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下水処理場における
エネルギー自立化のための共同研究
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1.

2.

研究目的

下水処理場の稼動には多くのエネルギーを必要と
し て い る。 わ が 国 の 年 間 消 費 電 力 量 で み る と 約
0.7％を占め，下水処理場の維持管理費を押し上げ
る要因ともなっている。下水道事業の健全，安定経
営のためにはエネルギー対策が不可欠である。
国土交通省では下水処理場の一層の省エネル
ギー化（以下，「省エネ」という。）を図るために，
令和元年 6 月に「下水処理場のエネルギー最適化に
向けた省エネ技術導入マニュアル（案）」を公表し
たところである。
また，わが国は地球温暖化防止に一定の役割を担
う中，下水の処理に伴い発生する温室効果ガスの削
減が求められている。
そこで，本研究では，省エネだけでなく，創エネ
ルギー化（以下，「創エネ」という）技術について
も共同研究者が有する最新技術について概要を整理
すると共に，その導入効果について５箇所の下水処
理場を対象にケーススタディを行った。ケーススタ
ディでは，運転管理の改善手法や省エネ技術による
エネルギー消費量の削減効果を明らかにし，下水処
理場の立地条件等を踏まえて適用可能な創エネ技術
を想定し，エネルギー自立化の可能性について検討
した。
なお，本研究では微生物燃料電池についても検討
を行ったが，本技術は開発途上にあることから将来
の可能性を参考資料にて紹介することとした。

研究体制

2.1 研究体制
秋田県，群馬県，株式会社石垣，JFE エンジニア
リング株式会社，株式会社タクマ，月島機械株式会
社，メタウォーター株式会社，クボタ環境サービス
株式会社，株式会社ウォーターエージェンシー，日
本工営株式会社，株式会社日水コン及び公益財団法
人日本下水道新技術機構の 12 社による共同研究を
行った。
2.2 研究期間
平成 31 年 2 月～令和２年３月

3.

研究内容

3.1 研究内容
本共同研究の主な研究内容を以下に示す。
（１）下水処理場における運転管理に関する省エネ
手法
（２）下水処理場における省エネ機器導入による省
エネ手法
（３）下水処理場における創エネ技術
（４）5 処理場におけるケーススタディの実施
3.2 適用範囲
本技術資料は，省エネ技術や創エネ技術等の導入
を検討している日平均処理水量が約２万～41 万 m3/
日の中・大規模下水処理場を対象とする。
また，創エネ技術により下水処理場において生産
されたエネルギーのうち全てあるいは一部が固定価
格買取制度（FIT）や下水汚泥の固形燃料化等によ
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り下水処理場外で使用された場合についても創エネ
されたエネルギーのうち全てあるいは一部が固定価
ルギーとして考慮する。
格買取制度（FIT）や下水汚泥の固形燃料化等により
なお，機器導入コストや返流水負荷，汚泥性状の
下水処理場外で使用された場合についても創エネル
変化に伴うコストの削減は考慮していない。
ギーとして考慮する。
なお，機器導入コストや返流水負荷，汚泥性状の
変化に伴うコストの削減は考慮していない。

図－１

3.3 自立化の定義
自立化の定義
3.3
本研究における「自立化」の定義を，以下に示す。
本研究における「自立化」の定義を、以下に
創エネの推進を目指す本研究の主旨から，下水処理
示す。創エネの推進を目指す本研究の主旨か
場での創エネがなければエネルギー自立化率がゼロ
ら、下水処理場での創エネがなければエネルギ
となる，こちらの式を採用した。
ー自立化率がゼロとなる、こちらの式を採用し
た。

