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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.

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，高度処理化の進行によってさらにエネル
ギー消費量が増加している。エネルギー消費の合理
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い
る。近年では東日本大震災による影響も受け，未利
用エネルギーを積極的に活用するため，再生可能エ
ネルギー利用の導入を検討する動きも大きくなって
きている。
下水道に関する再生可能エネルギーとしては，下
水道空間を活用した太陽光，風力，水力発電の他，
これまで利用が進められてきた消化ガス発電や近年
研究開発が進んでいるバイナリー発電等が挙げられ
る。また，下水道の熱資源に着目した再生可能エネ
ルギーである，下水熱，焼却排熱利用なども含める
と，下水道に関する再生可能エネルギーは，非常に
大きなエネルギーポテンシャルを有しているものと
考えられる。
しかしながら，日本の下水処理場における再生可
能エネルギー利用技術の導入可能な施設は多く残さ
れているが，当機構の「下水道における新エネルギ
ー技術の導入・評価に関する技術資料」や下水汚泥
の資源化など一部を除き，ガイドラインにあたるも
のはない。なお，当機構の「下水道における新エネ
ルギー技術の導入・評価に関する技術資料」は，作
成後 8 年が経過し，最新の技術を追加することが必
要である。このような状況の中で，再生可能エネル

ギー利用技術の導入にあたっては，全国の自治体で
は，個別に試行錯誤しながら設計手法の検討や導入
効果の把握等が行われている。
本研究では，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適切に把握し，対
外的な説明等を円滑に行えるようにするとともに，
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，大都市特有の地域性を踏まえて，
導入検討に必要となる手順フローや設計手法，行政
と民間それぞれの事業スキーム，導入効果の検討手
法等をまとめたガイドブックを作成した。なお，
「エ
ネルギー化技術ガイドライン」
（国土交通省）との違
いとして，エネルギー化技術ガイドラインでは技術
に関する項目が中心であるが，本ガイドブックでは
事例を紹介し，各自治体の留意点や工夫点を明らか
にすることが中心となっており，より実際に即した
検討ができる内容となっている。

2.

研究体制

本研究は，下水道技術開発連絡会議における「下
水道に関する新技術開発の共同研究」として，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，及び（公財）日
本下水道新技術機構で実施した。
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3.

本調査の内容

（１）基礎調査
下水道に関する再生可能エネルギー利用技術
の整理を行い，国内では政令指定都市および中核
都市における事例の調査，国外では主に自治体を
主体に行っている事例の調査を行い，関連する法
制度の整理を行った。
（２）導入に必要な手順の検討
再生可能エネルギー利用技術の導入に必要な
手順を整理した。観点としては，再生可能エネル
ギーの適用条件および利用技術の選定基準につ
いて検討を行い，その際に導入フローを作成した。
（３）導入効果の検討
コスト面，環境面に係る導入効果や費用対効果
に関する検討を行い，再生可能エネルギー導入効
果についてまとめた。なお，導入効果を簡易に計
算できる計算ツールの整備を行った。
（４）設計手法の検討
各技術について，国土交通省，NEDO，下水道機
構等の各機関調査結果やメーカーヒアリングに
より，設計条件の抽出を行い設計手法について整
理を行った。
（５）事業スキームの整理
事業化にあたって，行政としての役割や関わり
方を整理すると共に，民間事業者の活用の仕方に
ついて，特に固定価格買取制度の活用や民活手法
について整理を行った。
（６）ガイドブックの作成
（５）までの検討結果より，下水道事業における
再生可能エネルギー技術の導入に係るガイドブ
ックを作成した。

4.

