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1. はじめに 

東京都では、処理の効率化と省スペース化のため、汚泥処理の集約化を行なっている。この

場合、下水汚泥は汚泥輸送による腐敗により凝集性や沈降性が著しく低下し、汚泥処理におけ

る多くの問題を引起している。その上、食生活の変化により汚泥自体の有機分も上昇しており、

腐敗の進行や沈降性の低下に拍車がかかっている。このような変化を受け、汚泥処理形態もか

なり変化してきている。 

濃縮工程を例にとると、今まで濃縮の主要機器であった重力濃縮が沈降性の低下によりの濃

縮汚泥濃度が低下しており、東京都においては沈降性の良い初沈汚泥を除いて遠心濃縮機など

の機械濃縮を適用する方針となっている。しかしながら、機械濃縮は重力濃縮槽に比べて所要

動力が大きく、遠心濃縮機の場合実績ベースで重力濃縮の 30 倍以上となっている。 

咋今の地球温暖化の防止や維持管理コスト縮減の観点からも、処理動力の大幅な削減が下水

道事業者に求められていることから、汚泥の性状や汚泥処理機器の特性を考慮し、汚泥処理単

位操作単独の評価に加えて、汚泥処理全体システムから見た単位操作の評価や処理機器同士の

適合性について評価を行い、最も効率的な処理設備のレイアウトを構築していく必要がある。 

ここでは東京都の現状を踏まえ、特に濃縮と脱水における機器導入の考え方を整理したので

報告する。 

 

2. 東京都の現状 

東京都区部では水処理で発生した汚泥を集約化し、汚泥処理の効率化を図っている。現在、

23 区には 13 の水再生センター(以下センター)があり、ここで発生する汚泥を 5 箇所の施設に

集約しており、将来は臨海部の 3 箇所の施設で集約処理する方針である。 
発生汚泥量は 18 年度実績で 181,100m3/日であり、固形物量は 690t/日であった。脱水ケー

キ発生量は 2,730t/日、ケーキ含水率は 77％であった。 
処理形態としては、濃縮→脱水→焼却が主で、2 施設では一部の汚泥を消化工程に投入して

おり、発生したメタンガスを利用して消化ガス発電を行っている。 
濃縮工程では、重力濃縮、加圧浮上濃縮、遠心濃縮が用いられており、各々の処理量は 63％、

6％、31%の比率である。一方、脱水工程ではベルトプレス(以下 BP)、ベルトフィルター(真

空脱水機、以下 BF)、遠心脱水があり処理の比率は 26%、5%、69％となっている。 

 
3. 汚泥処理動力削減の考え方 

3-1 単位操作の評価 
3-1-1 送泥 

通常、送泥は汚泥濃度が高いほど送泥量が少なく、輸送に関する動力が削減できる。また、

着泥先の処理施設でも、処理量が減少すれば処理に係わる動力は低減が図れる。特に遠心濃縮

のような機械濃縮では、処理動力は処理量に比例して大きくなるため削減効果が大きくなる。 



しかし、送泥で最も気をつけなければならないのは汚泥の腐敗で、特に送泥距離の増加は嫌

気的条件に曝される時間の延長を意味し、その分汚泥腐敗が進行する。 
腐敗により、硫化水素が大量発生し、また有機固形分の可溶化及び有機酸の生成によって汚

泥粒子の微細化、汚泥表面電荷量の増加が引き起こされる。それによって、汚泥沈降性の低下

や電荷反発による凝集性の低下など処理にとってマイナスの要素が顕在化する。さらに、汚泥

の脱水性を左右する因子として汚泥の繊維分があるが、嫌気性細菌の作用で分解が進行するた

め、著しく脱水性が低下する場合がある。特に、送泥濃度の上昇はこのような現象に拍車をか

けるため、条件によっては汚泥処理性の低下が汚泥処理量削減効果を相殺し、かえって処理動

力の増加を招く場合もある。 
表 1 は、長距離送泥の脱水性について遠心分離器を用いた脱水性の評価(脱水セル法遠沈管

試験)1)を行った結果を表している。 

データ数は少ないが、送泥濃度の高い汚泥ほど凝集性が悪く、ケーキの含水率や分離水水質

が高くなっている。芝浦・森ヶ崎送泥は他の送泥に比べ滞留時間が 3 時間と短いにも拘らず汚

泥の凝集性が悪い。この原因の一つには森ヶ崎送泥に凝集性の悪い消化汚泥が一部入っている

ことが挙げられるが、その割合は全送泥の 6%程度で寄与はそれほど大きくない。それ以外の

凝集性悪化の原因を特定することは困難であるが、送泥濃度が 0.7%程度と他の送泥の 2 倍以

上であることから、凝集性と送泥濃度の間には負の相関がある可能性が考えられる。 
 

表 1 送泥脱水試験におけるケーキ含水率と脱水分離液 

SS COD S-COD T-P PO4-P T-N NH4-N
% % % mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