本研究の摘要範囲

図－１ 本研究の摘要範囲

表－１ ケーススタディのメニュー
ケーススタディのメニュー
表－１

（2）
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４．研究結果
4.1 下水処理場の運転管理に関する省エネ手法
4. 研究結果
（１）主ポンプ設備に関する運転改善手法
4.1 4.1
下水処理場の運転管理に関する省エネ手法
下水処理場の運転管理に関する省エネ手法
（１）主ポンプ設備に関する運転改善手法
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主ポンプについては，稼働ポンプを変更し，稼働
主ポンプについては、稼働ポンプを変更し、稼働
台数の削減や効率的な組合せ運転の試算を行った。
台数の削減や効率的な組合せ運転の試算を行った。
台数の削減や効率的な組合せ運転の試算を行った。
さらに、一部のケースについては、ポンプ井及び管
さらに，一部のケースについては，ポンプ井及び管
さらに、一部のケースについては、ポンプ井及び管
きょのバッファ機能の活用による運転（稼働ポンプ
きょのバッファ機能の活用による運転（稼働ポンプ
きょのバッファ機能の活用による運転（稼働ポンプ
変更，間欠運転＋流入管管内貯留による運転）の試
変更、間欠運転＋流入管管内貯留による運転）の試
変更、間欠運転＋流入管管内貯留による運転）の試
算を行った。これにより，消費電力量で最大 11％
算を行った。これにより、消費電力量で最大
11％の
算を行った。これにより、消費電力量で最大
11％の
の削減効果が見込まれた。
削減効果が見込まれた。
削減効果が見込まれた。
図－２ ＯＲ制御システムの構成例
（２）送風機設備の運転改善手法
図－２
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（２）送風機設備の運転改善手法
（２）送風機設備の運転改善手法
変更し，単独運転やより効率的な組み合わせ運転を 4.2 下水処理場の省エネ機器導入による省エネ手法
送風機の運転方案については，稼働する送風機を
実施することにより消費電力の削減効果を試算し
4.2 下水処理場の省エネ機器導入による省エネ手法
4.2（１）水処理の省エネ機器導入による省エネ手法
送風機の運転方案については，稼働する送風機を
下水処理場の省エネ機器導入による省エネ手法
変更し，単独運転やより効率的な組み合わせ運転を
た。さらに，稼動する送風機の変更に加えて，必要
（１）水処理の省エネ機器導入による省エネ手法
実施することにより消費電力の削減効果を試算した。（１）水処理の省エネ機器導入による省エネ手法
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変更し，単独運転やより効率的な組み合わせ運転を
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高効率式散気装置や省エネ型反応槽撹拌機などの
さらに，稼動する送風機の変更に加えて，必要空気
導入により、大幅な省エネが期待できる。特に、高
実施することにより消費電力の削減効果を試算した。
より，より大きな消費電力の削減を見込んだ。これ 高効率式散気装置や省エネ型反応槽撹拌機などの
導入により，大幅な省エネが期待できる。特に，高
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込まれた。
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消費電力量で最大
21.5％の削減効果が見込まれた。 ている。これらの機器の導入を想定し、水処理の消
ただし，送風量に対して現況の送風能力に余裕が
ている。これらの機器の導入を想定し，水処理の消
より大きな消費電力の削減を見込んだ。
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（３）曝気風量制御に関する省エネ技術（OR 制御）
スクリュープレス脱水機による「濃縮一体化脱水法」
ながらない場合も見受けられる。そのような施設で
本研究で検討対象とした汚泥処理の省エネ機器
OR 制御は目標水質にあわせて反応槽内の必要酸 式スクリュープレス脱水機による「濃縮一体化脱水
である。
（３）曝気風量制御に関する省エネ技術（OR
制御） 導入による省エネ手法は、下水汚泥由来繊維利活用
法」である。
は，運転方案のみでは消費電力量の削減は難しいと
素量を算出し，送風量を自動制御する技術である。
プラチナシステムは，脱水性能を向上させるとと
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もに，後段施設（焼却炉等）の負荷を軽減でき，汚
OR 制御は目標水質にあわせて反応槽内の必要酸 システム（プラチナシステム）とダイレクト型圧力
プラチナシステムは、脱水性能を向上させるとと
いえる。
ニア計，濁度計を設置し，流出部にはアンモニア・
泥処理プロセス全体のコストやエネルギー消費量等
素量を算出し，送風量を自動制御する技術である。
もに，後段施設（焼却炉等）の負荷を軽減でき，汚
式スクリュープレス脱水機による「濃縮一体化脱水
硝酸計等のセンサーを設置する。これらの計測値に 泥処理プロセス全体のコストやエネルギー消費量等
の削減が期待できる。
その概要を図－２に示す。反応槽の流入部にアンモ
あわせて流量計，MLSS 計等の既存センサーの計測
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（3）
費電力量で 29％の削減効果が確認できた。

