連続吐出を行い、
吸い込み、吐出できる。

真空ポンプにより真空を
発生させ、その力により
対象物を吸引する。吸引
物がポンプに進入しない
ようにするために、真空
に耐えうる分離容器が必
要。また、冷却水、シー
ル水として上水が必要。
真空を利用するため、一
度に１０m異常の高さに吸
い上げることはできな
い。

連続したバケットをチェ
ーンにて連結、牽引する
ことで移送する。固形物
の移送に適する。

安価である ◎ × 〇 △

メンテナンスが容易 〇 〇 〇 △

設置スペースが小さい ◎ ◎ △ △

ランニングコストが低い 〇 〇 △ 〇

実績 〇 ◎ ◎ △

破砕機又はカッターポ
ンプの使用が可能

◎ ◎ 〇 〇

定量性がある 〇 ◎ × △

ふさを送ることが可能 〇 〇 〇 ×

含水率の変動に強い 〇 〇 ◎ ×

自吸能力が強い 〇 〇 ◎ 〇

吐出圧が高い ◎ ◎ × －

机上検討結果 ◎ 〇 △ ×

図－７　チューブポンプ構造図

yda yda
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の形式を机上検討及び現場試験により決定

する。

(2) 机上における検討
  机上にて，沈砂池水位の検知及びふさ

堆積状態の検知に最適な方法を探る。検討
結果は表－２の通りである。

(3) 現場試験

　机上における検討により沈砂池水位検知
用，沈砂池ふさ堆積状態検知用として，最

有力とされた超音波式レベル計を用い，現
場試験を行った。

(4) 結果
　レベル計から水面までの距離，ふさ上面

までの距離及びふさの厚み（水面までの距
離とふさ上面までの距離の差）の測定結果

は図－８．９の通りである。

　沈砂池の水位の測定値はばらつきがある
が，近似線からの誤差は小さく，超音波式

レベル計を用いての沈砂池水位の測定は有
効と言える。

 しかし，ふさの堆積状態の検知は，誤差

が大きく，超音波式レベル計を用いての検
知は実用的でない。

　従って，ふさ吸引ノズルの高さ位置を決

定するために超音波式レベル計を用い，ふ

さ収集の自動制御は，ふさの堆積状態によ
らずタイマーによるものとする。

      図－８　超音波式レベル計での測定結果

表－２　ふさ検出方法比較検討表
方式 差圧式 超音波式 電極式 フリクト式

機器概要 液面が変化することに
よって変化する液注圧
を検出し、液面を測定
する。

センサーから超音波を
発信し、計測物に当た
って反射したエコーと
の時間差から距離を測
定する。

計測物に電極棒を浸漬
し、電極棒間の静電容
量の変化を検知する。

液面が変化することに
よってケーブルで吊り
下げたフロート内のリ
ードスイッチをオン、
オフすることで液位を
検出する。

ｍｍ単位の液位の
変化を連続して測
定可能

◎ ◎ × ×

ふさ上部レベルの
検知

× 〇 × ×

メンテナンス性
〇 ◎ × ×

コスト
〇 △ ◎ 〇

机上検討結果 × 〇 × ×

水位は連続的に検知す
ることができるが、流
れのあるところでは水
流による圧力を受ける
ため精度が落ちる。ま
た、検出部が水中に設
置されるのでメンテナ
ンスがしにくい。

ふさ上部レベルが検知
できる可能性がある。
検出部は、水上に設置
されるためメンテナン
スがしやすい。

mm単位の液位の変化を
連続的に検知すること
ができない。

mm単位の液位の変化を
連続的に検知すること
ができない。
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図－９　ふさの厚みの測定結果

