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技術者・管理者のための排水処理技術と最新活性汚泥技術
「極低 DO 制御」の紹介
株式会社 小川環境研究所
小川尊夫

本稿前半は活性汚泥という微生物の基本的な性質について，後半では「極低 DO 制御」について技術紹介する。
「極低 DO 制御」は曝気槽内の DO をほとんど 0 mg/l に維持する制御方法で，曝気槽内の活性汚泥混合液を
「強曝気→曝気停止」する操作を行い，そのときの DO 変化から，曝気による酸素供給能力が汚泥の酸素消費速
度と等しい曝気風量を計算で求め，その曝気風量で曝気することにより，曝気槽内の DO をほとんど 0 mg/l に
制御する。グルコース-ペプトン排水とメタノール主体の排水について，この制御法をつかった DO≒0 mg/l の
処理と通常の DO≒1.5 mg/l の処理の比較実験を行い，曝気風量は約 35％程度に削減でき，処理水 TOC は同
等以上に良化，N 除去率は 90％以上の性能が確認できた。また原水負荷変動に対しても最大／最小＝5 倍の非
常に大きな日間変動にも，適切に追従できることが確認できた。さらに「極低 DO 制御」の具体的な装置構成
を示し，既設の活性汚泥に適用する場合，曝気槽の隔壁工事は不要で，曝気ブロアーの出力調整が管制室で操作
可能になっていれば，わずかの初期投資で「極低 DO 制御」が導入可能であることを示した。
曝気槽内の DO がほとんど 0 mg/l の領域は，好気でも無酸素でも嫌気でもない，従来ほとんど利用されてい
ない領域で，
「極低 DO 制御」を使うことにより，この領域が利用できるようになる意義は非常に大きい。
（本文 3 ページ）

臭気対策の実践ノウハウ：におい対策は人の為ならず
―板紙工場における一石二鳥のにおい対策―

栗田工業株式会社 第一営業本部 ソリューション推進第一部門 技術サービス二部
小島英順

抄紙工程のドライヤーパートは製品乾燥のために大風量の空気を供給するため，工場外への排気量が多い工程
である。仮に抄紙工程で循環利用される白水やパルプ原料でにおいが発生していると，意図せずとも周辺ににお
いの影響を与えてしまうことになる。
「水」の視点から板紙工場のにおいの問題をとらえると，以下の点が重要
となる。
1. 板紙工場の抄紙プロセス水や排水は，水質的ににおいが発生しやすい。においの発生原因である微生物の
増殖傾向を知るのに有効な水質項目は，ORP，pH，EC，水温，濁度，澱粉濃度，硫酸イオン濃度，有機酸濃
度などである。
2. 板紙工場で発生する硫化水素や有機酸は，におい問題だけでなく，製品品質の低下（におい，欠点）や工
場の生産性低下（製紙薬剤の使用量増加）の原因となる。
3. 無機系殺菌剤による抄紙工程での微生物コントロールは，におい問題と製造プロセス上の問題の両方を解
決することができる。
4. 単なるにおい対策ではなく，プロセス水の水質管理という視点が重要である。
（本文 18 ページ）

省エネ型散気装置 “ミクラス” による排水処理
―曝気槽の省エネに貢献―

住友重機械エンバイロメント株式会社 基幹技術センター 開発部
松崎祐子

排水処理では，活性汚泥と呼ばれる好気性微生物に酸素を供給し，微生物のはたらきにより排水中の有機物を
分解する処理方法が広く用いられている。この酸素供給のため曝気槽に空気を送るブロワで多量のエネルギーを
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消費しており，ブロワの電力削減は排水処理における大きな課題となっている。
その対策の一つが超微細気泡散気装置の採用である。超微細気泡散気装置は，非常に微細な気泡を発生して酸
素を効率的に水に溶解させ，従来の散気装置に比べて送風量を大幅に削減することで，電力消費量，温室効果ガ
ス排出量の削減に貢献できる。
本稿では，メンブレンに耐久性の高い材質を採用することで，電力消費量の削減効果に加え，装置の長寿命化
を実現したメンブレンパイプ式散気装置 “ミクラス” の概要とその導入効果を紹介する。
（本文 24 ページ）