※下水汚泥由来繊維とは、下水処理場の最初沈殿池から引
き抜かれた汚泥（初沈汚泥）に含まれる繊維状物をいう。

図－３
図－３プラチナシステムの導入概念図
プラチナシステムの導入概念図
（消化汚泥処理の場合）
（消化汚泥処理の場合）
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4.4 5 処理場におけるケーススタディの実施
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ムである。矢作川浄化センターに適用した。
2019
年度
下水道新技術研究所年報
焼却炉での
9,184 千 kWh/年の電力消費（補助燃料換 4.4わせを表－１に、ケーススタディのアウトプットを
5 処理場におけるケーススタディの実施
組合せで補助燃料不要でかつ廃熱発電を行うシステ
ムである。矢作川浄化センターに適用した。
4.4
5
処理場におけるケーススタディの実施
表－２に示す。
算含む）は、階段炉による乾燥汚泥焼却発電システ
本研究において、導入検討を行った技術の組み合
ムである。矢作川浄化センターに適用した。
焼却炉での 9,184 千 kWh/年の電力消費（補助燃
本研究において，導入検討を行った技術の組み合
わせを表－１に、ケーススタディのアウトプットを
焼却炉での 9,184
千 kWh/年の電力消費
（補助燃料換
ムの導入により
2,156
千 kWh/年となった。
4.4
5各ケーススタディは，エネルギー自立化に向けた
処理場におけるケーススタディの実施
組合せで補助燃料不要でかつ廃熱発電を行うシステ
料換算含む）は，階段炉による乾燥汚泥焼却発電シ
わせを表－１に，ケーススタディのアウトプットを
表－２に示す。
算含む）は、階段炉による乾燥汚泥焼却発電システ
省エネ，創エネ検討におけるベースとなる試算を行
本研究において、導入検討を行った技術の組み合
ムである。矢作川浄化センターに適用した。
ステムの導入により
2,156 千 kWh/年となった。
表－２に示す。
各ケーススタディは，エネルギー自立化に向けた
ムの導入により
2,156
千
kWh/年となった。
わせを表－１に、ケーススタディのアウトプットを
焼却炉での 9,184 千 kWh/年の電力消費（補助燃料換
うために設定したものである。適用する技術は、共
各ケーススタディは，エネルギー自立化に向けた
省エネ，創エネ検討におけるベースとなる試算を行
表－２に示す。
算含む）は、階段炉による乾燥汚泥焼却発電システ
省エネ，創エネ検討におけるベースとなる試算を行
同研究に参画する地方公共団体の処理場に対し、共
うために設定したものである。適用する技術は、共
うために設定したものである。適用する技術は，共
各ケーススタディは，エネルギー自立化に向けた
ムの導入により 2,156 千 kWh/年となった。
同研究体の技術を組み合わせて適用した省エネ・創
同研究に参画する地方公共団体の処理場に対し，共
同研究に参画する地方公共団体の処理場に対し、共
省エネ，創エネ検討におけるベースとなる試算を行
エネ対策の一例である。
（ただし、柳島水再生センタ
同研究体の技術を組み合わせて適用した省エネ・創
同研究体の技術を組み合わせて適用した省エネ・創
うために設定したものである。適用する技術は、共
ー及び矢作川浄化センターはデータ提供のみ）
エネ対策の一例である。
（ただし，柳島水再生セン
エネ対策の一例である。
（ただし、
柳島水再生センタ
同研究に参画する地方公共団体の処理場に対し、共
ター及び矢作川浄化センターはデータ提供のみ）
なお、ここに示すエネルギー消費量とは、創エネ
ー及び矢作川浄化センターはデータ提供のみ）
同研究体の技術を組み合わせて適用した省エネ・創
なお，ここに示すエネルギー消費量とは，創エネ
分を含む、実際に消費したエネルギー（補助燃料の
なお、ここに示すエネルギー消費量とは、創エネ
エネ対策の一例である。
（ただし、柳島水再生センタ
分を含む，実際に消費したエネルギー（補助燃料の
電力換算含む）のことである。
分を含む、実際に消費したエネルギー（補助燃料の
ー及び矢作川浄化センターはデータ提供のみ）
電力換算含む）のことである。
図－８ 階段炉による乾燥汚泥焼却発電システム 電力換算含む）のことである。
なお、ここに示すエネルギー消費量とは、創エネ
図－８
図－８ 階段炉による乾燥汚泥焼却発電システム
階段炉による乾燥汚泥焼却発電システム

分を含む、実際に消費したエネルギー（補助燃料の
電力換算含む）のことである。

図－８ 階段炉による乾燥汚泥焼却発電システム
表－２ ケーススタディのアウトプット
ケーススタディのアウトプット
表－２
表－２ ケーススタディのアウトプット
表－２ ケーススタディのアウトプット

※自立化率 A：創エネルギーA（消化ガス発電，廃熱発電）を見込んだもの

※自立化率
A：創エネルギーA（消化ガス発電，廃熱発電）を見込んだもの
自立化率
A+B：創エネルギーA に加え，創エネルギーB（太陽発電，風力発電）を見込んだもの
自立化率 A+B：創エネルギーA に加え，創エネルギーB（太陽発電，風力発電）を見込んだもの
※自立化率 A：創エネルギーA（消化ガス発電，廃熱発電）を見込んだもの

