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1.

１．研究目的
研究目的
京都府下水処理場における消費エネルギーの削
京都府下水処理場における消費エネルギーの削減
減のため，電力量等の削減に寄与する新たな対策の
のため，電力量等の削減に寄与する新たな対策の検
検討及び効果の検証を行うことを目的とする。
討及び効果の検証を行うことを目的とする。

3.2
3.2 処理場の概要
処理場の概要
各処理場の概要を表－１～表－８に示す。
各処理場の概要を表－1～表－8 に示す。
表－１
洛西浄化センターの概要
表－1 洛西浄化センターの概要

2.

２．研究体制
研究体制
京都府，公益財団法人 日本下水道新技術機構の
日本下水道新技術機構
京都府，公益財団法人
2 者で調査研究を行った。
2の
者で調査研究を行った。

3.

３．研究内容
研究内容
3.1 研究方法
3.1 研究方法
京都府内の以下に示す浄化センター（8 ヶ所）の
①京都府内の以下に示す浄化センター（8 ヶ所）の
維持管理データ等の収集および運転状況のヒアリ
維持管理データ等の収集および運転状況のヒアリ
ングを行った。
また、洛西浄化センターでは，電力
ングを行った。
計設置による電力量調査を行った。
②
洛西浄化センターでは，電力計設置による電力量
調査を行った。
（調査先処理場）
③
入手した各種データおよび情報に基づき，各処理
・桂川右岸流域下水道 洛西浄化センター
場の現状分析を行い，運転管理によるエネルギー
・木津川上流流域下水道 木津川上流浄化センター
削減手法の検討を行った。
・宮津湾流域下水道 宮津湾浄化センター
（調査先処理場）
・舞鶴市東浄化センター 洛西浄化センター
・桂川右岸流域下水道
・綾部市綾部浄化センター
・
木 津川上流流域下水道 木津川上流浄化セン
・綾部市綾部第
2 浄化センター
ター
・宇治市東宇治浄化センター
・宮津湾流域下水道 宮津湾浄化センター
・亀岡市年谷浄化センター
・舞鶴市東浄化センター

入手した各種データおよび情報に基づき、各処理
・綾部市綾部浄化センター
場の現状分析を行い，
運転管理によるエネルギー削
・綾部市綾部第 2 浄化センター
減手法の検討を行った。
・宇治市東宇治浄化センター
・亀岡市年谷浄化センター
（1）
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表－２
木津川上流浄化センターの概要
表－2 木津川上流浄化センターの概要
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表－3
表－３
宮津湾浄化センターの概要
表－3 宮津湾浄化センターの概要
宮津湾浄化センターの概要
表－3
表－3 宮津湾浄化センターの概要
宮津湾浄化センターの概要
表－3 宮津湾浄化センターの概要
表－3 宮津湾浄化センターの概要

表－4
表－4 舞鶴市東浄化センターの概要
舞鶴市東浄化センターの概要

表－４
舞鶴市東浄化センターの概要
表－4
表－4 舞鶴市東浄化センターの概要
舞鶴市東浄化センターの概要

表－4 舞鶴市東浄化センターの概要
表－4 舞鶴市東浄化センターの概要

表－5
表－5
表－5
表－5
表－５
表－5
表－5

綾部市綾部浄化センターの概要
綾部市綾部浄化センターの概要
綾部市綾部浄化センターの概要
綾部市綾部浄化センターの概要
綾部市綾部浄化センターの概要
綾部市綾部浄化センターの概要
綾部市綾部浄化センターの概要
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表－7
表－７
表－7
表－7
表－7
表－7
表－7

宇治市東宇治浄化センターの概要
宇治市東宇治浄化センターの概要
宇治市東宇治浄化センターの概要
宇治市東宇治浄化センターの概要
宇治市東宇治浄化センターの概要
宇治市東宇治浄化センターの概要
宇治市東宇治浄化センターの概要

