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まえがき

富士電機では，長年にわたり下水道関係の研究開発を行

い，三十数種類のシミュレーションプログラムを蓄積して

きた。例えば，雨水流出シミュレーション，送風機制御シ

ミュレーション，汚泥焼却シミュレーションなどをパッ

ケージ化してある。最近は下水処理プラントの活性汚泥法

をモデル化して，処理水質をシミュレーションするプログ

ラムの利用を試みている。

活性汚泥法はさまざまな処理方法が開発されているが，

富栄養化防止，水環境保全のために導入が進められている

のは，有機物・窒素・りん除去を目的とした高度下水処理

法である。この中でも，生物学的に３成分を同時に除去す

る方法は，凝集剤添加が不要，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を浴びている。

本稿では，下水処理シミュレーションの利用目的，高度

下水処理運転支援システム，高度下水処理シミュレータを

紹介する。

下水処理シミュレーション

２.１ シミュレーションの利用目的

シミュレーションは，下水処理場の計画・設計時におい

て，コンピュータ制御システムの事前評価や制御方法の改

良・検討に利用され，システムの運転・維持管理において

は，制御システムに組み込まれたソフトウェアの一部とし

てオンラインで稼動したり，オフラインで運転管理員を介

在して操作点の設定や制御設定値の検討・決定のための

ツールとして使用される。また，豪雨，連休など通常の流

入水質と異なる期間の運転計画の策定や処理水質異常時の

復旧方法のガイダンス指示など，熟練運転管理員が必要と

される複雑なプロセスの維持管理を支援するシステムにも

利用されている。最近では，運転管理員の教育，訓練用の

モデルとしての利用も多くなっている。

下水処理プラントでのシミュレーションの主な利用目的

は次のとおりである。

下水処理場の運転支援

運転制御条件の検討

生物反応槽の容量検討，機器の制御条件検討

２.２ 活性汚泥モデルの概要

下水処理プロセスに使用する活性汚泥の生物反応モデル

は，各種微生物の反応を基質除去の観点から数学的に記述

した ASM（Activated Sludge Model） No.2d（図１）を

採用した。このモデルは，活性汚泥内の微生物を３種類，

流入有機物を５種類に分類して，有機物，窒素，りんの挙

動を記述している。

有機物除去を行う従属栄養細菌は，主に好気的条件にお

いて有機物を分解して自己増殖を行い，さらに無酸素条件

にて脱窒によって増殖を行う。窒素除去に関係する硝化細

菌は，好気的条件においてアンモニア性窒素を硝酸へと酸

化して自己増殖を行う。りん除去を行うりん蓄積細菌は，

嫌気的条件において，菌体内に蓄積したポリりん酸を放出

して酢酸成分を貯蔵する。一方，好気的条件において，り

ん酸態りんを吸収し，蓄積した有機物成分を利用して自己

増殖を行う。りんを過剰に摂取した活性汚泥を余剰汚泥と
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図１　活性汚泥モデルの概要
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して引き抜くことにより，プロセスからりん除去を行う。