2.2.4　ふさ性状の調査
(1) 目的

　吾嬬ポンプ所の既設ふさ収集設備から採

集したふさの性状を調査し，ふさ収集設備
の容量計算のために必要な含水率，かさ比

重及び，その他発酵の因子となる項目（ノ
ルマルヘキサン含有量，鉱物油含有量，発

熱量他）を測定する。

(2) 結果
　分析項目，分析方法，及び発酵状況を表

－３に示し，ふさ性状の分析結果を表－４，
図－10及び図－11に示す。

 ふさ含水率は，表－４及び図－10から示

すように50～90％であった。平成11年12月

20日のサンプル以外は吾嬬ポンプ所のふさ
限界含水率の87％より低く，高温好気処理

が可能である。
　また，ふさのＮ－ヘキサン抽出物濃度は

表-４及び図－11から示されるように600～

900mg/gDS以下であった。
　高濃度の鉱物油は検出されなかった。

　各分析値とも発酵に良好な数値であった。
ただし，含水率に関しては変動幅が大きい

ため，注意が必要である。

表－３　分析項目及び方法

分析項目 単位 表記法  分析方法

水分  ％ 含水率  105℃24時間乾燥
発熱量 kj/kg 発熱量  発熱量計

DS  (1013-J吉田製作所）
強熱減量 　％ VTS/T  肥料分析法(1992）

S
N-ﾍｷｻﾝ mg/g N-ﾍｷｻ  JIS-K-0102  24.3に準
抽出物 DS ﾝ 拠

 (資料編添付資料Ⅱ
　：分析手順書参照）

鉱物油 mg/g 鉱物油  JIS-K-0102  参考Ⅰ‐
DS １
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表－4　吾嬬ポンプ所のふさ性状

№ サンプリング日 含水率 N-ヘキサン 鉱物油 VTS/TS 発熱量 備考
（％） (mg/gDS) (mg/gDS) （％） (kj/kgDS)

1 H11.11.10 63 574 8 － －

2 H11.11.22 53 653 6 97 35.5

3 H11.12.3 63 599 10 97 36.0

4 H11.12.10 74 693 7 97 35.5

5 H11.12.20 90 640 7 97 35.5

6 H12.1.7 87 790 5 96 35.5

7 H12.1.14 82 626 5 － －

8 H12.1.25 70 － － － －

9 H12.2.7 73 877 ＜１１ 96 35.0

平均値 72 681 7.4 96.7 35.3

yda yda
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図－10　吾嬬ポンプ所におけるふさの含水率

図－11　吾嬬ポンプ所におけるＮ－ヘキサン濃度

2.3　ふさ収集設備の自動化を行う機器構成及び

既設施設との取り合いの検討

　2.2の調査結果をもとに，現状の吾嬬ポンプ
所にふさ減量化設備を設置した場合のふさ収集

設備の構成及びふさ減量化設備を含めた全体シ
ステムについて計画を行った。

　設備フロー，設備概要，配置図，運用を以下

に示す。

2.3.1　設備フロー
  図－12に設備フローを示す。

2.3.2　設備概要
　設備は，ふさ収集設備の他，発酵設備，脱

臭設備等よりなる。各設備の概要は以下の通
りである。

(1) ふさ収集設備

 ふさ収集装置，スカム分離槽，真空ポン
プ及びカッターポンプ，ふさ投入ポンプ，

圧送用空気圧縮機等よりなる。吾嬬ポンプ
所にある四つの水路のうち，ふさ回収装置

の三水路のふさを自動的に回収，発酵槽へ
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図－12　吾嬬ポンプ所ふさ減量化設備フロー
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投入するものである。各機器の概要を以下