芝浦・森ヶ崎送泥 0.72 0.54 80.0 374 183 129 40.1 31.5 108 58.6
三河島送泥 0.35 0.50 78.8 121 109 40.7 33.9 7.2 28.6 27.4
中川・小菅送泥 0.32 0.50 78.9 28 22.8 12.6 21.4 19.7 20.2 11.6

薬注率
送泥
濃度

分離水水質ケーキ
含水率

3-1-2 濃縮 

濃縮には大別して、重力濃縮と機械濃縮がある。 
重力濃縮は水と汚泥の比重差で汚泥を沈降・濃縮する技術であるが、汚泥の有機分上昇等に

起因して比重が限りなく 1.0 に近いことから沈降速度が遅く、濃縮汚泥濃度が低下する傾向に

ある。下水道設計指針 2)では重力濃縮汚泥の濃度を 2.0～4.0%としているが、東京都区部の H18
年度平均で 2.5%であり、重力濃縮における 3.0%以上の高濃度の濃縮は困難な状況にある。 

ただし、自然沈降を利用した濃縮法であり、動力をほとんど必要としないという大きな長所

を有している。 
一方、機械濃縮は外部から応力をかけて強制的に汚泥を濃縮する手法で、遠心濃縮や浮上濃

縮などがある。ともに 4%程度の濃縮は可能であり、濃縮倍率に限定すれば重力濃縮よりも優

れている。しかし、電力、薬品等の消費が大きく、遠心濃縮を例に挙げれば汚泥 1m3 あたりの

消費電力は重力濃縮の 30 倍以上であり、動力・コスト上昇の一因となっている。 
濃縮という単位操作を評価する場合には、濃縮倍率と所要動力さらに固形物回収率が重要と

なる。固形物回収率は、濃縮工程で回収されなかった固形物が水処理に戻り曝気槽の負荷とな

って水処理動力を上昇させる原因となることから、非常に重要なファクターである。 
各濃縮法の特徴を表 2 に示す。ここで用いた数値は、東京都区部水再生センターの H18 年度

実績値である。表 2 より、動力的には重力濃縮、濃縮倍率は遠心と浮上、動力費以外のコスト



を含めた維持管理性

なら遠心が最も優れ

ている結果であった。

ここで重力濃縮の維

持管理性を△とした

が、汚泥界面を水面

より 2ｍ以上低いレ

ベルに保てば維持管

理性は格段に向上するし、回収率も安定して 95%を上回る。ただしこの場合、濃縮汚泥濃度は

低下する。 
さらに、濃縮汚泥の脱水性を考えると、重力濃縮汚泥の 1.5～2.5%は遠心濃縮汚泥の約 3.5%

に相当し 3)、重力濃縮では濃縮汚泥濃度の低下が必ずしも脱水性の低下にはつながらない。こ

れは、わずかな比重差の粒子でも強制的に濃縮する機械濃縮と比べて、重力濃縮では繊維分な

どの沈降性の良い汚泥成分の比率が多くなるためと考えられる。 
濃縮という機能だけを評価すれば、機械濃縮の方が優れていると結論付けられるが、消費動

力や脱水性を評価軸に入れると結論は異なってくる。最終的には、濃縮工程だけではなく送泥

工程と脱水工程まで考慮に入れた全体システムの一部としての評価が必要となる。例えば、後

段の脱水が遠心脱水の場合には濃縮汚泥濃度の低下は処理量の増加につながり、処理動力の上

昇を招くことから、機械濃縮の評価が高くなる。一方、脱水が水排除能力の高い機器の場合は、

濃縮汚泥濃度より汚泥凝集性の良否が重要となることから、重力濃縮の方が有利な場合もある。 
 

3-1-3 脱水 

脱水も濃縮と同様、汚泥の有機分の上昇や送泥による腐敗の影響で、汚泥の脱水性が低下傾

向にある。脱水機には、真空脱水機、BP 脱水機、遠心脱水機、加圧脱水機、スクリュープレ

ス、ロータリープレスなどあるが、脱水の良し悪しを決定する因子はある程度共通している。 
脱水性に影響の大きな因子として汚泥の表面電荷量と繊維分がある。 
汚泥粒子表面は通常負に帯電しており、脱水では薬品で表面電荷を中和して汚泥を凝集させ

