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まえがき

現在，来るべき21世紀の豊かで安全な市民生活の充実に

向けてより一層の社会資本整備が進められており，下水道

事業においても，西暦2000年度末をめざして第 8次下水道

整備 5箇年計画が推進されている。この計画の目標は次の

とおりである。

処理人口普及率を66％とする。

下水道雨水対策整備率を55％とする。

高度処理人口を 1,500 万人とする。

本稿においては， 項の目標に関連して「下水用凝集セ

ンサを用いた脱水用凝集剤注入制御」について， 項の目

標に関連して「降雨情報・流入予測を用いた雨水ポンプ制

御」について， 項の目標に関連して「高度処理運転支

援」について紹介する。

下水用凝集センサを用いた脱水用凝集剤注入制御は，汚

泥性状に合わせた最適な薬品注入を実現することにより発

生汚泥の性状の安定と発生汚泥量の減少を目的とするもの

で，処理人口普及率向上に伴う発生汚泥量の増加に対応し

た汚泥処分問題に寄与するシステムである。

降雨情報・流入予測を用いた雨水ポンプ制御は，都市化

の進展に伴う雨水流入傾向の急しゅん化に対してより早期

の段階で降雨情報を基にした流入予測を行うことにより安

全かつ安定した雨水排除を可能とするもので，特に本シス

テムは気象庁のレーダ雨量情報を活用した比較的導入しや

すいシステムである。

高度処理運転支援は，高度処理プロセスの主流である生

物処理においてその生物代謝環境を適切に保つために，例

えばシミュレーションにより運転指標を策定したり処理の

何らかの異常時に復旧方法のガイダンスを提示するなどの

機能を実現するもので，熟練が必要とされる生物高度処理

プロセスの維持管理を支援するシステムである。

下水用凝集センサを用いた脱水用凝集剤注入制

御

２.１ システムの目的

下水道プロセスにおける汚泥処理の基本は次のとおりで

ある。

水処理で発生した汚泥中の固形物を分離し減量する。

汚泥性状の安定化を図る。

下水汚泥を資源として利用するために，加工および調

整する。

このなかで および を実現するには，脱水機の種類，

汚泥の性状や脱水機の性能に合わせた凝集剤の種類，さら

に汚泥の乾燥固形物濃度（SS 濃度）に適した凝集剤の注

入率を決める必要がある。特に，凝集剤の注入率の決定は，

現状では，ビーカーテストなどの手分析による決定が主流

である。したがって，汚泥の SS濃度の変動に追従した最

適な凝集剤注入率を常に維持することは現状では困難であ

る。

このような背景のもと，富士電機では，（株）石垣と共同

で，脱水前の汚泥凝集の最適状態を検出するセンサの開発

と，このセンサを使って汚泥性状の変化に対応して凝集剤

注入をオンラインで連続自動制御できる下水脱水用凝集剤

注入制御システムの開発に取り組んできた。

以下に，下水脱水用凝集センサとそれを使った制御方法

について説明する。

２.２ 下水脱水用凝集センサ

計測原理

下水脱水用凝集センサの計測原理は，富士電機ですでに

製品化した上水用凝集センサの吸光度変動解析法である。

ただし，上水用ではアルミニウム水酸化物の検出のための

紫外光（254 nm）と濁質検出用の赤外光（860 nm）が必

要であったのに対して，下水汚泥用では，赤外光（820

nm）でフロックの検出が十分可能である点が異なる。し

たがって，下水汚泥用では単波長の吸光度変動解析法を適

用した。基本的な演算値は，以下の式 ，式 に示すフ（2）（1）
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ロックの平均粒径 Dと個数濃度 Nであり，さらに後述す

