
    
  

2-(2)-1 低動力型高効率遠心脱水機の導入による 

温室効果ガス削減効果 

 西部第二下水道事務所 新河岸水再生センター 
 スラッジ管理係 吉野武志 

 
1 はじめに 

東京都下水道局では「アースプラン 2010」を掲げ、温室効果ガス削減に向けて技術の向上に

取り組んでいる。処理規模が大きく、他の処理場から汚泥を受け入れている新河岸水再生セン

ターの脱水機としては安定性に優れる遠心脱水機を運用しているが、温室効果ガス削減のため、

電力消費量が少なく高効率の遠心脱水機が求められるようになった。 
このため、当センターでは低動力型高効率遠心脱水機（以下、「低動力型」という。）を平

成 22 年 4 月から運用開始した。昨年のエコスクラムにて報告したとおり、脱水しにくい夏季の

汚泥で取得したデータについて、従来の遠心脱水機に比べて低消費動力、低薬注率、低含水率

ケーキが得られ、温室効果ガスの大幅な削減効果があることを確認した。 
また、降雨前後の大きな変動に対して、より安定運用するために制御方法の見直しやソフト

改造等の対策を実施し、これまでのところ安定した運転が継続できている。 
本稿では平成 22 年度のデータを用いて温室効果ガス削減効果について報告すると共に、安定

運用のための対策内容とその効果について報告する。 

 

2 低動力型の特徴 

低動力型は遠心脱水機の優れた維持管理性 
を維持しながら、図－1 に示す低消費動力、 
低薬注率、低含水率ケーキ機構を付加した新 
しい遠心脱水機である。 

(1)  マルチアングルビーチ 
ビーチ部を二段にすることで固形物に対し 

て常に高い圧密力・圧搾力が働き、低含水率 
ケーキを生産できる。また、従来機に比べて 
低遠心力で低含水率ケーキが得られるため、消費動力を大幅に低下させることが出来る。 

(2)  排出半径の縮小 
脱水ケーキ及び分離液排出半径を小さくすることで、排出時の動力損失を抑えて消費動力を

低下させる。同一遠心力において消費動力は 20%削減可能である。 
(3)  液深がより深く、ボウル容積が大きい 
  固形物の滞留時間が長くなり低含水率ケーキが得られる。 
(4)  ショートコーン 
  ショートコーンは汚泥が回転筒内に供給される際の汚泥層のかく乱を防止し、またフロック

破砕を抑制することで、低薬注率で高い処理性能が得られる。 

 

 

 

 

 
 

図－1 低動力型高効率遠心脱水機の特徴 
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(5)  分離液の液深が深い 
  分離液の液深が深く、固形物の沈降時間を長く確保できるため、高 SS 回収率が得られる。 
(6)  省動力ギヤボックス 
  高減速比のギヤボックスの採用により、差動機にかかる負荷を低減でき、電動機容量を小さ

くすることができる。 

 

 

3 比較調査 

夏季及び冬季に、従来機と低動力型を同条件で運転し、処理性能比較調査を行った。 
3.1 機器仕様 

従来機、低動力型共に標準処理量は 30m3/hである。主電動機/差動機の電動機容量は従来機

が 90kW/30kW、低動力型が 55kW/15kWとなっている。低動力型は主電動機容量が 39%、差

動機容量が 50%低くなっている。詳細を表－1 に示す。 
 

表－1 機器の仕様 

調査対象機 従来機 低動力型 
標準処理量 30m3/h 30m3/h 
主電動機容量 90kW 55kW 
差動機容量 30kW 15kW 
ギヤ比 80 242 

 
3.2 汚泥性状 

汚泥性状を表－2 に示す。TS は汚泥の固形分濃度のことである。VTS/TS は汚泥の有機物量

の指標である。また、繊維状物 100 ﾒｯｼｭは汚泥中の繊維状物質の指標である。一般に、TS 及

び繊維状物 100 ﾒｯｼｭは高いほど汚泥は脱水しやすく、VTS/TS が高いほど脱水しにくい傾向が

ある。 
夏季、冬季の汚泥性状を比較すると、VTS/TS が同程度、TS 及び繊維状物 100 ﾒｯｼｭは夏季が

低い値となっており、夏季の汚泥は脱水しにくく、冬季の汚泥は比較的脱水しやすい傾向と推

測できる。 
 

表－2 汚泥性状 

調査時期 夏季 冬季 
TS 1.53～1.72%(平均 1.61%) 2.31～2.75%(平均 2.50%) 
VTS/TS 79.6～85.2%(平均 83.9%) 83.6～85.6%(平均 84.7%) 
繊維状物 100 ﾒｯｼｭ 7.0～11.9%(平均 9.9%) 12.0～16.4%(平均 14.5%） 

 
 
 



    
  

3.3 調査結果 

3.3.1 遠心力の比較 

夏季、冬季それぞれについて、遠心力とケーキ含水率の関係をそれぞれ図－2、図－3 に示す。

いずれの場合も遠心力を高くするとケーキ含水率は低下傾向を示す。低動力型は従来機と比較

すると低い遠心力で高い脱水性を発揮している。参考として、遠心力 1,600G の時に 5～6%の

ケーキ含水率低減効果が確認された。 
低動力型は脱水性が悪い夏季の汚泥についても従来機に対して低遠心力運転（従来機 2,000G

に対し、低動力型は 1,200G）で、管理値の 77.8%(※1)以下を十分に満足するだけでなく、自

燃域のケーキ含水率 75%(※2)以下を達成することができた。 
 

 
 
