
  

２－２ 効率的な汚泥濃度計の開発その２  
 

計画調整部  技術開発課 坂本 達哉，杉山 佳孝  
 
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、下水

汚泥濃度測定への適応性について研究開発を行った。  
 
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 研究の目標  
 本研究の目標は、性状が異なる各種の汚泥に対して、 

(1)汚泥濃度：０～５％ 

(2)測定精度：±３～５％（ＦＳ） 

(3)再現性 ：±２％（ＦＳ） 

 が得られることとした。 

２．３ 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 

  注記：(1)、(2)、(3)は平成１２年度実施校項目、(4)、(5)は平成１３年度実施項目 

２．４ 研究期間  
 平成１２年５月３１日～平成１４年３月２８日  
２．５ 試験場所  

(1)森ケ崎水処理センター汚泥処理工場  
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(2)南部スラッジプラント  
 
３．測定原理  

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。  
 発光媒体としてレーザダイオードを採用した。

レーザダイオードは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。被測定物質に

照射した時の反射効率が高く、再現性がよく、

寿命が長いという利点がある。  
 
４．平成１２年度の成果  

平成 12 年度は、既存の測定原理の異なる汚泥濃度

計の性能について比較検討を行い、汚泥濃度計に必

要な各種要素を抽出した。これを基に、まず、レー

ザ光式汚泥濃度計の心臓部に相当するレーザ光の受

発光部の構造を検討し、図２に示す５タイプを製作

した。さらに、受発光部の直径及び焦点距離を変え

た 20 数種の試作機を製作した。この試作機の検証の

ため、イースト菌を擬似汚泥として各種試験を実施

した。この結果、ランダムタイプの試作機が最も精

度が高いことが判明した。次に、このランダムタイ  
プ試作機を用いて実汚泥による検証確認を行った。  
試験は、バッチ試験、そして小型試験装置による連  
続試験により実施した。実汚泥の試験により、レーザ光式汚泥濃度計が汚泥の濃度計測に

適用可能なことが判明した。  
 
５．平成１３年度の研究内容  
平成 13 年度は、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、試

作機の開発と長期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

を行った。これら試験結果を基に、センサ仕様、機器の精度及び再現性、維持管理性、実

用化に向けた設計及び価格設定等の総合評価を行った。 

 
６．試作機の開発と製作  
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 平成１２年度の研究により、センサ部には数千本のファイバーをランダムに束ねた仕様

が最も有効であると判断

した。  
 これら結果を基に、フ

ィールド試験用試作機を

製作した。試作機の製作

に当たっては、ランダム

のセンサ部外周に色補正

用信号として取り扱う補

正機能を配置した。センサ部構造を図３に示す。  
６．１ 補正機能  
 汚泥の分析値と計器による測定値に直線性が得られない場合がある。これは、レーザ光

の反射光が汚泥の種類による色の違いによって変化することに起因していると考えられる。

そこで、ランダムのセンサ部外周に色補正用信号として取り扱う補正機能は、数千本のフ

ァイバーをリング上に配置して散乱した光を受光するものであり、ランダム受発光部と演

算処理を行うことにより、直線性を得ることができ、測定誤差を少なくする目的を有して

いる。  
 ファイバーを束ねたものに対して、受発光部をランダムに配列したものは、汚泥の種類

によって、濃度と出力値の関係が高濃度時に２次曲線関係になる場合がある。これは汚泥

の色に起因していることが考えられる。従って、ランダムの束の外周に色補正を行う目的

で、同じく数千本のファイバーをリング上に配置して散乱した光を受光し、これを補正値

とする濃度演算機能を付加した機器を試作した。  
６．２ 補正機能による汚泥濃度と測定値の直線化方法

 
一般的に汚泥濃度と出力

値の測定特性曲線は、高濃

度時に近似二乗特性曲線と

なる場合があるので、直線

化する為に、二乗演算処理

を行うことにより直線化が

可能になる。 

余剰汚泥は低濃度であるため直線 

に近いが、余剰濃縮汚泥、脱水機供 

給汚泥及び重力濃縮汚泥は近似二乗

特性曲線になるので、補正信号値を

加えて演算を行うことにより直線化

が可能になる。 

演算式としては、濃度値また汚泥

濃度信号Ａ、補償値信号Ｂ、係数Ｋ

とすると、下記の式で相関係数は

0.95～0.98 位になることが考えられる。 

図３ センサ部構造図  

図４ 濃度信号ブロック図  

図５ 直線化モデル図  
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濃度信号ブロックを図４に、直線化モデルを図５に示す。 