（２）焼却設備の有無と汚泥処理エネルギーについ
（１）敷地面積について
自立化率 A+B：創エネルギーA に加え，創エネルギーB（太陽発電，風力発電）を見込んだもの
（１）敷地面積について
て （２）焼却設備の有無と汚泥処理エネルギーについ
表－３に示すように，今回のケーススタディでは， （２）焼却設備の有無と汚泥処理エネルギーについ
（１）敷地面積について
て
表－３に示すように，今回のケーススタディでは，
（２）焼却設備の有無と汚泥処理エネルギーについ
（１）敷地面積について
焼却設備を有する下水処理場は，
「下水処理場にお
エネルギー自立化が達成できる下水処理場の処理水
表－３に示すように，今回のケーススタディでは，
て
て
表－３に示すように，
今回のケーススタディでは，
焼却設備を有する下水処理場は，
「下水処理場にお
エネルギー自立化が達成できる下水処理場の処理水
けるエネルギー戦略検討業務報告書」
（平成
30 年３
量当たりの敷地面積は 1.7 ㎡/㎥以上と比較的敷地
エネルギー自立化が達成できる下水処理場の処理水
焼却設備を有する下水処理場は，「下水処理場に
2
3
焼却設備を有する下水処理場は，
「下水処理場にお
エネルギー自立化が達成できる下水処理場の処理水
量当たりの敷地面積は
1.7 m㎡/㎥以上と比較的敷地
/m 以上と比較的敷地
おけるエネルギー戦略検討業務報告書」
（平成
30 年 30 年３
（平成
量当たりの敷地面積は
1.7
月 けるエネルギー戦略検討業務報告書」
国土交通省）によれば，焼却に全体のエネルギー
に余裕のある処理場であった。柳島水再生センター
けるエネルギー戦略検討業務報告書」
（平成
30
年３
量当たりの敷地面積は
1.7
㎡/㎥以上と比較的敷地
に余裕のある処理場であった。柳島水再生センター
３月
国土交通省）によれば，焼却に全体のエネル
37％を消費しているが，最近開発されている省エ
の処理水量当たり敷地面積は 0.48 ㎡/㎥と小さく， の 月
国土交通省）によれば，焼却に全体のエネルギー
に余裕のある処理場であった。柳島水再生センター
2
3
の処理水量当たり敷地面積は
0.48 m /m と小さく， 月
ギーの
37％を消費しているが，最近開発されてい
国土交通省）
によれば，焼却に全体のエネルギー
に余裕のある処理場であった。柳島水再生センター
消化ガス発電導入の前提となる消化タンクの設置ス
の 37％を消費しているが，最近開発されている省エ
の処理水量当たり敷地面積は
0.48 ㎡/㎥と小さく， ネ型焼却炉や廃熱利用型焼却炉を利用することによ
消化ガス発電導入の前提となる消化タンクの設置ス
る省エネ型焼却炉や廃熱利用型焼却炉を利用するこ
37％を消費しているが，最近開発されている省エ
の処理水量当たり敷地面積は
0.48 ㎡/㎥と小さく， の
り，焼却を含む汚泥処理のエネルギー消費量は著し
ペースがなく，水処理施設の覆蓋上部も公園となっ
ネ型焼却炉や廃熱利用型焼却炉を利用することによ
消化ガス発電導入の前提となる消化タンクの設置ス
ペースがなく，水処理施設の覆蓋上部も公園となっ
とにより，焼却を含む汚泥処理のエネルギー消費量
ネ型焼却炉や廃熱利用型焼却炉を利用することによ
消化ガス発電導入の前提となる消化タンクの設置ス
く削減することができる。表－４に示すように，消
ているため太陽光発電もできない状況であった。
り，焼却を含む汚泥処理のエネルギー消費量は著し
ペースがなく，水処理施設の覆蓋上部も公園となっ
ているため太陽光発電もできない状況であった。
は著しく削減することができる。表－４に示すよう
り，焼却を含む汚泥処理のエネルギー消費量は著し
ペースがなく，水処理施設の覆蓋上部も公園となっ
表－３ 処理水量当りの敷地面積
化ガス発電と組み合わせた場合は，いずれも創エネ
に，消化ガス発電と組み合わせた場合は，いずれも
く削減することができる。表－４に示すように，消
ているため太陽光発電もできない状況であった。
く削減することができる。表－４に示すように，消
ているため太陽光発電もできない状況であった。
分が勝りエネルギー消費量はマイナスとなる。
創エネ分が勝りエネルギー消費量はマイナスとな
表－３
処理水量当りの敷地面積
表－３
化ガス発電と組み合わせた場合は，いずれも創エネ
表－３ 処理水量当りの敷地面積
処理水量当りの敷地面積
化ガス発電と組み合わせた場合は，いずれも創エネ
焼却設備を有しない下水処理場においても，高濃
る。
分が勝りエネルギー消費量はマイナスとなる。
分が勝りエネルギー消費量はマイナスとなる。
度消化等の省エネ技術と消化ガス発電を導入するこ
焼却設備を有しない下水処理場においても，高濃
焼却設備を有しない下水処理場においても，高濃
焼却設備を有しない下水処理場においても，高濃
度消化等の省エネ技術と消化ガス発電を導入するこ
とにより，表－５に示すように，汚泥処理のエネル
度消化等の省エネ技術と消化ガス発電を導入するこ
とにより，表－５に示すように，汚泥処理のエネル
度消化等の省エネ技術と消化ガス発電を導入するこ
（5）
とにより，表－５に示すように，汚泥処理のエネル
ギー消費量を著しく削減することができ，消化ガス
とにより，表－５に示すように，汚泥処理のエネル
―149―