表－8
表－8
表－８
表－8
表－8
表－8
表－8

亀岡市年谷浄化センターの概要
亀岡市年谷浄化センターの概要
亀岡市年谷浄化センターの概要
亀岡市年谷浄化センターの概要
亀岡市年谷浄化センターの概要
亀岡市年谷浄化センターの概要
亀岡市年谷浄化センターの概要

４．研究結果
４．研究結果
４．研究結果
４．研究結果
研究結果
以下に，各処理場のエネルギー削減について検討
以下に，各処理場のエネルギー削減について検討
４．研究結果
以下に，各処理場のエネルギー削減について検討
以下に，各処理場のエネルギー削減について検討
した結果を示す。
４．研究結果
した結果を示す。
以下に，各処理場のエネルギー削減について検討
以下に，各処理場のエネルギー削減について検討

4.

した結果を示す。
した結果を示す。
した結果を示す。
以下に，各処理場のエネルギー削減について検討
した結果を示す。
4.1
洛西浄化センター
4.1
洛西浄化センター
した結果を示す。
4.1
洛西浄化センター
4.1
洛西浄化センター
4.1.1
運転管理によるエネルギー削減
4.1.1洛西浄化センター
運転管理によるエネルギー削減
4.1
4.1
洛西浄化センター
4.1.1
運転管理によるエネルギー削減
4.1.1
運転管理によるエネルギー削減
(1)
4.1.1
運転管理によるエネルギー削減
(1) 送風機の運転改善による省エネ
送風機の運転改善による省エネ
4.1
洛西浄化センター
4.1.1
運転管理によるエネルギー削減
(1)
送風機の運転改善による省エネ
(1)
送風機の運転改善による省エネ
（1）
送風機の運転改善による省エネ
「下水道施設計画・設計指針と解説（日本下水道
「下水道施設計画・設計指針と解説（日本下水道
4.1.1
運転管理によるエネルギー削減
表－6
表－6 綾部市綾部第
綾部市綾部第22浄化センターの概要
浄化センターの概要
(1)
送風機の運転改善による省エネ
「下水道施設計画・設計指針と解説（日本下水道
「下水道施設計画・設計指針と解説（日本下水道
「下水道施設計画・設計指針と解説（日本下水道
協会）」の計算式を用いて，H28
年度年報等のデー
表－6
協会）」の計算式を用いて，H28
年度年報等のデー
表－6 綾部市綾部第
綾部市綾部第22浄化センターの概要
浄化センターの概要
(1)
送風機の運転改善による省エネ
「下水道施設計画・設計指針と解説（日本下水道
協会）」の計算式を用いて，H28
年度年報等のデー
表－6 綾部市綾部第 2 浄化センターの概要
協会）
」の計算式を用いて，H28
年度年報等のデー
協会）」の計算式を用いて，H28
年度年報等のデー
タから必要空気量を算出し，実績値と比較した結果，
タから必要空気量を算出し，実績値と比較した結果，
「下水道施設計画・設計指針と解説（日本下水道
協会）」の計算式を用いて，H28
年度年報等のデー
表－6 綾部市綾部第
表－６
綾部市綾部第22浄化センターの概要
浄化センターの概要
タから必要空気量を算出し，実績値と比較した結果，
タから必要空気量を算出し，
実績値と比較した結果，
タから必要空気量を算出し，実績値と比較した結果，
送風量を
送風量を69,773