６．３ 試作機のセンサ構成 

 補正機能を付加した試作機のセンサ構成を図６に示す。レ

ーザ光が汚泥粒子に照射されると反射光と散乱光に分かれる。

反射光は主に光ファイバーの中心部で受光し、散乱光は光フ

ァイバーの周辺で受光する。センサ部写真を図７に、先端部

拡大写真を図８に示す。 

 

 
 

 
 

 
７．センサ機能に関する基礎試験  
７．１ レーザ光波長の違いに関する基

礎試験  
７．１．１ 目的  
 波長（780nm、650nm）の異なる２種類

のセンサを用いて出力される電圧を測定

し、相関及び優位性を調査する。 

７．１．２ 試験対象汚泥  
 南部スラッジプラント脱水機供給汚泥  
７．１．３ 試験方法  
 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で  

中心部（ランダム）

外周部（補正）
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リターン弁

センサー

ヘッダー管
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ドレーン
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図７ センサ部  

図８ センサ部拡大  

図９ 基礎試験及びバッチ連続試験図  

図６ センサ部構成  



  

濃度を計測するものである。測定フローを図９に示す。  
 タンクに汚泥を投入して、センサを取り付けたラインにポンプで汚泥を循環させながら、

数分後にセンサの出力電圧を記録した。又、出力電圧の測定と同時に汚泥を採取し、濃度

を下水試験法に準拠した分析で測定し、試験の１検体とした。これらの操作が終了した後、

タンク内の汚泥を少量引き抜いて同量の水道水を加えた。その汚泥を同様に循環させなが

ら、記録、濃度測定を行った。次にタンク内の汚泥を少量引き抜いて同量の原汚泥を加え

る操作を行い、汚泥濃度を順次上げる試験を行った。  
７．１．４ 試験結果  

レーザ光波長 780nm の方が汚泥濃度変化に対し、出力差が大きく、相関性も良いことが

確認できた。 

７．２ 管内流速の変化に関する基礎試験  
７．２．１ 目的  
 センサ波長 780nm を用い、流速の違いによってセンサ出力電圧に与える影響を調査する。 

７．２．２ 試験対象汚泥  
 南部スラッジプラント脱水機供給汚泥  
７．２．３ 試験方法  
 試験方法は、６．１．３と同様である。インバータにて汚泥の循環ポンプの回転数を変

化させ、流速が 0.5～1.5ｍ／秒と設定した。 

７．２．４ 試験結果  
管内流速を 0.5、1.0、1.5ｍ／秒と変化させた試験を行った結果、濃度計の出力は流速

に影響がないことが判った。一般的には実汚泥配管内の流速は 1.0～1.5ｍ／秒の範囲とさ

れており、実汚泥範囲内では汚泥濃度測定に対し影響されないものと考えられる。  
７．３ 補正機能の有無に関する基礎試験  
７．３．１ 目的  
 センサ波長 780nm を用い、補正機能の有無による出力電圧に与える影響を調査する。 

７．３．２ 試験対象汚泥  
 南部スラッジプラント重力濃縮汚泥  
７．３．３ 試験方法  
 試験方法は、６．１．３と同様である。センサの検出器側にあるスイッチにて補正機能

を遮断し、ランダム値のみで、ゼロ・スパン調整を行った。ランダム値の記録終了後、補

正機能のスイッチを入れランダム値のみと同様にゼロ・スパン調整を行い、各出力電圧を

測定した。  
７．３．４ 試験結果  

汚泥濃度が 0.1～1.0%の低濃度範囲では、補正機能の有効性に顕著な差異は得られなか

ったが、2.0～4.0%の高濃度範囲では出力電圧差が小さくなり、曲線状になる傾向が見られ

た。直線性を得ようとした場合、補正機能が必要であると考えられる。  
 
８．各種汚泥を用いたバッチ連続試験  
８．１ 目的  

森ケ崎水処理センター、南部スラッジプラント、清瀬処理場及び多摩川上流処理場の性

状の違う各種汚泥を用い、センサ出力の再現性を調査する。  
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８．２ 試験対象汚泥  
 試験対象汚泥は、表１のとおりであ