（5）

（5）

145～150●25_下水処理場におけるエネルギー自立化.indd

149

2021/01/21

9:19:57

2019 年度

下水道新技術研究所年報

ギー消費量を著しく削減することができ，消化ガス
発電による創エネルギーが勝り，汚泥処理における
ギー消費量を著しく削減することができ，消化ガス
発電による創エネルギーが勝り，汚泥処理における
ギー消費量を著しく削減することができ，消化ガス
エネルギー消費量はマイナスとなる。
ギー消費量を著しく削減することができ，消化ガス
発電による創エネルギーが勝り，汚泥処理における
ギー消費量を著しく削減することができ，消化ガス
エネルギー消費量はマイナスとなる。
発電による創エネルギーが勝り，汚泥処理における
発電による創エネルギーが勝り，汚泥処理における
エネルギー消費量はマイナスとなる。
発電による創エネルギーが勝り，汚泥処理における
表－４ 焼却を含む汚泥処理のエネルギー消費量
焼却を含む汚泥処理のエネルギー消費量
エネルギー消費量はマイナスとなる。
表－４
エネルギー消費量はマイナスとなる。
表－４ 焼却を含む汚泥処理のエネルギー消費量
エネルギー消費量はマイナスとなる。
表－４ 焼却を含む汚泥処理のエネルギー消費量
焼却を含む汚泥処理のエネルギー消費量
表－４
表－４ 焼却を含む汚泥処理のエネルギー消費量

表－５ 焼却を含まない汚泥処理のエネルギー消費量
表－５
表－５ 焼却を含まない汚泥処理のエネルギー消費量
焼却を含まない汚泥処理のエネルギー消費量
表－５ 焼却を含まない汚泥処理のエネルギー消費量
焼却を含まない汚泥処理のエネルギー消費量
表－５
表－５ 焼却を含まない汚泥処理のエネルギー消費量

（３）太陽光発電、風力発電について
（３）太陽光発電、風力発電について
（３）太陽光発電，風力発電について
表－６に示すように、太陽光発電と風力発電とを
（３）太陽光発電、風力発電について
（３）太陽光発電、風力発電について
表－６に示すように、太陽光発電と風力発電とを
（３）太陽光発電、風力発電について
表－６に示すように，太陽光発電と風力発電とを
比べると秋田臨海処理センターの例では年間の面積
表－６に示すように、太陽光発電と風力発電とを
表－６に示すように、
比べると秋田臨海処理センターの例では年間の面積
表－６に示すように、太陽光発電と風力発電とを
太陽光発電と風力発電とを
比べると秋田臨海処理センターの例では年間の面積
当たり発電量は太陽光の方が優れている。また，風
比べると秋田臨海処理センターの例では年間の面積
比べると秋田臨海処理センターの例では年間の面積
当たり発電量は太陽光の方が優れている。また，風
当たり発電量は太陽光の方が優れている。また，風
比べると秋田臨海処理センターの例では年間の面積
力発電では年平均風速が小さく不適な箇所が多い。
当たり発電量は太陽光の方が優れている。また，風
当たり発電量は太陽光の方が優れている。また，風
力発電では年平均風速が小さく不適な箇所が多い。
当たり発電量は太陽光の方が優れている。また，風
力発電では年平均風速が小さく不適な箇所が多い。
表－６ 処理水量当りの敷地面積
力発電では年平均風速が小さく不適な箇所が多い。
力発電では年平均風速が小さく不適な箇所が多い。
力発電では年平均風速が小さく不適な箇所が多い。
表－６ 処理水量当りの敷地面積
表－６ 処理水量当りの敷地面積
表－６
処理水量当りの敷地面積
表－６ 処理水量当りの敷地面積
処理水量当りの敷地面積

0.376kWh と大きく、補完する太陽光発電設置面積の

0.376kWh
0.376kWh と大きく，補完する太陽光発電設置面積
と大きく、補完する太陽光発電設置面積の
割合が大きくなっている。
0.376kWh
と大きく、補完する太陽光発電設置面積の
の割合が大きくなっている。
0.376kWh
と大きく、補完する太陽光発電設置面積の
割合が大きくなっている。

0.376kWh表－７
と大きく、補完する太陽光発電設置面積の
エネルギー自立率について
割合が大きくなっている。
割合が大きくなっている。
表－７ エネルギー自立率について
割合が大きくなっている。
表－７ エネルギー自立率について
表－７
表－７
エネルギー自立率について
表－７ エネルギー自立率について

表－８
表－８
表－８
表－８
表－８

表－８

各処理場の処理水量当りエネルギー消費量
各処理場の処理水量当りエネルギー消費量
各処理場の処理水量当りエネルギー消費量
各処理場の処理水量当りエネルギー消費量
各処理場の処理水量当りエネルギー消費量

各処理場の処理水量当りエネルギー消費量

５．終わりに
５．終わりに
５．終わりに
５．終わりに
汚泥処理については，焼却炉をはじめとして省エ
終わりに
５．終わりに

5.