る理由から，式 から体積率 CV を計算し，これを主たる

出力とした。

……………………………………………

……………………………………………

………………………………………………

ここで，

σ ：吸光度変動の標準偏差（－）

Em ：吸光度の平均値（－）

A ：光ビームの有効断面積（cm2）

Q ：光散乱係数（－）

V ：体積係数（－）

である。Em とσは透過光量を対数化して得られる吸光度

の所定時間（サンプル数）の統計量である。実際には，吸

光度 Em は試料液中の長光路（20mm）の吸光度の平均値

Eml と短光路（10mm）の吸光度の平均値 Ems の差から計

算される。こうすることによって，光学窓の汚れによる吸

光度の見掛けの増大を補正することができる。

センサ部の外観を図１に示す。円形の底面に見える四つ

の突起は，光路長の異なる2対の光照射・受光プリズムボッ

クスで，変換器にある光源から光ファイバによって伝送さ

れた近赤外光を試料液中に照射し，受光した光を光ファイ

バに入射させるものである。

凝集状態の計測方法

本来，凝集状態を直接的に反映しているのは，凝集混和

タンク内部のフロックである。しかし，下水汚泥の場合に

はタンク内の光の透過率はきわめて少なく，計測は困難で

ある。そこで，脱水機の 水中のフロック［透過残渣（ざ

んさ）成分］を測定することによって，間接的に凝集状態

を知る方法を考案した。

残渣のフロック粒径，個数濃度および体積率と，脱水汚

泥（ケーキ）の含水率の関係を，薬品注入率を変化させて

調べた結果，図２に示すように，体積率の最小値と含水率

の最小値がよく一致することを見いだした。

この関係は，生汚泥や消化汚泥など種々の汚泥について

同様の傾向を示すことを確認した。

これらの結果から薬品注入率を低く抑え，安定した処理

が可能である。

２.３ 下水脱水用凝集剤注入制御システム

図３は，上述した下水脱水用凝集センサを用いた下水脱

水用凝集剤注入制御システムの構成である。このシステム

は脱水機からの 水をシステムの測定槽に導入し，前述の

凝集センサのセンサ部で， 水中の残渣フロックの体積率

を連続測定する。コントローラ部は凝集センサの体積率出

力が常に最小値となるように凝集剤注入率を自動的に調整

する。

このシステムの導入によって，

凝集剤注入率の最適制御が実現でき，薬品コストの低

減化が図れる。現在，実験段階ではあるが高分子凝集剤

の約10％の低減が図れた。

注入率の決定が自動化されるために，煩わしい手分析

の頻度が軽減され，特に従来，脱水機のサイドリーク防

止のために頻繁に行っていたジャーテストによる凝集状

態のチェックが不要になる。

流入負荷変動の大きい処理場でも，汚泥性状に合わせ

て最適注入率が実現できる。特に本システムでは，汚泥

性状の変化にかかわらず残渣フロックの体積率が最少と
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図３　凝集剤注入制御システムの構成

図１　下水用凝集センサのセンサ部
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図２　薬注率変化による脱水ケーキの含水率と体積率
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なるよう制御するため，薬品注入率を低く抑えながら安

