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１ 技術開発の流れ (PDCAサイクル) 

技術開発を行うに当たり、次の段階ごとに必要な取組内容を検証して進めていきます。 
 
① 開発テーマの設定（Plan） 

 ニーズの把握、技術シーズの発掘、開発テーマの設定 
② 固有研究・共同研究等（Do） 

固有研究の実施 
（当局直営の研究又はコンサルタントへの調査委託など） 
共同研究の実施 
（公募型共同研究、ノウハウ＋フィールド提供型共同研究、簡易提供型共同研究など） 
新工法、新材料及び新機器の試験施工、性能確認などの実施 

③ 技術評価（Check） 
技術評価、実用化に関する評価、事後評価 

④ 情報発信と改善（Action） 
開発技術の情報発信、導入と展開、課題把握と改善 

 
 

各段階の課題を確実に解決していくため、技術開発の｢見える化｣を意識し、技術開発全般
に対して PDCA サイクルの視点を取り入れた自律的なマネジメントを行うことで、技術開発
をより効果的に進めていきます。 
 

 
   技術開発の PDCA サイクル 

開発テーマの
設定

（Plan）

固有研究・
共同研究等
（Do）

技術評価
（Check）

情報発信と
改善

（Action）

・ニーズの把握 

・技術シーズの発掘 

・開発テーマの設定 

 

・技術評価 

・実用化に関する評価 

・事後評価 

・固有研究の実施 

・共同研究の実施 

・新工法等の試験施工、 

  性能確認等の実施 

・開発技術の情報発信 

・導入と展開 

・課題把握と改善 
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開発テーマの設定 

技術開発の取組には、既存技術を確実に理解した上で新たな技術の導入の可能性を 
見極めるなどの困難が伴います。 

このため、開発テーマを具体的に設定するには、現場で顕在化・潜在化している技術
的課題を分析することで技術開発ニーズを的確に把握するとともに、日頃から幅広い 
分野の技術シーズを発掘します。なお、技術開発ニーズの把握などは継続して行い、 
優先度などの点検・見直しを踏まえ、開発テーマは必要に応じて再設定します。 

固有研究・共同研究等 

開発テーマの設定後は、固有研究や共同研究などから開発テーマに適した技術開発 
手法を選択するとともに、技術開発の具体的な研究目標を設定することが必要です。 

共同研究では、当局ニーズに基づく｢ニーズ追求型｣の共同研究と、民間企業などに当
局のノウハウや場(用地、施設、下水・下水汚泥の実験材料など)を提供する｢シーズ活用
型｣の共同研究を実施します。また、一定要件を満たす新工法、新材料及び新機器の導入
に際しては、当局への適合性を確認するため、試験施工、性能確認などを実施します。 

技術評価 

固有研究や共同研究などで開発した技術の実用化に当たっては、導入後に問題が発生
しないように、様々な視点で検証することが必要です。 

このことから、共同研究で開発した技術については、研究目標が達成できたか、実用
化すべきかなどの評価をコストも含めて技術管理委員会などで審議します。また、開発
段階で想定できなかった不具合を早期に把握・解決するため、事後評価を実施します。 

情報発信と改善 

開発した技術の導入と展開を円滑に進めるためには、技術情報を広く周知する必要が
あります。 

このことから、技術情報を職員向けメールマガジンで配信するとともに、当局ホーム
ページへの掲載やプレス発表などで広く情報発信します。 

一方、技術開発を一層改善させていくため、開発した技術の導入現場や共同研究者の
意見を聴くなどして、技術的な改善に取り組むとともに共同研究制度などを見直します。 
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２ 共同研究等の審査 

共同研究で開発した技術並びに新工法、新材料及び新機器の導入に際しては、適正な評価
を図るため、技術管理委員会などの審査機関で審議します。 
また、実用化して局内に導入した技術については、事後評価を実施し必要な改善を進めます。 

(１) 審査機関 
共同研究で開発した技術並びに新工法、新材料及び新機器の導入に際しては、以下の  

委員会で審査を実施します。 
 

  
〈委員会の組織〉委員長(技監又は流域下水道本部長)、委員(部長級職員) 
・共同研究に関することや新工法、新材料及び新機器を特定する場合の有効性及び公正
性に関することなど、下水道技術の開発・評価に関する調査及び審議を実施します。 

・技術管理委員会の調査及び審議を補佐するため、幹事会並びに企画部会及び専門部会1

を設置しています。 
 
 

 
〈委員会の組織〉委員長(部長又は事務所長)、委員(課長級職員) 
・簡易提供型共同研究に関する審議、並びに新工法、新材料及び新機器を特定する場合
の有効性及び公正性に関する審査を実施します。 