る。  
８．３ 試験方法  
 試験方法は、６．１．３と同様であ

る。  
８．４ 試験結果  

清瀬処理場脱水機供給汚泥の再現性

結果を図 10 に、各種汚泥の循環試験の

再現性結果を表１に示す。消化汚泥の

含んだ洗浄汚泥以外の汚泥に関しては、

性状の違いに関わらず、ランダム出力

値に再現性が認められ、ランダムの有

効性が確認された。さらに、拡散反射 

光の集光、即ち補正値についても、再現性が 

認められた。すなわち、ランダム出力値と補

正出力値の演算式による濃度指示値には再現

性が得られた結果となった。  
ここで試験を行った以外の各種汚泥を対象

にした場合であっても、開発したセンサを用

いることによって安定した濃度測定が行える

ものと考えられる。但し、検量線演算式は測

定対象の個別汚泥によって入力しなければな

らない。また、光学式を測定原理にしている

ため、粒子径が細かく、色が黒い消化汚泥については、レーザ光の反射率が低く、測定が

困難であるといえる。  
 
９．検量線演算式に関わるバッチ連続試験  
９．１ 目的  
 前章のバッチ連続試験により、濃度指示値の検量線演算式は、  
   《濃度指示値＝ランダム出力値－補正出力値》とした。  

しかし、濃度指示値と分析値の相関性をより高くするために更なる検量線演算式を求め

る必要がある。このため、更にバッチ連続試験を実施し、フィールド試験における測定精

度の向上を図ることを目的とする。  
９．２ 試験対象汚泥  
 フィールド試験実施箇所の森ヶ崎水処理センター余剰汚泥及び南部スラッジプラント重

力濃縮汚泥  
９．３ 試験方法  
 前項６．１．３と同様とする。  
９．４ 試験結果  

処 理 場 名  汚 泥 種  判定  
脱水機供給汚泥  ○  
重力濃縮汚泥  ○  南部スラッジプラント  
機械濃縮汚泥  ○  
余剰汚泥  ○  
余剰濃縮汚泥  ○  森ヶ崎水処理センター  
洗浄汚泥  × 
脱水機供給汚泥  ○  

清瀬処理場  
余剰汚泥  ○  
余剰汚泥  ○  
脱水機供給汚泥  ○  多摩川上流処理場  
初沈汚泥  ○  

表１ 再現性試験結果  

図 10 再現性結果 

（清瀬処理場：脱水機供給汚泥） 



  

 考案した検量線演算式とその変遷を表 

２に示す。これらの変遷を経て、最終的 

に得られた検量線演算式は次のとおりで

ある。 

ｙ＝Aｘ＋B 但しｘ：Ｒ２／（Ｃ＋α） 

  ｙ：汚泥濃度（％） 

Ｒ：ランダム出力値，Ｃ：補正出力値 

  Ａ：係数、Ｂ：定数、α：固有定数 

Ｒ３：積率相関係数 

 上記検量線演算式において、固有定数

αは試作機では「0.3」であった。本研究

にて最終的に適用される検量線演算式を図 11、図 12 に示す。測定対象汚泥に最適な検量

線演算式を得るには、ランダム出力値と補正出力値を用いた数種類の検量線演算式を比較

することが必要である。  
 

 
 
10．フィールド試験による性能評価 

10．１ 目的 

 レーザ光を応用した汚泥濃度計を開発するに当たり、試作機をフィールドに設置し、実

汚泥による再現性と検量線演算式の検証及び耐腐食性・耐久性と維持管理性能（保守性）

得ることを目的に長期（平成 13 年７月～平成 14 年３月）連続試験を行う。 

 前章に記述したバッチ連続試験により演算方法及び検量線の検討を行った。その結果に

基づき検量線を見直してフィールド試験を行い、測定精度の評価を行った。 

10．２ 測定場所 

 (1)森ヶ崎水処理センター第二汚泥処理工場内 

 遠心濃縮機余剰汚泥供給管 

 (2)南部スラッジプラント重力濃縮棟内 

 重力濃縮汚泥管 

森ヶ崎水処理センター及び南部スラッジプラントの概略フローと濃度計試作機の設置場

所を図 13、図 14 に示す。 

 