再生可能エネルギー技術の概要

（１）再生可能エネルギー技術導入の意義
エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保を目的
とする他，地球温暖化対策の観点からも，非化石エ
ネルギーの開発・導入の促進が進められてきている。
国では，補助金による支援制度から始まり，現在
は再生可能エネルギーを電気事業者に固定価格で購
入することを義務付ける固定価格買取制度（FIT）の
施策が行われており，導入に対して国レベルでの拡
大策がとられている。
（２）再生可能エネルギー技術の概要と特徴
再生可能エネルギー技術として挙げられている
消化ガス発電，小水力発電，太陽光発電，風力発電，
下水熱利用およびその他として焼却廃熱利用のバ

イナリー発電について，技術概要と特徴を示す。
・消化ガス発電：
汚泥中の有機物を分解して安定化するために消化
槽を用いている場合に，副産物として消化ガスが発
生する。消化ガスはメタンを 60％程度含んでおり，
発電に利用することができる。一般的にガス発電に
は，大きく分けて３つの方式（ガスエンジン，ガス
タービン，燃料電池）があり，発電容量と発電効率
に差が有る。ガスタービンは大容量であるが発電効
率が低く，燃料電池は発電効率が高く，ガスエンジ
ンは小容量から大容量まで様々な機種があり，発電
効率も容量に応じて変化する。
・小水力発電：
一般の水力発電と同様に流水の持つ位置エネルギ
ー，運動エネルギー，圧力エネルギーを水車によっ
て回転の運動エネルギーに変換し，発電機を回転さ
せて電力を得るものである。一般の水力発電と異な
り，大規模な土木施設を必要としないことを特徴と
している。特に，比較的水量の安定した下水処理施
設を対象とした場合は昼夜を問わず安定的に電力を
得ることができる。
・太陽光発電：
太陽の光エネルギーを直接電気エネルギーに変換
し，発電する。駐車場・建屋・沈殿池の上部空間等，
通常は活用するのが難しい場所にも太陽電池パネル
の設置が可能であり，空間の有効利用に寄与する。
基本的に日照のある昼間に発電，電力供給を行う。
昼夜間や天候による発電量変動が大きいため，既存
電源設備と系統連系し，増加減する電力量を買電に
よって補う方法を採られることが多い。
・風力発電：
風力発電は自然に発生する風の運動エネルギーを，
風車により回転エネルギーに変換し，発電機で電気
エネルギーに変換することによって電力を得る発電
方式である。他の新エネルギー発電方式に比べて経
済性，効率性および環境性に優れているが，設計条
件等で設置の制約を受ける。
・下水熱利用：
下水の水温は，夏季は外気よりも低く，冬季は外
気よりも高いという性質を持っており，大気と比較
して年間を通じた温度が安定している性質を利用す
ることで，下水道から熱エネルギーを回収し，冷暖
房や給湯に必要とする電力を少なくできるシステム
である。
・焼却廃熱利用（バイナリー発電）：
未利用の 70℃～95℃程度の温排水を利用可能で
あり，熱源や冷却水の温度の変動に強く安定的に発
電することができる。また，蒸発器・凝集器など架
台上に組み込まれたコンパクトなオールインワン構
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造で省スペースでの設置が可能である。

愛媛県のみである。

（３）導入事例の地域特性
下水道事業における再生可能エネルギーの国内に
おける導入状況および導入事例を整理した。各技術
に対する地域特性は，以下のとおりである。
・消化ガス発電：
消化工程を有している処理場であれば行うこ
とができるため，全国的に行われているが，四
国地方での採用が無い。
・小水力発電：
小水力発電は気温等の影響は無いものの，北海
道・東北・中部地方での採用が無く，比較的南
において採用されている。
・太陽光発電：
日照が良い場所の方が，発電量が多く有利であ
る。全国的に行われており，地域的な偏りは少
ない。
・風力発電：
高度 50ｍ程度における風速が大きい方が発電
量が多く有利である。下水処理場における導入
事例は少ないが，大規模な風力発電は茨城県，
富山県，静岡県において行われている。
・下水熱利用：
利用場所が下水道施設に近いことが下水熱利
用の条件であるため，地域的な偏りは少ない。
ただし，近年夏季において下水の水温が高いた
め冷房利用が困難となっているため，九州等，
比較的南の地域における実績が少ない。
・焼却排熱発電（バイナリー発電）：
比較的新しい技術であり，導入箇所は東京都と

5.