 
 

 
・学識経験者などの外部委員とオブザーバーで構成し、技術管理委員会から付議された
事項を客観的な立場から審査します。 

・第三者の評価を必要とする新工法、新材料及び新機器を特定する場合の有効性及び 
公正性に関して審査するとともに、当局の開発技術に対して意見、助言を行います。 

 
 

（詳細は、巻末資料の｢技術開発の手続フロー｣を参照してください。） 
 

  

                                                  
1 専門部会：平成28年度現在、土木技術専門部会・技術情報システム構築検討専門部会・微量物質等専門部会・管渠内面被覆工
法評価専門部会・汚泥処理技術専門部会・設備技術専門部会・水処理技術専門部会において、専門的かつ個別分野技術に関す
る調査・検討を実施している 

技術管理委員会 

技術検討委員会（部又は所） 

新技術委員会 
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・開発テーマの評価

・技術評価

・採用に関する評価

※

※

※ 必要と認めた場合

は新技術委員会へ

付議する

開発技術

要改善

終了

共同研究

・開発テーマの評価

・局内への導入

専門部会

・技術評価

・実用化に関する評価

・技術評価

・採用に関する評価

・改善措置

必要と認めた場合

共同研究の実施

共同研究の実施

実用化

・新工法、新材料及び新機器を特定

する場合の有効性及び公正性

について

・公募型共同研究

・ノウハウ+フィールド提供型共同研究

・開発技術の導入を前提とした共同研究

・簡易提供型共同研究

・技術評価

・実用化に関する評価

・事後評価

 
 

 

 

 

 

 

共同研究等の審査の流れ 
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３ 開発テーマの推移 (過去～「技術開発推進計画 2016」) 

｢技術開発推進計画 2016｣では、これまでに開発してきた技術の更なる向上に加え、ニーズが高まって 
はじめとする ICT(情報通信技術)を活用して技術開発に取り組みます。 

分野 分 類 

主  な  開  発  成  果  事  例 

平成 21 年度以前 
平成 22 ～ 27 年度 

｢技術開発推進計画 2010｣等 

再構築技術 
・自由断面 SPR 工法 

・シールド急曲線施工技術 
・急曲線に対応した更生工法の改良 

浸水対策技術 
・流出解析モデルの活用 

・光ファイバー水位検知装置 

・高揚程・大口径ポンプ 

・小型光水位計 

震災対策技術 
・非開削耐震化工法 

・非開削人孔浮上抑制工法 

・更生管人孔接続部耐震化工法 

・大口径既設管耐震化工法 

水処理技術 
・ステップ流入式 

嫌気無酸素好機法 
・砂ろ過による脱ちっ素法 

・アンモニア＋DO 制御システム 

・嫌気・同時硝化脱窒処理法 

合流式下水道の 
改善技術 

・水面制御装置 

・高速ろ過法 

・雨天時越流水の汚濁濃度計測シス
テム 

エネルギー・地球温暖化 
対策技術 

・下水汚泥ガス変換発電システム 
(ガス化炉) 

・多層型流動焼却炉 

・高温省エネ型(第2.1世代型)焼却 
システム 

・ エネルギー自立型(第三世代型)焼却
システム 

・PM モーター 

資源の有効利用技術 
・セラミック膜ろ過 

・粒度調整灰の土木資材への利用 

・オゾン処理及び凝集混和処理の 
効率化技術 

・粒度調整灰を用いた防食被覆工法 

維持管理技術 

・空洞調査機 

・大口径管きょ調査用カメラ 

・硫黄固化体 

・無翼扇型送風機の性能評価 

・ミラー方式ＴＶカメラ 

・非接触型時間計(イドミルメーター) 

  

　、
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いる維持管理に関する開発テーマを充実するとともに、技術革新の目覚ましい IoT、人工知能(AI)を 
 

 主  な  取  組 

 
平成 28 ～ 32 年度 

「技術開発推進計画 2016」 

 
▶ 再構築を一層効率化する技術や将来を見据えた技術の開発 
○ 部分的に劣化した管路施設を非開削で修復する技術 
○ シールド工法で施工し老朽化した幹線などを再構築する技術 

 

▶ ハード・ソフト両面から浸水対策を強化する技術の開発 
○ 軸受保護時間の制約なく雨水ポンプを先行待機運転する技術 
  (無注水形先行待機雨水ポンプの機能向上) 
○ 電源が確保しにくい箇所における水位情報などをリアルタイムで把握する技術 