定した処理が可能となる。

などのメリットが期待できる。

現在，このシステムはベルトプレス脱水機およびスク

リュープレス脱水機で実証試験を継続中で，良好な結果を

得ている。

降雨情報・流入予測を用いた雨水ポンプ制御

３.１ システムの目的と全体構成

レーダ雨量計による降雨情報システムは，下水道におけ

るポンプ場などの運転管理や人員の配備計画に利用され，

特定区域の短時間降雨予測の精度向上が求められている。

また，一方降雨情報システムからの情報を利用した雨水

流入予測，浸水予測，さらには雨水ポンプの最適自動制御

システムの研究，開発が行われており，将来的には，これ

らのシステムが下水道施設のなかで重要な役割を果たすも

のと推測される。

しかし，これらのシステムの導入は，特にレーダ施設を

建設するための費用が高額であることから，現在までのと

ころ大都市に限られている。

ここでは，（財）気象業務支援センターが行っている気象

データオンラインサービスを利用し，容易にレーダによる

降雨監視と降雨予測，さらには，ポンプ場流入予測，ポン

プの最適運転計画を立案するシステムを紹介する。

図４にシステムの全体構成を示す。

本システムは，降雨予測・流入予測・ポンプ制御用のコ

ンピュータ設備，パーソナルコンピュータ・ワークステー

ションによる監視・操作用表示端末，（財）気象業務支援セ

ンター，各ポンプ場と地上雨量計との信号伝送をつかさど

るモデム装置とルータ，各ポンプ場・処理場に設置する

データ表示端末から構成される。

また，機能としては，大きく分けて以下の三つで構成さ

れる。

降雨予測

（財）気象業務支援センターから配信されるデータならび

に地上雨量計データにより，降雨状況の表示・降雨予測を

行う。

雨水流入予測

の降雨予測を基に，ポンプ場，処理場に直接流入する

雨水量を予測する。

ポンプ自動制御

の雨水流入予測データを基に，各ポンプ場，処理場の

ポンプの最適運転計画を立案する。

以下，それぞれの機能の詳細を説明する。

３.２ 降雨情報システム

本システムは，気象庁が観測し，（財）気象業務支援セン

ターが気象データオンライン配信サービスとして提供した

レーダエコー強度情報（レーダ雨量）を NTT［日本電信

電話（株）］専用回線を経由して受信し，メッシュごとの降

雨強度に変換，さらに精度向上を図るため，地上雨量計

データを基にオンラインキャリブレーションを行い，以下

の機能を実現している。

降雨状況表示

500 km × 500 km，100 km × 100 km，30 km × 30 km

区域の現在降雨強度を 2.5 km× 2.5 kmごとに15段階で地

図上に色表示

降雨履歴再生表示

過去24時間の雨域の移動と降雨強度の変化を と同様に

表示

降雨強度・積算雨量表示

過去24時間の降雨強度のトレンドグラフ表示，積算雨量

の棒グラフ表示

降雨予測

移流モデルによる最大 1時間先までの降雨予測と表示

（予測間隔10分）

３.３ 移流モデルによる降雨予測システム

雨水ポンプの制御に適用する降雨予測は，対象地域が比

較的狭く，短時間（30～60分）先の予測ではあるが，高い

予測精度が要求される。

本降雨情報システムでは，降雨予測単位（2.5 km× 2.5

kmメッシュの範囲）ごとに降雨移動方向（移流ベクトル）

を求めることのできる移流モデルを採用し，降雨予測精度

の向上を図っている。移流モデルでは，式 で表された移

流方程式のパラメータを，観測時間の異なる複数の受信降
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＜コンピュータ＞
™リード線
　：CPU32ビット250MHz以上
　  （2CPU以上）
　：主記憶 250Mバイト以上
　：ハードディスク容量
　　4.8Gバイト以上
™ソフトウェア仕様：OS UNIX

＜データ表示端末＞
™ハードウェア仕様
　：CPU32ビット166MHz以上
　：主記憶 48Mバイト以上
　：ハードディスク容量
　　1.6Gバイト以上
™ソフトウェア仕様
　：OS WindowsNT4.0または

　　Windows95

＊1

＊2

＊3

中央管理センター

コンピュータ 降雨情報
データ表示端末

汎用LAN

（財）気象業務
支援センター

集合モデム

モデム

モデム モデム

ルータ

ルータ

降雨情報
データ表示端末 ルータ

雨水ポンプ場
監視制御
システムへ

雨水ポンプ場
監視制御
設備へ

NTT回線・
管きょ内光ファイバ

雨水ポンプ場

下水処理場

降雨情報
データ表示端末

＊1　UNIX：X/Open Company Ltd.がライセンスしている米国ならびに
　　　　　　 他の国における登録商標
＊2　Windows NT：米国Microsoft Corp.の登録商標
＊3　Windows：米国Microsoft Corp.の登録商標

ルータ
雨
量
計

雨
量
計

図４　降雨情報システムの全体構成
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雨強度データを用いて同定し，移流ベクトル（u，v）と

