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Ⅲ－５   効率的な汚泥濃度計の開発  
 

計画調整部  技術開発課  
杉山 佳孝，宮澤 裕三 (現 :清瀬処理場 )  

 
１．はじめに  

下水道施設には、下水処理の効率的かつ経済的な運転を目的として、従来より各種水質

計器が利用されている。この中で、汚泥濃度計は、水処理から汚泥処理までの各プロセス

の管理に必要不可欠な機器として導入されている。汚泥濃度計は測定原理別により、超音

波式、マイクロ波式、近赤外光式及び乾燥重量式等の測定方式に分けられる。これらの方

式による汚泥濃度計は、精度は高いが高価で保守頻度の高い機種、保守頻度は低いが精度

や再現性に乏しい機種、あるいは測定対象となる汚泥の種類によって制約を受ける機種な

どそれぞれ一長一短がある。このため、水処理や汚泥処理の各プロセスに組み込まれてい

るものの、積極的に制御に使用されているものが少ないのが現状である。  
一方、効率的でかつ安定的な汚泥処理を行うため、南部スラッジプラント、東部スラッ  

ジプラント等、汚泥処理施設の集約化が進められており､汚泥の長距離輸送が行われるよ

うになってきている。この長距離輸送された汚泥は、時間経過と共に腐敗等による性状変

化が生じ、濃度測定を一層困難なものとしている。  
そこで、本研究では、従来の測定方式とは異なる、レーザの反射光方式に着目した。レ

ーザは、単色光で指向性の極めて強い光であり、被測定物質に照射した時の反射効率が高

い。この特長を活用し、レーザ反射光方式の下水汚泥への適応性について研究開発を行っ

た。  
本共同研究は、平成 12 年度より開始し、平成 13 年度まで実施する予定である。平成 12

年度では、レーザ光式汚泥濃度計に関する各種の基礎調査を実施したので、報告する。 

 

２．概要  
２．１ 目的  

汚泥の性状に影響を受けず、維持管理が容易で、測定精度が高く、かつ廉価な汚泥濃度

計を開発することを目的とした。  
２．２ 研究内容  
(1)各種汚泥の性状及び適用に関わる基礎データの収集 

(2)センサー部の検討・開発 

(3)計測システムの検討・開発 

(4)試作品の開発とフィールドテストによる性能評価 

(5)各種汚泥への適用調査 

２．３ 研究期間  
 平成１２年５月３１日～平成１４年３月２８日  
２．４ 試験場所  
(1)森ケ崎水処理センター汚泥処理工場 

(2)南部スラッジプラント 
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３．レーザ光式汚泥濃度計の測定原理  
３．１ 開発に対する基本的な考え方  
 本研究では、従来の方式とは異なるレーザ光の透過方式、反射方式及び散乱方式並びに

