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下水道における
温室効果ガス削減のための
計画手法に関する研究

1.

はじめに

下水道事業は地方公共団体の事業活動に伴う温室効果
ガス排出量の中でも大きな割合を占めている。一方で，
下水汚泥や下水熱といったカーボンニュートラルなエネ
ルギー資源を有しており，多様な主体と連携しつつこう
した資源を有効利用することで低炭素社会の構築に向け
て大きな役割を果たすことが期待されている。そこで地
方公共団体の下水道事業における地球温暖化防止対策の
取り組みを促進するため，平成 10 年に「下水道における
地球温暖化防止対策検討委員会」
を設置して審議を重ね，
平成 11 年 8 月に
「下水道における地球温暖化防止実行計
画策定の手引き」を取りまとめられている。
その後，わが国が温室効果ガスの排出削減を国際的に
約束した京都議定書の発効（平成 17 年 2 月）や，その達
成に向けた京都議定書目標達成計画の策定(最終：平成
20 年 3 月閣議決定)，
「地球温暖化対策の推進に関する法
律」の数度にわたる改正等地球温暖化に関する社会情勢
や法制度が大きく変化している。また，LOTUS Project
をはじめとした技術開発による新技術の実用化が図られ，
下水汚泥の燃料化等地方公共団体の取り組みも多様化し
ている。
このような状況の中，京都議定書目標達成計画の確実
な達成はもとより，京都議定書の第一約束期間終了後の
平成 23 年度以降の温室効果ガスの更なる排出削減に向
けて，今後，下水道分野における地球温暖化防止対策を
より一層推進していく必要がある。
このような状況を踏まえ，
「下水道における地球温暖化
防止実行計画策定の手引き」においても，最近の新たな

動向や知見を踏まえた内容が必要と考えられる。
本研究は，下水道管理者が温室効果ガス削減のための
計画を策定するに当たっての具体的な手法や留意事項を
検討し，ガイドラインとしてとりまとめることを目的と
する。

2.

研究内容

本研究は，下水道管理者が温室効果ガス削減のための
計画を策定するに当たっての具体的な手法や留意点をと
りまとめ，
ガイドラインとしてとりまとめるものである。
大都市等を中心に実行計画の策定が進められてきてい
るものの，中小規模での策定が遅れていること，対策に
ついての定性的な標記にとどまっているケースも多い。
本研究では，
「下水道における地球温暖化防止実行計画策
定の手引き(平成 11 年 8 月版)」の改訂版として，新たな
動向を踏まえ，技術情報の充実を図り，使いやすい形で
整理することを狙いとした。
本研究においては，以下に示す資料を収集，整理しそ
の検討事項を含めた内容，
及び国土交通省が設置する
「下
水道における地球温暖化防止対策検討委員会」の意見を
踏まえながら検討を行った。
（１）
地方公共団体における下水道分野での温室効果ガス
削減のための計画及び具体的取り組みの事例収集，整理
目的
（２）温室効果ガス排出量の把握，推計手法の検討
（３）計画に盛り組むべき事項とその留意点の検討
（４）ガイドライン案のとりまとめ
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ガイドライン案は，現行の「下水道における地球温暖
化防止実行計画策定の手引き」から発展し，新たに「下
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3.

水道における地球温暖化防止推進計画策定の手引き
(案)」として取りまとめた。

表－1 手引きの構成
総論
用語の定義，計画策定目的，主体，範囲
下水道温暖化防止計画の構成
策定手順，計画の構成
温室効果ガスの排出源と排出量の把握
温室効果ガス排出量の把握，算定方法
温室効果ガス総排出量の算定
温室効果ガス排出量の集計，評価，将来推計
地球温暖化防止対策
対策の着眼点，温室効果ガス排出量削減対策の例，
計画に盛り組むべき事項とその留意点の検討
下水道温暖化防止計画の推進
下水道事業における温室効果ガス削減対策の検討，
実行計画の作成・見直し
下水道温暖化防止計画の策定イメージ
計画のイメージ(例 1：普及率の高い都市，例 2：今
後の伸びが大きい都市)
地球温暖化問題の経緯，地球温暖化問題の取組の概
要，関連資料等

手引きの内容

手引き改訂の主な内容は次のとおりである。
3.1 中長期的な目標設定
下水道事業は中長期的な視点に立って運営される
ものであり，下水道における地球温暖化防止の取り
組みも中長期的に実施するものである。地方公共団
体実行計画の計画期間は 5 年程度を基本としている
が，下水道事業では，施設の改築等にあわせた省エ
ネルギー型設備への転換や処理プロセスの見直し
等，中長期的な温室効果ガス削減対策を行う場合が
多い。また，施設整備には時間がかかるため，5 年
間では温室効果ガス削減効果が表れてこない可能
性もある。このため，即効性の低い対策についても，
中長期的な視点に立って幅広く位置づけることが
できるよう，必要に応じて中長期的な目標設定(10
～20 年程度)についても明記した。

図－2

3.2 排出量原単位等による目標設定
下水道施設からの温室効果ガスは，処理水量の増
減に左右される。特に，未普及地域が多く今後も普
及拡大を図っていく必要がある場合には，温室効果
ガス削減対策を講じても，必然的に温室効果ガス排
出量が増大することが予想されるため，旧手引きの
ような総排出量としての数量的な削減目標の設定
が困難である。そこで，温室効果ガス排出量原単位
として把握することで，原単位の増減としての件等

図－1

温室効果ガス総排出量の将来推計の結果
の表示例

目標設定のイメージ
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を行うことができる。
今回の改訂手引き案では，必要に応じて，温室効
果ガスを総排出量で除した排出量原単位や，対策を
講じなかった場合と比較してどれだけ温室効果ガ
ス総排出量を削減するかを数量目標として示すこ
とができることとした。