雨域の成長・減衰（w）をメッシュごとに求めることがで

きる。これにより，雨域の移動，回転，成長，減衰の状況

を自動的に解析し，予測精度の向上を図ることができる。

図５にその例を示す。左側のメッシュ内の矢印が移流ベク

トルを示し，矢印の方向が移動方向を，矢印の長さが移動

速度を表している。

………………………………

ただし，

R：降雨強度（mm/h）

t ：時間（min）

x, y：位置（km）

u： x方向速度（km/min）

v： y方向速度（km/min）

w：成長・減衰項（mm/h/min）

本降雨情報システムでは，雨域がこのベクトルにより移

動するものとして，10分間隔で 1時間先まで予測する。

３.４ 雨水流入予測システム

降雨情報システムより得られたデータをもとに，本シス

テムでは，30分先のポンプ場雨水流入量の予測を行うこと

が可能である。

本システムにおける流入予測手法は，大きく分けて次の

二つの部分からなっており，モデル化，調整（実流入量に

よる）が容易で比較的安価なシステムでも実現可能である。

雨水の排水区域を部分流域に分割し，各部分流域ごと

の流出量を修正RRL法で求める。

各部分流域からポンプ場までの流下遅れを同一管内で

あれば流速一定（等流モデル）として扱い算出する。

なお，上記の修正 RRL法とは，英国道路研究所で開発

された雨水流出量を算定する RRL法に浸透域と不浸透域

を区別した有効降雨量の補正を加えた雨水流出量の算定方

法である。

３.５ 雨水排水ポンプ自動制御システム

下水処理場，ポンプ場における流量制御は，下水処理の

安定化，効率化，ポンプ運転の省エネルギー化，雨天時の

汚濁負荷の低減化などの点から重要である。そのためには，

流入流量変動の予測が必要であり，特に，流動変動の大き

い降雨時の雨水流量予測が重要になる。

本システムでは，上記流入予測機能により処理場，ポン

プ場ごとの流入量の予測を行い，各施設の処理能力（ポン

プ井容量やポンプ吐出量など）からポンプの最適運転計画

を立案する。計画立案の手法としては，DP法，ファジィ

適応制御を用いている。

高度処理運転支援

４.１ システムの目的

下水道プロセスにおける高度処理とは，有機物除去率の

一層の向上と，富栄養化防止のための窒素・リン除去を指

しており，処理法としては，生物学的方法，物理化学的方

法と生物法の併用などが実用化されている。なかでも，生

物学的方法は，凝集剤の添加が不要であるため，汚泥発生

量が少ない，運転コストが安いなどの観点から注目されて

いるが，維持管理に熟練を要することが課題だとされてい

る。

図６は有機物，窒素，リンの同時除去を行う場合に関与

する微生物の種類，生育条件，除去メカニズムを示したも

のである。4種類の微生物（従属栄養細菌，亜硝酸菌，硝

酸菌，脱リン菌）と 3種の生育条件（好気，無酸素，嫌気

条件）を適切に管理する必要があることが分かる。従来，

こうした複雑な高度処理プロセスの運転は経験豊富な技術

者に頼ってきた。これに対して富士電機では各種微生物反

応のシミュレーションを行うことにより下水処理の経験の

浅い技術者でも高度処理プロセスの運転ができるように支

援システムを開発中である。

具体的には下記の効果を想定している。

最適運転条件の決定，運転条件に対応した処理水質予

測ができる。

処理水質不良時に最短回復手順が提案できる。

シミュレータとして管理要員の教育に利用できる。

４.２ モデルの概要とシミュレーション結果

４.２.１ 基本モデル

図７にシミュレーション基本モデルである IAWQ Model

No.2
（1）

の概要を示す。流入下水中の有機物は，加水分解性
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図５　移流モデルによる降雨予測
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基質，発酵可能基質，発酵産物の 3成分からなっており，