これらの組み合わせを含めて、汚泥濃度計へ適用の可能性について検討を行った。  
 このレーザ光を用いた機器は、バイオ関係で培養中の菌体濃度、増殖速度の測定、制御

等に使用されている。本レーザ光を下水汚泥に適用するに当たり、汚泥の種類、性状、色

などについてどのような挙動を示すか基本的な部分を含めて十分に検証する必要性がある。

また、レーザ光が汚泥に含まれる気泡、導電率などの影響などについても併せて検討する

必要がある。 

 効率的汚泥濃度計を開発するにあたり、その開発目標である高濃度の汚泥濃度までを計

測可能とすることを考慮した結果、レ－ザを光源とした、反射方式を採用するが最も好ま

しいと判断した。 

このレーザ光を用いた方式は、他の方式、例えば白熱電球、He－Neレーザ、ＬＥＤなど

と比較して安定度が高いと考えられ、本研究にて適用が確認され、汚泥濃度計として完成

した場合は、下水処理場全般に適用可能となり、濃度管理による効率的且つ経済的運転が

期待できる。 

３．２ レーザの特長 

反射光  

被測定汚泥粒子  

接液ガラス  

透 過 光  

照射光  レーザは、出力光の位相及び周波数が同一な

光であるため、指向性の鋭い平行光であるとと

もに、スペクトル幅の極めて狭い単色光でもあ

る。レーザは、発光媒体により数種類に分類さ

れるが、このうち半導体レーザは、小型でエネ

ルギー変換効率が高く、長寿命であるという特

長がある。このことから、半導体レーザを応用

した濃度計が開発され、食品や化学工業等に用

いられてきている。この濃度計は、①濃度測定

範囲が広い、②精度が優れている、③被測定物 

の色、導電率、pH 等の影響を受けにくい、

④気泡の影響を受けにくい、⑤価格が安

価であるという特長を持っている。 

３．３ 測定原理及び構成 

基本的な測定原理を図１に示す。レー

ザ光を被測定物質である汚泥に照射する

と、汚泥粒子に当たったレーザ光は反射

する。この反射光を受光素子が受光し、

光信号から電気信号に変換する。受光量

は汚泥粒子の数量と相関を持つため、変

換された電気信号の出力値により汚泥濃

度の計測が可能となる。 

 汚泥粒子が少ない場合（濃度が薄い場

合）は、レーザ光は透過量が多くなり、

反対に反射光は少くなり、受光素子の電  
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電源／出力部  

図２ センサー部構成  

図１ 測定原理  
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気信号は低くなる。  
 また、汚泥粒子が多い場合（汚泥濃度が濃い場合）は、反射光が多くなり透過光は少く、

受光素子の電気信号は高くなる。汚泥粒子の数量に比例して電気信号が得られることを応

用して濃度値として表示することができる。  
 汚泥粒子の色または明るさにより、反射光が変化し（特に明るさに影響が大きい）、汚泥

粒子の形状や大きさによっても反射光が変化するため、センサー感度の選択が必要になる。 
 図２にセンサー部の構成を示す。  
３．４ レーザダイオードの採用  

レーザダイオードは、他の光線と比較して、小型で光源の強度が非常に強く、光の波長

が単色光である。波長による選択性が高いので、再現性がよく、寿命が長いという利点を

持っている。  
 レーザダイオードの特長を他の光源の比較を表１に示す。  
 

表１ レーザダイオードの特長  
項   目 レーザダイオード Ne-He レーザ 白熱電球 ＬＥＤ 

発光強度 大 大 小 中 

大きさ 小型 大型 大型 小型 

発熱量 小 中 非常に大 小 

光波長（波長幅 nm） 単波長±10 単波長±50 350～1000 ±100 

動作周波数 DC～100MHz DC～10KHz DC DC～２KHz 

パルス動作 最良 可能 不可 可能 

光源面積 １㎜ ２㎜ 360 度 ５㎜ 

安定するまでの時間 ３分 ２０分 ６０分 ３分 

寿命 50000h 5000h 1000h 50000h 

価格 廉価 高価 中程度 廉価 

 
４．疑似汚泥を用いた出力試験  
４．１ 目的  
 前節で述べたレーザ光による汚泥濃度測定原理に基づき、レーザ光の受発光部の形状及

び直径が異なる試作器を製作するとともに、焦点距離が異なるレンズを組み合わせて、そ

れぞれについて、擬似汚泥を用いた出力試験を行い、実汚泥による出力試験に用いるセン

サの最適な組み合わせを決定することを目的とした。  
４．２ 各種試作器の検討  
４．２．１ 受発光部の形状  
 レーザの受発光部は、図３に示した５タイプを製作した。また、受発光部の直径は、各

タイプ毎に 5 ㎜、10 ㎜、20 ㎜を製作した。タイプ毎に製作した直径は表２に示す。 

 
 
 
 
 