 
▶ 耐震化を推進する技術や震災後の復旧を効率化する技術の開発 
○ 更生工法による断面縮小を抑えて下水道管の耐震性を向上する技術 
○ 震災による管路施設の土砂閉塞を迅速に解消する技術 

 

▶ 処理水質向上と省エネルギーとの両立を推進する技術の開発 
○ 活性汚泥モデルを用いた制御や新しいセンサーを活用することで新たな高度処理を導入できない施設 

でも水質改善と省エネルギーを両立する技術 
○ 活性汚泥の濃度を高めることで既存の処理能力を向上する技術 

 

▶ 放流水の効果的な消毒技術や汚濁負荷削減技術の開発 
○ 放流水をより効果的に消毒する技術 
○ 降雨初期の特に汚れた下水を貯留する合流改善施設と浸水対策のための貯留施設を効果的に整備・運用

する技術 

 

▶ ｢スマートプラン2014｣や｢アースプラン2010｣を推進するためのエネルギー使用量や温室効果
ガス排出量の削減技術の開発 

○ 焼却廃熱をより一層活用した発電と省エネルギーをさらに推進する技術 
  (エネルギー自立型及び高温省エネ型焼却システムのレベル向上) 

○ PM モーターを効率的に制御する技術 

 
▶ 下水道が持つ資源の有効利用を推進する技術の開発 
○ りん濃度の高い余剰汚泥を分離して処理することで焼却灰をりん資源化する技術 
○ 下水道管内に熱交換器を設置することで下水熱を有効利用する技術 

 

▶ お客さまに下水道サービスを安定的に提供するための維持管理向上・効率化技術の開発 
○ 焼却灰による煙道閉塞を防止するために焼却灰の色識別で薬剤を最適に注入する技術 
○ 水位が高く流速が速い幹線などの劣化状況を調査する技術 
○ 無人航空機(ドローンなど)を活用して下水道施設を調査する技術 
○ ICT(情報通信技術)を活用した施工時の安全管理技術 
○ 腐食環境においても長期間メンテナンスフリーな耐硫酸性の高い土木材料技術 
○ 脱水機のポリマー注入量設定を自動化し、省力化・適正化する技術 
○ 下水道事業への IoT(モノのインターネット)の導入 
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３ 開発テーマの推移 (過去～「技術開発推進計画 2016」) 
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(ガス化炉) 

・多層型流動焼却炉 

・高温省エネ型(第2.1世代型)焼却 
システム 
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　、
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４ 技術開発成果事例 

 一世紀を超える歴史を持つ東京の下水道は、これまで様々な事業課題に直面するたびに
国内外から多くの先端技術を取り入れ、長年の経験と下水道に携わる技術者の創意工夫と
を組み合わせることで、事業課題に応えた技術の開発に先駆的に取り組んできました。 
 大正11年に稼働した我が国で最初の近代下水処理場である三河島汚水処分場(現 三河島
水再生センター)において、海外で開発された散水ろ床法を採用したことを皮切りに、その
後も東京の地域特性に合わせて多くの技術を開発・導入してきました。 
 以下に、当局の技術開発成果の代表例と平成27年度末の実績などを示します。 

 
 ＳＰＲ工法 (昭和 61 年度) 

 

 道路を掘らずに、下水を流しながら老朽化した
下水道管の内側に塩化ビニルを巻いていく更生工
法です。約 46 ㎞を施工しており、馬蹄形・矩形な
どの様々な断面形状の下水道管に対応できるた
め、老朽化した幹線を再構築するための主要な 
工法となっています。 

 
 高揚程・大口径ポンプ技術 (平成 27 年度) 

 

 
今後建設が予定されている深さ 50m 程度の深い

ポンプ所において、浸水に備えて降雨に先行した
待機運転が可能で、豪雨時の急激な流入量の増加
に速やかに対応できます。現在建設中の深いポン
プ所などで導入を計画しています。 

 

 非開削人孔浮上抑制工法 (平成 18 年度) 

 

 震災時に液状化現象による過剰な水圧をマンホ
ール内に逃がして浮上を抑制する工法です。震災
時に重要な道路の交通機能を確保するため、 
約1,070㎞の緊急輸送道路などにおけるマンホー
ルの浮上抑制対策として施工しています。 

 
 新たな高度処理(嫌気・同時硝化脱窒処理法) (平成 25 年度) 

 

 下水処理に必要な送風量を適切に制御すること
で、１つの槽で硝化と脱窒1を同時に進行させる 
処理法です。従来の高度処理(A2O 法)で必要な一部
の設備機器が不要となり、A2O 法と同等な水質を
確保しつつ、電力使用量を２割以上削減できる 
新たな高度処理として、葛西水再生センターなど
３センターで導入しています。 

