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第一種指定事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物

処理業を営む者による中長期的な計画の作成のための指針

第一種指定事業者のうち上水道業、下水道業及び廃棄物処理業に分類される業種に属する事業の用に供する工場又は事業

場を設置しているものによる中長期的な計画の作成に当たっては、以下の事項を検討することにより、その適確な作成に資

するものである。

(1) 上水道業

上水道業については、主要な工程である取水・導水工程、沈でん・ろ過工程、高度浄水工程、排水処理工程、送水・配

水工程及び総合管理、その他の主要エネルギー消費設備に関し、判断基準中目標及び措置部分の実現に資する設備等の具

体例としては、別表１に掲げる設備等が有効であることから、中長期的な計画の作成における検討事項として掲げるもの

である。

(2) 下水道業

下水道業については、主要な工程である前処理工程、水処理工程、汚泥処理工程、汚泥焼却工程及びその他の主要エネ

ルギー消費設備、未利用エネルギーに関し、判断基準中目標及び措置部分の実現に資する設備等の具体例としては、別表

２に掲げる設備等が有効であることから、中長期的な計画の作成における検討事項として掲げるものである。

(3) 廃棄物処理業

廃棄物処理業については、主要な工程である前処理工程、熱処理工程、後処理工程、発電工程及びその他の主要エネル

ギー消費設備に関し、判断基準中目標及び措置部分の実現に資する設備等の具体例としては、別表３に掲げる設備等が有

効であることから、中長期的な計画の作成における検討事項として掲げるものである。

ただし、廃棄物処理業のうち、し尿処分業におけるし尿処理施設については、主要な工程である水処理工程、汚泥処理

工程及びその他の主要エネルギー消費設備、未利用エネルギーに関し、判断基準中目標及び措置部分の実現に資する設備

等の具体例としては、別表４に掲げる設備等が有効であることから、中長期的な計画の作成における検討事項として掲げ

るものである。
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別表１

工 程 設備区分 設備、システム、技術の具体的な内容

取水・導水工程 電気使用設備 ポンプ設備 1.運転制御の効率化（台数制御、インバータ等によ

る回転数制御、翼角制御等）

2.インペラ改造による効率化

3.高効率モータ、高効率ポンプの採用

除塵機 1.運転時間、運転間隔の調整による運転の効率化

2.上下流の水位差によるＯＮ－ＯＦＦ制御

沈でん・ろ過工程 電気使用設備 凝集池設備 1.急速攪拌・緩速攪拌装置の効率化（駆動方式の見

直し（低速モータの採用、インバータ制御等 、）

駆動軸の改良、翼車の材質・構造等の改良）

沈でん設備 1.汚泥掻き寄せ機の運転の効率化（効率的な駆動方

式の選定、運転時間・運転間隔の調整）

2.汚泥排出装置の運転の効率化（界面計・濃度計の

利用、運転時間・運転間隔の調整）

ろ過池設備 1.逆洗の効率化（洗浄の頻度、時間等の見直し）

膜ろ過設備 1.ポンプ運転制御の効率化（台数制御、インバータ

等による回転数制御、翼角制御等）

2．インペラ改造による効率化

3.膜洗浄の効率化（頻度、時間等の見直し）

高度浄水工程 電気使用設備 オゾン処理設備 1.オゾン発生設備の運転の効率化（オゾン注入量の

制御）

粒状活性炭ろ過池設備 1.洗浄の効率化（洗浄の頻度、時間等の見直し）

排水処理工程 電気使用設備 汚泥濃縮設備 1.ポンプ運転制御の効率化（台数制御、インバータ

等による回転数制御、翼角制御等）

2．インペラ改造による効率化

3.運転時間、運転間隔の調整による運転の効率化

汚泥脱水設備 1.脱水の効率化（天日乾燥と脱水機の併用、効率的

な駆動方式の選定、排熱利用による濃縮汚泥の加

温、運転時間・運転間隔の調整）

2.搬送設備も含めた脱水機系列の制御

送水・配水工程 電気使用設備 送水・配水施設 1.ポンプ運転制御の効率化（台数制御、インバータ

等による回転数制御、翼角制御等）

2．インペラ改造による効率化

3.高効率モータ、高効率ポンプの採用

4.水圧管理、ブロック配水システムの採用、漏水対

策による配水管理の適正化

総合管理 電気使用設備 水運用システム 水量、水圧を適正に管理した効率的な原水、浄水の

運用

監視制御システム 1.エネルギー管理システムの導入

2.省エネルギー型の監視制御設備の導入

その他の主要エネ 電気使用設備 受 低損失変圧器 低損失磁性体材料を使用した変圧器及び低損失構造

ルギー消費設備 変 の変圧器（モールド変圧器、アモルファス変圧器、

電 高効率変圧器等）

・ 負荷電圧安定化供給装置 高い電圧による負荷中心点への配電、インピーダン

配 スの低減によっても、なお、電圧降下が大きいか許

電 容電圧変動範囲に収まらない場合に負荷時タップ切

設 換変圧器、負荷時電圧調整器、誘導電圧調整器等の

備 電圧調整装置により安定した電圧で供給する装置

変圧器の台数制御装置 変圧器の負荷率を監視し、系統の並列、解列により

無負荷損の削減と負荷率が向上するように変圧器の

台数を制御する装置

変圧器容量の適正化 電力使用量、負荷率等に見合った容量に変更するこ

と

高効率無停電電源装置 電源周波数及び電圧が安定している状態では商用電

源を直接使用し、停電時及び周波数変動時には瞬時

にバッテリー電源等のインバータ運転をする無停電

電源装置。常時インバータ運転を行わず変換ロスが

低減できる
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電力貯蔵用電池設備 昼間の電力ピークを抑え、負荷率を向上させるため