   Ａ      Ｂ      Ｃ      Ｄ      Ｅ 

 白色部はレーザ発光部、黒色部分はレーザ受光部  

図３ レーザ受発光部  
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図３に示した各形状は表２のように名称    表２ レーザ受発光部の名称  
を付けた。  記号 名  称 受発光部直径 

Ａ 二重丸タイプ（中心光） 5 ㎜、10 ㎜ 

Ｂ 二重丸タイプ（外円光） 5 ㎜、10 ㎜ 

Ｃ 半丸タイプ 5 ㎜、10 ㎜ 

Ｄ ランダムタイプ 5 ㎜、10 ㎜ 

Ｅ ２穴タイプ 20 ㎜ 

４．２．２ 受発光部仕様  
 受発光部の先端は、反射光を効果的に集 

光するためのレンズと平板ガラスの２種類 

を用意した。 

レンズは平凸レンズを用い、受発光部の 

直径に応じて、焦点距離が 10～150mm の 

異なるレンズを準備した。受発光部の直径と焦点距離の組み合わせを表３に示す。 

平板は、外形 10 ㎜φ、板厚 1 ㎜のものを準備した。 

 

表３ 受発光部の直径と焦点距離の組合せ  
焦点距離（㎜）  平板  外形  

㎜φ  １０  ２０  ３０  ８０  １５０  １㎜  

５  ○  ○  －  －  －  －  

１０  －  ○  －  ○  －  ○  

２０  －  －  ○  ○  ○  －  

 注：「○」印の組み合わせについて試験を行い、「－」については実用性を判断し実施しないことにした  

 
４．２．３ 試作器の形状、直径、レンズの組合せ  
 前述の形状、直径及び先端部の仕様より、試験に用いた組み合わせを表４に示す。  
 なお、センサー出力はすべて５mW である。 

 
表４ 組合せ表  

 呼   称 受発光部の形状 先端外径 レンズ焦点距離、平板厚さ 

１ Ａ－ ５－１０ 二重丸（中心光） ５㎜ 焦点距離  １０㎜ 

２ Ａ－ ５－２０ 二重丸（中心光） ５㎜ 焦点距離  ２０㎜ 

３ Ａ－１０－２０ 二重丸（中心光） １０㎜ 焦点距離  ２０㎜ 

４ Ａ－１０－８０ 二重丸（中心光） １０㎜ 焦点距離  ８０㎜ 

５ Ａ－１０－ １ 二重丸（中心光） １０㎜ 平板厚さ   １㎜ 

６ Ｂ－ ５－１０ 二重丸（外円光） ５㎜ 焦点距離  １０㎜ 

７ Ｂ－ ５－２０ 二重丸（外円光） ５㎜ 焦点距離  ２０㎜ 

８ Ｂ－１０－２０ 二重丸（外円光） １０㎜ 焦点距離  ２０㎜ 

９ Ｂ－１０－８０ 二重丸（外円光） １０㎜ 焦点距離  ８０㎜ 

10 Ｂ－１０－ １ 二重丸（外円光） １０㎜ 平板厚さ   １㎜ 

11 Ｃ－ ５－１０ 半丸 ５㎜ 焦点距離  １０㎜ 

12 Ｃ－ ５－２０ 半丸 ５㎜ 焦点距離  ２０㎜ 

13 Ｃ－１０－２０ 半丸 １０㎜ 焦点距離  ２０㎜ 

14 Ｃ－１０－８０ 半丸 １０㎜ 焦点距離  ８０㎜ 

15 Ｃ－１０－ １ 半丸 １０㎜ 平板厚さ   １㎜ 

16 Ｄ－ ５－１０ ランダム ５㎜ 焦点距離  １０㎜ 

17 Ｄ－ ５－２０ ランダム ５㎜ 焦点距離  ２０㎜ 

18 Ｄ－１０－２０ ランダム １０㎜ 焦点距離  ２０㎜ 

19 Ｄ－１０－８０ ランダム １０㎜ 焦点距離  ８０㎜ 

20 Ｄ－１０－ １ ランダム １０㎜ 平板厚さ   １㎜ 

21 Ｅ－２０－３０ 二穴 ２０㎜ 焦点距離  ３０㎜ 

22 Ｅ－２０－８０ 二穴 ２０㎜ 焦点距離  ８０㎜ 

23 Ｅ－２０－150 二穴 ２０㎜ 焦点距離 １５０㎜ 
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記録計 ビーカ