散気設備

好気領域（硝化） 

無酸素領域（脱窒） 

自由断面ＳＰＲ工法 (平成 9 年度) 

高揚程・大口径ポンプ (平成 27 年度) 浸水対策技術 

再構築技術 

非開削人孔浮上抑制工法 (平成 18 年度) 震災対策技術 

嫌気・同時硝化脱窒処理法 (平成 25 年度) 水処理技術 
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 水面制御装置 (平成 13 年度) 

 

 

 雨水吐口手前のマンホールに越流防止用の
ガイドウォールと水面制御板を設置すること
で渦を発生させ、白色固形物(オイルボール)

やごみなどを 7 割以上除去できます。低コス
トで工期も短いことから多くの雨水吐口に 
設置され、お台場海浜公園へのオイルボール
漂着の抑制などに貢献しています。 

 
 ターボ型流動焼却炉 (平成 26 年度) 

 

 
焼却炉からの燃焼排ガスで駆動する過給機

(ターボチャージャー)を用いて焼却炉内の 
圧力を高めた新たな燃焼方式の汚泥焼却炉で
す。葛西水再生センターなど３センターで導
入されており、従来型の焼却炉と比べて電力、
補助燃料及び汚泥由来の温室効果ガス排出量
を約40％削減できます。 

 
 セラミック膜ろ過システム (平成 20 年度) 

 非常に細かい穴を持つセラミック膜で下水
処理水をろ過し、オゾン処理と合わせて良好
な水質の再生水を安定的かつ低廉なコストで
製造します。芝浦水再生センターに導入され
ており、一日当たり約5千・の再生水を八潮
及び東品川地区など5地区72施設におけるビ
ルのトイレ用水などとして供給しています。 

 
 無翼扇型送風機 (平成 25 年度) 

 

 
下水の流れを止めたり切り替えたりせず

に、伏越しマンホールの堆積土砂を浚渫でき
る特殊清掃車です。人がマンホール内に入る
ことなく清掃できるので、作業環境と安全性
が向上しました。深さ25ｍまでの伏越しマン
ホールにも対応しており、伏越しマンホール
清掃の効率化に貢献しています。 

 
                                                          
1 硝化と脱窒：下水処理におけるちっ素除去は、微生物の働きによる｢硝化｣と｢脱窒｣の２段階からなる。｢硝化｣では、下水中に

含まれるアンモニア性ちっ素が硝酸性ちっ素に、｢脱窒｣では硝酸性ちっ素がちっ素ガスになる。このちっ素ガスが大気中に放
出されることにより、ちっ素の除去が完了する 

水再生センターへ 雨水を 

河川などへ 

渦を発生させて、 

ごみなどを水再生センターへ

送る管に導く 

水面制御装置 (平成 13 年度) 合流式下水道の改善技術 

セラミック膜ろ過 (平成 20 年度) 資源の有効利用技術 

ターボ型流動焼却炉 (平成 22 年度) エネルギー・地球温暖化対策技術 

下水道施設伏越人孔内浚渫機 (平成 17 年度) 維持管理技術 
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ターボ型流動焼却炉 (平成 22 年度) エネルギー・地球温暖化対策技術 

下水道施設伏越人孔内浚渫機 (平成 17 年度) 維持管理技術 



 

 
【コラム】下水道技術の半世紀 その２ 

 

掘って｢普及｣する時代から、掘らずに｢再構築｣する時代へ 

当局は、昭和 39(1964)年の東京オリンピックに向けて、下水道の普及を進めるため、渋谷・

新宿・池袋の副都心地区の下水道整備を重点的に行いました。写真は昭和 37(1962)年の渋谷

付近で施工した宇田川幹線工事の様子で、住宅前の道路を大規模に掘削して下水道管の設置

を行っています。 

  
宇田川の両岸を掘削し、ボックス型の下水道管を設置している様子 

 

現在は、当時設置した下水道管が老朽化してきているため再構築を行っていますが、都市

部の道路下には下水道管のほかにも電気やガスなど多くのインフラが埋設されており、大規

模な掘削を伴う工事は困難です。そこで道路を掘ることなく、下水が流れている既設の下水

道管の内側から施工が可能な SPR工法を開発し、下水道管のリニューアルを進めています。 

  
既設の宇田川幹線の内側から硬質塩化ビニル製の帯状部材を巻くなどして、ボックス型の下水道管を

再構築している SPR 工法の様子(右写真は施工後) 

 

下水道技術の半世紀 その２ 
～オリンピック・パラリンピックを迎える東京の下水道～ 

コラム 
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