（ 、に使用する高効率で大容量な蓄電設備 ＮａＳ電池

レドックスフロー電池等）

力 進相コンデンサ 事業場受電端又は遅れ無効電力を多量に発生する設

率 備近傍に、油入り、乾式等の電力コンデンサ(進相

改 コンデンサ)を設置することにより力率を改善させ

善 る

自動力率改善装置 系統の力率を測定し、系統力率が1.0となるよう、

進相コンデンサの投入・開放を自動的に行う装置

モータ一体型進相コン モータ単体毎にコンデンサを設置することにより個

デンサ 別設備ごとに力率改善に資するもの

高 高効率モータ ハイグレードの鉄心の採用と巻線の改善や冷却扇の

効 改善により汎用型に比べ損失を改善した誘導モータ

率 永久磁石モータ 回転子に永久磁石（ＰＭ）を使用した同期モータで

モ あり、２次巻線に電力を投入しなくても良いため高

効率である｜

タ

回 インバータ制御装置 ポンプ、ファン等の流量を可変にするため、モータ

転 に供給する周波数及び電圧を制御する装置

数 極数変換モータ 固定子巻線の極数を切り替えることにより回転数を

制 段階状に切り替えることができるもの。速度変換要

御 求が固定の場合有効

装

置

計 デマンドコントロール装 最大電力を常時監視し、設定値を超過すると予測さ

測 置 れたときに警報や負荷の遮断を行う装置

管

理

装

置

空気調和設備 空 高効率ターボ冷凍機 定格運転時に成績係数（ＣＯＰ）が６程度以上の冷、

給湯設備、換 調 凍機。圧縮系をインバータ駆動するものでは、冷却

気設備、昇降 熱 水温度が低い場合には更にＣＯＰ向上が顕著である

機設備等 源 ガスエンジンヒートポン ガスエンジン駆動のヒートポンプで冷暖房を行うと

設 プシステム ともに、暖房時エンジン排熱を蒸発器で吸収し利用

備 するもの

・ 高効率マルチエアコン 圧縮機やファンにＤＣモータを採用したり、圧縮機

シ の性能向上、室外機・室内機の熱交換性能等を向上

ス させたマルチエアコン。個別空調システムとして使

テ 用される

ム 氷蓄熱型マルチエアコン 氷蓄熱タンクとマルチエアコンを一体型としたもの

で、夜間電力を使用して氷を製造し昼間に冷房とし

て使う。個別空調システムとして使用される

改良型二重効用吸収冷温 吸収液の再生もしくは凝縮工程における排熱により

水機 燃焼用空気もしくは吸収液の予熱又は温水の製造を

行う機構を有するもの

外気冷房空調システム 中間期や冬期の冷房を外気により行うことにより熱

源機のエネルギー消費を低減させるシステム。全熱

交換器がある場合はバイパスさせる

遠赤外線利用暖房装置 遠赤外線照射により直接人体に伝えることにより暖

房するもの。空気を暖めないため効率的である

全熱交換器 排気熱の顕熱と潜熱を給気に回収し，外気負荷を削

減する

空 予冷予熱時外気取入制御 予冷予熱時に外気取り入れを停止すること

気

調 外気導入量の適正化制御 室内ＣＯ センサにより外気導入量を適切に制御す２

和 ること

・ 冷温水送水設定温度の最 冷凍機及び温水機からの冷温水送水温度を負荷及び

熱 適設定制御 搬送動力に合わせて最適に設定変更すること。成績

源 係数（ＣＯＰ）向上に有効
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設 冷却水設定温度の最適設 冷却水温度が低いほど熱源機器の効率が向上するた

備 定制御 め、冷凍機の保護回路等とバランスを取り、最適な

の 温度とすること

最 熱源台数制御 複数台の冷凍機等が設置されている場合に、事業場

適 の負荷に合わせて最適な台数を選択し制御すること

制

御

空 水・空気搬送ロスの低減 圧力の適正化、自動制御装置の最適化

気 羽根車吸入間隔の変更 ポンプの羽根車の吸入間隔の調整により、ポンプ性

調 能を設備の必要水量圧力に合わせること

和 配管内流動抵抗低減剤 密閉系の配管システムにおいて界面活性剤等を混入

用 し、配管内流動抵抗を低減させ、搬送動力を低減さ

搬 せるもの

送 水和物スラリ空調システ 水和物と水溶液の混相媒体を熱搬送材として使用

動 ム（ＶＣＳ） し、高密度で冷潜熱搬送を行い、搬送動力を低減さ

力 せるシステム

の

低

減

空 内壁・窓・床の断熱 非空調空間と居室との境界壁を断熱すること

気 外壁・屋根・窓・床の 外壁・屋根・窓・床の断熱を強化し貫流熱及び放散

調 断熱 熱を低減すること

和 建物の気密化 気密サッシ、風除室、二重ドア、回転ドア等を使用

関 し気密化すること

係 屋上緑化、壁面緑化 蒸散冷却させるために屋上、壁面に植栽を施すこと

そ 日射遮蔽 ブラインド、熱線反射ガラス、選択透過フィルム、

の 断熱塗布剤等による日射遮蔽

他 空調ゾーニング最適化 使用時間帯，負荷形態等により空調ゾーンを細分化

すること

給 自然冷媒（ＣＯ ）ヒー 自然冷媒（ＣＯ）を採用しヒートポンプ運転で最高2 2

湯 トポンプ給湯機 90℃までの高温沸上げが可能なもの。フロンの代わ

設 りにＣＯを冷媒とすることにより、環境負荷が少な2

備 く、給湯に必要な高温を得ることが可能となった。

ヒートポンプユニットと給湯ユニットで構成

高効率ヒートポンプ給湯 新冷媒（Ｒ４１０Ａ）を採用しヒートポンプ運転で

機 最高80℃までの高温沸上げが可能なもの。成績係数

（ＣＯＰ）が高い。ヒートポンプユニットと給湯ユ

ニットで構成

潜熱回収型給湯器 従来のガス給湯器では、約200℃の排気ガスを大気

中に放出していたが、本給湯器は、捨てられていた

排気ガスから水蒸気と熱を凝縮して熱の回収を行う

ことで約80℃まで排気の温度を下げ、その回収した

熱を給水の予熱として活用する給湯器

ガスエンジン給湯器 ガスエンジンで発電するとともに、エンジン排熱を

給湯ユニットに貯め利用するもの。ガスエンジンユ

ニットと給湯ユニットで構成

高換 可変風量換気装置 給排気風量をインバータにより制御する換気装置

、 、効気 局所排気システム 喫煙場所や燃焼器具 複写機等の空気汚染源に対し

率設 局所排気を行い空調負荷の低減を図るシステム

備

換 ＣＯ 又は ＣＯ濃度に 駐車場等の換気に使用。ＣＯ又はＣＯ濃度を計測し2 2

気 よる換気制御システム 換気ファンの台数や回転数を制御し、設定された

量 ＣＯ又はＣＯ濃度になるよう制御するシステム2

最 温度センサによる換気制 電気室や機械室等の換気に使用。上限・下限の温度

適 御システム を設定しておき、超過した時に換気ファンの運転／

化 停止を行うシステム

タイムスケジュールによ 倉庫や機械室等の使用時間、季節等に合わせ、タイ

る換気制御システム ムスケジュールを組んでおき運転／停止を行うシス

テム。また、間欠運転と組み合わせることも検討す

ること
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エ インバータ制御方式 ロープ式エレベータの回転数制御をインバータで制

