
下水道研究発表会ご参加の皆様へ 

～公益信託下水道振興基金について～ 
 

 

当会社団法人日本下水道協会では、平成６年９月の創立３０周年を記念して

「公益信託下水道振興基金」を設立し、以来２１年に亘り、下水道に関する研究

を行う研究者及び研究団体に対して、研究の助成、または海外での研究発表の助

成を行い、下水道による環境保全に資する調査研究や学術交流の促進に寄与し

て参りました。 

 当基金は、下水道界を超えて広く研究者及び研究団体に下水道に関する調査

研究への参加を公募により呼びかけ、その研究成果を通じ、将来の下水道事業の

振興を図るとともに、将来の下水道事業振興のための人材確保を目的に設定さ

れたものです。 

 このたび、本基金からの助成を行った研究者を対象に、その研究成果について

下水道研究発表会において発表の機会を設けることといたしました。 

当日は、同基金の概要等の説明も実施いたしますので、本基金助成者の研究発表

について、多くの皆様のご聴講をお待ちしております。 

 

 

 

会  場  ：ウインクあいち ９F 903号室  

発表日時 ：平成 28年 7月 28日 13:00～14:15 

時間 発表題名 所属 氏名 

13:00～13:15 
あいさつ 

日本下水道協会 
公益信託下水道振興基金について 

13:15～13:30 
小集落への下水管路内浄化技術の適

用可能性評価 

東京大学大学院 

新領域創成科学研究所 
佐藤 弘泰 

13:30～13:45 

合流式下水道越流水による年間総負

荷量の算定と河道部における水塊挙

動の解析 

大阪大学大学院 

工学研究科 
中谷 祐介 

13:45～14:00 
アスタキサンチン生産をともなう新たな

下水処理プロセスの開発 

岡山大学大学院 

環境生命科学研究科 
永禮 英明 

14:00～14:15 
雨水および越流下水が東横堀川（大

阪）の微生物相に及ぼす影響の解析 

近畿大学理工学部 

社会環境工学科 
松井 一彰 

 



小集落への下水管路内浄化技術の適用可能性評価 

 

東京大学大学院新領域創成科学研究科 

佐藤弘泰 

 

