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再生可能エネルギー利用技術の
導入効果等に関する調査研究

1.

背景と研究目的

下水処理施設は，多くの電力や燃料を消費する施
設であり，高度処理化の進捗等によってさらにエネ
ルギー消費量が増加している。エネルギー使用の合
理化に対する社会的ニーズが高まる中，下水処理施
設でもさらなる消費エネルギーの削減が求められて
おり，震災復興対策を兼ねた，再生可能エネルギー
利用技術の導入を検討する動きが大きくなってきて
いる。
本研究では，消化ガス，小水力，太陽光，および
風力をエネルギー源とする発電技術，ならびに下水
熱をエネルギー源とする熱利用技術を対象としてお
り，再生可能エネルギー利用技術の導入効果等を現
在の実態に合わせて把握する。また，導入に当たっ
ての各種設計諸元を適切に設定できるようにするた
め，導入検討に必要となる手順フローや設計手法，
事業スキーム，導入効果の検討手法等を作成・整理
し，導入に当たっての制度充実に役立つよう，ガイ
ドラインとして取りまとめていくことを目的とした。

2.

研究体制

本研究は，下水道技術開発連絡会議において，札
幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都、川崎
市、横浜市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、
名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、
広島市、北九州市、福岡市、熊本市および（公財）
日本下水道新技術機構の計 22 者が共同で実施した

ものである。

3.

研究内容

本研究の検討フローを図－１に示す。
3.1 基礎調査
メーカー技術、先端事例、課題の整理、導入
制度、法制度等の調査

3.2 導入に必要な手順の検討
技術の導入に当たっての選定フロー及び導
入フローの作成

3.3 導入効果の検討
導入効果計算ツールの作成、波及効果の検
討、ケーススタディ

3.4 設計手法の検討
技術毎の設計手法を整理

図－１

本研究の検討フロー

3.1 基礎調査
再生可能エネルギー利用に関する課題，技術概要，
法規や制度等の最新情報について調査を行い，各項
目で活用できる資料を収集した。
調査項目は，技術面と制度面の 2 種類とし，表－
１に示す項目について調査した。
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また，東京都及び政令指定都市に向けたアンケー
トでは，技術導入時における課題としては，導入に
対するインセンティブが不足している点が挙げられ，
技術的には維持管理面や安全対策面での課題が挙げ
られた。消化ガス，小水力，太陽光，風力といった
発電技術の導入目的（複数回答）については，CO2
排出量削減が 44.8％で，電力使用量の削減，未利用
エネルギーの有効利用，環境教育・啓発が続いてい
た。また，下水熱利用については，北国特有の雪対
策が 47.0％，冷暖房の熱源が 35.3％，未利用エネル
表－１

ギーの有効利用が 11.8％，温室効果ガスの削減が
5.9％であった。
3.2 導入に必要な手順の検討
本検討の手順のイメージを図－３に示す。
①各技術の情報整理

「3.1 基礎調査」
で情報収集
（関連法規，設計資
料，メーカー情報等）

②技術選定フローの検討

調査項目

調査項目
1.先進事例
・下水道事業,他事業（ゴミ・廃棄物）
・地域特性
・導入技術の紹介
2.再生可能エネルギー利用技術の導
入に関する課題，導入効果試算の必
要諸条件（アンケート調査）
3.導入制度・補助制度（変遷含む）
4.FIT の現状（利用方法，メリット・デメリ
ット，留意点）
5.法制度（消防法，労働安全衛生法，
建築基準法，電気事業法，
熱供給事業法等），届出，指針基準
類，その他

国内 国外 備
考

③導入検討フローの検討

「3.3 導入効果の
検討」の結果

○

○

図－３

検討の手順のイメージ

技術面
○

―

○

―

○

―
制度面

○

―

図－４

①「各技術の情報整理」では，「3.1. 基礎調査」で
情報収集した各技術の情報の中から技術選定フロ
ー，導入検討フローに関わる情報を抽出し整理し
た。
②「技術選定フローの検討」では，各技術の情報整
理で抽出した情報を基に技術選定フローの検討を
行った。
図－４に技術選定フロー（案）を示す。

技術選定フロー（案）
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図－４では，(1) 下水道施設条件からスタートし，
各技術に関連する条件とその判断基準により適用可
否を判断する。次に，(2)導入目的・必要性設定で再
生可能エネルギー利用技術を導入する目的を明確化
することで，各技術がその目的に適合するかを判断
する。さらに，法令，条例等の規制を確認すること
で各技術の中から適用候補となる技術を選定する。
③「導入検討フローの検討」では，各技術の情報
整理で抽出した情報を基に導入検討フローの検討を
行うとともに，「3.3. 導入効果の検討」で得られた
検討結果を反映させる。
次に，図－５に，基本的な共通導入検討フロー（案）
を示す。