再生可能エネルギー利用技術の導入手順

5.1 技術選定方法
再生可能エネルギー利用技術の導入検討を行う際
の前段階となる，各技術の下水道施設への適用可能
性を容易に確認できる技術選定フローをとりまとめ
た。図－5.1 に選定フローを示す。
これを元に各技術に対する選定フローを作成した。
図－5.2 に例として消化ガス発電を示す。
ＦＩＴ（再生可能エネルギー源を用いて発電され
た電気を，国が定める固定価格で一定の期間電気事
業者に調達を義務づけた制度）適用時には，国庫補
助金を用いて購入している土地を利用する際に財産
処分の承認申請を行う等の条件があるため，留意す
る必要がある。
5.2 各技術の導入検討方法
技術選定フローの手順に従い選定された再生可能
エネルギー利用技術に対し，事業性評価および導入
可否の判断を行うまでの手順について示した。
基本的な導入検討フロー（案）を図－5.3 に示す。
このフローは，各技術に対して共通であるが，各技
術によって必要な基礎データや導入効果の試算結果
が多少異なる。
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。

図－5.1 技術選定フロー
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図－5.2 消化ガス発電の導入フロー

図－5.3 各技術の導入検討フロー
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5.3 事業立上げ時，設計時の留意点
事業立上げ時には，関係他部局との調整や法制度に
対する対応が必要となる場合があり，また補助制度
を利用することで事業主体の負担軽減につながるた
め，各自治体の事例より，
留意点についてまとめた。
（１）事業立上げ時の留意点・他部局との調整
・消化ガス発電：環境部局と市の上位計画（環境配慮
指針）に対する協議を行う予定。
・小水力発電：国交省との設置協議，電力会社との系
統連系協議に時間を要した。
・太陽光発電：都市計画局との調整（周辺道路から見
えないようにする）
・風力発電：行政財産の目的外使用に係る調整
・焼却排熱利用：アクアパークモデル事業（平成 10
年度廃止）で整備する場合，環境部局との調
整（都市公園法関連）
（２）設計施工時の留意点
・消化ガス発電：周辺に対する苦慮等はなし。運転
制御等の工夫のみ。
・小水力発電：水量変動に対応する可動堰の設置等
の工夫，有効落差を確保する配管ルートの工
夫や，施設見学者へのＰＲとして発電状況を
示す等の工夫。
・太陽光発電：施設見学者へのＰＲのための発電表
示装置の設置，反射光に対する苦情を防ぐた
めの衝立設置等の工夫。また，パネルを屋根
上に設置することで最上階の室温上昇の防
止・機器の延命化を図る工夫。
・風力発電：周辺住民に対する騒音，電波障害等を
懸念し，調査および住民説明会を複数回実施。
・下水熱利用：道路設置の場合，夜間施工時に住民
に対する工事ＰＲ。
・焼却排熱利用：排熱利用プールの利用者に親しま
れるデザイン，炉を外壁で囲う等の工夫。

6.

再生可能エネルギー利用技術の導入効果の検討

6.1 直接的効果の検討（計算ツールを用いた導入効
果の検討）
計算ツールを作成し，計算ツールによる計算結果
から事業性評価を行う手順を検討した。事業性の評
価フロー（案）を図－6.1 に示す。このフローに従
い，計算ツールにおいて直接的な便益およびコスト
を計算できる。補助の利用の有無についても計算ツ
ールにおいて計算が可能である。
なお，本研究のＢは，事業の採算性を意味し，社会
的便益を表したものではない。
計算ツールにおいて計算を行うＢ（便益）および
Ｃ（コスト）は，それぞれ以下のとおりである。な
お，Ｂ/Ｃは年度ごとに計算を行っている。
・Ｂ：
発電による場内電力供給を行う場合…電力供給に
よる電力量料金の削減
発電を外部へ売電する場合…売電による収入
発電排熱（消化ガス発電）供給による消化への補
助燃料利用量の削減
・Ｃ：
ＬＣＣ（建設費年価＋維持管理費）
（ただし，補助あり・なしの場合で算出を行う）
最新の費用を計算ツールに反映させるためメーカ
ーヒアリングを行い，また実績値についてアンケー
トを行った結果を合わせて費用関数を作成した。
また，3 都市を選定し，計算ツールを用いたケー
ススタディを行い，直接的効果を検討した。結果と
しては，太陽光発電および風力発電は比較的Ｂ／Ｃ
が高く，小水力発電は規模が小さすぎてほとんど効