加水分解性基質は処理の過程で発酵可能基質に変化し，こ

れはさらに微生物に利用しやすい発酵産物に変化する。従

属栄養細菌は，酸素の存在する条件（好気条件）では酸素

呼吸をしてエネルギーを獲得し増殖する。

窒素除去に関与する亜硝酸菌は好気条件でアンモニア性

窒素を亜硝酸性窒素に変え，硝酸菌は，亜硝酸性窒素を酸

化し硝酸性窒素に変えていく。ここで生成した硝酸性窒素

は，無酸素条件において従属栄養細菌（脱窒菌）の硝酸呼

吸により酸素を奪われ窒素ガスとなる。リン除去を行う脱

リン細菌は，嫌気条件でポリリン酸を加水分解してリンを

放出し，同時にエネルギーを獲得して発酵産物を体内に貯

蔵する。また，好気条件ではこの発酵産物を利用して増殖

し，併せて水中のリンを吸収し，ポリリン酸として貯蔵す

る。

本モデルは15成分，17反応からなる連立微分方程式とし

て記述され，数値計算により解析される。

４.２.２ 富士電機のモデルとシミュレーション結果

富士電機のモデルは上記モデルを基本としているが，下

記の特徴を有する。

脱リン菌に脱窒機能を入れてモデル化しており，リン

処理の予測精度が高い。

活性試験に基づいて微生物量を決めるため水質の予測

精度が高い。

処理の非定常過程（微生物の増殖から安定化まで）を

モデル化しており，適用範囲が広い。

図８に一例として，回分式活性汚泥法による窒素，リン

除去を示す。実験条件は，かくはん 2時間，ばっ気 3時間，

沈殿30分，排出30分の計６時間が 1サイクルであり， 1日

４サイクル運転で滞留時間は24時間である。

図８に示すように，アンモニア性窒素（NH4-N）と硝酸

性窒素（NO3-N）の変化は，実験とシミュレーション結

果がよく一致している。正リン酸性リン（PO4-P）も比較

的よく再現されているが，サイクル開始直後の30分間にお

いて，実験値は零であるがシミュレーションでは濃度の上

昇が見られる点に課題が残っている。

このように，処理水質のシミュレーションは実データと

計算結果がかなりよく一致するところまで進歩しているが，

まだ改良の余地があるのも事実である。

４.３ 運転支援システムの利用

高度処理プロセスのシミュレーションによる運転支援は，

上記の回分式活性汚泥法や，富士電機が独自に開発した２

槽式間欠ばっ気法
（3）

，さらには大規模処理法である A2O 法

に有用である。

以下に A2O 法への適用を想定し，具体的な利用方法を

説明する。

４.３.１ 雨水流入時のA2O法運転支援

A2O 法では生物脱リンが行われるが，雨水が流入する

と下水中の有機物不足が原因でリン除去性能が低下し，そ

の程度は雨水の流入期間や下水中の BOD（Biochemical

Oxygen Demand）濃度に依存する。併せて，有機物不足

により窒素除去率の低下も予想される。そこで，雨水中の

有機物濃度，流入水量などをシミュレーションモデルに入

力し，窒素およびリン除去の運転支援を行う。

窒素除去

水温なども考慮しつつ硝化性能を予測し，次いで脱窒速

度を計算して最適な硝化液の循環比を推定する。必要があ

れば活性汚泥濃度（MLSS）の変更も検討する。

リン除去

嫌気槽におけるリン放出速度，好気槽でのリン吸収速度

を計算し，リン除去率を予測する。除去率が低下すると予

測されれば，直ちにバックアップとしての凝集剤の注入を

決定し，注入量を計算する。適切な注入時期の判定，注入

量の決定は，処理水質の悪化，過剰注入の防止に効力を発

揮する。また，長期の雨水の流入後は，脱リン菌の能力が

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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図７　IAWQ Model No.2 の概要
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図８　回分式活性汚泥のシミュレーション結果
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大幅に低下しているので，低下レベルを確認し，種々の活

性汚泥濃度を入力して，最短回復所要期間を推定する。

４.３.２ システム構成と利用効果

本支援システムは，現段階ではオフラインの支援システ

ムを想定しており，計算結果が直接運転操作に反映される

訳ではない。運転管理担当者は，シミュレーション結果も

考慮しつつ最適運転制御条件を決定し，自らの判断で運転

を行う。上記の運転支援により，高レベルの処理水質の維

持，ばっ気動力の省エネルギー，脱リン用凝集剤注入量の

低減，維持管理のための水質分析頻度の軽減などが可能と

なる。

ヨーロッパではシミュレーションによる運転支援がすで

に実用化されているが，わが国ではまだ研究段階であり，

実験室レベルでの予測が現状である。しかし，今後の高度

処理プロセスの普及に対応し，さらにはより高度な運転管

理のためにもシミュレーション技術の導入が望まれる。富

士電機では今後も積極的に開発に注力の予定である。

あとがき

以上，第 8次下水道整備 5箇年計画の目標に関連した下

水道プロセスにおける最新の計測制御技術に関して紹介し

た。21世紀に向け，下水道事業においてはこのほかにも汚

泥資源のリサイクルや，下水の廃熱利用，さらには下水道

管きょ内光ファイバ通信網を利用した下水道事業の高度情

報化など多くの試みが計画されている。

富士電機では，これらの多岐にわたる下水道システムの

全分野において積極的に開発に取り組んでおり，今後の新

しい下水道システムの構築に貢献していく所存である。
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