高度下水処理運転支援システム

高度下水処理法の一つである嫌気ー無酸素ー好気法

（A2O 法：Anaerobic Anoxic Oxic）を対象とした運転支

援システムの概要を図２，高度下水処理運転支援システム

の構成例を図３に示す。

３.１ A2O法の運転制御

A2O法では，活性汚泥中の従属栄養細菌，硝化細菌，り

ん蓄積細菌の反応を利用して，有機物，窒素，りんの除去

を行う。このため，流入水質，流量の変動に対して，生物

反応槽の状態を各微生物の機能を十分に発揮する状態に保

つことが，安定した処理水質を保つために必要である。

このプロセスの操作変数は，循環汚泥流量，返送汚泥流

量，余剰汚泥量，溶存酸素濃度，凝集剤添加量（りん除去

のための補助）などがある。これに対し制御方法は，A-

SRT（Aerobic-Sludge Retention Time）制御，DO（Dis-

solved Oxygen）制御，返送汚泥流量制御，循環汚泥流量

比例制御などがあるが，いずれも個々の操作量に対する制

御であり，生物反応槽の状態を各微生物にとって良好な状

態に保つための直接的な制御ではない。したがって，この

ような複雑な高度処理プロセスの運転は，各生物の反応，

処理場への流入水質の特徴，土木・機械・制御機構を理解

し，操作変更時期や変更量を熟知した熟練技術者により行

われてきた。また，下水処理場は長期的な計画をもとに設

計されるため，運転開始時に設計流量・水質であることは

まれで，このような状況に対応できるのも熟練技術者のみ

である。

それに対し，富士電機では，プロセスの生物反応，機械

制御の特徴を組み込んだシミュレーションを応用すること

により，目標水質を保つための操作変数の変更タイミング

や操作量に対する適切なガイダンスを与え，経験の浅い技

術者にも高度処理プロセスの運転が行える高度下水処理運

転支援システムを開発中である。

３.２ 運転支援システムの構成と利用方法

運転支援システムは，監視制御コンピュータ，シミュ

レータ部および水質計部から構成されている。水質計は，

流入水の水質を計測して，コンピュータシステムに計測

データを送る。コンピュータシステムは，受け取った水質

データと運転条件を抽出・作成し，シミュレーションに必

要なデータとしてシミュレータへ送る。この例では，分析

項目として TOC（Total Organic Carbon），T-N（Total-

Nitrogen）を採用した。分析項目は，流入水質の特徴，シ

ミュレーションの精度を考慮して選択可能である。
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最初沈殿池越流水の TOC，T-Nを計測することにより，