センサ

遮光用暗幕

スターラ

異なるタイプの各種試作器を用い、イース

ト菌を擬似汚泥として試験を行った。試験は

まず、試料液のイースト菌濃度が 20％となる

ように調整した。この 20％は、レーザ光の測

定可能な最大濃度より定めた。次に、この試

料液を水道水で希釈することにより、10％、

5％、2.5％、1.25％、0.63％、0.31％の異な

る濃度の試料液を調整し、この各試料液の入

った容器に試作器のセンサプローブ部を入れ、

出力電圧値を計測した。各々の試料液の実濃

度は、蒸発乾燥することにより求めた。 

図４ 試験装置フロー   試験装置フローを図４に示す。 

４．４ 試験結果  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

各
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た。

 焦

れに

てい

低

出力

のセ
種タイプの試作器による測定結果の

ものを図５・６・７に示す。  
端部に装着したレンズの焦点距離に関

く、半丸タイプ、外円光二重丸タイプ

中心光二重丸タイプは、擬似汚泥濃度

する出力に大きな変化は見られなかっ

 

点距離の変化及び平板に関して、いず

も濃度に対して出力変化が顕著に現れ

たものは、ランダムタイプであった。 

濃度から高濃度までの範囲で、濃度と

電圧値との相関が最も高かったタイプ  
ンサーは、受発光部の配列ではランダ  

図５ 外径 5 ㎜、焦点距離 10 ㎜の 

センサー形状別疑似汚泥濃度試験結果 
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ムタイプ、先端外径ではφ10mm、接液部

は平板ガラスの試作器であった。 

 ランザムタイプを用いた各種組み合わ

せに対する試験結果を図 8 に示す。 

以上の結果を総合的に判断し、形状は

ランダムタイプ、センサーの径は１０㎜、

先端部に１㎜の平板を装着したものに対

して、次の段階である実際の汚泥による

出力試験を行った。 

 
５．実汚泥を用いた濃度測定試験  
５．１ 目的  
 前節で述べた、擬似汚泥を用いた試験結果に基づき、受発光部形状に「ランダムタイプ」

を用いて、実汚泥による出力確認試験を行うことを目的とした。  
５．２ センサー仕様  
 試験に用いたセンサーの仕様は表５の  
とおりである。なお、センサーの出力は、