レ 御する方式

ベ 回生電力回収システム エレベータのかごの乗員数や方向により、運転時、

｜ モータに負荷がかかると発電する（回生電力）機能

タ を活用し、回生電力を回収するシステム

ＰＭギヤレス巻上機 永久磁石（ＰＭ）式同期モータを組み込んだギヤレ

ス巻上機。加速･減速がなめらかで騒音も少なく、

エネルギー効率に優れている

エレ 自動運転装置 エスカレータ乗り場の手前に光電ポストを設置し利

ス｜ 用者を感知し自動運転する

カタ 台数制御 時間帯別に利用エスカレータを台数制御すること

照明設備 高 ＬＥＤ照明器具 白色の発光ダイオード（ＬＥＤ）を光源に使用した

効 照明器具。発熱が少なく、小型、長寿命である

率 窓際照明の回路分離 昼間の消灯が可能なように、窓際照明回路を分離す

照 ること

明 光ダクトシステム ダクト内面を鏡面にし、日射を照明の必要な部屋に

設 伝送するシステム。通常照明を補完し使用する

備 高反射率板 蛍光ランプの灯具に装着する反射板を高反射のもの

とする

高輝度誘導灯 冷陰極蛍光灯を使用した誘導灯

照 ブラインド制御 季節，時間帯に応じて昼光利用を図りつつ，空気調

明 和の負荷を遮蔽する制御すること

制 照明自動点滅装置 タイムスケジュール、昼光センサ、人感センサ等に

御 より自動的に照明を点滅する装置

装 段調光システム 必要照度に応じて段階的に照度を設定するシステ

置 ム。過剰照度を避けることができる

昼光利用システム 昼光センサにより室内照度を適正に保つように照明

光量を自動的に制御するシステム。外界の明るさを

有効利用できるため、照明電力を低減できる
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別表２

工 程 設備区分 設備、システム、技術の具体的な内容

前処理工程 電気使用設備 沈砂池設備、主ポンプ設備 1.スクリーン設備間欠運転(タイマ－､水位差検出､

主ポンプと連動)

2.揚砂設備間欠運転､池順次・交互運転

3.流入水量に応じた池数制御

4.主ポンプ運転の効率化

①台数制御

②回転数制御

③高水位運転(揚程の低減)

5.主ポンプ揚水量の平準化(管きょ、調整池を利用)

水処理工程 電気使用設備 最初沈殿池設備 1.流入水量に応じた池数制御

2.掻き寄せ機間欠運転(タイマー、汚泥界面)

3.汚泥引き抜きポンプ間欠運転(タイマー、濃度、

プリセット量)

4.スカム除去設備スカム捕捉効率の向上(返流水量

の低減)

反応タンク設備 1.送風量適正化

①流入水量比例制御

②ＭＬＳＳ制御

③ＤＯ制御

2.散気装置酸素移動効率の向上

3.散気装置目詰まリ防止対策(圧力損失の低減)

4.電力使用量の低減

①ターボブロワ(台数制御､インレットベーン制

御)

②ルーツブロワ(台数制御､回転数制御)

③水中攪拌機､曝気機(回転数制御､間欠運転)

5.消泡水量の適正化､間欠散水

最終沈殿池設備 1.掻き寄せ機間欠運転(タイマー､汚泥界面)

2.返送汚泥ポンプ (台数制御､回転数制御)

3.余剰汚泥ポンプ間欠運転 (タイマー､濃度､プリ

セット量)

4.スカム除去設備スカム捕捉効率の向上(返流水量

の低減)

高度処理設備 1.水中攪拌機（回転数制御、間欠運転）

2.硝化液循環ポンプ（流量制御、台数制御、回転数

制御）

3.返送汚泥ポンプ (台数制御､回転数制御)

4.砂ろ過装置､生物膜ろ過装置洗浄工程最適スケ

ジュール運転

汚泥処理工程 電気使用設備 汚泥濃縮設備 1.濃縮性能の向上 (濃縮汚泥量の削減)

2.固形物回収率の向上

3.機械濃縮動力の低減

汚泥消化タンク設備 1.消化タンク投入汚泥濃度管理

2.消化タンク温度管理

3.消化タンク保温の強化

4.消化タンク攪拌機の低動力化

5.蒸気配管加温設備の断熱強化

6.加温ボイラ､温水ヒータ自動制御

7.蒸気､温水有効利用

汚泥脱水設備 1.供給汚泥濃度管理

2.脱水汚泥の低含水率化

3.搬送設備も含めた脱水機系列の制御

4.機械脱水動力の低減

汚泥焼却工程 電気使用設備 汚泥焼却設備 1.汚泥焼却炉稼動計画と脱水汚泥発生量との適合

2.適正負荷率運転

3.脱水汚泥低含水率化

4.補助燃料の低減､自燃時間の拡大
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5.熱回収設備(燃焼空気予熱､白煙防止空気予熱､汚

泥予備乾燥等)

6.断熱強化

7.排ガス処理水の低減

8.熱媒体の漏洩防止

9.焼却炉自動制御システム

①発熱量に合わせた燃焼空気量の調整

②温度管理

③流動ブロワ､誘引ファン回転数制御

その他の主要エネ 電気使用設備 脱臭設備 1.脱臭空気量の低減

ルギー消費設備 ①臭気発生源の拡散防止

②発生臭気の漏洩防止

③一般換気との分離

2.ファン間欠運転（季節､時間帯等）

受変電・配電設備 別表１その他の主要エネルギー消費設備の電気使用

設備参照

力率改善

高効率モータ

回転数制御装置

計測管理装置

空気調和設備 別表１その他の主要エネルギー消費設備の空気調和、

給湯設備、換 設備、給湯設備、換気設備、昇降機設備等参照

気設備、昇降

機設備等

照明設備 別表１その他の主要エネルギー消費設備の照明設備

参照

未利用エネル 下水熱有効利用設備 1.空調設備熱源

ギー 2.温水供給

消化ガス有効利用設備 1.消化ガス発電システム

2.焼却炉補助燃料

3.空調設備熱源

4.他事業場へのガス供給

水圧の有効利用設備 開放型蓄熱システムで揚水した水の位置エネルギー

を使用し、落水時に水車を回し、ポンプ動力の一部

として回収したり、発電機を回し電力として回収す

る設備。動力回収水車ポンプ装置、小水力発電設備

等がある

焼却炉廃熱有効利用設備 1.蒸気タービン発電

2.空調設備熱源

3.消化タンク加温

4.温水供給
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別表３

工 程 設備区分 設備、システム、技術の具体的な内容

前処理工程 熱利用設備 乾燥設備 乾燥機

①排ガス再循環、排ガス熱回収、低圧抽気蒸気等

の熱利用

②高効率バーナ

③高効率自動乾燥制御装置

電気使用設備 受入れ供給設備 1.ごみ投入扉

①未搬入時に自動制御で停止

②車両管制システム

③油圧ポンプの可変容量式化

④電動駆動化

2.ごみクレーン（自動化、速度制御、吊上げ荷重制

御、巻下げ電源回生制動等）

熱処理工程 燃焼設備 燃焼設備 焼却 ガス化溶融 1.自動燃焼装置（ 、 ）

2.空気比の低減

3.燃焼用空気の高温化、酸素富化

4.炉体のボイラ化(水冷壁等)

