
 

 

3-(1)-2 混合汚泥に対する二重円筒加圧脱水機の脱水性能について 

 
流域下水道本部技術部施設管理課 鈴木 勝 

                                                  (現施設管理部施設保全課) 
1． はじめに 

従来下水道局では汚泥処理施設の脱水設備として主に遠心脱水機が採用されてきた。遠心脱

水機は、維持管理性や操作性に優れており、当局の水再生センターのように多様かつ大量の汚

泥を処理する施設に適していた。3) 
しかし 近では、コスト縮減や地球環境保全へのニーズの高まりから、遠心脱水機に代わる

脱水性能と省エネルギー性を両立させた汚泥脱水機が求められるようになっている。中でもス

クリュープレス脱水機や回転加圧脱水機等の金属ろ材脱水機はこの点で優れており、当局での

採用も検討されてきた。 
今回報告する「二重円筒加圧脱水機」(以下、「本脱水機」という)は、金属ろ材脱水機の一種

で、脱水汚泥の低含水率化、省エネルギー性、縦型配置構造等を特徴としている。当課では、

本脱水機の実機規模での脱水性能及び当局における実用化の可能性について検証するため、共

同研究を実施した。その内容を報告す

る。 
2． 構造・原理 

2.1 構造・原理 
図 1 に本脱水機の基本構造を示

す。同心配置された大小２つの金属

製円筒ろ材（以下、「内筒スクリー

ン・外筒スクリーン」という）、ス

パイラル板および背圧板により構

成される。内外筒スクリーンは、同

方向、同角速度で回転し、挟み込ん

だ汚泥を円周方向に搬送する。一方、

スパイラル板は、内外筒間に位置し、

上部で固定されており回転しない。 
 
※補足説明：ろ過面積とろ過速度(kg-DS/m2･h)について 

本脱水機のサイズは、外筒ろ過面積(m2)で示す。これにろ過速度(kg-DS/m2･h) を掛

けることにより、時間当たりの処理量(kg-DS/h)を算出できる。例えば、5.0m2 機で、

濃度 3.5%の汚泥をろ過速度 140 kg-DS/m2･h で処理する場合、140×(100/3.5)=4t/m2･

h、4 t/m2･h×5.0m2=20t/h(=m3/h)となる。(汚泥 1t=1m3 とする) 
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図 1 基本構造 
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2.2 脱水機構 