汚泥処理については，焼却炉をはじめとして省エ
ネ技術や廃熱発電などの創エネ技術が開発され，高
汚泥処理については，焼却炉をはじめとして省エ
汚泥処理については，焼却炉をはじめとして省エ
汚泥処理については，焼却炉をはじめとして省エ
汚泥処理については，焼却炉をはじめとして省エ
ネ技術や廃熱発電などの創エネ技術が開発され，高
ネ技術や廃熱発電などの創エネ技術が開発され，高
濃度消化とガス発電の組合せでは，創エネが汚泥処
ネ技術や廃熱発電などの創エネ技術が開発され，高
ネ技術や廃熱発電などの創エネ技術が開発され，高
ネ技術や廃熱発電などの創エネ技術が開発され，高
濃度消化とガス発電の組合せでは，創エネが汚泥処
濃度消化とガス発電の組合せでは，創エネが汚泥処
理にかかるエネルギー消費量を上回ることが確認で
濃度消化とガス発電の組合せでは，創エネが汚泥処
濃度消化とガス発電の組合せでは，創エネが汚泥処
濃度消化とガス発電の組合せでは，創エネが汚泥処
理にかかるエネルギー消費量を上回ることが確認で
理にかかるエネルギー消費量を上回ることが確認で
きた。
理にかかるエネルギー消費量を上回ることが確認で
理にかかるエネルギー消費量を上回ることが確認で
きた。
きた。
送風機や水処理設備については，低圧損型メンブ
きた。
きた。
送風機や水処理設備については，低圧損型メンブ
送風機や水処理設備については，低圧損型メンブ
レン散気装置や省エネ型反応タンク撹拌機の導入に
送風機や水処理設備については，低圧損型メンブ
送風機や水処理設備については，低圧損型メンブ
レン散気装置や省エネ型反応タンク撹拌機の導入に
レン散気装置や省エネ型反応タンク撹拌機の導入に
レン散気装置や省エネ型反応タンク撹拌機の導入に
より、ある程度の省エネが可能となる。しかしなが
レン散気装置や省エネ型反応タンク撹拌機の導入に
レン散気装置や省エネ型反応タンク撹拌機の導入に
より、ある程度の省エネが可能となる。しかしなが
より，ある程度の省エネが可能となる。しかしなが
より、ある程度の省エネが可能となる。しかしなが
ら，今後，多くの処理場においてエネルギー自立化
より、ある程度の省エネが可能となる。しかしなが
ら，今後，多くの処理場においてエネルギー自立化
より、ある程度の省エネが可能となる。しかしなが
ら，今後，多くの処理場においてエネルギー自立化
ら，今後，多くの処理場においてエネルギー自立化
の達成を目指すためには，送風機や水処理設備の更
ら，今後，多くの処理場においてエネルギー自立化
の達成を目指すためには，送風機や水処理設備の更
ら，今後，多くの処理場においてエネルギー自立化
の達成を目指すためには，送風機や水処理設備の更
の達成を目指すためには，送風機や水処理設備の更
なる省エネ技術の開発や、補機の省エネ対策も必要
なる省エネ技術の開発や，補機の省エネ対策も必要
の達成を目指すためには，送風機や水処理設備の更
の達成を目指すためには，送風機や水処理設備の更
なる省エネ技術の開発や、補機の省エネ対策も必要
なる省エネ技術の開発や、補機の省エネ対策も必要
と考えられる。
と考えられる。
なる省エネ技術の開発や、補機の省エネ対策も必要
なる省エネ技術の開発や、補機の省エネ対策も必要
と考えられる。
と考えられる。
さらに，今回，太陽光発電や風力発電について，
さらに，今回，太陽光発電や風力発電について，
と考えられる。
と考えられる。
さらに，今回，太陽光発電や風力発電について，
さらに，今回，太陽光発電や風力発電について，
年間発電量でエネルギー自立化が達成可能としてい
年間発電量でエネルギー自立化が達成可能としてい
さらに，今回，太陽光発電や風力発電について，
さらに，今回，太陽光発電や風力発電について，
年間発電量でエネルギー自立化が達成可能としてい
年間発電量でエネルギー自立化が達成可能としてい
るが，実際はこれらの発電量については時間的・季
るが，実際はこれらの発電量については時間的・季
年間発電量でエネルギー自立化が達成可能としてい
年間発電量でエネルギー自立化が達成可能としてい
るが，実際はこれらの発電量については時間的・季
節的変動を伴い，処理場で必要とする電力量も時間
るが，実際はこれらの発電量については時間的・季
節的変動を伴い、処理場で必要とする電力量も時間
るが，実際はこれらの発電量については時間的・季
るが，実際はこれらの発電量については時間的・季
節的変動を伴い、処理場で必要とする電力量も時間
的・日的変動がある。そのため，大容量かつ低コス
節的変動を伴い、処理場で必要とする電力量も時間
的・日的変動がある。そのため、大容量かつ低コス
節的変動を伴い、処理場で必要とする電力量も時間
節的変動を伴い、処理場で必要とする電力量も時間
トの蓄電池等と組み合わせたシステムなどの検討，
的・日的変動がある。そのため、大容量かつ低コス
的・日的変動がある。そのため、大容量かつ低コス
トの蓄電池等と組み合わせたシステムなどの検討、
的・日的変動がある。そのため、大容量かつ低コス
的・日的変動がある。そのため、大容量かつ低コス
技術開発が必要である。
トの蓄電池等と組み合わせたシステムなどの検討、
トの蓄電池等と組み合わせたシステムなどの検討、
技術開発が必要である。
トの蓄電池等と組み合わせたシステムなどの検討、
今後，本研究の成果を基に，全国の下水処理場に
トの蓄電池等と組み合わせたシステムなどの検討、
技術開発が必要である。
技術開発が必要である。
今後、本研究の成果を基に、全国の下水処理場に
おいてもエネルギー自立化を目指したより一層の省
技術開発が必要である。
今後、本研究の成果を基に、全国の下水処理場に
今後、本研究の成果を基に、全国の下水処理場に
おいてもエネルギー自立化を目指したより一層の省
エネと創エネ技術の導入促進の一助となれば幸いで
今後、本研究の成果を基に、全国の下水処理場に
今後、本研究の成果を基に、全国の下水処理場に
おいてもエネルギー自立化を目指したより一層の省
おいてもエネルギー自立化を目指したより一層の省
エネと創エネ技術の導入促進の一助となれば幸いで
ある。
おいてもエネルギー自立化を目指したより一層の省
おいてもエネルギー自立化を目指したより一層の省
エネと創エネ技術の導入促進の一助となれば幸いで
エネと創エネ技術の導入促進の一助となれば幸いで
ある。
エネと創エネ技術の導入促進の一助となれば幸いで
エネと創エネ技術の導入促進の一助となれば幸いで
ある。
ある。
ある。