る。汚泥の腐敗は表面電荷を増加させることより、腐敗の進行は薬品使用量の増加につながる。 
繊維分は汚泥中の間隙水が抜けるときの水みちとなるため、多ければ多いほど脱水性は向上

する。この繊維分も腐敗である程度分解することから、汚泥腐敗により脱水性は低下する。顕

著な例が消化汚泥で、消化の工程で汚泥の繊維分は嫌気性菌の作用でほぼ分解してしまい、消

化汚泥単独脱水と混合生汚泥(生汚泥と余剰汚泥の混合)脱水では、消化汚泥の方が高分子凝集

剤の注入率で 0.7%程度高く、含水率で 5%程度高くなる 4)。 
これらの因子は送泥により大きく変化すると考えられることから、変化の少ない送泥手法の

確立や例えば無機凝集剤の併用など送泥に応じた汚泥調質手法の確立 5)などが、効率的な脱水

を行なう上で重要

となる。 
表 3に H18年度

の区部における脱

水機の現状と評価

を示す。 
薬 注 率 や 水 処

表 2 濃縮法の現状と評価 
消費動力 固形物回収率 濃縮汚泥

濃度 汚泥 1m3 固形物 1t 平均 濃縮法 

% 評価 kWh/m3 kWh/t
評価

(変動幅) 
評価

維持
管理

重力濃縮 2.5 △ 0.043 12 ◎
94.7 

(59.4～99.4) 〇 △ 

遠心濃縮 4.0 〇 1.3 259 ×
81.9 

(31.1～97.6) × ◎ 機械 

濃縮 浮上濃縮 
(加圧法) 

4.0 〇 0.58 87 △
96.7 

(93.7～98.8) ◎ × 

表 3 脱水法の現状と評価 
脱水ケーキ 高分子凝集剤 消費動力 分離水 SS

含水率 薬注率 汚泥 1m3 固形物 1t SS 脱水機 

% 評価 % 評価 kWh/m3 kWh/t 評価 mg/L 評価

維持
管理

M 型 74.2 ◎ 0.36 ◎ 4.8 184 × 148 〇 ×BP
K 型 77.6 △ 0.33 ◎ 4.8 188 × 157 〇 ×
E 型 76.6 △ 0.62 △ 4.8 174 × 315 △ ◎
K 型 75.9 〇 0.46 〇 2.9 85 〇 958 × ◎遠心 
S 型 77.2 △ 0.38 ◎ 2.2 85 〇 214 △ ◎



理負荷につながる分離水 SS は、BP の方が優れているが、消費動力、維持管理性の面では遠心

の方が優れている。 
通常 BP の方が遠心より動力が低いはずである。しかし、BP 脱水機では稼動している間は高

圧水によるろ布の洗浄が必要で、高圧水を供給する洗浄ポンプの動力が BP 脱水機の消費動力

を押上げている。 
含水率に関しては、全体で 77％前後という結果であった。ただし、M 型の BP は 74.2%と他

より 3 ポイントほど低く、しかも投入汚泥には難脱水性の消化汚泥も入っていたことを考える

と、脱水機としては非常に優れている。BP の場合、臭気対策が困難なことと維持管理が煩雑

という欠点があるが、例えば難脱水性であるが汚泥臭がない消化汚泥のみを脱水する場合にこ

の機種を使用すれば、焼却ケーキ量の削減と焼却補助燃料の削減につながる。 
また、遠心で E 型と K,S 型の消費動力の差は、後者の方は型式が新しく低動力型であるため

である。 
 

3-2 汚泥処理低動力化のための濃縮－脱水システムの構築 

処理システムを考える場合、個々の単位操作の評価とともに単位操作同士の整合性を考えた

全体システムの評価が必要となる。 
現状では濃縮・脱水ともに遠心方式が主流となっている。しかし、遠心方式は多量の汚泥を

高速回転させるため動力消費が大きく、昨今の地球温暖化防止の観点ではマイナス要因となる。 
ここでは、処理プロセス全体の動力削減を最小となり、しかも維持管理性の良いシステムを

構築するための検討を行った。このシステム要件を満たすためには、濃縮・脱水ともに低動力

であること、薬注率、含水率が現状と同等以下であることが必要となる。また、一日のうちで

0.2～1.0%と 5 倍程度の大きな濃度変動のある送泥を処理対象と考えると、この濃度変動に対

して含水率の変動を±2%の範囲で脱水できることも重要となる。 
以上の条件のうち、ここで最も重要視したのが処理動力の最小化である。そのため、動力を

ほとんど必要としない重力濃縮を濃縮の主要機器と考え、動力最少化以外の条件も満足できる

システム構成について検討を行った。 
重力濃縮の最大の欠点は濃縮倍率が低いことである。濃縮汚泥濃度の低下は、脱水動力の上

昇や薬注率の上昇、脱水ケーキ含水率の上昇など動力とコストの上昇の原因となるが、濃縮の

項にも書いたように、脱水性や薬注率については 3.5%と高濃度の機械濃縮汚泥と遜色がない。 
重力濃縮を濃縮の主要プロセスとした場合には、濃縮汚泥の低濃度化による汚泥処理量の増