に示す。

１）ふさ収集装置
　沈砂池からふさを吸引するための装置

である。
　既設ふさ収集装置を改造，自動化する

ものとする。

２）スカム分離槽
　吸収したふさを分離するためのもので

ある。
　既設スカム分離槽を改造使用するもの

である。

３）真空ポンプ
　真空源としてバキューム車に変え真空

ポンプを使用する。
　真空ポンプの容量は現在使用している

バキューム車の風量20m3/minより大きく

し，26m3/min（45kw）とする。
４）カッターポンプ

　ふさに含まれる異物及び塊になってい
るふさを破砕するためのものである。ビ

ニール類は発酵槽攪拌機に絡まり故障の

原因になる。
５）ふさ投入ポンプ

　ふさを発酵槽に圧送するためのもので
ある。チューブポンプを採用する。

６）圧送用空気圧縮機

　ふさをスカム分離槽からふさ投入ポン
プまで押し出すためのものである。

(2) 発酵設備
　発酵槽，送気ファン，ヒーター等よりな

る。ふさを効率良く発酵させ減量化させる

ためのものである。
(3) 脱臭設備

　発酵槽，コンベア等から発生する臭気を
捕捉し，脱臭するためのものである。

2.3.3　配置
  図－13に配置図を示す。

2.3.4　運用
　提案された設備を用いての運用を以下のよ

うに定める。

①　沈砂池水路終端部のオイルフェンスでふ
さの流出を防ぐと共に，ふさをある程度貯

めふさを厚くする。ふさを厚くすることで，
より低い含水率でのふさの回収が可能とな

る。

②　１日１回程度，タイマーによりふさ回収

装置を起動し，ふさを回収する。ノズルの

動きは自動化し，水路内を上下，左右，前

後に移動するものとする。ノズルの高さ位
置は，超音波式レベル計によって計測され

た沈砂池水位をもとに決定する。
③　ふさ分離槽の液位を検知し，ふさ分離槽

が一杯になったところで吸引を停止する。

吸引用として真空ポンプを新設する。
④　吸引したふさはスカム分離槽に貯留する。

⑤　ふさはそのままスカム分離槽で約1時間
程度沈静させ，上部ふさ，下部排水に分離

させる。排水は，ふさ分離槽の自動弁をタ

イマーで制御し，下部排水を水路へ戻す。
⑥　圧送用空気圧縮機を用いてスカム分離槽

に圧縮空気を送り込み，ふさをふさ投入ポ
ンプまで押し込む。押し込まれたふさは，

ふさ投入ポンプの吐出圧で発酵槽へ送られ

る。ふさ投入ポンプのサクション側にはカ
ッターポンプを取付け，異物を破砕する。

３．ふさ減量化システムに組込むために最適なふ

さ収集システムの提案

　吾嬬ポンプ所における問題点を踏まえ，最善
のふさ収集システムの提案を行う。

3.1　ふさ収集に関わる施設・設備の実態調査

(1) 現場調査

　　施設・設備の問題点を洗い出す目的に，雨
水沈砂池から放流渠までの施設及びスカム除

去設備の現場調査及び資料収集を行う。
(2) 現場調査結果

　　調査の結果，既設の沈砂池及びふさ収集設

備について以下の問題点が見出された。
①　沈砂池が開放であり，臭気対策がなされ

ていない。
②　晴天時は，沈砂池内の流速が遅く，ふさ

が流れて来にくい状態になっている。

③ふさをせき止めているオイルフェンスの設
置位置が高く，沈砂池の水位が低下した場

合，オイルフェンスの下をふさが流れてし
まう。

④　ふさ収集設備は自動化されておらず，経

験を必要とする手動操作が必要である。
⑤　沈砂収集設備は自動化されておらず，経

験を必要とする手動操作が必要である。
⑥　沈砂池に堆積したふさを粉砕する機構が

無いため，固いふさの塊がそのまま流れて

いき，ふさ吸引の際の障害となる。
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図－13　吾嬬ポンプ所ふさ減量化設備配置図
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3.2　ふさ収集に関わる施設・設備の問題点に対