5.高効率断熱炉体

熱利用設備 灰溶融設備 1.燃料式溶融炉

①高効率バーナ、純酸素バーナ、廃棄物利用バー

ナ

②廃熱回収

2.電気式溶融炉の最適電力制御

3.焼却灰の乾灰取出しによる無乾燥化

廃熱回収設備 ガス冷却設備 1.ボイラ

（ 、 、①高効率廃熱ボイラ 高温高圧ボイラ 給水加熱

機械式ハンマリング装置等）

②低温エコノマイザ

2.減温塔の最適水噴霧制御

電気使用設備 通風設備 1.送風機

①回転数制御（ＶＶＶＦ、機械式）

②高効率ブロワ

③蒸気タービン駆動

2.高効率蒸気式空気予熱器

①低圧蒸気利用

②温度制御

3.風煙道の流速低減

後処理工程 電気使用設備 排ガス処理設備 1.ろ過式集じん装置

①ヒータの容量低減

②ヒータの温度制御最適化

③通風抵抗低減

2.触媒反応塔（低温触媒の選定による再加熱用熱量

の低減）

3.白煙防止用空気加熱器（外気条件の計測による空

気量の自動制御）

灰出し設備（セメント固化、 1.コンベヤ（搬送速度のインバータ制御）

スラグメタル等含む） 2.飛灰固化装置（混練機駆動のインバータ制御）

3.加熱脱塩素化装置（反応装置内の最適温度制御）

（ 、 、 、4.灰クレーン 自動化 速度制御 吊上げ過重制御

巻下げ電源回生制動等）

排水処理設備 別表４の水処理工程・汚泥処理工程参照

発電工程 熱利用設備 発電設備、余熱利用設備 1.蒸気タービン発電機

①発電設備の出力増加、受電点無効電力制御、力

率改善

②高効率発電（蒸気の高温高圧化、スーパーごみ

発電等）

③タービン排気の利用

④排気圧力の制御（外気温度による）
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2.蒸気復水器

①ファンのインバータ制御、台数制御、翼の可変

ピッチ制御

②排気空気の熱利用

その他の主要エネ 電気使用設備 給水設備 1.インバータ機器の採用

ルギー消費設備 2.節水型機器の採用

炉室の換気設備 1.局所換気の採用による全換気風量の低減

2.室内雰囲気自動計測による最適換気制御システム

3.ボイラの二重ケーシング構造を利用した放熱換気

設備

受変電・配電設備 別表１その他の主要エネルギー消費設備の電気使用

力率改善 設備参照

高効率モータ

回転数制御装置

計測管理装置

空気調和設備 別表１その他の主要エネルギー消費設備の空気調和、

給湯設備、換 設備、給湯設備、換気設備、昇降機設備等参照

気設備、昇降

機設備等

照明設備 別表１その他の主要エネルギー消費設備の照明設備

参照
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別表４

工 程 設備区分 設備、システム、技術の具体的な内容

水処理工程 電気使用設備 受入・貯留設備 1.夾雑物破砕除去装置（破砕機・スクリーン・スク

リュープレス・搬送機等）の液位、流量等自動計

測制御

2.貯留槽攪拌設備（液位等自動計測制御）

3.脱臭設備（昼間・夜間の風量制御）

生物反応処理設備 1.ばっ気・攪拌装置（ブロワ・機械式ばっ気機・水

中攪拌ポンプ等）

①最適供給量制御（ＤＯ，ｐＨ，ＯＲＰ制御等）

②運転台数自動制御装置

2.固液分離装置（汚泥返送ポンプ・遠心濃縮機・膜

循環ポンプ等）

①最適供給量制御（ＭＬＳＳ制御等）

②運転台数自動制御装置

3.冷却装置（冷却塔、冷凍機、循環ポンプ等）の最

適温度制御（温度、流量制御等）

高度処理設備 1.凝集分離装置（凝集膜ポンプ等）

①最適供給量制御（流量、圧力制御等）

②運転台数自動制御装置

2.オゾン発生装置の最適供給量制御（生成量、濃度

制御等）

汚泥脱水設備 高効率脱水装置（濃縮機、各種汚泥脱水機、脱水汚

泥移送機等）

①差速電動機による回転数差制御

②差速制御による電力回生

（ 、汚泥処理工程 燃焼設備 汚泥乾燥・燃焼設備 1.脱水汚泥乾燥装置の熱風量の自動燃焼制御 温度

処理量制御等）

2.燃焼装置

①燃焼空気比の改善（酸素濃度分析、燃料／空気

流量比率設定調節、自動燃焼制御等）

②熱効率の向上（高効率バーナ等）

③通風量の適正制御（自動通風計測制御、誘引

ファン・押し込みファンの回転数制御等）

熱利用設備 熱利用設備 1.しさ・汚泥焼却装置

①脱水汚泥熱風乾燥装置（廃熱利用）

②廃熱用温水ボイラ（廃熱利用）

③燃焼用一次空気加熱（廃熱利用）

④排ガス空気白煙防止用熱交換器（廃熱利用）

2.脱臭炉装置の排ガス用熱交換器（廃熱利用）

その他の主要エネ 電気使用設備 受変電・配電設備 別表１その他の主要エネルギー消費設備の電気使用

ルギー消費設備 力率改善 設備参照

高効率モータ

回転数制御装置

計測管理装置

その他 土曜・日曜週末運転休止システム

空気調和設備 別表１その他の主要エネルギー消費設備の空気調和、

給湯設備、換 設備、給湯設備、換気設備、昇降機設備等参照

気設備、昇降

機設備等

照明設備 別表１その他の主要エネルギー消費設備の照明設備

参照

未利用エネル 消化ガス有効利用設備 1.消化ガス発電システム

ギー 2.空調設備熱源

3.温水供給

4.消化タンク加温

生物反応熱有効利用設備 1.暖房熱源

2.消雪熱源
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Ⅱ 指針解説について 
 
「第一種指定事業者のうち下水道業を営む者による中長期的な計画の作成のための指針解

説」（以下「指針解説」）は、エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和五十四年法律第四

十九号）第１０条の３第３項の規定に基づき、同法第７条第１項に規定する第一種指定事業者

による中長期的な計画の適確な作成に資するための指針（平成十六年厚生労働省・経済産業省・

国土交通省・環境省告示第一号）が公布されたことを踏まえ、当該指針の解説として「下水道

における省エネに係る計画の作成のための委員会」において作成されたものである。 

本指針解説は、中長期的な計画の的確な作成に資するよう主な検討対象を例示したものであ

り、指針解説に記載がないものであっても省エネルギー化に資する対策も存在することに留意

されたい。また、機器等の導入の判断にあたっては、省エネルギーの観点以外にも、各処理場

等における条件なども含め総合的に検討する必要がある。 
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Ⅲ 指針解説 

 