 本研究では下水管内で下水を浄化する技術（浄化管）を東日本大震災において

被災した地域に適用する可能性について検討した。 

 下水管内での下水浄化技術は松坂ら(2014)及び佐藤ら(2014)により報告された。

長さ 1m あたりの 10g〜20g の酸素を下水に供給する能力を持っており、一人分

の下水に含まれる有機性汚濁物質を数メートルで除去できる程度の性能である。

自然による曝気のみで酸素を供給するが、そのために、次の二つのメカニズムを

用いている。一つ目は、酸素を供給するためには曝気するのではなく管内に下水

が空気と効率よく接触しながら落ちる仕組みを導入した。また二つ目は、管内の

下水の水位変動を利用し、バイオマス付着担体上の微生物が、下水の水位が上昇

した時には下水に、また、水位が低下した時には空気にさらされるようにした。

これにより、微生物は下水に触れている時に下水中の有機物を摂取蓄積し、追っ

て空気にさらされた時にそれを酸化的に分解・利用する。松坂ら及び佐藤らは本

技術を「浄化管」と呼んでおり、ここでもそれにならって浄化管と呼ぶことにす

る。 

 浄化管のメリットは多岐にわたる。電力を消費しないので、省エネルギーであ

る上、停電時にも処理機能が発揮される。終末処理場への負荷が減るので、終末

処理場では凝集沈殿法など簡易な処理で済ますことも考えられるし、あるいは

膜分離活性汚泥法のような高度な処理を行う場合でも運転経費を削減できるか

もしれない。処理場への負担が減るということは、処理場の建設費が低減できる

ということであり、汚水処理を分散し水循環を改善する切り札であるサテライ

ト処理を実現するのに有望である。地形が複雑であるため下水を処理場に輸送

するのが困難な場合は、下水管内での処理と簡易な処理により処理を完結させ、

処理水を放流するのが経済的である場面もあるだろう。さらに、災害対策として

は、下水処理場が何らかの理由で稼働を停止した場合においても、一定の処理を

継続することができる。省エネルギー、水循環、下水道経営、災害対策など、さ

まざまなメリットが期待できる。 

 本研究では浄化管技術の東日本大震災被災地への適用可能性について、次の二

つの方法で検討した。一つ目は、自治体の下水道関係者に対してヒアリング調査

をおこない、震災後の下水道関連の状況について情報を集めた。復旧の状況や今

後の課題についてヒアリングしつつ、浄化管技術を紹介し、興味の有無をたずね

た。二つ目は、幾つかの集落について浄化管導入の試験設計をおこなった。 

 ヒアリングは宮城県、仙台市、石巻市、気仙沼市、東松島市、塩釜市、南三陸

町、及び、福島県、郡山市について実施した。まだ存在を認知されていない浄化

管についてヒアリングをいきなりおこなっても、おそらく会話にさえならない

だろうということ、また、震災から４年ほどたってひと段落した時期だというこ



とで、震災を振り返るような話題からお話をうかがい、最後に浄化管について紹

介し、感想をうかがった。 

 沿岸域については災害危険区域の指定に時間がかかり、その間下水道としてど

うにも対応できずに悩んだという話、また、災害危険区域に指定されて以降も居

住を伴わない活動は出来るので、その関連の排水対策が気になるとのことであ

った。また、浄化管とは関係が薄いが、多くの沿岸自治体が地盤が低下したこと

で雨水を強制排水させねばならなくなり、また、内陸部への人口移動を吸収する

ため、雨水調整機能を有する水田を宅地開発する事例もあった。 

 一方内陸部では、小規模下水道システム（ここでは農業集落排水処理事業等を

含む）は処理施設が老朽化しつつあり、将来的には流域下水道に接続などできる

だけ処理施設を統合する方向で検討していた。ただし、小規模の処理施設を自治

体の中に持っていることにそれなりの意義を感じている担当者もいた。 

 浄化管については、下水道で対応しきれないところへの導入について興味を示

してくださった方もいた。特に、新興住宅地を造成するような場合は考えられる

かもしれないとの言葉も頂いた。また、先述の、災害危険区域については浄化槽

と競合するが、同等の性能を有する場合は候補となりうると考えられる。その一

方、下水道計画のない地域への導入については浄化槽が既定路線ということも

あり、また、下水道の所掌と異なることもあり、あまり議論はできなかった。ま

た、管路内での処理は災害対策として有効ではあるが、導入を議論するにはまず

は性能や維持管理の方法についてもっと情報が必要である。 

 試験設計については石巻市内の大規模・小規模の下水道計画のない内陸 71地

区、沿岸 2地区（各地区人口推定 50〜200名程度）を対象として、地図上に管路

の案を書き込み、一人当たりの管路延長を算出した。一人当たり管路長に注目し

たのは、建設コストに直接関係すること、また、冒頭に述べた浄化管の性能から、

一人分の負荷の処理のため、5m 程度必要だろうとの見込みによる。なお、建設

コスト 5 万円/m としてみても、二人家族で 50 万円の負担となる。設計案から

は、一人当たりの下水管長は 8m〜20m 程度に分布し、特に多かったのは 10m〜

15mの範囲であった。浄化槽の場合は 5人槽を設置する場合 100万円程度と見積

もられるので、単純に建設費だけで比較すると、対象とした地域の多くは浄化槽

の方が有利との結果である。また、浄化管流出水を沈殿や消毒等処理する場合は、

その処理施設を建設するための土地や建設費・維持管理費を考慮しなければな

らない。 

 将来的には維持管理費まで含めてコスト比較できるようにしていく必要があ

る。そのためには、浄化管流出水の水質評価、それを基にした浄化管流出水の水

質や汚泥の発生量をより正確に試算する方法の開発、管路内の清掃のコスト、ま

た、浄化管をより低コストに設置するための工夫の導入など、さまざまな努力が

必要である。 

 今後、実験を通じて浄化管の性能についてデータを積み重ね、正確なコスト評

価をできるようにつなげていきたい。また、さまざまな適用対象の場について、

コストを削減するための策を仮想敵に導入しつつ、より詳細な試験設計を実施

していきたい。 



 

 

【平成 25年度 公益信託下水道振興基金 研究結果概要報告】 

合流式下水道越流水による年間総負荷量の算定と 

河道部における水塊挙動の解析 
 

 