する検討

①　沈砂池の臭気対策
　覆蓋を設置し，臭気の捕捉をし易くする。

ただし，覆蓋設置の場合，既設のような走行
横行式のふさ収集装置，及びジブクレーンに

よる揚砂はできなくなる。

②　晴天時における沈砂池内の流れの改善
　沈砂池を汚水沈砂池と雨水沈砂池に分ける。

汚水池の池幅は狭くする。
　汚水池を分離することで，常時汚水の流入

する池を限定できる。流速があがり，ふさが

流れやすくなる。
③　沈砂池のふさのせき止めの改善

　オイルフェンス位置の変更により調整する
ことでふさの流出は防げる。

④　ふさ収集設備の自動化

　ろ格機と波動式スカム破砕機及びノズル昇
降式スカム吸引装置による自動化を図る。

⑤　沈砂収集設備の自動化
  低圧集砂ノズルによるかき寄せ＋揚砂ポ

ンプによる自動化を図る。

⑥　ふさの粉砕
 沈砂池流入部にろ格機を設置し，スクリー

ンを通ることによりふさの塊を無くす。掻き
揚げたふさは移送の際の障害を防ぐため，ス

クリーンに取付けた簡易な回転式の破砕機で

粉砕する。

3.3　運用
　3.2による検討結果に加え，以下のような運

用を行い，最善のふさ収集を図るものとする。

①　沈砂池を汚水沈砂池と雨水沈砂池とに分け
る。

②　雨水沈砂池の池幅は５ｍ程度とするが，汚
水沈砂池は，ふさの回収を容易にするため，

また，流速を速くするため，２ｍ程度とする。

③　雨水沈砂池は，雨天増水時のみ使用する。
④　晴天時は汚水沈砂池のみ使用し，雨水沈砂

池は水を抜いておく。
⑤　雨水沈砂池の沈砂は晴天時，低圧集砂装置

及び揚砂ポンプで排出する。

⑥　雨水沈砂池のふさは，雨天時においてはオ
イルフェンスで流出を防いでおき，晴天時に

おいて沈砂と一緒に低圧集砂装置及び揚砂ポ
ンプを用いて排出する。

⑦　汚水沈砂池の沈砂は雨水沈砂池と同様に低

圧集砂装置を用いるが，雨水沈砂池のように

池を空けることができないため，汚水沈砂池

は三池設け，内一池は汚水沈砂池沈砂排出時

用の予備とする。なお，予備の汚水沈砂池は
雨水沈砂池としても使用が可能である。

3.4　設備フロー

　3.2及び3.3を全体としてまとめ，ふさ減量化シ

ステムに組込むための最適なふさ収集システムの
提案として，設備フローを図－14に示す。

４．まとめ

　本調査は，平成９，10年度に共同研究を行っ

た「高温好気性菌を活用したふさ減量化処理技
術の開発」で示されたふさ減量化設備を実用化

するための最適なふさ収集システムの検討を目
的とし，①ふさ収集設備のシステム化に関する

各種検討，②ふさ減量化システムに組込むため

に最適なふさ収集システムの提案，の二つを行
った。

(1) 既設ふさ収集設備のシステム化に関する各
種検討

　ふさ収集設備の現状の把握を行い，①ふさ

吸引ノズルの動き，②ふさ移送方法，③沈砂
池の水位（ノズルの高さ位置決定のため）及

びふさ堆積状態（ふさの堆積状態に合わせた
自動運転のため）の検知方法，④ふさ性状，

の４点を自動化のための問題点としてあげ，

調査検討を行った。
　ふさの吸引ノズルの動きは，簡易な動きに

て効率的な収集が可能であり，ふさの移送方
法は，チューブポンプと空気圧縮機を組み合

わせることで確実な移送が可能であった。

　ふさ収集ノズルの高さの位置決めのために
行う沈砂池の水位の把握は，超音波式レベル

計にて対応可能であった。
　ふさの堆積状態の計測は誤差が生じるため，

ふさ収集の自動運転は堆積状態によらず，タ

イマー運転によることとした。
　ふさの性状は，含水率の変動以外は減量化

に適したものであった。
　これらの結果をふまえ，ふさ収集システム

に必要な機器構成及び，既設施設との取り合

いについて検討を行い，最適なふさ減量化シ
ステムの提案（図－10）を行った。

(2) ふさ減量化システムに組込むために最適な
ふさ収集システムの提案

　吾嬬ポンプ所におけるふさ収集に関わる施

設・設備の現状の把握を行い，①沈砂池の臭
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気対策，②晴天時における沈砂池内の流れの

改善，③沈砂池のふさのせき止めの改善④ふ

さ収集設備の自動化，⑤沈砂収集設備の自動
化，⑥ふさの粉砕，が必要であることを見出

し，それぞれの改善策をあげた.。
 この改善策を前提に，ふさ減量化システム

に組込むために最適なふさ収集システムの提

案（図－12)を行った。

５．おわりに

　本調査において，ふさ減量化施設の実用化に向

けた検討手順が成立されたものと考えており，吾
嬬ポンプ所以外におけるふさ減量化においても，

本調査の検討手順の活用が期待される。

図－14　ふさ減量化設備フロー
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