1. 前処理工程 
 

1.1 沈砂池設備・主ポンプ設備 

（1）スクリーン設備間欠運転（タイマー、水位差検出、主ポンプと連動） 

（2）揚砂設備間欠運転，池順次・交互運転 

（3）流入水量に応じた池数制御 

（4）主ポンプ運転の効率化 

①台数制御 

②回転数制御 

③高水位運転（揚程の低減） 

（5）主ポンプ揚水量の平準化（管渠、調整池を利用） 

 
（1）スクリーン設備間欠運転（タイマー、水位差検出、主ポンプと連動） 

一般に、スクリーン設備は 24時間連続運転している。しかし、し渣の少ない時間帯は連続
運転する必要がなく、ある程度し渣がたまってからかき上げ運転をしても、支障はない。そ

の間欠運転の方法として、以下のものがある。 
タイマー運転：経験的に把握されているし渣が少ない時間帯に設備を停止するよう予めタイ

マー設定をおこなう。 
水位差検出 ：スクリーン設備停止時、スクリーンにし渣がたまるとスクリーンの上流と下

流とで水頭差が生じる。その水頭差を水位計により検知して一定水頭差以上

となった場合には、スクリーン設備を運転する 
主ポンプ連動：ポンプ停止時には沈砂池内に水の流れはほとんどないことから、スクリーン

設備を止めても支障はない。そこで、スクリーン設備の運転をポンプと連動

させ、ポンプ停止時にはスクリーンを停止させる。 
 

（2）揚砂設備間欠運転，池順次・交互運転 

揚砂設備はある程度砂がたまった時に運転させれば良く、常時運転をさせる必要はない。

そこで、必要に応じて設備を停止したり、運転間隔を調整することで省エネルギー化が可能

となる。 
また、水路が複数ある場合は同時運転せず、交互に運転することも効果がある。揚砂を夜

間等の低負荷時間帯に行い、負荷平準化を図ることで、省エネルギー化が可能となる。なお、

夜間電力使用量が増えれば、定期報告書中のα係数値が小さくなり、それに伴い電気使用量

原単位も小さくなる。 
 

（3）流入水量に応じた池数制御 

流入水路が複数ある場合、必要に応じて水路を休止し、その能力を他の水路に分散させる

ことで休止した水路の設備を停止し、省エネルギー化を図ることができる。比較的長期（時

間）にわたって小水量が予想される時期の対応として有効である。 
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（4）主ポンプ運転の効率化 

①台数制御 
 小水量時、ポンプ運転台数を少なくすることにより、稼働ポンプの負荷が定格に近い状

態で運転されるため効率が向上し、省エネルギー化が可能となる。 
 一般に、ポンプ運転はポンプ井水位の一定運転又は水処理系への流入量一定制御を行っ

ており、その場合ポンプの台数制御が導入されている。 
②回転数制御 
 ポンプの運転方法として、後段の水処理系への影響を考えて揚水量を調整する時、水量

を調整する手段としてバルブ等の送水損失によって対応している場合には、ポンプに回転

数制御を導入することで省エネルギー化を図ることができる。 
 一般に、調節弁の開度で流量を制御する場合には、圧損が増えることで流量が減少する

ことからポンプ負荷動力は大きく変わらない。一方、ポンプの回転速度Ｎと流量Ｑ、揚程

Ｈ及び軸動力Ｌの関係は 

3
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で表すことができる。この式からも分かるように、流量は回転速度に比例し、揚程は回転

速度の２乗に、軸動力は３乗に比例する。従って、流量を減少させるために回転数（速度）

を減速することで、軸動力を下げることが可能であり、その結果、消費電力を下げること

が可能となる。 
 汚水ポンプ運転時において流量を調整する時間が多い場合には、効果が期待できる。た

だし、揚程が高い場合、回転数の低下に伴い揚程も下がるため、揚水機能に影響がないか

検討が必要である。 
③高水位運転（揚程の低減） 
 ポンプの特性から、揚程が下がれば吐出量が増加する傾向がある。よって、高水位運転

を行うことで、揚程が小さくなり吐出量は増加し、水量あたりの負荷動力が小さくなると

ともにポンプ運転時間の短縮につながるため、省エネルギー化が可能となる。高水位運転

を行うことに伴うポンプ井や幹線へのバックウォーターの影響がなく、起動水位の設定変

更が可能であれば、検討の余地がある。 
 

（5）主ポンプ揚水量の平準化 

管内貯留が可能な処理場や汚水調整池をもつ処理場では、流入水量の変動を吸収すること

ができる。主ポンプ揚水量の平準化を行うことで、水処理施設への負荷量の均等化により、

ポンプの高効率運転が可能である。しかし、汚水調整池が並列方式で、貯留した汚水を再揚

水するような処理場においては効果がない。 
 

···················（１） 
 
···················（２） 
 
···················（３） 

Ｎ１：状態１の時の回転数 

Ｎ２：状態２の時の回転数 
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2．水処理工程 

 

2.1 最初沈殿池設備 

（1）流入水量に応じた池数制御 

（2）掻き寄せ機間欠運転(タイマー､汚泥界面) 

（3）汚泥引き抜きポンプ間欠運転(タイマー､濃度､プリセット量) 

（4）スカム除去設備スカム捕捉効率の向上(返流水量の低減) 

 
（1）流入水量に応じた池数制御 

一般に、水処理施設はある程度余裕を設けられており、常時全系列が 100％の能力で運転
されていない場合が多く見られる。このことを考慮して、必要に応じて池を休止し、その負

荷を他の池に分散あるいは集約させることで、休止した池の設備を停止することによる省エ

ネルギー化が可能となる。 
比較的長期（時間）にわたって小水量が予想される時期の対応として有効である。 
最初沈殿池の電動設備としては、汚泥かき寄せ機、スカムスキマー、汚泥引抜き弁があり、

これらの設備を停止させることが可能である。 
 

（2）掻き寄せ機間欠運転（タイマー、汚泥界面） 

掻き寄せ機の単機動力は小さいものの負荷点数は多い。一般には連続運転されているが、

間欠運転を行うことで確実に省エネルギー効果が期待できる。運転停止時間が長いほど省エ

ネルギーにはなるが、沈殿汚泥を長時間堆積させることは汚泥が腐敗してしまうことと、再

起動時の負荷が過大となり機械に無理がかかることから、経験的に低負荷が予想される時間

帯においては、掻き寄せ機を間欠運転させることで省エネルギー化が可能となる。但し、頻

繁な起動停止は不具合の発生要因となるため、注意を要する。 
間欠運転の手段として以下の方法がある。 
タイマー運転：経験的に把握されている負荷が少ない時間帯には、設備を停止するよう予め