69,773千
千Nm3/年削減することが見込め，
Nm3/年削減することが見込め，
協会）」の計算式を用いて，H28
年度年報等のデー
3
タから必要空気量を算出し，実績値と比較した結果，
送風量を
69,773
千
Nm
/ 年削減することが見込め，年
送風量を
69,773
千
Nm3/年削減することが見込め，
送風量を
69,773
千
Nm3/年削減することが見込め，
年間
1,898
千
kWh/年
（電力原単位：27.2ｋWh/千
年間 1,898 千 kWh/年（電力原単位：27.2ｋWh/千Nm3
Nm33
タから必要空気量を算出し，実績値と比較した結果，
送風量を
69,773
千
Nm3/年削減することが見込め，
間
1,898
千
kWh/
年（電力原単位：27.2
ｋ Wh/ 千
Nm
年間
1,898
千
（電力原単位：27.2ｋWh/千
Nm3
年間
1,898
千kWh/年
kWh/年
（電力原単位：27.2ｋWh/千
Nm3
とした。）の省エネが見込める。
とした。）の省エネが見込める。
送風量を
69,773
千
Nm3/年削減することが見込め，
年間
1,898
千 kWh/年（電力原単位：27.2ｋWh/千 Nm3
とした。
）の省エネが見込める。
とした。）の省エネが見込める。
とした。）の省エネが見込める。
年間
1,898
千 kWh/年（電力原単位：27.2ｋWh/千 Nm3
とした。）の省エネが見込める。
(2)
急速ろ過設備の省エネ
(2)
急速ろ過設備の省エネ
とした。）の省エネが見込める。
（2）
急速ろ過設備の省エネ
(2)
急速ろ過設備の省エネ
(2)
急速ろ過設備の省エネ
急速ろ過設備の処理水量割合と放流水
SS
濃度，
急速ろ過設備の処理水量割合と放流水
SSSS
濃度，
急速ろ過設備の処理水量割合と放流水
濃度，
(2)
急速ろ過設備の省エネ
急速ろ過設備の処理水量割合と放流水
SS
濃度，
急速ろ過設備の処理水量割合と放流水
SS
濃度，
および急速ろ過原水ポンプ消費電力量の関係を表
および急速ろ過原水ポンプ消費電力量の関係を表
および急速ろ過原水ポンプ消費電力量の関係を表－
(2)
急速ろ過設備の省エネ
急速ろ過設備の処理水量割合と放流水
SS 濃度，
および急速ろ過原水ポンプ消費電力量の関係を表
および急速ろ過原水ポンプ消費電力量の関係を表
－9
に示す。
－9
に示す。
９に示す。
急速ろ過設備の処理水量割合と放流水 SS 濃度，
および急速ろ過原水ポンプ消費電力量の関係を表
－9
－9に示す。
に示す。
および急速ろ過原水ポンプ消費電力量の関係を表
－9 に示す。
－9 に示す。
（2）
（2）
（2）
（2）
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（2）
（2）
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表－９
急
 速ろ過設備の処理水量割合と放流水
表－9 急速ろ過設備の処理水量割合と放流水
SS SS
濃度，および急速ろ過原水ポンプ消費電力
濃度，および急速ろ過原水ポンプ消費電力
量の関係
量の関係
項目