（４）エネルギー自立化率について
（４）エネルギー自立化率について
（４）エネルギー自立化率について
（４）エネルギー自立化率について
エネルギー自立化率について，創エネルギーA（消
（４）エネルギー自立化率について
エネルギー自立化率について，
創エネルギー A（消
（４）エネルギー自立化率について
エネルギー自立化率について，
（消
消
エネルギー自立化率について，創エネルギーA
創エネルギーA（
化ガス発電，廃熱発電）と創エネルギーB（太陽光発
化ガス発電，廃熱発電）と創エネルギー
B（太陽光
エネルギー自立化率について，
創エネルギーA
（
消
エネルギー自立化率について，創エネルギーA（消
化ガス発電，廃熱発電）と創エネルギーB（太陽光発
化ガス発電，廃熱発電）と創エネルギーB（太陽光発
電，
風力発電）に分け，創エネルギーA および
A+B に
発電，風力発電）に分け，創エネルギー
A および
化ガス発電，廃熱発電）と創エネルギーB（太陽光発
化ガス発電，廃熱発電）と創エネルギーB（太陽光発
電，
風力発電）
に分け，
創エネルギーA
および
A+B に
に
電，について示すと表－７のとおりである。ここで
風力発電）に分け，創エネルギーA および A+B
ついて示すと表－７のとおりである。ここでいうエ
A+B
電，
風力発電）
に分け，
創エネルギーA
および
A+B
に
電，風力発電）に分け，創エネルギーA および A+B に
ついて示すと表－７のとおりである。ここでいうエ
ついて示すと表－７のとおりである。ここでいうエ
ネルギー消費量は，各ケースのエネルギー自立化対
いうエネルギー消費量は，各ケースのエネルギー自
ついて示すと表－７のとおりである。ここでいうエ
ついて示すと表－７のとおりである。ここでいうエ
ネルギー消費量は，各ケースのエネルギー自立化対
ネルギー消費量は，各ケースのエネルギー自立化対
立化対策を実施後のエネルギー量と消化ガス発電量
策を実施後のエネルギー量と消化ガス発電量を足し
ネルギー消費量は，各ケースのエネルギー自立化対
ネルギー消費量は，各ケースのエネルギー自立化対
策を実施後のエネルギー量と消化ガス発電量を足し
を足したものである。
策を実施後のエネルギー量と消化ガス発電量を足し
たものである。
策を実施後のエネルギー量と消化ガス発電量を足し
策を実施後のエネルギー量と消化ガス発電量を足し
たものである。
県央水質浄化センターの消化ガス発電によるエネ
たものである。
県央水質浄化センターの消化ガス発電によるエ
たものである。
たものである。
ルギー自立化率が
63％と大きいが，エネルギー消
県央水質浄化センターの消化ガス発電によるエ
県央水質浄化センターの消化ガス発電によるエ
ネルギー自立化率が
63％と大きいが，エネルギー消
県央水質浄化センターの消化ガス発電によるエ
県央水質浄化センターの消化ガス発電によるエ
費量が処理水量当たり
0.260kWh と小さいためと考
ネルギー自立化率が
63％と大きいが，エネルギー消
ネルギー自立化率が
63％と大きいが，エネルギー消
費量が処理水量当たり
0.260kWh と小さいためと考
ネルギー自立化率が
63％と大きいが，エネルギー消
えられる。また，秋田臨海処理センターや県央水質
ネルギー自立化率が 63％と大きいが，エネルギー消
費量が処理水量当たり
0.260kWh
費量が処理水量当たり
0.260kWh と小さいためと考
と小さいためと考
えられる。また，秋田臨海処理センターや県央水質
浄化センターは比較的敷地に余裕があるので，補完
費量が処理水量当たり
0.260kWh
費量が処理水量当たり 0.260kWh と小さいためと考
と小さいためと考
えられる。また，秋田臨海処理センターや県央水質
えられる。また，秋田臨海処理センターや県央水質