タイマーを設定する。 
汚泥界面  ：界面計により汚泥の沈降状況を常時計測し、界面が一定以上上昇した時点で

かき寄せ機を運転する。 
 

（3）汚泥引抜きポンプ間欠運転（タイマー、濃度、プリセット量） 
沈殿した汚泥は腐敗を避けるために速やかに引き抜く必要がある。速やかな引抜きという

点ではポンプを連続運転させておけばよいが、省エネルギーの観点では堆積した汚泥のみを

引き抜けるように、ある程度汚泥の沈降を待って間欠的に引き抜くことが望ましい。そこで、

汚泥の腐敗しない範囲で間欠引抜きが可能な方法として以下の方法がある。なお、以下の方

法については単独での採用も可能であるが、同時に採用することでさらなる効果が期待でき

る。 
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T T

プリセッ
ト量 

24H ﾀｲﾏｰ 

汚泥引抜量 

汚泥ポンプ 

図 2-1-1 汚泥ポンプのプリセット運転 

T T

タイマー運転 ：経験的に把握された、汚泥が

沈降している時間帯にポン

プ（引抜き弁）が運転するよ

うにタイマー設定をおこな

う。 
濃度運転   ：基本的にポンプは連続運転と

するが、吐出側に設けた汚泥

濃度計の指示が規定値を下

回る時（濃度低時）には、ポ

ンプを停止する（又は引抜く

池を替える）。 
プリセット運転：予め１時間あたりまたは１日

における引抜き汚泥量（プリ

セット量）を設定し、一定サ

イクルで汚泥を引抜き、設定

値に達した時点でその日のポンプ運転を停止する。 
 

（4）スカム除去設備スカム捕捉効率の向上(返流水量の低減) 

沈殿池で発生するスカムは、一般的にパイプスキマー等のスカム収集装置により捕捉さ

れ、スカム分離機等により処理されるか、沈砂池や水処理施設の前段へ返流水として移送

される。スカム収集時に捕捉効率が低く、スカム以外の汚水の量が増えると、返流水の増

加につながり、主ポンプ設備等の電力使用量が増加することとなる。よって、スカム除去

設備のスカム捕捉効率の向上により、省エネルギー化が可能となる。 
スカム捕捉効率を向上させる方策としては、パイプスキマー等の回転角度の調整、運転

間隔の適正化等が挙げられる。 
 

2.2 反応タンク設備 

（1）送風量適正化 

①流入水量比例制御 

②ＭＬＳＳ制御 

③ＤＯ制御 

（2）散気装置酸素移動効率の向上 

（3）散気装置目詰まリ防止対策(圧力損失の低減) 

（4）電力使用量の低減 

①ターボブロワ（台数制御、インレットベーン制御） 

②ルーツブロワ（台数制御、回転数制御） 

③水中攪拌機、曝気機（回転数制御、間欠運転） 

（5）消泡水量の適正化､間欠散水 

 
（1）送風量適正化 

反応タンクにおける必要酸素量は次式で与えられる。 
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  必要酸素量＝DB+DN+DE+DO 
     DB：BODの酸化による酸素消費量 

DN：硝化による酸素消費量 
DE：内生呼吸による酸素消費量 
DO：溶存酸素濃度の維持に必要な酸素量 

 
水量と水質が変化しているため、反応タンクへの酸素供給を常時定量供給するのではなく、

処理に必要な酸素量を適宜供給することで、省エネルギー化が可能となる。その方法として

以下の方法が考えられる。 
 
①流入水量比例制御 
 前述の必要酸素量は主に流入水質と流入水量から決まる。流入水質に大きな変動がない

とすれば、必要酸素量は流入水量に比例する。そこで、常時計測している流入水量に対し

て一定割合の酸素を供給することで、常時変動する必要酸素量に追従した酸素供給が可能

となり、それに伴い省エネルギー化が可能となる。 
②MLSS制御 
 反応タンク内の MLSS 濃度は低すぎると処理が安定せず、高いと必要酸素量が増え、送
風量が過大となるため不経済となる。そこで、処理が安定する範囲でMLSSを低く制御し、
送風量を抑えることで、省エネルギー化が可能となる。 

③ＤＯ制御 
 反応タンク後段ＤＯの値が一定値になるように供給酸素量を制御することで省エネルギ

ー化を図る。 
 反応タンク後段に設けられたＤＯ計の指示は、前述の計算式における反応タンクへの流

入負荷に応じた必要酸素量を示し、その値を一定に維持することは、前述の式における必

要酸素量を供給することに他ならない。したがって、①と比べ、水質の変動も考慮した酸

素供給が可能であり、水質に影響を与えず、省エネルギー効果が得られると考えられる。

しかし、計測点が限られていること及び制御がＤＯ計の精度によることから、一概に良好

な結果が得られるとは限らない。 
 

（2）散気装置酸素移動効率の向上 

反応タンクでの必要空気量は以下の式で表される。超微細気泡散気装置等の酸素移動効率

EAの高い散気装置を導入した場合、酸素移動効率が高いために必要空気量が減り、ブロワの

所要動力の低減が可能となる。ただし、既設のブロワを使用する場合、能力によっては設置

水深が制限されるため、超微細気泡散気装置を単独で使用する場合よりも酸素移動効率が低

くなる場合がある。 
 

GS＝              ×100× 
 
GS：必要空気量（m3/d） 
SOR：清水状態での酸素供給量（kgO2/d） 

SOR 
EA×ρ×OW 

273+T2 
273 

16



T2：反応タンク内水温（℃） 
EA：酸素移動効率（%） 
ρ：空気密度＝1.293（kg空気/Nm3） 
OW：空気中酸素含有重量＝0.232（kgO2/kg空気） 

 
（3）散気装置目詰まり防止対策(圧力損失の低減) 

反応タンクにおける散気装置は、スライムの付着などにより経年と共に通気孔の目詰まり

が起こる。このため、散気装置の圧力損失予防操作を行うことにより、ブロワの所要動力の

削減による省エネルギー化が可能となる。具体的な目詰まり防止対策としては、散気装置が

超微細散気装置の場合は、散気装置への空気供給を止めて膜を収縮させ、再度曝気すること

により膜を伸縮させて膜表面のスライムを除去するフレキシング又はブローダウンと呼ばれ

る圧力損失予防操作を定期的に行う。また、散気装置がセラミックや樹脂製等の場合は、定

期的に散気装置の洗浄を行うことにより目詰まり防止対策を行うことができる。 
 

（4）電力使用量の低減 

①ターボブロワ(台数制御、インレットベーン制御) 
 従来、風量制御方法として、ダンパ開

度調整による風量制御が多く採用されて

きたが、この方式では風量を低減しても

軸動力はあまり減らない。一方、インレ

ットベーン制御では風量制御をベーンの

角度を変えて行うことにより羽根車の仕

事量を低減させることができるため省エ

ネルギー化が可能となる。 
 また、処理場の規模にもよるが、送風

機は複数台設置されていることが多く、

夜間等必要風量が少ない場合は送風機の

運転台数で風量を調節することも省エネ

ルギー効果がある。 
②ルーツブロワ(台数制御、回転数制御) 
 ルーツブロワは容積形ブロワで、小風

量、高圧力の領域に適している。容積形

であることから、ターボブロワのように

回転数を低下させても全圧が低下するこ

とがない。そのため回転数にほぼ比例し

て風量及び軸動力を低下させることが可能で、風量制御を行う場合、回転数制御を採用す

ることで省エネルギー化が可能となる。 
 台数制御については①と同様である。 

③水中攪拌機、曝気機(回転数制御、間欠運転) 
 風量や攪拌量は槽の使用状況（嫌気タンクまたは好気タンク等）や先の送風量適正化に

図 2-2-1 風量制御・方式毎の所要電力の比較
消費電力の割合 
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伴う制御によって、必要量が変化する。従って、水中攪拌機や曝気機に回転数制御を導入