処理
水量
割合

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

放流水質 原水ポンプ 消費電力 処理場全体での
SS濃度 消費電力量
削減量
削減効果
mg/L
千kWh/年 千kWh/年
0.0
2,770
0
0%
0.4
2,493
277
1%
0.8
2,216
554
2%
1.2
1,939
831
3%
1.6
1,662
1,108
4%
2.0
1,385
1,385
5%
2.4
1,108
1,662
6%
2.8
831
1,939
7%
3.2
554
2,216
8%
3.6
277
2,493
9%
4.0
0
2,770
9%

表－9 より，放流水 SSSS濃度
1mg/L
未満を満足する
表－９より，放流水
濃度
1mg/L
未満を満足す
ことを目標とすると，急速ろ過原水ポンプは年間
ることを目標とすると，急速ろ過原水ポンプは年間
554
554千
千kWh
kWhの省エネが見込める。
の省エネが見込める。
4.1.2
4.1.2 省エネ機器導入によるエネルギー削減
省エネ機器導入によるエネルギー削減
（1）
水

中撹拌機（好気槽，兼用槽）を低圧損型メ
(1) 水中撹拌機（好気槽，兼用槽）を低圧損型メン
ンブレン式散気装置に更新
ブレン式散気装置に更新
Ｂ～E 系反応タンク好気槽，兼用槽の水中撹拌機
Ｂ～E 系反応タンク好気槽，兼用槽の水中撹拌機
を低圧損型メンブレン式散気装置に更新することに
を低圧損型メンブレン式散気装置に更新すること
より，水中撹拌機消費電力を年間 409 千 kWh，空気
により，水中撹拌機消費電力を年間 409 千 kWh，空
量 削 減 で 年 間 1,298 千 kWh， 合 計 で 年 間 1,707 千
気量削減で年間
1,298 千 kWh，合計で年間 1,707 千
kWh
の省エネが見込める。

kWh の省エネが見込める。
（2） 消化槽撹拌機をインペラ式撹拌機へ更新
（2）消化槽撹拌機をインペラ式撹拌機へ更新
卵形消化槽（No.1，2）のドラフトチューブ式撹
拌機と円形消化槽の撹拌ブロワを省エネ機器のイン
卵形消化槽（No.1、2）のドラフトチューブ式撹拌
ペラ式撹拌機へ更新することにより，年間
294 千
機と円形消化槽の撹拌ブロワを省エネ機器のイン
kWh
の省エネが見込める。
ペラ式撹拌機へ更新することにより，
年間294 千kWh

の省エネが見込める。

（3） 加圧浮上濃縮機をベルト濃縮機へ更新
加圧浮上濃縮機を省エネ機器のベルト濃縮機へ更
(3) 加圧浮上濃縮機をベルト濃縮機へ更新
新することにより，年間 374 千 kWh の省エネが見込
加圧浮上濃縮機を省エネ機器のベルト濃縮機へ
める。

更新することにより，年間 374 千 kWh の省エネが見
込める。
4.2
木津川上流浄化センター

4.2.1 運転管理によるエネルギー削減
4.2 反応タンク無酸素槽の水中攪拌機の省エネ
木津川上流浄化センター
（1）
4.2.1
運転管理によるエネルギー削減
反応タンクの第
1 槽と第 2 槽を交互に間欠運転と
することができれば，年間
81 千 kWh の省エネが見
(1) 反応タンク無酸素槽の水中攪拌機の省エネ
込める。
反応タンクの第 1 槽と第 2 槽を交互に間欠運転と

することができれば，年間 81 千 kWh の省エネが見
込める。

4.2.2 省エネ機器導入によるエネルギー削減
省エネ機器導入によるエネルギー削減
4.2.2
（1）
消化槽撹拌機をインペラ式撹拌機に更新
(1) 消化槽撹拌機をインペラ式撹拌機に更新
A-1～3 消化槽撹拌機をインペラ式撹拌機へ更新
A-1～3 消化槽撹拌機をインペラ式撹拌機へ更新
することで，年間 97 千 kWh の省エネが見込める。