活性汚泥処理における発泡 ･ スカムトラブルの傾向と対策
無臭元工業株式会社 水環境ソリューション部
林 賢治

紙パルプ工場排水の活性汚泥処理において，発生しやすいトラブルの一つに，発泡および発泡にともなうスカ
ム形成トラブルを挙げることができる。激しいスカム形成が生じた場合，スカム流出により後段処理プロセスへ
の負荷を増加させるだけでなく，MLSS の低下をもたらし，活性汚泥処理機能自体を低下させ，相乗的に放流
水質を劣化させる重大なトラブルに至る。ほとんどのケースでは，原因を特定できず，対症療法的に消泡剤の増
添が行われるが，効果が得られないケースもあり，有効な対策が確立されていないのが現状である。
本稿では，当社が紙パ排水処理に関わってきた中での経験をもとに，発泡スカムトラブルの傾向と考え得る要
因および対策について紹介する
（本文 28 ページ）

騒音・低周波音対策の基礎と事例 Part 2
―耳で対策効果を実感しよう―

日本音響エンジニアリング株式会社 ソリューション事業部
青木雅彦

騒音対策では最初にどの音をどの程度下げるかの検討が必要である。住宅から苦情が発生している場合，居室
内で実態を調査することが望ましい。これは住宅の外と内では騒音の大きさだけでなく，周波数特性も異なるた
めである。敷地境界で規制値を上回っている場合は，環境騒音の大きさも確認することが必要である。これは環
境騒音の大きさによって，工場騒音の対策目標値が変化する場合があるためである。
次に必要なのはどの騒音源を対策するかの検討である。一番簡単なのは影響が予想される設備等の騒音源を一
時的に停止させ，評価点で騒音の変化を調べることである。また影響が予想される騒音源近傍と評価点で同時に
騒音を測定し，両者の周波数特性を比較することで影響を特定できる場合がある。また，音源探査システムを用
いて騒音の到来方向を写真に重ねて表示することで騒音源を可視化することができる。さらにソフトウェアを使
い，シミュレーションで検討することにより対策案の効果も推定できる。
対策方法については，吸音と遮音を混同されているケースがある。屋内の騒音が外部に透過している場合は二
重壁の対策が有効である。ただし振動が伝わり音として放射する固体伝搬音については振動対策が必要になる。
工場ではこの固体伝搬音が問題となるケースが多いが，適切な調査と検討に基づく対策により大きな低減効果が
得られる場合がある。
（本文 32 ページ）
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廃棄物とは何か？

―廃棄物の適正処分と循環利用とのジレンマ―
法政大学 人間環境学部
中央大学法科大学院
渡辺靖明

「廃棄物処理法」（昭和 45 年法律第 137 号）は，廃棄物処理の実務にとって最も重要である。しかし，「廃棄
物」とは何か？ その判断が難しいと指摘されている。行政機関と裁判所は，これは「総合判断」で決せられる
と主張する。それにもかかわらず，この「総合判断」は評判が悪い。その基準が不明確であると批判されている。
それでも，
「総合判断説」が必要なのは何故か。それは廃棄物の規制と個人の財産権の保障とが裏返しの関係に
あるからである。これこそが重要である。他方で，廃棄物の適正処理の確保を徹底すると，廃棄物の循環利用の
推進が進まない。このような「ジレンマ」が生じている。刑事裁判例も，このジレンマ（または調和）に取り組
んでいる。いずれにしても，処理場のひっ迫という廃棄物の適正処分に関する現状と，未来の世代に美しい環境
を残すとの理想を踏まえて，市民と行政機関とがリサイクルの必要性についての意識を共有する。このことが極
めて重要である。
（本文 36 ページ）

土壌汚染対策法改正と土壌汚染・地中障害物をめぐる判例について
いであ株式会社 廃棄物・土壌汚染対策事業部
阪井雅洋

土壌汚染の特徴は，①汚染の対象が大気や水のような公共財ではなく，私有財である土地であること，②発生
源対策を講ずれば汚染が解消する大気汚染や水質汚濁と異なり，一度生じた汚染を除去，浄化しない限り蓄積し
続けるストック型の汚染であること，③汚染が存在しても摂取経路を遮断すれば健康被害のおそれがないという
点がある。このため，土壌汚染は典型 7 公害の一つでありながら，法制化にあたっては，土壌汚染対策の実施要
件や実施主体等について様々な課題があり，経済活動を阻害，生活基盤を揺るがすことなくどのような対策技術
で安全を確保するかの検討などに時間を要した経緯がある。
本稿では，平成 14 年の法制定，平成 21 年の改正法を通じて浮かび上がってきた課題と，平成 29 年 5 月に公
布された改正法の主な改正点の概要について紹介する。
（本文 43 ページ）