擬似汚泥出力試験に使用した５mW に加え、

汚泥であることを考慮し、測定感度を高め

るため、10mW のセンサーも準備した。  
５．３ 試験対象汚泥  
 試験対象汚泥は、次のとおりである。 

(1)森ケ崎水処理センター：余剰汚泥、余剰機械濃縮汚泥、一沈引抜汚泥、 

貯留汚泥（※１注記）、洗浄汚泥、送泥汚泥 

 (2)南部スラッジプラント：機械濃縮汚泥、重力濃縮汚泥、脱水機供給汚泥 

  注記：※１．貯留汚泥とは、濃縮生汚泥と消化汚泥の混合汚泥であり、混合比率は一定ではない。 

５．４ 試験方法  
  擬似汚泥出力試験で最も相関の高かったランダムタイプを用い、実汚泥による試験を行

った。試験は、採取した汚泥の原濃度、原汚泥を分離液または上澄水（機械濃縮汚泥は分

離液、その他は重力沈降後の上澄水を使用）で 1.25 倍、1.5 倍、2 倍、3 倍、4 倍、5 倍に

希釈し、試料液の濃度を、試作器で測定す

ることにより実施した。実濃度は、擬似汚

泥出力試験の場合と同様に、蒸発乾燥する

ことにより求めた。 

５．５ 試験結果  
試験の結果、濃度と出力電圧値の相関が

極めて高かったのは、余剰汚泥と機械濃縮

汚泥であった。次いで相関が良好であった

のは、一沈引抜汚泥と送泥用の混合汚泥で

あった。逆に、相関の認められなかったの

は、消化工程後に洗浄した洗浄汚泥であっ

た。センサー出力では、各汚泥に対して出

センサー名称  形 状  出 力  平板  

№１センサー  ランダムタイプ  10mW １㎜  

№２センサー  ランダムタイプ  5mW １㎜  
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(
Ｖ

)
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図８ ランダムタイプによる  
試験結果  

表５  センサー仕様  
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出力：５mW

出力：10mW

図９ 余剰汚泥の濃度と出力電圧値  



201 

力が異なるセンサーを用いた比較試験を行ったが、いずれの場合においても出力 10mW の方

が、濃度に対する電圧値が直線性を示していることが確認された。これは、測定対象汚泥

の粒子の色に関係しているものと考えられる。すなわち、汚泥粒子は黒色系の色を呈して

おり、センサー出力が小さいと照射した光が汚泥粒子に吸収されてしまうと判断できる。

そのため、大きな出力をもったものが有効に作用しているものと思われる。よって 10mW

の方が感度が高く良好な相関特性を示したため、今後は測定感度を高めるため、10mW のセ

ンサーを用いることとした。図９に余剰汚泥の試験結果例を示す。 

さらに、測定対象汚泥によって、測定が可能なものと困難なものに分類できることが判

った。汚泥の種類とセンサーの出力による測定性をまとめた結果を表６に示す。  
 
表６ センサー出力と測定性  

               

記号説明：◎；出力差が大きく再現性がある  

     ○；出力差は大きくないが再現性がある  

     △；出力差はあるものの再現性に乏しい  

     ×；出力差および再現性がない  

  
 
 

 
６．実汚泥を用いた連続濃度測定試験  
６．１ 目的  
 開発したセンサー部の実汚泥による試験結果を基に、低濃度から高濃度の各種汚泥を対

象に、小規模の試験設備を用いた試験を行い、必要な機器仕様を決定することを目的とし

た。  
６．２ 試験対象汚泥  

(1)森ケ崎水処理センター：余剰機械濃縮汚泥 

(2)南部スラッジプラント：脱水機供給汚泥 

６．３ 試験方法  
 余剰機械濃縮汚泥及び脱水機供給汚泥

を対象に、小型試験装置を用いた連続試

験を行った。この試験装置は、ポンプに

より汚泥を循環させ、ヘッダー管に取り

付けたセンサーで濃度を計測するもので

ある。図 10 にその測定フローを示す。試

験は、次に示す方法により、濃度を変化

させて実施した。なお実濃度は、蒸発乾

燥することにより求めた。 

(1) 原汚泥濃度から低濃度へ 

原汚泥をタンクに入れて循環し、濃度

を計測した。次に、ドレンより汚泥を少

量抜き、同量の水道水をタンクに加え濃

（7） 

センサー出力 
測定対象汚泥 

5mＷ 10mＷ 

森ケ崎：余剰汚泥 ◎ ◎ 

森ケ崎：余剰機械濃縮汚泥 ◎ ◎ 

森ケ崎：一沈引抜汚泥 × ○ 

森ヶ崎：貯留汚泥 × × 

森ヶ崎：洗浄汚泥 × × 

森ヶ崎：送泥汚泥 ○ ○ 

南部プラ：機械濃縮汚泥 ○ ○ 

南部プラ：重力濃縮汚泥 × △ 

南部プラ：脱水機供給汚泥 △ ○ 

図 10 循環試験測定フロー 

リターン弁

センサー

ヘッダー管

タンク

ドレーン

元弁 ポンプ

水道水
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度を計測した。この作業を順次行い、濃度を徐々に下げていった。 