することで，年間 97 千 kWh の省エネが見込める。

4.3 宮津湾浄化センター
4.3
4.3.1宮津湾浄化センター
運転管理によるエネルギー削減
4.3.1 反応タンク（3
運転管理によるエネルギー削減
（1）
系）の水中攪拌機の省エネ
(1)3 系反応タンクの無酸素槽の第
反応タンク(3 系)の水中攪拌機の省エネ
1 槽，第 3 槽の水
3 系反応タンクの無酸素槽の第
1 槽，第 3 槽の水
中攪拌機を
2 時間稼働，2 時間停止の間欠運転（運
転時間 12h/2日）とすることができれば，年間
28 千
中攪拌機を
時間稼働，2 時間停止の間欠運転（運
kWh の省エネが見込める。
転時間
12h/日）とすることができれば，年間 28 千
kWh の省エネが見込める。
（2） 送風機の省エネ
1 系～3 系の平均 MLSS 濃度が 3,000mg/L と高めの
(2）送風機の省エネ
設定のため，可能な範囲で MLSS 濃度を下げ，必要
1 系～3 系の平均 MLSS 濃度が 3,000mg/L と高めの
空気を削減することで，消費電力の削減が見込め
設定のため，可能な範囲で MLSS 濃度を下げ，必要空
る。平均 MLSS 濃度を 2,000mg/L として必要空気量
気を削減して消費電力の削減を図れる見込みがあ
を算出すると，1～3 系の合計で 27,132m3/ 日となっ
る。平均
濃度を 2,000mg/L34,487m
として必要空気量
3
た。平成 MLSS
29 年度平均送気量は
/ 日であり，
3
を算出した結果，1～3
系の合計で
27,132m
/日とな
空気量の削減により，年間
79 千 kWh
の省エネが見
3
った。
平成 29 年度平均送気量は 34,487m /日であり，
込める。
空気量の削減により，年間 79 千 kWh の省エネが見
4.3.2 省エネ機器導入によるエネルギー削減
込める。
（1） 反応タンク水中撹拌機（無酸素槽）を省エネ
4.3.2 撹拌機へ更新
省エネ機器導入によるエネルギー削減
3
系の無酸素槽には，水中攪拌機が設置されてお
(1) 反応タンク水中撹拌機（無酸素槽）を省エネ撹
り，これを省エネ型撹拌機に更新することにより，
拌機へ更新
年間 8 千 kWh の省エネが見込める。
3 系の無酸素槽には，水中攪拌機が設置されてお
り，これを省エネ型撹拌機に更新することにより，
（2） 3 系反応タンクの処理方式の変更
年間 8 千 kWh の省エネが見込める。
流入水の BOD 濃度が 147mg/l と計画水質 180 mg/
l に比べて低いため，ステップ式で運転しなくても
(2)
3 系反応タンクの処理方式の変更
処理可能である。3
系，第 3 槽の水中攪拌機（5.5kW）
流入水の
BOD
濃度が
147mg/l と計画水質 180 mg/l
を微細気泡散気装置に更新することにより，水中攪
に比べて低いため，ステップ式で運転しなくても処
拌機消費電力が不要となり，年間 17 千 kWh の省エ
理可能である。3
ネが見込める。 系，第 3 槽の水中攪拌機(5.5kW)を
微細気泡散気装置に更新することにより，水中攪拌
（3）
ベルトプレス脱水機の更新
機消費電力が不要となり，年間
17 千 kWh の省エネ
ベルトプレス脱水機と回転加圧脱水機の本体の消
が見込める。
費電力は同等であるが，ベルトプレス脱水機を回転
加圧脱水機に更新すると，洗浄水ポンプの運転時間
(3) ベルトプレス脱水機の更新
を削減することができ，年間 7 千 kWh の省エネが見
ベルトプレス脱水機と回転加圧脱水機の本体の
込める。
消費電力は同等であるが，ベルトプレス脱水機を回
転加圧脱水機に更新すると，洗浄水ポンプの運転時
間を削減することができ，年間 7 千 kWh の省エネが
見込める。

（3）
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4.4 舞鶴市東浄化センター
4.4.1 運転管理によるエネルギー削減
（1） 主ポンプの運転方法改善による省エネ
① 東ポンプ場
東ポンプ場は，以下の運転を行うことで，年
間 28 千 kWh の省エネが見込める。

（2） 水
 中撹拌機（好気槽）を低圧損型メンブレン
式散気装置に更新
B 系，C 系反応タンク好気槽の水中撹拌機を低圧
損型メンブレン式散気装置に更新することで撹拌動
力を削減するとともに，送風量を低減することで年
間 656 千 kWh の省エネが見込める。

No.1，2（定格送水量 7.3m3/min）は日中の （3） 遠心脱水機をスクリュープレス脱水機に更新
送水量が少ない時に，定格運転のみを行う。
No.1 遠 心 脱 水 機 を 省 エ ネ 型 で あ る No.2 ス ク
●
No.3，4（定格送水量 18m3/min）は送水量
リュープレス脱水機と同機種に更新することで年間
の下限値を現在の平均送水量 12m3/min 程
15 千 kWh の省エネが見込める。
度までとする。
●
夕方以降は，No.3，4 の 2 台運転とし，水
4.5 綾部市綾部浄化センター
位によって，回転数と運転台数を制御する。 4.5.1 運転管理によるエネルギー削減
高水位 3.2m 以上では，これまで通り，警 （1） 主ポンプの運転方法改善による省エネ
報によるオペレータ操作で 3 台運転とす
揚水量を 187.5m3/h から処理能力（6,200m3/ 日）
る。
に見合う 258m3/h に変更することで省エネを図れる
見込みがある。現状の 1 日のポンプ停止時間は 3.5
② 場内ポンプ場
時間であったが，揚水量を 258m3/h とするとポンプ
場内ポンプ場は，以下の運転を行うことで， 停止時間は 9.1 時間となり，年間 51 千 kWh の削減
年間 12 千 kWh の省エネが見込める。
が見込める。
●