西田修三（代表者）・中谷祐介・根井大輝 
 

 

 

１．研究目的 

合流式下水道越流水（Combined Sewer Overflow，以下

CSOと記す）の水域への影響に関しては古くから指摘さ

れ，多くの調査研究がなされてきた．しかし，水域の富

栄養化等の観点からCSOに着目した研究例は少なく，

CSOが水域環境へ及ぼす影響やその流出制御による水質

改善効果についての定量的な知見は、未だ限られている． 

本研究では、CSOによる汚濁負荷の定量化と水域環境

への影響の解明を目的として，これまで調査を実施して

きた大阪府の寝屋川流域（ポンプ排水区）に加え，大阪

市域を流れる東横堀川と道頓堀川（自然排水区）を研究

対象とし，CSOの実態調査と挙動シミュレーションを実

施した． 

 

２．調査概要 

(1)対象領域 

・ポンプ排水区 

寝屋川流域の処理区ポンプ場と，その排水先である古

川を対象に現地調査を実施した．この処理区は，終末下

水処理場である処理場と７つのポンプ場からなる約

5,900haの流域下水道であり，このうち約4,000haが合流

式下水道で整備されている．今回対象としたポンプ場は，

最大の集水面積（約830ha）有するポンプ場である． 

・自然排水区 

東横堀川と道頓堀川において現地調査を実施した．河

道部に存在する合計28ヶ所の自然吐き口のうち，集水面

積最大（約51ha）の自然吐き口にてCSO調査を実施した． 

(2) 調査・分析方法 

 CSOの採水は自動採水器を用いて，越流堰の直上流部

において，越流開始前から5分～30分間隔で採取し，降

雨後に試料を回収し実験室に持ち帰り，栄養塩類（Ｎ，

Ｐ，Ｓi），有機炭素（TOC）などの水質分析を行った．

分析結果を基に有機態・無機態、懸濁態・溶存態の各形

態別濃度を算定した． 

河道部にはメモリー式の水質計を設置し、流況水質の

長期連続観測も実施した． 

 

３．調査結果 

(1) ポンプ排水区（寝屋川流域古川）の調査結果 

・CSOによる汚濁負荷量は晴天時の河川断面輸送量に比

べて極めて大きく，特にNH4-Nや懸濁態成分について

顕著であった． 

・CSOの流入により河川水質は急激に変動し，多くの水

質項目では濃度が上昇する傾向が認められた． 

・CSO吐き口付近の河床には有機物が多量に堆積してお

り，貧酸素化の要因となっている可能性が示唆された． 

・河道流下過程において，CSOに含まれる溶存物質は保

存的なふるまいを示した．一方，懸濁態成分は50%以

上が吐き口近傍に堆積しているものと考えられた． 

・シミュレーション結果から，CSOに由来するSSのうち

粒子径の大きな成分については，吐き口近傍に速やか

に堆積するが，その後潮汐により移流拡散することに

より，河道に広く分布して堆積するものと推察された． 

(2) 自然排水区（道頓堀川，東横堀川）の調査結果 

・CSOと高速道路排水の水質濃度は，今回の調査データ

からは特定できない要因による影響はあるものの，概

ね降雨状況に応じて変動することがわかった． 

・2014年3月13日に発生した中規模の降雨イベントでは，

CSOと高速道路排水による流入負荷量は降雨前の河川

水中存在量の10%以下にとどまり，河道部の物質収支

に及ぼす影響は軽微であると考えられた． 

・CSO負荷量モデルにより，東横堀川・道頓堀川の閉鎖

区間に流入するCSOの年間総負荷量はTNで530kg，TP

で90kg，TOCで1020kgと算定された． 

・雨天時負荷が河川水質に及ぼす短期的な影響は，CSO

吐き口周辺に限定的であるが，地点によっては河川水

のPO4-P濃度を負荷流入前の約2倍に上昇させるなど，

無視できないものであった．また河道部に排出された

CSO水塊は比較的長期にわたって滞留し，内部生産の

促進に寄与していることが推察された． 

・道頓堀川下流における河床堆積物の強熱減量は20%以

上と高い値を示し，底泥による酸素消費が貧酸素化要

因の一つであると推察された． 

・河床堆積物の安定同位体比組成は，CSOに含まれる懸

濁物質とは異なることがわかった． 



（研究結果概要報告） 

研究課題「自然の営みに即した新たな下水処理プロセスの開発 

   ～微細藻類を用いたカロテノイド生産～」 

研究代表者： 岡山大学・永禮英明 

 