図－6.1 事業性の評価フロー(案)
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果が見られないという結果となった。
6.2 コスト（Ｃ）の算定方法に関する検討
再生可能エネルギー利用技術については，新規に
設置する場合には，採算性がとれない場合でも，改
築に合わせて実施する，他事業との合併施行を行う，
既存施設部分を利用するなどにより，再生可能エネ
ルギーに係るコストを削減することができるので，
それらの検討結果を示す。
また，再生可能エネルギー技術導入済みの自治体
に対し，費用対効果を改善する事業スキームの工夫
等の聞き取りを行った。その結果を示す。
実際のコスト低減
●消化ガス発電
・ガス発電規模を設定する際に，B/C が有利となる
規模・台数構成とした。
・消化工程全体の更新時に，加温施設の一つとして
高温高濃度消化システムに必須の施設と位置付け
ることで補助制度を利用した。
●小水力発電
・老朽化した下水道施設の再構築事業と合わせて事
業化したため，小水力発電施設の B／C 計上におい
て躯体の土木・建築工事費を計上する必要がなか
った。
●太陽光発電
・覆蓋と一体的な整備（覆蓋を太陽光発電パネルの
架台と兼用する形で設置）を行い，パネルを取り
外しできる等，一般的な覆蓋と同様の機能を持た
せており，覆蓋費用を下水道事業として設置。太
陽光発電としてはコストを抑えられた。
●下水熱利用
・歩道への熱供給（融雪）のため，道路管理者と負
担を按分した。
事業スキームの工夫
●消化ガス発電
・常用発電設備の設計・建設・維持管理及び運営ま
でを一体的な事業として実施することで全体コス
トの削減が図れた。
・
「消化ガスエンジン」
，
「温水器」および「電力貯蔵
システム」をＰＦＩ整備運営部分とすることで，
コストの削減が図られた。
●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

事業スキームについて，FIT 制度の活用を見込み，
民間活力を利用し，PFI 事業や民設民営方式を取る
ことでコスト低減を図る場合がある。技術としては，
消化ガス発電や小水力発電では補助金，交付金を利
用した導入（公設公営）が比較的多いが，下水熱利
用等については熱利用設備を民間が設置することも
あるため，民設民営としている自治体もある。
事業スキームの一例を以下に示す。
●公設公営（FIT 利用）
・Ａ市
上下水道局で発電設備を設置，電力は売電。
都市計画局との調整において，設備の色の確認や周辺道
路から見えないようにする工夫を行った。

●民設民営（熱供給事業）
・Ｂ市
3 万㎥/日を地域冷暖房事業の熱源の一部として利用した
後，その水量の一部を修景用水として利用し，全量を運河
に放流することにより，水循環，水質改善を図る。

7.

まとめ

下水道技術開発連絡会議にて「再生可能エネルギ
ー利用技術導入ガイドブック（案）
」を作成し，技術
の導入事例，導入手順，計算ツールを用いた導入効
果の検討，設計手法等についてとりまとめた。
再生可能エネルギー利用技術を，新規に設置する
場合には，採算性がとれない場合でも，改築に合わ
せて実施する，他事業との合併施行を行う，既存施
設部分を利用するなどにより，再生可能エネルギー
に係るコストを削減することができる。
機構は，今後とも，再生可能エネルギー利用技術
の普及拡大に取り組んでまいりたい。
●この研究に関するお問い合わせは
研究第一部長
中島英一郎
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小塚 俊秀
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日高 康晴
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小吉 省吾
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武
小塚 俊秀
柳谷李久夫
西村 泰宏

―50―