業性の評価フロー（案）に従って行うものとする。

事業性評価・導入の可否（計算ツールのアウトプ

(a)事業性評価（Ｂ／Ｃ等）

事業性

事業性

(b)各種補助制度活用

事業性○

事業性☓

(c)・便益(B)を高める検討

(a)処理場における現状のエネルギー利用状況の

・維持管理費(C)を低くする検討
・政策的判断

(b)将来計画（処理水量・消化ガス量等）の確認、
事業性○

周辺状況の確認

事業性☓

導入断念

実施設計（設計手法の検討）
・(d)事業スキームの検討
(c)基礎データの収集・整理（インプット）

図－６

事業性の評価フロー（案）

今回検討
(d)計算ツールによる計算 計 算 ツ ー
ル

(e)導入効果の試算（アウトプット）

事業性評価・導入可否の判断

図－５

基本的な共通導入検討フロー（案）

下水道施設の現況を把握し，将来にわたって発電
ができるかどうか，発電量が変化するか需要が変化
するか等について将来計画を確認する。その上で，
各技術に対応した基礎データを収集・整理する。
基礎データを収集・整理し，計算ツールにインプ
ットすると，結果としてのアウトプットが得られ，
そこで B／C 等の計算結果が示される。
B／C やエネルギー自給率等によって導入可否の
判断を行うことができる。
導入可となった技術に対して，具体的に設計の検
討を行う場合には，
「3.4 .設計手法の検討」を参照
するものとする。
次に，事業性の評価については，図－６に示す事

3.3 導入効果の検討
下水道事業における再生可能エネルギー利用技術
の導入における費用対効果の分析について，導入効
果計算ツールを作成するに当たっての費用関数を算
出するとともに，波及効果（貨幣価値換算が困難な
環境面での効果など）を加え，より導入効果を高め
る評価手法（B／C の評価手法）を示した。
１）直接的効果によるＢ／Ｃの検討
貨幣価値換算できる直接的効果によるＢ／Ｃにつ
いては，導入効果計算ツールを用いた検討を行うも
のとした。図－７に，計算ツールのインプットとア
ウトプットのイメージ図を示す。
インプットとしては，処理場に対する既設条件と
各技術に対する計算条件を入力する。アウトプット
としては，施設毎のコスト，電力消費量，発電量，
エネルギー自給率，CO2 排出削減量等が算出される。
計算ツールのアウトプットでは，補助を用いない
建設費及び維持管理費，各設備の導入による供給可
能電力量や売電を行った場合の収入，民間企業に土
地の貸与等を行った場合の収入等の直接的な効果
（Ｂ／Ｃ）が算出される。このＢ／Ｃが一定値以下
であった場合には，各種補助制度の活用を検討する。
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計算ツールにおけるインプットとアウトプットイメージ

1,200,000

機器コスト（燃料電池） [千円]

さらに，補助制度を活用しても事業性を得られない
場合，次に示す費用（Ｃ）の低減及び便益（Ｂ）の
増加に対する検討を行う必要があると考える。
今回は，処理場の規模，設備容量によるスケール
メリットを考慮して，計算ツールに使用する費用関
数を出すために，仮想処理場に対する再生可能エネ
ルギー利用技術（消化ガス，小水力，太陽光，風力）
毎，かつ大中小 3 つの規模について，機器費や定期
修繕費等のコスト試算を行った。
下記に，消化ガス発電に対して行った例を示す。
（条件）：
・消化ガス量：1,000Nm3/日，5,000Nm3/日，
10,000Nm3/日
・メタンガス濃度 60％程度
・燃料電池を適用
（コスト）
・機器費と定期修繕費について規模別のコストを
図－８，９に示す。
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定期修繕コスト[千円/年]

図－７
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定期修繕コスト（燃料電池）
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燃料電池の定期修繕コストと消化ガス量
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２）費用（Ｃ）の低減および便益（Ｂ）の増加に対
する検討
費用（Ｃ）の低減方法としては，技術開発の進捗
や大量生産によるイニシャル及びランニングコスト
の低減,ピークカット等による契約電力量の低減，遊
休地など利用可能な土地を民間企業に貸与し，民間
企業による再生可能エネルギー設備の設置を促進さ
せる未利用施設の利用の事例を挙げた。
便益（Ｂ）の増加方法としては，温室効果ガス排
出量の削減としての CO2 排出量取引による収入，環
境評価（CVM）による環境価値への貨幣換算の事例を
挙げた。
その他（単純に費用換算されない）項目としては，
エネルギー自給率増大によるセキュリティの向上，
教育啓発効果，地域活性化効果の事例を挙げた。
3.4 設計手法の検討
各技術メーカーからのヒアリング情報および技術
資料等を集約し，最新版の設計条件，設計手順，設
計手法，維持管理項目について取りまとめた。
技術資料の収集については，各種の設計手法や導
入検討に触れている既存のマニュアルやガイドライ
ン等を調査し，発刊年次，発刊機関，内容のレベル
（技術的な専門性や簡易的導入検討等），費用に関す
る記述を整理し，どの項目を新たに掘り下げるべき
か，最新版の情報にアップデートするべきかを調査
した。内容についてはメーカーへのヒアリングも実
施し，一般性を持つ情報を取りまとめるように留意
した。
「3.1 基礎調査」にて調査した各技術の既存の
技術資料，ガイドライン，マニュアル等を調査した
結果を示す。各技術について，設計手法として整理
する項目を下記に示す。
・設計条件；各技術を導入するために最低限必要な
設計条件の整理
・設計手順；設計検討フロー
・設計手法；各技術のシステム構成（機器リスト，
規模別レイアウト設計，運転管理項目，
関係法規，その他留意事項等）
・維持管理項目；定期修繕等維持管理項目
下記に消化ガス発電について調査した事例を示す。