 下水処理の標準技術ともいえる活性汚泥法では，有機物分解に必要な酸素の吹き込みが

不可欠で，多くのエネルギーを消費し二酸化炭素を排出する。また，余剰汚泥の処理・処

分にも多くの費用とエネルギーとを要する。さらに，下水に含まれる抗生物質によって処

理過程で抗生物質耐性菌が増殖するという課題がある。 

 筆者らは活性汚泥法に代わる新たな下水処理プロセスとして，凝集沈殿＋化学酸化＋藻

類培養という処理プロセスを開発している。凝集沈殿により有機物の一部を除去したのち，

化学酸化（オゾン処理）により残存した有機物ならびに抗生物質などの微量有害化学物質

の低分子化を行い，最後に下水に含まれる栄養塩を使い特殊な微細藻類を培養し高付加価

値物質であるカロテノイドを生産させる。増殖した微細藻類は回収し，カロテノイドと栄

養塩を工業利用可能な資源として分離・回収する。 

 東日本大震災では，自然エネルギーが地震・津波という人類にとって負のインパクトと

して現れた。また，エネルギー多消費型現代社会を支える発電所で起きた事故により，長

期間にわたる影響を残すこととなった。本研究は自然エネルギーを有効に利用しながら，

エネルギー消費量を削減した，自然環境に対するインパクトを極力抑制した技術開発を目

的とし，大震災を教訓とした新たな社会形成に貢献することを目指して実施した。 

 本研究では，微細藻類 Haematococcus pluvialisを使ったカロテノイドの一種アスタキサン

チンの生産について検討を行った。H. pluvialisを用いたアスタキサンチン生産に関しては既

に多くの研究が実施され，また下水中での培養に関しても検討が行われている。しかし，

いずれも回分式培養によるもので，これまで連続培養によって下水中で H. pluvialis を培養

した報告はない。本研究では，キトサンを用いて凝集した下水において H. pluvialis を連続

的に培養し，アスタキサンチン生産を試みた。 

 実験では，まず回分式培養により下水中での H. pluvialis の増殖状況，アスタキサンチン

生産のためのストレス条件を確認した。H. pluvialis は下水中で良好に増殖し，比増殖速度は

0.34 day−1であった。また，増殖した細胞を強光＋窒素制限というストレス条件におくこと

で H. pluvialisはアスタキサンチンを生産した。 

 次に連続培養試験を実施した。下水を連続的に流した培養槽において H. pluvialis は良好

に増殖し，3.3 mg/Lのアスタキサンチン生産が確認された。しかし，他の藻類によるコンタ

ミネーションが生じ，継続的なアスタキサンチン生産はできなかった。藻類培養槽流入前

での充分な滅菌が必要である。 

 



 公益信託下水道振興基金 平成 26年度 研究結果概要報告 

    雨水および越流下水が東横堀川・道頓堀川の微生物相に及ぼす影響の解析（継続） 

近畿大学理工学部社会環境工学科  松井 一彰 

 