加をどのように克服するかが重要となる。この対処法として 
 
① 負荷の調節や薬品の添加で重力濃縮の濃縮倍率を向上させる。 
② 水排除能力が高く、低濃度の汚泥でも効率良く脱水できる脱水機を重力濃縮の後段に設

置する。 
 

の 2 通りの方法が考えられる。 
①の対処において負荷の削減には限界があり、薬品注入では汚泥のフロック形成により沈降

性は高まるが圧密性は低下し、濃縮倍率は無添加より低くなる 6) 傾向があるため有効な手法と

はなり得ないことから、②のケースについて詳細な検討を行った。ここで脱水機には、他機種

より水排除能力の高く、遠心脱水機より低動力の高効率スクリュープレス脱水機を用いること

とした。 
 



3-2-1 重力濃縮槽維持管理の考え方 

重力濃縮で濃縮倍率に寄与の大きな因子は、投入汚泥濃度と滞留時間である 7)。汚泥粒子同

士の干渉の少ない低濃度汚泥の方が沈降速度も速く圧密性も上昇する。また、滞留時間は長い

方が圧密時間を十分に取れるため濃縮倍率は上昇するが、槽内での腐敗の進行によりその後の

脱水処理へマイナスに作用する。また、維持管理上重要なのは汚泥の界面管理で、槽からの汚

泥のキャリーオーバーを防止する上では汚泥界面は低く管理することが望ましい。 
以上のことを考慮すると、投入汚泥はなるべく低濃度(希釈も考慮する)で、滞留時間は腐敗

防止の観点から 10 時間を超えないように設定し、汚泥界面は水面から 2m より下で管理する。

また、下水道設計指針 7)では重力濃縮槽の適正な固形物負荷を 60～90kg-DS/(m2・ｄ)としてい

るが、これは濃縮汚泥をある程度の濃度(2.5%程度)に濃縮することを考慮した値であり、固形

物負荷を 30～50 kg-DS/(m2・ｄ)程度にする方が固形物回収率の点から有利になる。この場合、

濃縮濃度は 1.5～2.0%程度と低くなるが、後段の脱水工程において速やかな分離水の排除が可

能な脱水機を使用する場合には問題とならない。 
 
3-2-2 高効率スクリュープレス脱水機 

高効率スクリュープレス脱水機の脱水機構と外筒ろ過スクリーンを図 1,2 に示す。 

スクリューと外筒スクリーンの間に充填された汚泥は、徐々に空間が狭まることで圧力を受

け、間隙水を外筒スクリーンから排出しながら脱水される。本装置は、濃縮ゾーンの外筒スク

リーンがスクリューと逆に回転することでスクリュー刃先による外筒の自己洗浄が行なわれ、

ろ過面が常に洗浄された状態で汚泥と接触するため水排除能力が大きく、多量の水の排除が必

要な低濃度汚泥の脱水に有効な技術である。また、スクリュー回転数は 2rpm と遅いため消費

動力も遠心脱水機の 1/10 以下である。 

表 4 低濃縮汚泥の脱水結果 
投入汚泥

濃度   薬注率  ケーキ 
含水率 

固形物 
回収率 

% % % % 
目標 1.0～2.0 0.8≧ 78≧ 95≦ 

全体 1.48 0.76 76.5 97.2 
平均 (0.46～3.0) (0.35～1.06) (73.6～78.8) (94.7～99.0)

 
4. 低濃縮汚泥の脱水調査 

今回の調査は、M センターからの長距離送泥(送泥時間 5.1hr、平均濃度 0.28%)について、

遠心濃縮処理量を 1/3～1/5 程度に削減するため重力濃縮槽を使用して実施している前濃縮汚

泥を対象とし、遠心濃縮を行わず直接脱

水した。使用した高分子凝集剤は分子量

600 万の高カチオン系で、処理量は

20m3/h とした。 
調査目標と結果を表 4 に、投入汚泥、

薬注率と含水率の経日変化を図 3 に示す。 

図 2 脱水機外筒のろ過スクリーン図 1 脱水機の脱水機構
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前濃縮の主目的は遠心濃縮機の流量負