ガスエンジンにおいて現在の市場の動向をヒアリ
ングした結果，小中規模の消化ガス発電ではユニッ
ト型の採用事例が多くなってくる傾向があり，発電
効率は 32～36%程度であった（図－10）
。ただし，規
模が大きくなると，熱回収率が低下する傾向も見ら
れた（表－２）。大規模の発電機では規模が大きくな
ると高効率になる傾向にあり，特に 900kW 発電機で
はミラーサイクルのエンジンを採用し，エンジン制
御の最適化によって高効率発電を達成している。
42
小～中容量並列発電

大規模単機発電

40

発電効率 [% ]

図－８，９は今回調査した情報に，平成 24 年度「下
水道資源の有効利用に関する調査研究」で実施した
燃料電池の情報を加味したものである。定期修繕コ
ストについて大きな開きが見られた。理由について
は，平成 26 年度に追って調査する。
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図－10

規模毎の消化ガス発電の発電効率

燃料電池においての規模毎の発電効率を図－１１
に示す。
現在市場で流通している燃料電池は 100kW 機と
200kW 機の 2 種類があり，下水道分野では 100kW 機
の実績がある。100kW 機に着目すると，定格時の発
電効率は 42%であり，排熱利用は高温利用と低温利
用によって回収率が異なる。100kW 以上の発電の場
合は並列運転となる。リン酸形燃料電池はガスエン
ジンとは異なり，部分負荷（低出力）においても高
い発電効率を維持できる特徴を持っている。
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図－11

25

規模毎の燃料電池の発電効率

次に，ガスエンジンと燃料電池の排熱利用を表－
２，３に示す。ガスエンジンの排熱回収率は各技術
によって差があり，供給可能な温水温度も異なる。
燃料電池からは高温排熱と低温排熱の 2 つの熱が排
出される。

2013 年度

表－２
メーカー

規模

排熱回収率

kW
25
25
50
280
560
900

％
52
45
46
都度計算
都度計算
都度計算

A社
B社
C社

表－３

ガスエンジンの排熱利用
供給可能
単位熱量
kW/台
40.6
32.1
67.6
都度計算
都度計算
都度計算

燃料電池の排熱利用（100kW 発電機）

名称

温度

熱量

高温排熱

86℃

190～260MJ/時

低温排熱

49℃

270～330MJ/時

補機ユニット
（消音機含む）
排熱回収が無
い場合には、
小さくなる

7,500
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DC電源

制御盤

ガス
コンプレッサ

原動機

発電機

空冷
ラジエータ

ガスエンジン

シロキサン
フィルタ
13,500

図－12

図－13

ガスエンジン発電機の配置例（330kW 単機）

一体型燃料電池発電装置の設置寸法例
（100kW）

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

井上 茂治
坂部 泰理
柳谷季久夫
西村 泰宏

温水供給
発電形式
温度
℃
85
インバータ発電機
75
75
同期発電機
70
70
70

備考
小～中容量
並列発電
大規模単機発電

次に，ガスエンジンと燃料電池の配置の一例を図
－１２，１３に示す。ガスエンジンの場合，必要機
器がシステムにより大きく異なるため一般的な設置
スペースを算出する事は困難であった。燃料電池の
場合，消化ガスに含まれている不純物により前処理
装置が異なるため，前処理装置の設計に依存した。
また，排熱利用の有無によってもシステムが大きく
異なった。
3.5 まとめ
１）本研究の成果は平成 27 年 3 月末を完成予定とし
ており，全国の様々な規模，立地条件にも対応でき
る下水道施設の「再生可能エネルギー利用技術導入
ガイドライン」として取りまとめることを予定して
いる。
２）便益の増加に対する検討は，今回，事例の紹介
に留まったため，今後は環境評価（CVM）による環境
価値への貨幣換算に対して調査票（案）等の作成を
行い，貨幣換算値を提案していくことを予定してい
る。成果は，導入効果計算ツールに反映することを
検討する。
３）導入効果の計算は，今回，計算ツールに使用す
る費用関数を出すために，消化ガス・小水力・太陽
光・風力発電技術毎に大中小の 3 つの規模について
コスト試算を行った。今後は下水熱利用を加えると
ともに，各種メーカーヒアリングを増やし計算ツー
ルの精度を向上させる。また，自治体から希望を募
り，実際に沿った導入効果のケーススタディを行う
こととしている。
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