●

送水量の下限値を 100m3/h とし，水位が
LLWL 以下でポンプ停止とする。

（2） 送風機の運転方法改善による省エネ
以下の運転を行うことで，年間 404 千 kWh の省エ
ネが見込める。
●
反応タンクの運転方法の見直し（B 系の 1
槽目を好気槽に，C 系の 3 槽目を好気槽に
変更，汚水量配分の見直し）。
●
必要空気量への送風量の適正化。
●
下水調整槽を常時使用から日平均 6 時間の
使用に変更する。
（3） 水中撹拌機（無酸素槽）の間欠運転
反応タンク無酸素槽（C 系 1 槽目）の水中撹拌機
を 2 時間運転，2 時間停止の間欠運転とすることが
できれば，年間 13 千 kWh の省エネが見込める。
4.4.2 省エネ機器導入によるエネルギー削減
（1） 水中撹拌機（無酸素槽）を省エネ型反応タン
ク撹拌機に更新
反応タンク無酸素槽の水中撹拌機（12h/ 日運転）
を省エネ型反応タンク撹拌機（24h/ 日運転）に更
新することで年間 12 千 kWh の省エネが見込める。

（2） 送風機の運転方法改善による省エネ手法①
（1）で試算した主ポンプの停止時間において，
H29 年度と同じ割合で送風機を停止することで省エ
ネを図れる見込みがある。H29 年度の送風機の停止
時間は 1.1 時間 / 日であった。主ポンプの停止時間
が 9.1 時間で，H29 年度の割合で送風機を停止する
と 2.9 時間停止できることとなる。これにより，年
間 30 千 kWh の削減が見込める。
（3） 送風機の運転方法改善による省エネ手法②
調査時時点では，年間を通して硝化抑制運転をし
ていたが，放流水の BOD 濃度 2.4mg/l に対し終沈流
出水の BOD 濃度 13.6mg/l と N-BOD の影響が大きい。
放流水の T-N が高いことや，反応タンク処理能力，
送風能力の余裕が大きいこと等を考えると水温が
20℃を超える半年程度は硝化促進運転が望ましい。
この時の必要空気量（5,761 千 Nm3/ 年）は，現状の
送風量より年間 1,675 千 Nm3 削減されるので，年間
60 千 kWh の削減が見込める。
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4.5.2 省エネ機器導入によるエネルギー削減
4.7.2 省エネ機器導入によるエネルギー削減
（1） 散気装置（好気槽）を低圧損型メンブレン式 （1） 反応タンク，機器更新による省エネ
散気装置に更新
反応タンク水中撹拌機（嫌気槽）を省エネ型撹拌
1 系反応タンク好気槽の散気板，2 系反応タンク
機へ更新することで年間 67 千 kWh の省エネが見込
好気槽の水中撹拌機を低圧損型メンブレン式散気装
める。
置に更新することで撹拌動力を削減するとともに，
また，B 系好気槽水中撹拌機を超微細気泡散気装
送風量を低減することで年間 117 千 kWh の省エネが
置へ更新することで年間 134 千 kWh の省エネが見込
見込める。
める。
（2） ベ
 ルトプレス脱水機をスクリュープレス脱水
機に更新
ベルトプレス脱水機を省エネ型であるスク
リュープレス脱水機に更新することで年間 6 千 kWh
の省エネが見込める。
4.6 綾部市綾部第 2 浄化センター
4.6.1 運転管理によるエネルギー削減
（1） スクリュー式曝気撹拌機の運転方法改善によ
る省エネ
スクリュー式曝気撹拌機を 1.85 時間稼働，1.15
時間停止の間欠運転とすることができれば省エネを
図ることができる。（現状：1 日当たり 4～6 時間停
止→試算条件：1 日当たり 9.2 時間停止）
H29 年度の流入水 BOD 濃度は 215mg/l と計画水質
200mg/l の 1.08 倍である。一方，日平均流入水量
は処理能力の 0.57 倍（344m3/600m3）と汚濁負荷が
低い。処理能力の流入水量，計画流入 BOD で 24 時
間曝気が必要と考えると，14.8 時間曝気すればよ
いと考えられる。これにより，年間 14.5 千 kWh の
省エネが見込める。
4.7 宇治市東宇治浄化センター
4.7.1 運転管理によるエネルギー削減
（1） 主ポンプの運転方法改善による省エネ
流入下水の 2 分の１の水量を容量の大きい 2-⑤
号ポンプ（23m3/min）から容量の小さい 2-③号ポン
プ（11m3/min）に切り替えて運転することで，年間
44 千 kWh の省エネが見込める。
（2） 送風機の省エネ
流入下水量と気温から，送風機の 1 台運転の期間
を 1 月～3 月から 11 月～3 月に拡大することが可能
と考えると，年間 66 千 kWh の省エネが見込める。