ドローンを利用した環境計測技術
―維持管理・点検への応用―

日本アジアグループ 国際航業株式会社 技術サービス本部
坂本 大

構造物などを効率よく維持管理するためには，定期的な点検により健全度を的確に把握することが重要である。
そこで，近年では広く利用されるようになった無人航空機ドローン（UAV：Unmanned Aerial Vehicle）が，
人のアクセスが困難な場所にも空中から接近し，計測・画像撮影などが可能であることを利用し，インフラなど
の構造物の劣化状態に関する点検・診断への活用の研究が進められている。また，写真測量技術を活用して構造
物の三次元データを取得し，点検・診断に適用する試みも進められている。メリットとしては，①今まで点検で
きなかった箇所が可能となる，②点検作業員の安全性確保，③点検コストが安価になる，④特種な点検が可能に
なる，といったことが挙げられる。本発表では，弊社が取り組むドローンを用いた測定や施設の維持管理への応
用事例である，水門の計測と 3D モデリング，防波堤の計測・点検，太陽光発電パネルの計測・点検など適用事
（本文 52 ページ）
例を報告する。
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紙・電子マニフェストの取扱い注意点
―ちょっとした間違いが法令違反―

株式会社リーテム
坂本裕尚

本項前半では，A 票の数量欄の記載漏れ，E・D・B2 票の確認不足，返送期限の超過，処理未完了でのマニ
フェスト返送，マニフェスト不交付での処理受託，の各事例について紙マニフェストの不適正な運用を紹介し，
実際のマニフェストを示しながら，Q&A を交えて解説する。
次に、平成 10 年 12 月から運用が開始された電子マニフェストシステムについて詳しく解説していく。電子マ
ニフェストとは，マニフェスト情報を電子化し，排出事業者，収集運搬業者，処分業者の三者が情報処理セン
ターを介したネットワークでやり取りする仕組みである。紙マニフェストとの運用比較（三者別の運用比較），
導入による事務負担軽減効果等のメリットを表やフロー図を用いてわかりやすく解説する。
さらに，電子マニフェストの運用における「落とし穴」として，登録前の廃棄物の引き渡し，マニフェスト登
録の期限，電子マニフェストの取扱いについて，Q&A や図を交えて注意するべきポイントを解説する。
（本文 57 ページ）

研究報文

ミクロフィブリル化セルロースを利用した
製紙スラッジ焼却灰成型体の補強効果
愛媛大学 紙産業イノベーションセンター
伊佐亜希子

本研究では，製紙スラッジ焼却灰（PS 灰）と湿潤状態のミクロフィブリル化セルロース（MFC）を混練・
プレス成型した成型体を作製し，MFC による成型体の補強効果を確認した。PS 灰＋ MFC 成型体は，PS 灰重
量に対して MFC を 1 ～ 40％添加すると，成型体の曲げ強度は PS 灰単独の場合と比較して 1.5～5 倍上昇し，
MFC の補強効果は高いことがわかった。PS 灰＋ MFC 成型体では，MFC5％の添加によりケイ酸カルシウム
ボードの JIS 規格値に相当する曲げ強度（10 MPa）が得られた。MFC による補強効果は，PS 灰粒子表面へ
のコーティング効果と粒子間での強い接着効果により発現した。
本法では，固形分（PS 灰＋MFC（絶乾量））に対して加水量は一定として，添加する MFC の持つ水の量
（保水量）によって加水量（自由水量）を調整した。PS 灰は，水分の供給源である MFC 保水量と自由水量に
よって，PS 灰の水和反応速度や MFC への分散状態が異なり，自由水量によっては PS 灰＋MFC 成型体の強
度発現が小さくなった。
PS 灰＋MFC 成型体では，寸法安定性についても良好な結果が得られている。この技術はまだ開発の初期段
階であり，今後，建材等として活用していくにはさらなる性能評価が必要となるが，MFC が PS 灰成型体の補
強材として効果が高いこと，また，PS 灰と MFC の配合により，成型体の密度と強度の特徴が異なる成型体の
作製が可能であることが明らかとなった。
（本文 76 ページ）
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