3.3.2 薬注率の比較 

夏季、冬季それぞれについて、薬注率とケーキ含水率の関係をそれぞれ図－4、図－5 に示す。

いずれの場合も薬注率を高くするとケーキ含水率は低下傾向を示す。低動力型は従来機に対し

て低遠心力運転（従来機 2,000G に対し、低動力型は 1,200G）で、かつ同一薬注率で 3～5%の

ケーキ含水率を低減した。 

 
 

3.3.3 総合評価 

低動力型の遠心力、消費動力、薬注率の低減効果のまとめを表－3 に、また、脱水機単独で

評価した温室効果ガスの削減効果を表－4 に示す。遠心力が 40～62%低い運転で、消費動力は

50～71%低下する。また、薬注率は 21～45%削減できる。温室効果ガスとして評価すると、約

43%の削減効果となった。 
 

図－2 遠心力とケーキ含水率の関係（夏季） 図－3 遠心力とケーキ含水率の関係（冬季） 

図－4 薬注率とケーキ含水率の関係（夏季） 図－5 薬注率とケーキ含水率の関係（冬季） 



    
  

 

 

 

 

 

 

4 汚泥処理全体の温室効果ガス削減 

新河岸水再生センターでは 7 台の遠心脱水機が稼動中である。仮に全 7 台を低動力型に改良

した場合の汚泥処理全体の温室効果ガス削減効果を考える。  
 また、低動力型は低含水率ケーキが得られるため、自燃域での運転が可能であり、都市ガス

は焼却炉の昇温で使用するだけなので、使用量は 90%程度削減できるものと見込める。前項の

通り電力使用量、高分子凝集剤の使用量も削減可能であり、汚泥処理全体として評価すると、

45%ものCO2排出量を削減することが可能となる。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 新たな運用方法の採用 

当センターの処理区では排除方式が合流式であり、降雨前後では汚泥性状が大きく変動する。

このため、晴天時と降雨時で運転条件を変える必要がある。まず運転条件を自動的に変化させ

るため、差速の制御方法を差速一定制御からトルク一定制御へ変更した。更に遠心力をワンタ

ッチで簡単に変えることができる、遠心力選択システムを降雨前後でより有効活用するように

した。 
また、降雨後でケーキ含水率が急激に低下しているときに、何らかの原因（例えば汚泥ポン

プの軽故障等）で待機運転になると、振動が増幅することが判明した。そこで、待機運転時の

振動防止及び効率的な洗浄方法を行うため、シーケンスの改良を実施した。 
5.1 当センターの汚泥性状 

汚泥性状の変動幅を表－6 に示す。当セ  
ンターは季節及び天気の影響による汚泥  
性状の変動が非常に大きく、脱水機にとっ 
て非常に大きな負荷変動を与えている。実 
際、降雨後に晴天時と同一運転条件で低動 

表－3 低動力型の低減効果 

遠心力 40～62％ 
消費動力 50～71% 
薬注率 21～45% 

 

表－4 低動力型温室効果ガス削減効果 

 従来 低動力型 
温室効果ガス 
(kg-CO2/m3) 

1.47～1.52 0.81～0.87 
（43%減） 

 

表－5 温室効果ガス削減効果内訳（汚泥処理全体） 

名称 
削減前 

(t-CO2/年) 
削減後

(t-CO2/年) 
削減率

(％) 
都市ガス 7,420 742 90 
電力 7,460 6,940 7 
高分子凝集剤 803 579 28 
苛性ソーダ 360 360 0 

計 16,043 8,845 45 

 
図－6 温室効果ガス削減効果 

（汚泥処理全体） 

表－6 汚泥性状の変動幅 

TS 1.5～4.4% 
VTS/TS 79～90% 
繊維状物 100 ﾒｯｼｭ 7～35% 
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力型を運転した場合、ケーキ含水率が 65%近辺になる事がある。 
5.2 汚泥性状変動への対応 

汚泥性状の変動に対応するため、トルク一定制御に変更した。 
(1)  差速一定制御：設定した差速になるように 0.1min-1の精度で自動制御 
(2)  トルク一定制御：差速が自動的に変化して含水率を一定に保つ制御 

 
 

表－7 低動力型の制御方法 

制御方法 制御目的 差速 トルク 含水率 
差速一定制御 差速を一定 一定 変動 変動 
トルク一定制御 含水率を一定 自動で変化 一定 一定 

 
低動力型のトルク、汚泥濃度、差速のトレ 

ンドを図－7 に示す。汚泥濃度の上昇に伴い、 
トルクが上昇している。差速が自動的に大き 
くなり、トルクを一定に保っていることがわ 
かる。トルク一定制御に変更したことにより、 
自動的に差速を変化させてケーキ含水率を所 
定の範囲に保っていることから、トルク一定 
制御の有用性、信頼性を確認した。 

5.3 遠心力選択システム 

遠心力選択システムを図－8 に示す。遠心力選択システ  
ムは、ワンタッチで遠心力を変えることができるシステム  
である。従来機の一部から採用しているシステムであるが、 
従来は変更できる遠心力が固定であったものに対し、低動 
力型の同システムは、遠心力を 3 段階に変更でき、更に対 
応範囲が高いシステムになっている。 

5.4 その他対策 

待機運転時に差速を大きくし、洗浄水を供給するシーケ  
ンスに改造することで機内の固形物排出が促進され、振動  
を抑制した。更に振動モニタを増設し、監視を強化した。 

 
6 おわりに 

低動力型は、低遠心力、低薬注率、低消費動力で低含水率ケーキが得られ、温室効果ガスの

大幅な削減が可能である。併せて、汚泥性状の大きな変動に対応するため、新たな運転方法を

採用する事によって更に安定的な運用が可能になった。 
今後も低動力型を優先号機として運用すると共に、更なる温室効果ガス削減に向けたより高

効率な運転、運用方法の検討に注力をする所存である。 

図－7 低動力型のトレンド 

図－8 遠心力選択システム 
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