活性汚泥モデルへの流入水質を計算し，監視制御コン

ピュータは各ポンプ流量，DO濃度などの現在の運転状態

をシミュレータに送ると，シミュレータは生物反応槽の水

質，処理水質の予測結果を監視制御システムへ送り返す。

監視制御システムでは，計算結果をもとに反応槽の水質比

較や処理水質のトレンドの表示を行う。予測結果が規制値

をオーバーするような状態になれば，現在の流入水に対応

して，滞留時間後に放流される水質に対して何らかの対処

が可能となる。また，さまざまな制御設定値の変更のタイ

ミングや操作量の検討，運転条件変更による処理水質の予

測が現在の処理プロセスにおいて可能となる。

A2O 法では，雨天時にりん除去性能が悪くなることは

すでに知られており，その対策として凝集剤注入設備を備

えている処理場が多い。これに対して，運転支援システム

では，凝集剤注入タイミングおよび添加終了時期の検討な

どが可能となる。

この下水処理プロセスは，A2O 法単独であるが，他の

方法と並列で稼動している処理場に対しても各種モデルを

組み合わせることにより，処理場全体のシステム構築も可

能である。

３.３ 高度下水処理プロセスのシミュレーション結果

図４に実際の A2O 法実施設のシミュレーション結果を

示す。このプラントは合流式処理場であり，シミュレー

ションした期間は初夏である。表１に施設概要と代表的な

流入水質の分析結果を示す。

図４に示す実測値は，流入水についてはコンポジットサ

ンプル，反応槽内の水質については同一時刻のスポットサ

ンプルの分析値である。各生物反応槽内の窒素に関する成

分である NH4-N，NO3-N 濃度変化は，実測値とシミュ

レーション結果がほぼ一致している。りんについても同様

の結果を得ている。

このように下水処理プラントの水質を再現できることは，

運転管理員の処理プロセスの学習や，過去の流入水質にて

計算を行わせることにより，危機管理時の運転操作，操作

時期などを事前に検討することが可能である。

高度下水処理シミュレータ

４.１ システム概要

このシステムは，各種下水処理プロセスの生物反応の理

解や学習を想定して，前記のようなシミュレーションをパ

ソコン単独で行うことを可能とした。処理プロセスは六つ

の活性汚泥法から選択できる。有機物・窒素・りん除去の

高度下水処理法にも対応しており，流入水質は TOCまた

は BOD（Biochemical Oxygen Demand）値を入力するこ

とで，活性汚泥モデルの CODcr（Chemical Oxygen

Demand chromium）基準の変数設定が簡単に行える。計

算結果もトレンドグラフ，各槽間比較などで表示され，プ

ログラミングの知識は何も必要としない。

４.２ システム構成

図５にシステムのメニュー構成を示す。計算対象のプロ

セスを選択後，それに対応したプロセスフローを含むシ

ミュレーション画面（図６）から，流入水設定，解析条件

設定，計算結果のグラフ表示が行える構成となっている。

流入水データの作成では，基準値に対し増減を指定するこ

とにより水量変化のパターンを作成することができる。水

質の入力では，CODcrと TOCや BODの相関係数を入力

することにより，過去の貴重な水質データを有効利用する

ことが可能である。解析条件では，シミュレーションを行
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表１　実施設概要と流入水質�

BOD（mg/L）�

T-N（mg/L）�

NH4-N（mg/L）�

T-P（mg/L）�

PO4-P（mg/L）�

120�

29�

19�

5.5�

4.1

総有効容量（m3）�

反応槽分割比（－）�

流入水量（m3/d）�

汚泥循環率（％）�

汚泥返送率（％）�

MLSS（mg/L）�

SRT*（d）�

流入水質�実施設概要�

1：4.6：6

1,900�

�

3,700�

140�

56�

2,200�

21

＊ SRT：Sludge Retention Time
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うプロセスの運転条件，各種ポンプの制御方法の設定や選

択ができる。計算結果の表示は，複数の項目の時系列変化

を個々のグラフや同一のグラフ内で表示する時系列グラフ

と，各生物反応槽内の結果を比較する槽間グラフがある。

以上をまとめると次のようになる。

対象プロセス：標準活性汚泥法，

循環式硝化脱窒法，

嫌気ー好気法，

嫌気ー無酸素ー好気法，

担体投入型嫌気ー無酸素ー好気法，

ステップ流入式多段硝化・脱窒法

生物反応槽数　：最大12槽，容量の設定が可能

生物反応モデル：ASM No.2d（有機物・窒素・りん

除去）

流入水質作成　：任意の日時における流入水質設定，

ベース値に対する日間変動の設定

運転条件定義　：任意の時刻での制御条件設定

循環水量，返送汚泥量，余剰汚泥

抜出量，溶存酸素濃度，A-SRT

制御など

結果表示　　　：任意の水槽の時系列変化の表示，

各反応槽の水質比較など

４.３ シミュレータ利用例

このシステムは，特定の処理場を対象にしたものではな

いため，ユーザーが仮想的な下水処理場を想定してさまざ

まな利用方法が考えられる。

生物反応槽の容量決定

処理場の計画や改造時に，流入水量，水質の変動に対し

て，最適な生物反応槽の区画数，容量の検討が可能である。

制御条件決定

処理場の運転スケジュールに合わせて各種ポンプの運転

制御方法の検討が可能である。

活性汚泥プロセスの学習

処理目的の異なる活性汚泥法について，有機物，窒素，

りんの除去における各種生物反応の理解，余剰汚泥量など

さまざまな操作量と各種水質との関係の理解に利用できる。

あとがき

以上，富士電機が取り組んでいる下水処理シミュレー

ションについて紹介した。このような活性汚泥プロセスの

シミュレーションは海外では利用が進んでおり，下水処理

場の運転・管理においてコスト削減，安定した処理水質の

確保など数多くの成果が発表されている。また，バルキン

グなどのモデルも提案され，今後新たなモデルの検証と実

利用が期待されている。シミュレーションの応用には，処

理プロセスの生物反応の知識はもちろんのこと，モデルの

理解も必要である。

富士電機では，ここに紹介したシミュレーションのほか

にも下水処理場に関するシミュレーションパッケージを蓄

積しており，今後は，それらのソフトウェアと統合して下

水処理場の総合的な管理・運営に貢献していきたい。

なお，A2O 法の運転支援システムについては，三重県

県土整備部下水道課，（財）三重県下水道公社と共同研究中

であり，多大なご協力をいただいた関係各位に感謝申しあ

げる。
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図６　シミュレーション画面
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