（2） 遠心濃縮機をベルト濃縮機へ更新
遠心濃縮機をベルト濃縮機へ更新することで年間
129 千 kWh の省エネが見込める。
（3） 消化槽撹拌機をインペラ式撹拌機へ更新
消化槽撹拌機をインペラ式撹拌機へ更新すること
で年間 29 千 kWh の省エネが見込める。
4.8 亀岡市年谷浄化センター
4.8.1 運転管理によるエネルギー削減
（1） 主ポンプの運転方法改善による省エネ手法
インバーターの最適な回転速度での運転を行うこ
とで，年間 60 千 kWh の省エネが見込める。
また，休止中の最初沈殿池を利用した流量調整を
やめることで年間 12 千 kWh の省エネが見込める。
（2） 送風機の運転方法改善による省エネ手法
反応タンクの必要空気量を試算した結果，空気量
が過剰で削減の余地があり，かつターボブロワ 1 基
で必要空気の供給が可能との見込みを得た。空気量
の削減で年間 180 千 kWh，既設ルーツブロワの運転
が不要となることで年間 348 千 kWh，合計 528 千 kWh
の省エネが見込める。
（3） 反応タンク無酸素槽の水中撹拌機間欠運転
反応タンク無酸素槽の水中撹拌機の運転を 2 時間
運転，2 時間停止の間欠運転とすることができれば，
年間 121 千 kWh の省エネが見込める。
4.8.2 省エネ機器導入によるエネルギー削減
（1） 水中撹拌機（無酸素槽）を省エネ型反応タン
ク撹拌機に更新
反応タンク無酸素槽の水中撹拌機（12h/ 日運転）
を省エネ型反応タンク撹拌機（24h/ 日運転）に更
新することで年間 89 千 kWh の省エネが見込める。
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上記に示した運転管理による省エネ手法と省エネ
A 系，C 系反応タンク好気槽の散気装置を高効率
機器導入による省エネ手法を適用した場合の各処理
（2） 水中撹拌機（好気槽）を低圧損メンブレン式
散気装置（B 系に採用済み）に更新することで年間
まとめ
場と同規模の下水処理場における標準的なエネルギ
散気装置に更新
243 千 kWh の省エネが見込める。
A 系，C 系反応タンク好気槽の散気装置を高効率
上記に示した運転管理による省エネ手法と省エネ
ー使用量の算定値との比較を表－10
に示す。
散気装置（B 系に採用済み）に更新することで年間
機器導入による省エネ手法を適用した場合の各処理
改善前は，全体の消費エネルギーと標準値との比
(3)
消化タンクの撹拌装置をガス撹拌から省エネ型
243 千 kWh の省エネが見込める。
場と同規模の下水処理場における標準的なエネル
率が１を下回る処理場が宮津湾浄化センターの１つ
消化タンク撹拌機へ更新
ギー使用量の算定値との比較を表－10 に示す。
だけであったが，改善後はし尿処理場が敷地内にあ
ガス撹拌を省エネ型反応タンク撹拌機（インペラ
（3） 消化タンクの撹拌装置をガス撹拌から省エネ
改善前は，全体の消費エネルギーと標準値との比
る舞鶴市東浄化センターを除き，全て
1 以下となり
式）に更新することで年間
227 千 kWh の省エネが見
型消化タンク撹拌機へ更新
率が１を下回る処理場が宮津湾浄化センターの１つ
省エネ改善効果が認められた。舞鶴市東浄化センタ
込める。
ガス撹拌を省エネ型反応タンク撹拌機（インペラ
だけであったが，改善後はし尿処理場が敷地内にあ
ーについても，水処理設備では 0.68 と大幅に１を
式）に更新することで年間 227 千 kWh の省エネが見
る舞鶴市東浄化センターを除き，全て 1 以下となり
下回った。
込める。
省エネ改善効果が認められた。舞鶴市東浄化セン
この報告が全国の処理場のエネルギー削減の検
ターについても，水処理設備では
0.68 と大幅に１
討の参考になれば幸いである。
を下回った。