浄化センターは比較的敷地に余裕があるので，補完
する太陽光発電等の設置面積割合も２割以下であ
えられる。また，秋田臨海処理センターや県央水質
えられる。また，秋田臨海処理センターや県央水質
浄化センターは比較的敷地に余裕があるので，補完
浄化センターは比較的敷地に余裕があるので，補完
する太陽光発電等の設置面積割合も２割以下である。
る。桐生水質浄化センターは他の４箇所と比べ処理
浄化センターは比較的敷地に余裕があるので，補完
浄化センターは比較的敷地に余裕があるので，補完
する太陽光発電等の設置面積割合も２割以下である。
3
する太陽光発電等の設置面積割合も２割以下である。
当たりエネルギー消費量が
規模も小さいため，m
桐生水質浄化センターは他の４箇所と比べ処理規模
する太陽光発電等の設置面積割合も２割以下である。
する太陽光発電等の設置面積割合も２割以下である。
桐生水質浄化センターは他の４箇所と比べ処理規模
桐生水質浄化センターは他の４箇所と比べ処理規模
も小さいため，㎥当たりエネルギー消費量が
桐生水質浄化センターは他の４箇所と比べ処理規模
桐生水質浄化センターは他の４箇所と比べ処理規模
も小さいため，㎥当たりエネルギー消費量が
も小さいため，㎥当たりエネルギー消費量が
も小さいため，㎥当たりエネルギー消費量が
も小さいため，㎥当たりエネルギー消費量が
●この研究を行ったのは
●この研究に関するお問い合わせは
●この研究を行ったのは
●この研究に関するお問い合わせは
●この研究を行ったのは
●この研究に関するお問い合わせは
●この研究を行ったのは
●この研究に関するお問い合わせは
資源循環研究部長
落
修一
資源循環研究部長
落 落修一修一
資源循環研究部長
落
修一
資源循環研究部長
●この研究を行ったのは
●この研究に関するお問い合わせは
●この研究を行ったのは
●この研究に関するお問い合わせは
資源循環研究部長
落
修一
資源循環研究部長
落
修一
資源循環研究部長
資源循環研究部長
資源循環研究部上席研究役
石田
貴
資源循環研究部上席研究役
資源循環研究部上席研究役
石田 貴
資源循環研究部上席研究役 石田落
石田貴修一
貴
資源循環研究部長
落
落
修一
資源循環研究部長
落
修一
資源循環研究部長
落
修一
資源循環研究部上席研究役
石田 直美
貴
資源循環研究部上席研究役 町田石田
石田
貴
資源循環研究部総括主任研究員
町田
資源循環研究部総括主任研究員
直美貴
資源循環研究部上席研究役
資源循環研究部上席研究役
資源循環研究部総括主任研究員
町田 直美
資源循環研究部総括主任研究員
町田
直美
資源循環研究部上席研究役
石田
石田
貴
（6）
資源循環研究部上席研究役
石田
貴
資源循環研究部上席研究役
石田
貴
資源循環研究部総括主任研究員
資源循環研究部研究員
古屋町田
一寿直美
資源循環研究部総括主任研究員
町田 一寿
資源循環研究部総括主任研究員
町田
資源循環研究部総括主任研究員 古屋
資源循環研究部総括主任研究員
古屋 直美
一寿 （6） 資源循環研究部総括主任研究員
資源循環研究部研究員
古屋 直美
一寿
資源循環研究部総括主任研究員
町田
直美
資源循環研究部総括主任研究員
町田
資源循環研究部総括主任研究員
町田
資源循環研究部総括主任研究員
町田
直美
資源循環研究部総括主任研究員
資源循環研究部研究員
古屋 直美
一寿
資源循環研究部総括主任研究員 古屋 一寿 ―150―
古屋
一寿
（6） 資源循環研究部研究員
資源循環研究部総括主任研究員 古屋
古屋 一寿
資源循環研究部研究員
古屋
資源循環研究部総括主任研究員
古屋 一寿
一寿

145～150●25_下水処理場におけるエネルギー自立化.indd

150

2021/01/21

9:19:59