検量線演算式  
森ケ崎：余剰汚泥  南プラ：重力濃縮汚泥  

１  ｙ＝Ｒ－Ｃ  ｙ＝Ｒ－Ｃ  

２  ｙ＝0.896ｘ－0.0556 
ｘ：Ｒ２／Ｃ  

ｙ＝0.137ｘ－0.5011 
ｘ：Ｒ２／Ｃ  

３  ｙ＝0.1009ｘ＋0.1015 
ｘ：Ｒ３／Ｃ２  

ｙ＝0.064ｘ＋0.603 
ｘ：Ｒ３／Ｃ２  

４  ｙ＝0.157ｘ－0.3798 
ｘ：Ｒ３／Ｃ２  

ｙ＝0.0255ｘ－0.358 
ｘ：Ｒ３／Ｃ２  

５  ｙ＝0.2628ｘ＋0.0336 
ｘ：Ｒ２／ (Ｃ+0.3) 

ｙ＝0.2636ｘ－0.2572 
ｘ：Ｒ２／ (Ｃ+0.3) 

y = 0.2628x + 0.0336 
R 2  = 0.9878 
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表２ 検量線演算式変遷  

図 12 検量線演算式 

（南プラ：重力濃縮汚泥） 

図 11 検量線演算式（森セ：余剰汚泥）



  

図 13 森ヶ崎水処理センター設置箇所
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図 14 南部スラッジプラント設置箇所
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10．３ 測定方法 

 試験機の汚泥配管への接続概要を図 15 に、試験機構成を図 16 に示す。 

 変換器のランダム値信号と補正値信号は、パソコン及びデータロガーに送り、パソコン

で所定の演算を行い、その演算値をデータロガーに記録した。この演算値を汚泥濃度計の

測定値として指示値及びトレンドデータとして使用した。 

また、適時、検出部配管から汚泥を採取して汚泥濃度の分析を行い、採取時の演算値と

比較して濃度計の測定精度を評価した。 

この間、「ランダム出力値」と「補正出力値」を用いた検量線演算式を試験段階毎に考案

し、逐次更新を行いその測定安定性を確認した。 

 

 
 
 
 
 フィールド試験状況を図 17、18 に示す。 

 
 
10．４ 測定安定性の確認 

前述の検量線演算式を用いることによって、森ケ崎水処理センター遠心濃縮機余剰汚泥

及び南部スラッジプラント重力濃縮汚泥における測定の安定性を確認することができた。 

 森ケ崎水処理センター遠心濃縮機余剰汚泥のトレンドデータと分析値を図 19 に示す。南

図 15 配管接続部概要 
図 16 フィールド試験機構成 

図 17 フィールド試験状況（センサ） 図 18 フィールド試験状況（変換器）
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南プラ（２月２６日）
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部スラッジプラント重力濃縮槽汚泥のトレンドデータと分析値を図 20 に示す  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11．まとめ 

11．１ 開発成果 

 レーザ光式汚泥濃度計は、開発の目標を満足する結果となった。開発の目標と成果を表

３に示す。  
 
 

開 発 目 標  成   果  
汚泥濃度：０～５％  ０～５％まで測定可能である。（但し消化汚泥は除く）  
測定精度：±３～５％（ＦＳ）  ±３～５％（ＦＳ）以内である  
再現性：±２％（ＦＳ）  ±２％（ＦＳ）以内である  
価格  マイクロ波式の約４割、近赤外光式の約５割の価格となる  