(2) 低濃度から原汚泥濃度へ 

水道水をタンクの 1／3 程度、原汚泥を 2／3 程度入れて循環し、濃度を計測した。次に 

ドレンより汚泥を少量抜き、同量の原汚泥をタンクに加え濃度を計測した。順次この作業

を行い、濃度を徐々に上げていった。 

６．４ 試験結果  
  連続試験の結果、余剰機械濃縮汚泥及び脱水機供給汚泥ともに、良好な相関特性を確認

することができた。余剰機械濃縮汚泥の測定結果例を図 11 に、脱水機供給汚泥の測定結

果例を図 12 に示す。この図からも明らかなように、汚泥濃度と出力電圧値との相関は極

めて高く、再現性のある結果が得られた｡ 
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図 11 機械濃縮汚泥の濃度と出力電圧値 

７．計測器の検討  
前述のように、センサー部の開発に始まり、

汚泥による出力確認試験、さらにバッチ連続試

その結果、レーザを測定原理とする汚泥濃度計

ここまで得られた結果を基にセンサー部、表示

(1)センサー部仕様 

光源     半導体レーザーダイオー

   波長        650ｎｍ 

   出力  10ｍＷ 

ガラス板 サファイアガラス 1.

     光ファイバー ガラスファイバー 

   測定濃度      0～10％ ＤＣ１

材質  接液部 SUS316 及びガ

   本体 SUS304 

 (2)表示部仕様 

   表示     ４桁０～10.00% 

   電源     AC100～240V 

 

（8）
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図 12 脱水機供給汚泥の濃度と出力電圧値 

それを用いて擬似汚泥による確認試験、実

験を行い、センサーの特性を把握してきた。

に必要な仕様を得ることができた。以下に

部等の基本仕様を記述する。 

ド 

0ｔ テフロンコート 

～５Ｖ） 

ラス  
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８．まとめ  
(1)レーザの発光部、受光部の形状を数種類考案し、擬似汚泥を用いた試験の結果、ランダ

ムタイプが最も効果的であることが判った。 

(2)これと並行して行った試験により、先端部は平板ガラスが好ましいことも判った。 

(3)レーザの出力は、黒色系の汚泥を考慮して 10ｍＷが適切であると判断した。 

(4)濃度計としての基本であるスラリー中の粒子の大きさ、形状の影響を考慮した機能を考

慮しなければならないことが判った。 

(5)様々な汚泥の中で、比較的測定しやすいもの、逆に非常に困難なものとに分類すること

ができた。 

 
９．今後の課題 

(1)前項６で測定が困難な汚泥に対しては、平成 13 年度のテーマとして取り上げる。 

(2)試作器を製作し、森ケ崎水処理センター及び南部スラッジプラントの汚泥を対象に、長

期の測定安定性を課題にした試験を行う。 

(3)センサーの汚染防止は、測定場所や測定対象汚泥にかかわらず、汚泥を扱う機器に対す

る重要且つ基本的な課題である。平成 13 年度に予定されている長期確認試験の課題として

取り上げ、基本仕様へ加えるべく対策をまとめていく。 

 
１０．おわりに  
本研究により、汚泥の濃度測定に適用可能な汚泥濃度計を開発することができた。この

研究では、比較的低濃度の汚泥を対象としたが、今後はさらに、本濃度計の実用化を目指

し、測定対象とする汚泥の適用範囲の拡大、長期のフィールド試験による安定性の確認及

び設置環境に対する耐久性の検討等を行い、精度が高く、長期安定性に優れた汚泥濃度計

の開発を進めていく考えである。  
なお、本共同研究は、東京都下水道局と、東京都下水道サービス株式会社、オルガノ株  

式会社、巴工業株式会社、株式会社明電舎、株式会社オートマチックシステムリサーチ、

芝浦システム株式会社との間の共同研究として実施しているものである。  

（9） 