3.3 地球温暖化防止対策の着眼点
下水道における地球温暖化防止対策は，次の排出
源ごとに行うものとするが，総排出量の構成比から
実効性の高い排出量削減対策を講じることとする。
また，一方の面からの削減対策が他方の面の排出増
大につながらないように，対策選定にあたっては総
合的に判断しなければならないことを明記した。

表－2
下水道事業における主な対策
対策の区分
下水道事業における主な対策
1) 電気，燃料等のエネルギー消費 ・ 省電力機器（超微細気泡，風量制御装置など）への改築更新
・ 運転管理の工夫（送風量の最適化，掻き寄せ機の間欠運転な
に伴う排出
ど）
・ 適正規模の機器の選定
2) 施設の運転に伴う処理プロセ ・ 下水汚泥の高温焼却による N2O 削減対策
スからの排出
3) 上水，工業用水，薬品類の消費 ・ 処理水の場内再利用
・ 凝集剤添加量の適正化
に伴う排出
4) 下水道資源の有効利用による ・ 発電や加温への消化ガスの有効利用
・ 下水汚泥の固形燃料化による石炭代替による CO2 削減
排出量の削減
・ 下水道施設の敷地を利用した太陽光発電の導入
・ 下水熱利用の推進によるエネルギー使用量の削減

3.4 多様な主体と連携した取り組み
下水道事業において得られるエネルギーは，下水
道事業内で利用するほか，汚泥燃料やバイオガスを
他事業者への石油燃料代替えエネルギーとして供給
することで，社会全体での温室効果ガス削減に貢献
できる。具体的な事例として，汚泥を燃料化して火
力発電所等で石化燃料(石炭)代替エネルギーとして
供給する取り組みや，消化ガスを精製し，ガス供給
事業者や天然ガス自動車の燃料として供給する取り
図－3 下水道バイオガスを天然ガス自動車の燃
組みが行われている。下水道事業の枠を超えて，民
料に利用（神戸市）
間事業者を含む多様な主体と連携しながらの取り組
むことは，低炭素社会の構築に向けて必要不可欠で
あることから，本研究における改訂手引き案では，
手引きの構成
このような取り組みや事例を追加し，排出量算定例
についても提示した。また，それらの取り組みによ
手引きは本編と資料編からなる。各編の内容は以
る温室効果ガスの温室効果ガス排出削減についても， 下のとおりである。
必要に応じて下水道からの排出削減として計画に位
置付けられることを明記した。
【本編】
第1章 総 論
3.5 その他
1.1 用語解説
排出係数の最新データへの変更を行うとともに，
1.2 下水道温暖化防止計画の策定目的と効果
排出量の算出の具体的な計算事例の掲載等を充実さ
1.3 下水道温暖化防止計画の策定主体
せた。
1.4 下水道温暖化防止計画の対象
1.5 達成すべき目標

4.
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1.6
1.7
第2章
2.1
2.2
第3章
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
第4章
4.1
4.2
4.3
第5章
5.1
5.2
5.3

下水道関連計画との調整
関連部局との連絡調整
下水道温暖化防止計画の構成
下水道温暖化防止計画の策定手順
下水道温暖化防止計画の構成
温室効果ガスの排出源と排出量の把握
温室効果ガスの排出源
温室効果ガス排出量の算定の基本的な考え
方
電力，燃料等のエネルギーの消費に伴う温室
効果ガス排出量の把握
施設運転に伴う処理プロセスからの温室効
果ガス排出量の把握
上水，工業用水，薬品類の消費に伴う温室効
果ガス排出量の把握
下水道資源の有効利用に伴う温室効果ガス
排出削減量の把握
温室効果ガス総排出量の算定
温室効果ガス排出量の集計
基準年度の温室効果ガス総排出量の評価
目標年度（対策なしの場合）の温室効果ガス
排出量の推計
地球温暖化防止対策
地球温暖化防止対策の着眼点
電力，燃料等のエネルギー消費に伴い排出さ
れる温室効果ガスの削減
施設の運転に伴い処理プロセスから排出さ
れる温室効果ガスの削減

●この研究を行ったのは
研究第一部長
研究第一部副部長
研究第一部主任研究員
研究第一部研究員

清水
森島
松井
土田

俊昭
嘉浩
威喜
俊彦

5.4

上水，工業用水，薬品類の消費に伴う温室効
果ガスの削減
5.5 下水道資源の有効利用による温室効果ガス
の抑制効果等の促進
参考：温室効果ガス排出量削減対策の例
第 6 章 下水道温暖化防止計画の推進
6.1 下水道温暖化防止計画の策定と実施
6.2 下水道温暖化防止計画の点検と評価
6.3 下水道温暖化防止計画の見直し
第 7 章 下水道温暖化防止計画の策定イメージ
【資料編】
1.地球温暖化問題に対する取り組みの主な経緯
2.今後の下水道分野における温室効果ガス削減の取
り組みについて
3.地球温暖化防止の取り組みに関する主な関連資料
4.地球温暖化問題に関する URL 等

5.

まとめ

下水道管理者が温室効果ガス削減のための計画を
策定するに当たっての具体的な手法や留意事項を検
討し，新たな動向を踏まえ技術情報の充実を図り，
『下水道における地球温暖化防止推進計画策定の手
引き』としてとりまとめた。今後，下水道分野にお
ける地球温暖化防止対策の推進に役立つことを期待
する。

●この研究に関するお問い合わせは
研究第一部長
研究第一部副部長
研究第一部研究員
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森田
森島
土田

弘昭
嘉浩
俊彦