図 20 フィールド試験結果（南プラ：重力濃縮汚泥）

図 19 フィールド試験結果（森セ：余剰汚泥）

表３ 目標と成果  
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11．１．１ 汚泥濃度 

汚泥濃度５％以上の値を実際に遭遇することはなかったが、南部スラッジプラント機械

濃縮汚泥を用いて検量線演算式を作成するなど、濃度５％を想定した対策を行ってきた。

これによって、下水処理場において発生する汚泥のほとんどを測定対象にすることができ、

濃度範囲は開発目標の５％まで測定が可能であると考えられる。 

11．１．２ 測定精度 

数千本のファイバーを「照射」及び「集光」にランダム状に配列した構造と汚泥性状、

特に色の変化に対する補正を行う目的で、ランダム束の外周に数千本のファイバーを配列

させた散乱光を受光する機能により、ランダム及び補正からの信号処理について、 

（汚泥濃度）＝Ａ〔（ランダム値 R）２／（補正値 C＋α）〕＋Ｂ 

という検量線演算式を得た。これにより濃度変化に対する指示値が、汚泥性状に関係なく

低い濃度から高い濃度まで高い相関関係があることが判った。今回の研究ではこの式のα

は（＋0.3）が最も適切な値であった。これらの機能と演算手法を用いた結果、従来の濃度

計と同等以上である±３～５％（FS）の精度が確保できることが確認された。 

11．１．３ 再現性 

森ケ崎水処理センター余剰汚泥及び南部スラッジプラント重力濃縮汚泥によるフィール

ド試験により再現性は±２％（ＦＳ）以内であった。他の汚泥であっても同等の再現性が

得られるものと思われる。  
11．１．４ 価格 

現在半導体機器を中心に広範囲且つ大量に使用されているレーザ光を測定原理に用いた

こと、及び微生物発酵の分野で用いられていた機器の基本技術が汚泥分野に適用できたこ

とによって、汚泥濃度計としての製造コストを低減させることが可能になった。  
11．２ 保守性 

11．２．１ 耐摩耗性 

本研究にて開発したレーザ光式汚泥濃度計は常時汚泥に接触した状態で２４時間連続測

定を行う機器である。従って、汚泥と接触する部分の汚泥による汚染は、測定精度に直接

影響を及ぼすため、その清掃などがメンテナンス項目に挙げられる。  
 本濃度計センサの接液部に「サファイアガラス」を用いてその効果を検証した結果、汚

泥粒子による耐摩耗性が良好であることが確認された。  
11．２．２ 異物の付着 

汚泥には摩耗に関与する粒子以外に、油成分などによるガラス面の被覆も考えられる。

これについては、管内に汚泥が流下している場合はその影響は少ないものと思われるが、

ポンプの停止などで流速がない状態が長時間連続するような場合は汚染物質による被覆に

ついて配慮する必要がある。この場合は、従来の接液型濃度計と同様の頻度で、先端部の

清掃を行うことによって精度などを維持できるものと思われる。  
11．２．３ 検量線演算式の見直しと更新 

 濃度計を設置したときは、その時点での汚泥性状における検量線演算式を入力し、それ

を用いて測定を行うが、時期が経つに連れ、あるいは降雨などの影響で汚泥性状が変化す

る場合がある。このような場合は、初期の検量線では十分に対応できなくなることがある。

従って、定期的に検量線の見直しと更新をメンテナンスの一環として行っていく必要があ

る。この見直しは、季節毎あるいは汚泥性状に変化が見られたとき適宜行うことを基本と

考えている。  



  

11．３ 制御への適用 

 開発した濃度計は安定した測定精度が得られるため、下水道施設において、汚泥移送ポ

ンプの運転管理、濃縮槽の引抜濃度管理、脱水機の固形物供給量管理及び薬品注入自動制

御などに用いることができると考えられる。 

11．４ 仕様 

 実用機の仕様を表４に示す。  
 
 

測定方式  レ－ザ光反射光方式  
計測範囲  0～5.0％ (TS) 
測定周期  0.15 秒  
測定精度  ±3～5%(FS) 
再現性  ±2％ (FS) 

仕様  

標準構成  配管挿入脱着ユニット  

配管口径  80～500A 
フランジ規格  JIS 10K または水道協会規格  
耐圧力  0～1ＭＰa 
流体温度  0～50℃（凍結しないこと）  
接液部材質  SUS316、及びガラス  

検出器  

構造  防滴  

表示器計測出力  
濃度測定値出力（小数点以下２桁表示）  
DC 4～20mA  

変換器  

電源  AC 100V  ±10% 50/60Hz 

11．５ 今後の課題 

 今後の課題としては、実用機器導入後、①測定安定性と測定精度について更なる検証、

②維持管理手法の更なる確立等、測定安定性及び精度の追跡を行い、プラント制御への適

用性を図る予定である  
 

12．おわりに 

本共同研究は、平成 12、13 年度の公募型共同研究として実施したものである。 

本研究により、汚泥の濃度測定に適用可能な測定精度が高く、再現性に優れ、廉価な汚

泥濃度計を開発することができ、実用化可能となった。今後は、処理場及び汚泥処理施設

への導入を図っていく。 

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たものである。 
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