し必要に応じた能力で運転することで省エネルギー化が可能となる。また、水中攪拌機を

可能な範囲で間欠運転することによっても、消費電力を減らすことは可能である。 
 

（5）消泡水量の適正化､間欠散水 

消泡設備は、反応タンクで発生する泡の飛散等を防止するために設置するが、反応タンク

で発生する泡の量は、各処理場の事情により、また、季節により変動する。よって、反応タ

ンクで発生する泡の量を把握し、消泡水量の適正化を行うことで消泡水ポンプの間欠運転が

可能となり、使用電力量の削減につながる。 
 

2.3 最終沈殿池設備 

（1）掻き寄せ機間欠運転（タイマー、汚泥界面） 

（2）返送汚泥ポンプ（台数制御、回転数制御） 

（3）余剰汚泥ポンプ 間欠運転(タイマー、濃度、プリセット量) 

（4）スカム除去設備スカム補足効率の向上（返流水量の低減） 

 
（1）掻き寄せ機間欠運転（タイマー、汚泥界面） 

基本的には最初沈殿池の掻き寄せ機間欠運転と同様である。ただし、最終沈殿池の場合、

放流水質に影響を与えるため、間欠運転の頻度や間隔の設定などは最初沈殿池よりも注意が

必要である。 
 

（2）返送汚泥ポンプ（台数制御、回転数制御） 

返送汚泥ポンプは 24 時間運転が行われている。返送汚泥量は反応タンク流入水量(放流水
量)に対してある比率の流量になるように制御される。制御方式としては大きく２つあり、ポ
ンプとして可変速のものを採用する方法と、バルブの開度を調節する方法とがある。バルブ

の開度により流量を制御する場合、配管抵抗により流量を絞るため、損失が大きい。これを、

可変速（回転数制御）により行うことで省エネルギー化が可能となる。 
台数制御については、返送量が少ない場合にポンプの運転台数で流量を調節することで省

エネルギー化が可能となる。 
 

（3）汚泥引抜きポンプ間欠運転（タイマー、濃度、プリセット量） 

2.1 最初沈殿池設備（3）と同様。 
 

（4）スカム除去設備スカム捕捉効率の向上(返流水量の低減) 

2.1 最初沈殿池設備（4）と同様。 
 
 
 
 

18



2.4 高度処理設備 

（1）水中攪拌機（回転数制御、間欠運転） 

（2）硝化液循環ポンプ（流量制御、台数制御、回転数制御） 

（3）返送汚泥ポンプ (台数制御､回転数制御) 

（4）砂ろ過装置､生物膜ろ過装置洗浄工程最適スケジュール運転 

 
（1）水中攪拌機（回転数制御、間欠運転） 

2.2 反応タンク設備（4）③と同様。 
 

（2）硝化液循環ポンプ（流量制御、台数制御、回転数制御） 

硝化液の循環量は処理水量に対する比率で設定される。流量制御を導入することで、流入

変動や水質の変動に合わせた最適な硝化液の循環が可能になると共に、循環量が少ない時の

省エネルギー効果が期待できる。 
流入の少ない時にはポンプの運転台数により循環量を調節することで省エネルギー化が可

能となる。 
 

（3）返送汚泥ポンプ（台数制御、回転数制御） 
2.3 最終沈殿池設備（2）と同様。 

 
（4）砂ろ過装置､生物膜ろ過装置洗浄工程最適スケジュール運転 

固定床型の砂ろ過装置や生物膜ろ過装置では、ろ材の目詰まりによる圧力損失の上昇又は、

ＳＳ分がろ過水に漏出するため、標準的に１日１回程度の洗浄を行わなければならない。よ

って、原水の水質が悪くない場合は、この洗浄工程の間隔を延長することができ、洗浄設備

の動力の削減による省エネルギー化が可能となる。 
 

3．汚泥処理工程 

 

3.1 汚泥濃縮設備 

（1）濃縮性能の向上 (濃縮汚泥量の削減) 

（2）固形物回収率の向上 

（3）機械濃縮動力の低減 

 
（1）濃縮性能の向上 (濃縮汚泥量の削減) 

汚泥を高濃度に濃縮可能な機械濃縮を導入することで、濃縮汚泥量が削減される。これは

濃縮汚泥移送ポンプの運転時間の短縮のみならず、後続プロセスである消化や脱水等の設備

全体の動力低減をすることができるため省エネルギー化が可能となる。 
 

（2）固形物回収率の向上 

機械濃縮を導入することで、固形物回収率が向上する。返流水中の固形物分を減量化させ

ることは、水処理施設に与える負荷の軽減につながる。また、下水処理場内を循環する固形
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物量が削減されるため、効率的な下水処理が可能となる。 
 
（3）機械濃縮動力の低減 

機械濃縮の内、遠心濃縮機は、700～2,000Ｇの高遠心力の場で固液分離を行う方式である
が、他の濃縮法に比べ消費動力が大きい。機械濃縮設備に遠心濃縮機を採用している処理場

では、機種特性を総合的に勘案した上で常圧浮上濃縮機等の低動力機種に変更することで、

電力の削減による省エネルギー化が可能となる。また、ベルト型やスクリーン型の濃縮機も

電力の削減が可能となる。 
 
 
 
 
 
 
  図 3-1-1 遠心濃縮機の構造          図 3-1-2 常圧浮上濃縮のフロー 
 

3.2 汚泥消化タンク設備 

（1）消化タンク投入汚泥濃度管理 

（2）消化タンク温度管理 

（3）消化タンク保温の強化 

（4）消化タンク攪拌機の低動力化 

（5）蒸気配管加温設備の断熱強化 

（6）加温ボイラ、温水ヒーター自動制御 

（7）蒸気、温水有効利用 

 
（1）消化タンク投入汚泥濃度管理 

消化タンクへの投入汚泥濃度が高い場合には、タンクの有効容量を小さくでき、加温エネ

ルギーが少なくて済む。よって、設定された汚泥濃度よりも下回らないように投入汚泥の濃

度管理を行うことにより省エネルギー化が可能となる。 
また、汚泥を機械的に濃縮し、高濃度汚泥を消化タンクに投入する高濃度消化では脱離液

の抽出を行う必要がないため、返流水の軽減につながる。さらに、高濃度消化では、投入汚

泥容積当たりの消化ガス発生倍率が高まり、余剰消化ガスが増えることで消化ガスの有効利

用範囲の拡大につながり、省エネルギー化が可能となる。 
 

（2）消化タンク温度管理 

消化ガスの発生速度は、消化温度 20℃以下の低温消化帯、40℃以下の中温消化帯、65℃以
下の高温消化帯で異なり、一般的に温度上昇とともに、ガス発生速度は上昇する。高温消化