図 2 に内部構造を示す。脱水機下部より投

入された濃縮汚泥は，以下の３つのゾーンを

経て脱水される。 
2.2.1  ろ過濃縮ゾーン 

高分子凝集剤により凝集された汚泥   

は、汚泥供給ポンプにより機器下部の汚泥

投入管よりスパイラル板に圧入される。充

填された汚泥は汚泥供給ポンプの圧入圧

(MAX50kPa)をろ過差圧として内外筒ス

クリーンでろ過濃縮される。 
2.2.2 圧搾脱水ゾーン 

ろ過濃縮された汚泥は、粘性が上昇し

流動性を失って半固形物状となる。このた

め、内外筒と汚泥の間に摩擦が生じ、回転

する内外筒に挟まれスパイラルに沿って

円周方向の搬送作用を受ける。これを両面搬送という。両面搬送とスパイラルの間に生じ

る干渉により汚泥には大きなせん断効果が与えられ、脱水される。 
2.2.3 背圧ゾーン 

背圧板は汚泥の排出面積を減少させることで更に高いせん断および圧搾効果を生じさ

せる。この工程により、高い内圧（MAX150～200kPa）にて汚泥を脱水し排出する。 
2.3 特徴 

2.3.1 汚泥の低含水率化が容易 
本脱水機は、スクリーン両面ろ過及びスクリーン両面搬送の機構を有しているため、

既存の脱水機と比べて脱水汚泥の低含水率化が容易である。 
2.3.2 設置面積が小さい 

本脱水機は、縦型配置であるため、脱水機の必要設置面積が小さい。また、設置架台

を簡素化できるため、高さも既存の遠心脱水機とほぼ同等である。このため、建設費の縮

減やスペースの有効利用が図れる。 
2.3.3  所用動力が小さい 

脱水中の内外筒スクリーンの回転数は 0.3～1.5min-1 と低速回転であるため、消費動力

を低減できる。 
2.3.4 補修が容易 

遠心脱水機と比べて部品の組み立て精度を要しないため、現場でのオーバーホールが

可能であり、設備補修費を縮減できる。 
2.3.5 柔軟な運転対応が可能 

処理量重視の運転から含水率重視の運転まで、幅広い範囲で任意の運転方法を選択で

きる。 
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2.4 運転方法 
 2.4.1 処理フロー 

本脱水機の処理フローは

図 3 に示すとおり、一般的

な汚泥脱水機とほぼ同じで

ある。脱水機の前段に凝集混

和槽が設置されており、ここ

で高分子凝集剤と濃縮汚泥

を混合し凝集フロックを形

成する。凝集混和槽は圧力タ

ンクになっており、汚泥はそ

の圧力で脱水機本体に圧入

される。凝集混和槽内の圧力

は汚泥供給ポンプの回転数

によって制御される。 
2.4.2 制御方法 

本脱水機は、以下の 3 つの方法で自動制御する。 
(1)圧入圧力一定制御 

脱水機への汚泥投入圧力が一定となるように汚泥供給ポンプの吐出量を調整する制

御。脱水機下部の汚泥配管に取り付けられた圧力伝送器で脱水機への汚泥投入圧力を

検出し、圧力が一定となるように汚泥供給ポンプの回転速度指令を出力する。 
(2)薬注比例制御 

脱水機に供給される汚泥に対し，一定の薬注率となるように薬品供給流量を調整す

る制御。汚泥流量計，汚泥濃度計の数値を制御盤に取り込んで固形物量(kg-DS)を演

算し，それに対する薬品の注入率が一定となるように薬品供給ポンプの回転数を調節

する。 
(3)含水率一定制御 

本脱水機は、内外筒駆動機のトルクと含水率に一定の相関性が確認されている。こ

の原理を利用して、駆動機のトルクで脱水汚泥含水率を検出し、一定の含水率になる

ようにスクリーン回転数を制御する方法である。この方法は現在試験段階で本研究で

は用いなかったが、本脱水機の弱点である急激な汚泥性状の変化に対する応答性の改

善に効果が期待できる。 
 2.4.3 運転操作因子 

本脱水機の脱水性能に影響を及ぼす運転操作因子及び操作因子を操作(上昇)させた場

合の傾向を表 1 に示す。 

図 3 処理フロー 
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3． 研究の概要 

3.1 研究目的 
多摩川上流水再生センターの濃縮汚泥を対象とした本脱水機の性能把握と、省エネルギー

性、省スペース性の評価を実用規模で検証すること。 
3.2 経緯 

本脱水機については、(財)下水道新技術推進機構において 2 年間にわたって共同研究が実

施され、平成 20 年 5 月には成果証明書が発行されている。この研究は、主に脱水汚泥の低

含水率化を目指したもので、その研究成果として図 4 の「標準性能」が設定された。2) 
一方、当局における実用化にあたって

は、上の研究成果に加え、以下の課題を

クリアする必要がある。 
(1)十分な処理能力(処理量) 

汚泥脱水機の更新は 1,2 台単位で

行われることが多いため、全台の更新

が完了するまでは、既設脱水機と混在

して運転することになる。この場合、

低含水率化できても既設脱水機と同

等の処理量が確保できないと運転が

煩雑になるため、十分な処理能力を確

保する必要がある。 
(2)良好な応答性 

汚泥の性状は、天候や水質、汚泥

の長距離輸送などによって急激に変

化することがある。そうした変動にも追随できる応答性を有する必要がある。 
3.3 研究目標 

3.2 で述べた理由により、本研究では新たに以下の目標を設定した。(図 4「研究目標」) 
 研究目標 A：既設遠心脱水機と同等の含水率 78%のとき、ろ過速度 140kg-DS/m2･h(5.0m2