荷

にあるように H18 年度の区部の重力濃 、前

濃

. システムの動力、コスト及び LC-CO2 
について試算を行なった。その結果を表 5 に示す。

こ

かるように総消費電力は、今

回

に

示

高分子

凝

の削減であり、濃縮倍率を上げること

を目的としていない。さらに固形物負荷

を 39 kg-DS/(m2・ｄ)と低く保ち、汚泥

滞留時間を 8 時間程度に抑えることで汚

泥腐敗による処理性の低下を防止するこ

とも目的としている。これにより、重力

沈降し易く脱水性の良い汚泥を遠心濃縮

でさらに高濃度にでき、脱水での薬注量

の削減や脱水ケーキ含水率を低減できる

など遠心濃縮処理量削減以上の効果が見

込まれる。 
表 2、表 4
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図 3 低濃縮汚泥の連続脱水調査結果 

縮汚泥濃度の平均は 2.5％であったが

縮汚泥濃度は平均の 1.48%と 1%程度低い。それにもかかわらず、含水率は 76.5%とほぼ区

部平均レベルであった。また、脱水の安定性を測る尺度として含水率を 75～78%の範囲内(破
線の範囲)に入る事を最大の目標としたが、図 3 のように含水率が 75%を下回ることはあって

も、78％を上回ることはほとんど無かった。スクリュープレス脱水機は、脱水性能は優れてい

るが含水率のバラつきが大きいとの指摘もあるが、本装置ではマイクロ波含水率計を装備して

おり、ケーキ含水率情報の薬注制御へのフィードバックが可能であり、含水率の高い安定性が

保たれていた。 
 
5

調査結果から、濃縮－脱水システムの動力

こで、遠心濃縮は平成 18 年の区部実績値、

遠心脱水機は低動力型の数値を用いた。一方、

スクリュープレス脱水機は今回の調査の実績

値を用いた。 
表 5 からも分

の提案システムは、遠心-遠心の場合の 95%
程度の削減が可能であることが分かる。 

各々のシステムにおける LC-CO2 を表 6
す。高分子凝集剤による CO2 も

含めても 1/3 程度に削減できると

試算された。ここで、各々の薬注

率は平成 18 年度の実績及び調査

における実績を用いた。 
さらにコスト評価では、

集剤の費用と電力費の合計は 3
割程度削減が可能である。さらに

高速回転機器である遠心脱水機と

比較して低速回転のスクリュープ

レス脱水機は、補修に関わる費用

表 5 濃縮-脱水システムの消費電力 
消費電力  

3
消費電力

汚 り 
 

固形 り泥 1m 当た
3kWh/m  

物 1t 当た
kWh/ｔ-DS 

濃縮脱水

濃縮 脱 比率 濃縮 率
システム

水 計  脱水 計 比

遠心濃縮
遠心脱水 1.3 2.2 3.5 100 259 85 344 100

重力濃縮
高効 0.0 0 0 5.4 17.4率 SP 43 .10 .14 4.1 12 5.1

表 6 濃縮-脱水システムの LC-CO2 

固形 り 
薬注率

消費 LC-CO2 
電力 物 1ｔ当た

*1 電力*2 計 凝集剤
濃縮・脱水

% kWh/t-DS
 

比率
システム

kg-CO2/t-DS
遠心濃縮 0.62 344 4 72.6 100
遠心脱水

0.5 132.1 1

重力濃縮
高効率 SP 0.76 17.4 49.7 6.7 56.3 33

*1 高分子凝 1kg 当 排出 6. g  
*2 電力 1kWh 当りの排出 CO2 は 0.384kg とした  

集剤 CO2 は 534kりの とした



も大幅に低減できる利点がある。 
このように重力濃縮を積極的に利用し、高い水排除能力を有する脱水機を導入することで大

幅な動力削減ばかりでなく、LC-CO2 及びコストの縮減が可能となる。 
 

6. まとめ 

汚泥処理全体の動力削減のため、特に濃縮、脱水工程の単位操作及び濃縮-脱水システムの評

価を行なった。濃縮工程では重力濃縮は濃縮倍率的に課題が大きいが、低濃度の汚泥も低動力

で脱水できる高効率スクリュープレス脱水機を重力濃縮の後段に設置することで、従来の 5%
程度の動力で低含水率の脱水が可能であった。 

今回の例のように、単位操作の評価で最も優れた機器の組合せが必ずしも最良の結果をもた

らすわけではなく、単位操作ごとの機器特性を十分に把握し、機器の持つ能力をお互いに補完

し合うような機器構成のシステムを構築することが大きな動力削減につながる。 
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