省エネルギー・創エネルギー技術の
導入に向けた検討に関する調査研究

1.

はじめに

近年，地球温暖化の観点から，下水汚泥のマテリ
アルとしての有効利用に加え，エネルギーとしての
有効利用が期待されている。下水道中長期ビジョン
小委員会報告においては，下水道の有する資源回
収・供給機能を活かして，下水処理場のエネルギー
自立，地球温暖化防止等に貢献する｢資源のみち｣の
創出などが報告されたところである。
下水道機構においては，LOTUS プロジェクトを推
進し，下水汚泥の資源化に係る新技術の開発を自治
体，民間企業，学識経験者とともにおこなうととも
に，その開発技術についての知見を蓄積してきた。
本研究では，処理場のエネルギー使用状況，省エ
ネ・創エネの対策状況，および新技術の導入による
下水道の環境負荷低減のため，省エネ対策の概要，
期待される効果等の技術情報を，整理・体系化する
とともに，実際の処理場における省エネ・創エネ対
策についてケーススタディーを実施することを目的
としている。なお，本研究は下水道技術開発連絡会
議においておこなったものである。

2.

④省エネ技術導入に関するケーススタディーの実施
⑤事業化の課題・事業実施に向けた制度面のあり方
の検討
⑥省エネ・創エネ技術の開発に対するあり方の検討
⑦調査研究のまとめ
このうち，平成 19 年度は①～③，および④のケー
ススタディーの目標設定について実施した。

平成 19 年度
実施範囲

調査内容

本調査研究では，次の項目について検討をおこな
った。
①省エネルギー技術に関する調査
②省エネ技術資料の作成
③創エネルギーポテンシャルの調査
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調査フロー

3.

3.1.2

調査研究結果

3.1 省エネルギー技術に関する調査
3.1.1 技術導入・運用時における留意点・課題
各都市で導入（導入検討）されている省エネルギ
ー設備の導入理由・運用上の課題・問題点及び課題・
問題点に対する運用上の工夫点についてヒアリング
により調査を行った。その一例を以下に示す。
表－1
技術名

表－2

適用可能と考えられる各種支援制度

①国土交通省所管

ヒアリング結果の一例

設備名

技術導入に関する制度・評価方法・インセン
ティブ
(１) 国内における省エネルギー関連法令・制度及
び事業事例
国内における省エネルギーに関する法令と省エネ
ルギー対策に向けての助成制度，またそれらを活用
した施策の実施例を整理した。

運用上の課題・問題点

補助事業名

回転数制御 インバータ制御 ・大容量ポンプの場合，ＶＶＶ
（汚水ポンプ）

Ｆ故障時のバックアップ始動
装置が必要となり，スペース
・コストとも増加要因になる

②経済産業省所管
補助事業名

・設備費が高い
ｴｱﾚｰｼｮﾝ

超微細気泡

・目詰まり，圧損の上昇による

装置の改善 散気装置

電力増加の対策が必要

（メンブレン） ・設備費が高い
・耐用年数が明確でない

③環境省所管
補助事業名

エネルギー使用合理化事業者支援
事業
地域新エネルギー導入促進事業
先導的負荷平準化機器導入普及モ
デル事業
住宅・建築物高効率エネルギーシス
テム導入促進事業
地方公共団体率先対策補助事業

・吸水や長期使用に伴う樹脂製

高効率機器 汚泥掻寄機
の導入

新世代下水道支援事業(リサイクル
推進事業未利用エネルギー活用型)
まちづくり交付金
エコまちネットワーク整備事業
次世代都市整備事業

チェーンの伸長

(合成樹脂チェー
ンフライト式)

・フライトの脆弱性(衝撃に弱
い)

（２） 諸外国における省エネルギー評価制度
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機
構（NEDO）などの資料を参考に，諸外国における省
エネ推進に対する価値化について整理した。

また省エネ技術の導入にあたり，各都市が重要と
考える事項について，設備毎に重要度（重要度が高
い：1⇒重要度が低い：8）を調査し，とりまとめた。
100%

環境影響（臭気、
振動など）
設置スペース

重要度別項目割合

80%
管理人員（維持管
理性）
ライフサイクルコス
ト（LCC）

60%

運用コスト
40%

建設費
CO2排出量

20%

エネルギー消費量
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欧州で実施されている省エネスキームの概念
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欧州では，地球環境問題への対応を，負担として
捉えるのではなく，環境改善によりもたらされる恩
恵を考慮して，「環境価値」を創出するものとして，
省エネルギー（省エネ）証書やグリーン電力証書と
いったスキームを構築し「環境価値」を商品として
流通が可能な社会システムを導入している。また，

「環境価値」は，確実・柔軟・迅速・低コストを高
価値とし，同時に価値の共有のためになるべく広い
流通対象を抱えることを目指している。
そこで欧州 3 カ国（フランス・イタリア・イギリ
ス）で実施されている省エネ証書スキームやこれに
順ずる省エネのための制度の標準的な内容について
整理を行った。
3.2 省エネルギー技術の技術資料
下水道分野に関連する最新の省エネルギー技術を
対象に，エネルギー消費量や技術導入費用，技術導
入時や運用時における留意点や課題，他の処理プロ
セスへの影響及び第三者評価の有無について調査・
整理し，省エネルギーの技術資料をとりまとめた。
とりまとめにあたっては以下の点に留意した。
①省エネ技術の技術的概要，特徴
②消費エネルギー量，従来機器との比較によるエネ
ルギー削減量
③温室効果ガス排出量，従来機器との比較による温
室効果ガス削減量
④イニシャル・ランニングコスト
⑤導入時や運用時における留意点・課題等
⑥第三者評価の有無（下水道機構審査証明，技術委
員会，JS 技術委員会，新世代下水道支援事業制度
[新技術活用型]，NETIS，NEDO 等）
⑦省エネ技術の問い合わせ先
なお今後の調査の進捗にあわせ，平成 20 年度の調
査結果についても適宜追加する。