機で約 20m3/h 相当)の汚泥を処理できる。 
 研究目標 B：後段の汚泥搬送設備(圧送ポンプ)で搬送できる最低の含水率 75%のとき、

100kg-DS/m2･h(5.0m2 機で約 14m3/h 相当)の汚泥を処理できる。 
 目標 A、B いずれにおいても SS 回収率 95%以上とする。 

3.4 研究期間 
平成 19 年 7 月 27 日から平成 20 年 7 月 31 日まで 

図 4 標準性能と研究目標 

表１ 二重円筒加圧脱水機の運転操作因子 
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3.5 研究フィールド 
 3.5.1 フィールドの概要 

東京都下水道局流域下 

水道本部 多摩川上流水再

生センター(分流式) 
・下水処理量：164,936m3/

日(平成 19 年度実績) 
・汚泥処理量：7,887m3/

日(    〃    ) 
・脱水汚泥発生量：149t/

日(    〃    ) 
 3.5.2 汚泥処理施設の概要 

多摩川上流水再生センタ

ー汚泥処理フローを図 5 に

示す。 
 3.5.3 フィールドの汚泥性状 

多摩川上流水再生センターの汚泥の特徴は以下のとおりである。 
(1) 全国的な傾向からすると、分流式下水処理場の混合生濃縮汚泥としては繊維質が多く、

比較的脱水性の良い汚泥と言える。 
(2)夏季の汚泥は、腐敗傾向がみられるものの脱水性が悪化するほどのものではない。 
(3)冬季の汚泥は、有機分が高く脱水性が悪化する傾向がある。 
(4)一沈汚泥と余剰汚泥の比は通常 7：3 程度であるが、水処理運転管理の都合上、遠心濃

縮機の運転台数を変更した場合や、天候、工事等の事情によって 5：5 程度まで変動す

ることがある。 
(5)八王子水再生センターから汚泥を受け入れる際、連絡管内に残留している腐敗した汚泥

の影響を受けることがある。 
3.6 実験機仕様 

実験に用いた二重円筒加圧脱水機の仕様を表 2 に示す。 
本研究は実機規模での脱水性能の検証を目的としているため、5.0m2 機をメインとして用

いる。併用する 1.5m2 機は、パイロット機として随時基礎データの収集に使用する。これは、

初期の調整段階において大型機で実験を行うと汚泥処理施設に与える影響が大きいためで

ある。なお、実験機の電動機は、通常より大容量のものを使用している。 
表 2 実験機の仕様 

型式  1.5m2 機 二重円筒加圧脱水機  

円筒スクリーン  φ500mm×1000mmH(外筒ろ過面積 1.5m2) 

外形寸法(mm) 
2000W*2000L*3200H(ユニット) 
1500W*1500L*3000H(本体) 

駆動用電動機  外筒スクリーン用：7.5kW／内筒スクリーン用：3.7kW 

 
 

図 5 多摩川上流水再生センター汚泥処理フロー 
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型式  5.0m2 機 二重円筒加圧脱水機  

円筒スクリーン  φ800mm×2000mmH(外筒ろ過面積 5m2) 

外形寸法(mm) 2020W*2020L*5550H 

駆動用電動機  外筒スクリーン用：22kW／内筒スクリーン用：15kW 

3.7 実験方法 
 四季を通じて実験を行い、各季の汚泥性状に対応できることを確認する。 
 1.5m2 機による実験データに基づき、5.0m2 機でスケールアップ検証を行う。 
 24 時間連続運転を行い、安定性の検証を行う。 

4． 研究結果 

4.1 薬注率 
本研究では、フィールドで使用されている薬品とほぼ同等の高分子凝集剤(高カチオン)を

使用した。四季調査の結果を図 6
に示す。 

 
目標 A： 適薬注率(0.8~1.0%)

と低薬注率(0.6~0.8%)において

良好な脱水性能を確認した。この

結果より、目標 A では低薬注率

で運転できることが分かった。 
目標 B： 適薬注率では良好な

脱水性能が確認できたが、低薬注

率では、目標性能を逸脱する傾向

が見られた。このため、目標 B
では、 適薬注率で運転すること

とした。 

図 6 四季調査結果まとめ 
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図 7   5m2 機と 1.5m2 機の脱水性能