 道頓堀川・東横堀川は大阪市街地を流れるシンボル河川である．1960年〜1970代には，BODの年

平均値が 20〜30mg/Lを推移するほど水質汚濁がすすんだ河川であったが，1967年に成立した公害

対策基本法（のちの環境基本法）を通じた国を挙げての改善策や，水門操作による水質管理が功を

奏して，今では BOD値が年平均 2〜3mg/L前後にまで改善されている．  

 しかし大阪市域の下水道の約 97%は合流式で整備さ

れており，現在でも短時間に強い雨が降ると，雨水と

ともに汚水が流れ込んで水質汚濁を引き起こしてし

まう．その対策のひとつとして大阪市では，下水の河

川への越流を防ぐために「北浜逢坂貯留管」の建設を

進めている．そこで貯留管建設前後での水質改善効果

を評価する目的で，微生物学的な項目を含む貯留管完

成前後の河川環境を把握するための水質調査を実施

した．また降雨時の越流にともなう水質状況の変化に

ついてデータ収集する事も目的とした． 

 本研究では， 2013 年 4 月より月１回の頻度で継続的な調査を実施することによって，東横堀

川・河川の定常状態を評価した．調査を実施した場所は以下の 6箇所である 

  1) 堂島川，天神橋の中之島北側付近 

  2) 土佐堀川，天神橋の土佐堀川取水口付近 

  3) 東横堀川，本町橋 

  4) 東横堀川，東堀橋 

  5) 道頓堀川，大黒橋 

  6) 道頓堀川，日吉橋 

 

 本概要では，全細菌数，TP量，POC量，細菌群集構造の 4項目を示した．本研究より明らかにな

った主たる内容は以下の 5点である． 

1) 汚濁度合いの高い寝屋川では，含まれる全リン量と細菌数が高い事を定量的に確認した．また

東横堀川の本町付近ではこれらの値が上昇していないことから，水門操作による水質管理がう

まくおこなわれていることも確認できた． 

2) 項目によって，測定値が平常時に較べて急に上昇する時があった．これは測定時期に起因する

場合，測定場所に起因する場合，そして原因がよくわからない場合の 3通りに区分できる．測

定時期に起因するケースとして，春先の日吉橋における DOと pHの例が挙げられる．これは微

細藻類のブルームによるものと考えられ，流れがゆるやかでかつ河川上部を高速道路などで遮

られていない日吉橋の日照条件の良さに因ると考えられる．また測定場所に起因する現象と 

道頓堀川・東横堀川の調査地点  (国土地理院の地理院地図を使用) 

道頓堀川・東横堀川における BOD値の経年変化 

 ※ 数値は < http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/osaka-wan/kokyo-status.html >より 

 



 しては，寝屋川からの流れ込みに由来 

する天神橋 1（土佐堀川）における全 

リン量の上昇がある．原因がわからな 

い例としては，東横堀川における DO 

値の上昇が挙げられる．今回の測定項 

目との関連性は明らかにならなかった 

が，同時期の大阪市のデータなどを参 

照してその原因を引き続き検討したい． 

3) 細菌の群集構造は，計測をおこなった 

どの地点においても，連続的に変化し 

つづけていることがわかった．多くの 

生物では季節による周期性が見られる 

が，細菌においてはこのような周期性 

があまり当てはまらない可能性が高い． 

4) 降雨時における越流によって，河川中 

のリン量が急激に増える現象を捉えた． 

また細菌群集が急激に変化する様子も 

捉えることができた．この越流によっ 

て他の水質項目がどのように変遷して 

いくのかを，引き続き解析している． 

 

5) 本助成研究期間内では，1年以上の継 

続実験によって，道頓堀川と東横堀川 

における水質の定常状態を明らかにす 

ることが出来た．また各項目の値につ 

いて季節や場所において平常時からの 

変化度合いについて想定値を得ること 

も出来た．降雨時におけるサンプルを 

実施し，全リン量の上昇と細菌群集の 

変化から越流が生じている事を確認し 

ている．H27年度に実施中の継続研究 

においては，越流時の水質および微生物 

相の変化を，貯留管完成後の水質と比較 

しながら，貯留管の効果について引き続き 

検証作業を進めていく． 

 

 

 

2013年 4月〜2015年 12月における各採水 

 地点毎の全細菌数,全リン量，懸濁態炭素量の変遷．  

 降雨時の東横堀橋における全リン量の変化．一時間あた

りの降水量が約 5mm を越えたあたりから越流が確認され

た．それと同時に瞬間的に水中の全リン量が増加している

様子がわかる． 

懸
濁
態
炭
素
量 

非計量多次元尺度法を用いた東堀橋地点における細菌群集にお

ける構造の変遷．矢印は翌月の群集構造への方向を示す． 

2013年4月～2014年3月（緑字の月と矢印） 

2014年4月～2014年3月（赤字の月と矢印） 

2015年4月～2014年11月（黒字の月と矢印） 
 

1 

 貯留管運用前の降雨時における細菌群集構造の変化 
 

4 

貯留管運用後の降雨時における細菌群集構造の変化 
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