表－3

ケーススタディー結果

また，従来システムは，冷却塔から蒸発・飛散す
る冷却水を補うため大量の補給水を必要とするのに
比べ，下水熱利用システムでは，その分の水を節水
することが可能となる。
3.3.2 消化余剰ガスの調査・分析
全国の処理場で生成される消化ガスの内，約 7 割
は消化槽の加温やガス発電等に有効利用されている
が，残りの 3 割は余剰ガスとして焼却処分されるに
留まっている状況にある。
そこで，消化余剰ガスのエネルギーポテンシャル
を把握し，現在実用化されている一般的な発電技術
を対象に，ケーススタディーを実施して，各技術に
おける消化余剰ガスの有効利用に対する可能性につ
いて検討をおこなった。検討対象としては，実用化
されている消化ガスの発電技術は，[1]ガスエンジン，
[2]マイクロガスタービン，[3]燃料電池（リン酸型），
[4]ロータリーエンジンとした。
表－4

発電出力
ガスエンジン
マイクロガスタービン

3.3 創エネルギーの調査・分析
3.3.1 熱エネルギーポテンシャル調査・分析
参加都市を対象に，下水熱エネルギーポテンシャ
ルを把握し，更なる下水熱エネルギーの有効活用に
対する可能性についてメーカー等へのヒアリングを
踏まえ，下水熱エネルギーによる創エネルギー効果
について基礎的なケーススタディーによる検討を行
った。
検討ケースにおける下水熱利用源は，二次処理水
を対象とし，熱利用先は，大中規模の下水処理場管
理棟（延床面積：2,000ｍ2，8,000ｍ2 の 2 ケース）
とする。また，ヒートポンプシステムとの比較対象
として，一般的な空調システムとの比較を行った。
上記の検討条件により，従来型のシステムに比べ，
ヒートポンプによる下水熱利用システムは，一次エ
ネルギー投入量で約 42～44％の省エネルギー効果
が試算された。

消化ガス発電方式

燃料電池
ロータリーエンジン

発電単価

900kW

8.5 円/kWh

30kW

17.2 円/kWh

1000kW

29.4 円/kWh

40kW

11 円/kWh

その結果，
「燃料電池」は，4 つの発電方式で最も
発電効率が高いものの，建設費及び維持管理費共に
高く，発電量当たりの費用では最も高価となった。
一方，
「ガスエンジン」は，発電規模によるスケール
メリットの影響もあり，発電単価が低くなっているが，
今後中小規模の発電施設のコストが安価に抑えられれ
ば，更に導入が進む可能性が大きいと判断された。
また，
「マイクロガスタービン」や「ロータリーエ
ンジン」は，発電規模は小さいものの，買電価格を
上回る発電単価を見込むことが可能であり，経済的
に有効な発電技術といえることが明らかとなった。

エネルギー使用量原単位
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3.4 省エネ技術導入に関するケーススタディーの実施
3.4.1 現況及び将来計画の調査
ケーススタディーの実施に先立って，各都市のエネ
ルギーの使用実績について整理・分析をおこなった。
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水処理施設を有する処理場のエネルギー
消費量原単位

エネルギー使用量原単位
（kl/千ｍ3）

水処理施設を有する処理場のエネルギー使用量原
単位の平均値は，平成 17 年度実績で[0.1140kl／千
ｍ3]となっており，また平成 18 年度の平均値は，平
成 17 年度実績の約 94％に当たる 0.1066[kl／千ｍ3]
であり，前年度に対して約 6％低減している。
また，標準偏差（σ）は，各年度ともに約 0.05 程
度であり，平均値に対するばらつきは比較的少ない。
ここで高度処理を導入している処理場のエネルギ
ー使用量原単位は，高度処理なしの場合に比べて高
い値を示すことが予想されるため，水処理プロセス
の高度処理の有無を分類し，エネルギー使用量原単
位について整理を行った。
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この結果から，高度処理を導入している処理場の
エネルギー使用量原単位は，高度処理なしの場合に
比べて高い値を示しているが，高度処理の有無や処
理プロセスの違いに係わらす，処理水量が増加する
ほどスケールメリットによってエネルギー使用量原
単位が低下するスケールメリットが確認された。
3.4.2 省エネルギー目標の設定
今後検討を予定する省エネルギー機器等の導入によ
るケーススタディーの実施に向けた省エネルギー化の
目安として，現況のエネルギー消費原単位を基準とし
たエネルギーの削減割合を目標値として設定した。
省エネルギー目標の具体的な設定の考え方は，①
基準年は最新の実績データが確認できる平成 18 年
度とする，②エネルギー消費原単位の低減は省エネ
法の改善目標である年平均 1％とする，そして③機
器の一般的なライフサイクルとして標準的な耐用年
数である 15 年を評価期間の基本とした。
上記の考え方に基づき，ケーススタディーにおけ
る省エネルギー目標（エネルギー消費原単位の削減
割合）を以下のとおり設定した。
ネルギー消費原単位の削減割合（％）
＝ 年平均の削減割合×評価期間
＝ 1％/年×15 年
＝ 15％
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●この研究を行ったのは

エネルギー消費量原単位（高度処理なし）

まとめ

平成 20 年度は，設定した省エネルギー目標値を基
準として，処理プロセスの異なる複数の処理場を対
象に，省エネルギー技術の技術資料として整理した
各種技術を導入した場合のケーススタディーを実施
し，省エネの効果を検証する。

●この研究に関するお問い合わせは
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