◆5m2 機_含水率■5m2 機 SS 回収率  
1.5m2 機_含水率(四季代表データ) 

※脱水汚泥含水率の研究目標の達成率

 研究目標  
    含水率  
     SS 回収率
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なお、1.5m2 機、5.0m2 機とも同様の傾向が確認された。 
4.2 処理量・含水率 

処理量及び含水率の結果を図 7 に示す。 
目標 A：1.5m2・5.0m2 機とも、含水率 78%のとき、ろ過速度 140kg-DS/m2･h を達成し

た。 
目標 B：1.5m2・5.0m2 機とも、含水率 75%のとき、ろ過速度 100kg-DS/m2･h を達成し

た。なお、図 7 では 1.5m2 機のデータは四季代表データをポイントしているのに対し、5.0m2

機のデータは春季データのみとなっている。その理由については(3)で述べる。 
4.3 SS 回収率 

1.5m2 機の SS 回収率は、図 6､7 のとおりどの運転条件でも常に目標とした 95%以上を達

成した。 
5.0m2 機の SS 回収率は、夏季から冬季試験において目標 A では常に 95%以上の回収率を

達成したものの、目標 B では 95%以下となることが多かった。このため、夏季から冬季試

験中は運転操作によって回収率の向上を目指したが、目標を達成できなかった。 
そこで、春季試験では、外筒・内筒スクリーンの目幅の変更(細孔化)を行った。(表 3)そ

の結果、SS 回収率が改善され、目標性能を達成することができた。なお、細孔化後のスク

リーンを 1.5m2 機に取り付けて実験したところ、問題なく運転することができた。 
表 3 細孔化前後のスクリーン目幅 

機種  細孔化前  細孔化後  

スクリーン目幅（mm）  φ0.6、0.6、0.35、0.28 φ0.48、0.35、0.35、0.28 

※スクリーン目幅は機器下部～上部にかけてのろ材の孔径で表記する。  

下水道新技術推進機構の研究結果よれば、本脱水機は単純なスケールアップが可能とされ

ており、本研究においても実験前はそのようになるものと考えられた。しかし、実際には

SS 回収率においては単純なスケールアップが成立しなかった。その理由として以下の点が

考えられる。 
  (1)圧入圧力の影響 

3.2 で述べた実験条件の違いから、本研究では比較的高い圧入圧力を設定して運転する

こととなった。特に目標 B ではこの傾向が顕著なため、SS 回収率が悪化しやすい条件下

での実験となった。 
(2)スクリーン回転数の影響 

研究目標のろ過速度は、100～140kg-ds/h･m2 で、標準性能値(39～116kg-ds/h･m2)よ
り大きく、通常よりも速いスクリーン回転数で運転することとなった。このため、大型機

と小型機の回転数の差が相対的に大きくなり、変更前のろ材構成では、高処理量において

特に初段部（ろ過濃縮ゾーン）における SS 分の流出が顕著であった。 
(3)汚泥性状の変動に対する応答性 

一般に、ろ過式脱水機は遠心脱水機に比べて汚泥性状の変動に対する応答性が悪いと

言われている。そこで、本研究では、脱水機の 24 時間連続運転を実施し、応答性の検証

を行った。その結果を図 8、9 に示す。 
この結果より、応答性については遠心脱水機に比べ若干劣ることが確認されたが、実

験中供給汚泥濃度が大きく変動したにもかかわらず、本脱水機の含水率は約 80%以上の

データが±2％以内にとどまり、運転上支障の無い範囲であった。なお、今回の実験では
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薬注率比例制御と圧入圧力一定制御の併用制御を行っているが、含水率一定制御を加える

ことにより、応答性の改善が期待できる。 

 
4.4 消費電力 

本研究での実績をもとに、

既設遠心脱水機(20m3/h)と
本脱水機を同一条件下で運

転した場合の消費電力量を

試算した。その結果を図 10
に示す。本脱水機の消費電力

は、内筒スクリーン駆動用電

動機、外筒スクリーン駆動電

動機、凝集混和槽撹拌機電動
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図 8 連続運転結果_研究目標 A(5ｍ2 機)