5.

この報告が全国の処理場のエネルギー削減の検討
の参考になれば幸いである。
表－10

処理場におけるエネルギー使用量の標準値と運転方法改善後（試算結果）の比較
表－10 処理場におけるエネルギー使用量の標準値と運転方法改善後（試算結果）の比較

桂川右岸流域
洛西浄化センター
木津川上流流域
木津川上流浄化センター
宮津湾流域
宮津湾浄化センター
舞鶴市
東浄化センター
綾部市
綾部浄化センター
綾部市
綾部第二浄化センター
宇治市
東宇治浄化センター
亀岡市
年谷浄化センター

水処理設備
(※)
処理場全体
水処理設備
処理場全体
水処理設備
処理場全体
水処理設備
処理場全体
水処理設備
処理場全体
水処理設備
処理場全体
水処理設備
処理場全体
水処理設備
処理場全体

消費エネルギー原単位
エネルギー使用量
改善前/ 改善後/
［千kWh/年］
[kL/千m3]（原油換算）
標準値 標準値
標準値 改善前 改善後 標準値 改善前 改善後
14,373 16,712 12,553 0.0640 0.0745 0.0559
1.16
0.87
24,570 29,165 24,338
0.109
0.130
0.108
1.19
0.99
2,388
3,022
2,941 0.0740 0.0937 0.0912
1.27
1.23
4,402
4,224
0.136
0.131
0.87
0.84
5,044
0.156
5,085
4,907
0.158
0.152
1.01
0.97
889
771
639 0.0657 0.0570 0.0472
0.87
0.72
1,810
1,284
1,145
0.134
0.095
0.085
0.71
0.63
1,489
2,091
1,006 0.0599 0.0842 0.0405
1.40
0.68
2,856
4,524
3,384
0.115
0.182
0.136
1.58
1.19
480
273
- 0.0947 0.0539
873
899
635
0.172
0.177
0.125
1.03
0.73
103
98
0.207
0.197
152
161
146
0.306
0.323
0.293
1.06
0.96
1,834
2,218
1,951 0.0687 0.0831 0.0731
1.21
1.06
3,728
3,800
3,331
0.140
0.142
0.125
1.02
0.89
2,167
2,353
1,372 0.0639 0.0694 0.0404
1.12
0.63
4,082
3,960
2,680
0.120
0.117
0.079
1.01
0.66

※※ 木津川上流浄化センターの処理場全体の上段は、消化ガス発電による創エネ分を差し引いた値。
木津川上流浄化センターの処理場全体の上段は、消化ガス発電による創エネ分を差し引いた値。
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