図 9 連続運転結果_研究目標Ｂ(5ｍ2 機)

図 10 処理量あたりの消費電力比較 
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機の消費電力の合計とした。 
4.5 設置スペース 

実験機(5.0m2 機)の設置面積(点検架台、凝集混和槽等含む)は約 16m2 で、遠心脱水機

(20m3/h 機)の 76m2 に比べ約 80%小さかった。実験機の高さは 5.85m(補修に必要な維持管

理スペース含む)で、遠心脱水機の 5.35m に比べやや高いものの、設置に支障のない範囲で

あった。床面にかかる荷重は、設置架台に本体をつりさげる構造で分散できるので、問題な

く設置できた。 
4.6 コスト試算結果 

本研究での実績をも

とに、既設遠心脱水機

(20m3/h)とのコスト試

算を行った。その結果を

図 11 に示す。 
トータルでは、目標

A,B とも約 30%のコス

ト縮減が見込まれた。そ

の内訳は次のとおりで

ある。 
建設費は、約 50%の

低減が見込まれる。これ

は、本脱水機が低速回転

機器であり、遠心脱水機ほどの精度を要しないこと、また、設置スペースの縮小、点検架台

の簡素化等の要因による。 
維持管理費は、12~17%程度の低減が見込まれる。電力購入費及び設備補修費は、目標 A,B

ともに大幅に低減される。

汚泥焼却設備における補

助燃料購入費は、目標 A
ではほぼ同等、目標 B で

は大幅減となる。一方、薬

品購入費は、目標 A で若

干増、目標 B で大幅増と

なる。 
4.7 温室効果ガス(GHGs) 
排出量試算結果 

本研究での実績をもと

に、既設遠心脱水機

(20m3/h)との GHGs 排出

量の比較を行った。その結果を図 12 に示す。 
目標 A においては、遠心脱水機とほぼ同等となる。これは、電力由来分は削減されるも

のの、薬品由来分が増加するためである。 
目標 B では、遠心脱水機より約 37%の削減が可能である。これは、主に含水率の低減に

図 11 コスト試算結果 

図 12 GHGs 排出量試算結果 
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よる後段の汚泥焼却炉での補助燃料削減によるものである。 
5． まとめ 

本研究を通して、二重円筒加圧脱水機について以下の知見を得ることができた。 
(1)目標 A,B ともに当初の目標を達成したことにより、遠心脱水機の代替として実用可能な機

器であることが確認された。 
(2)処理量重視－含水率重視運転のいずれにも柔軟に対応可能であることを確認した。 

既設遠心脱水機に対し、コスト縮減、温室効果ガス排出量削減の点で優位であることが確

認された。 
(3)維持管理費縮減及び温室効果ガス排出量削減については、目標 A より目標 B のほうが効

果的であることが確認された。搬送設備や汚泥処理量等の問題を解決できれば、できる限

り低含水率で運転することが望ましい。 
(4)薬注率、汚泥処理量、含水率等については単純なスケールアップが成立するが、SS 回収

率は成立しない場合がある。大型機を導入する場合は、スクリーン目幅を慎重に選定する

必要がある。 
(5)本研究は、流域下水道における汚泥を対象にしたものである。難脱水性汚泥を対象とする

場合は、別途検討する必要がある。 
6． おわりに 

今回の研究に際して比較した遠心脱水機は、平成 17 年度に多摩川上流水再生センターに設

置された「直胴型遠心脱水機」である。 新の遠心脱水機はさらなる低動力化等の改良が加え

られており、現時点ではどちらが有利か一概には言えない。しかし、本脱水機は開発されて間

もないため、今後、薬品使用量の低減や応答性の向上、軽量化等の改良が期待できる。また、

本研究では、汚泥搬送設備の制約により含水率の下限を 75%としたが、実際には 72%程度の運

用も可能である。縦型配置による省スペース性と併せて考えると、ガス化炉・炭化炉や脱水機

から焼却炉への直接投入、汚泥処理のユニット化等、新たな技術へ応用できる可能性があり、

今後、当局のコスト縮減や温室効果ガス排出量削減等の取り組みに貢献するものと思われる。 
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