は中温消化に比べ負荷の増大又は消化日数の短縮による汚泥消化タンク容量の減少等のいく

つかの利点を持つが、加温に必要な熱量が大きくなる。 
よって、消化温度を管理し、効率的な温度で消化を行うことで、省エネルギー化が可能と

なる。 

濃縮汚泥 分離液 

回転体（ボウル） 
スクリュー 

差速装置 

汚泥投入 
Ｍ 

Ｍ 

Ｍ 
Ｍ 

気泡装置 
気泡 

凝集剤 

汚泥供給 

液位調節装置 

空気 
気泡助剤 

分離液 

浮上装置 

脱気装置 
濃縮汚泥 

用水 
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（3）消化タンク保温の強化 

消化タンクでの放熱を防ぐことは、加温に必要な熱量の削減につながり、省エネルギー化

が可能となる。保温強化の例としては、消化タンクの周壁及びカバーを軽量ブロックや軽量

コンクリートのような熱伝導度の小さい材料による被覆や、二重壁等の保温構造とする対策

がある。また、周壁を適当な厚さの覆土で被覆することもある。また、卵形消化タンクにつ

いては、壁面が球状であるため、発泡性樹脂系保温材を吹き付けた後、防水剤を塗布し、更

に外装材で覆う。 
 

（4）消化タンク攪拌機の低動力化 

消化タンク内で効率的な攪拌ができない場合には、消化タンク底部に土砂が堆積し（タン

クの形状にもよるが）、有効容量が減少する。汚泥の引抜きは消化タンクの底部から引抜くた

めに、汚泥の引抜きに影響が出るだけでなく、消化タンクの有効容量の減少に伴う加温設備

等への影響が考えられる。汚泥消化タンクの攪拌方式には、ガス攪拌式と機械攪拌式があり、

機械攪拌式の方が一般的に省動力であるため、省エネルギー効果を見込むことができる。 
 
（5）蒸気配管加温設備の断熱強化 

消化タンク保温の強化と同様に、放熱を防ぐことは、加温に必要な熱量の削減につながり、

省エネルギー化が可能となる。よって、ボイラ、熱交換器、蒸気管、温水管等は保温材で覆

い、できるだけ放熱量を減少させることが必要である。 
 

（6）加温ボイラ、温水ヒーター自動制御 

加温ボイラや温水ヒーターは、自動制御を行わないと空焚き、水位低下、不完全燃焼を起

こす恐れがある。よって、燃料、空気、給水、蒸気又は温水の温度、蒸気圧等の自動制御を

行うことでより安定した、高効率での運転が可能となり省エネルギー化が可能となる。 
 

（7）蒸気、温水有効利用 

消化タンク加温設備の加温ボイラや温水ヒーターで得られる蒸気や温水を空調設備等の他

設備での熱源として有効利用することで、省エネルギー化が可能となる。 
 

3.3 汚泥脱水設備 

（1）供給汚泥濃度管理 

（2）脱水汚泥の低含水率化 

（3）搬送設備も含めた脱水機系列の制御 

（4）機械脱水動力の低減 

 
（1）供給汚泥濃度管理 

脱水機の定格汚泥濃度よりも供給汚泥濃度が下がった場合には、運転時間が長くなるた

め脱水機への汚泥供給ポンプの消費電力量の増加、凝集剤添加量の増加、脱水機自体の消

費動力の増加（例：遠心脱水機の場合、Ｇ値をあげるため回転数の増加）につながる。よ

って、脱水機に供給する汚泥濃度を適正に保つことで省エネルギー化が可能となる。 

21



（2）脱水汚泥の低含水率化 

高効率脱水機等を導入し、脱水汚泥の含水率を下げることは、脱水汚泥の搬送・貯留設

備の容量を小さくできるだけでなく、焼却や溶融施設などを持つ処理場ではその設備全体

の容量の縮小化ができ、省エネルギー化が可能となる。また、脱水汚泥の低含水率化に加

え、固形物回収率の向上が期待される場合には、汚泥処理工程と水処理工程を循環する固

形物負荷を減らすことができ、効率的な下水処理が可能となる。 
 

（3）搬送設備も含めた脱水機系列の制御 

 脱水機の系列が複数ある処理場では、汚泥量が少なく脱水機を複数台休止させる場合が

ある。この場合、同系列の脱水機を休止させた方が脱水汚泥の搬送・貯留設備の消費電力

を少なくでき、省エネルギー化が可能となる。 
 

（4）機械脱水動力の低減 

汚泥脱水には、ろ過式と遠心分離式がある。ろ過式にはろ過圧やろ過方式によって、ベ

ルトプレス脱水機、加圧脱水機、真空脱水機、スクリュープレス脱水機、回転加圧脱水機、

多重円板型脱水機があり、遠心分離式には遠心脱水機がある。 
機械脱水は多くの電力を消費するため、処理工程における機種特性を勘案した上で、低

動力機種を選定することにより電力の削減による省エネルギー化が可能となる。 
 
 
 
 
 
 
    図 3-3-1 遠心脱水機の構造     図 3-3-2 スクリュープレス脱水機の構造 

分離液 脱水汚泥

汚泥

外胴 内胴

脱水汚泥排出 

汚泥投入 

ろ液 

ｽｸﾘｭｰ軸 
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4．汚泥焼却工程 

 

4.1 汚泥焼却設備 

（1）汚泥焼却炉稼動計画と脱水汚泥発生量との適合 

（2）適正負荷率運転 

（3）脱水汚泥低含水率化 

（4）補助燃料の低減､自燃時間の拡大 

（5）熱回収設備(燃焼空気予熱､白煙防止空気予熱､汚泥予備乾燥等) 

（6）断熱強化 

（7）排ガス処理水の低減 

（8）熱媒体の漏洩防止 

（9）焼却炉自動制御システム 

  ① 発熱量に合わせた燃焼空気量の調整 

 ② 温度管理 

 ③ 流動ブロワ、誘引ファン回転数制御 

  

（1）汚泥焼却炉稼動計画と脱水汚泥発生量との適合 

 焼却炉は、立ち上げ時及び保温運転時（夜間保温運転、休日保温運転）には多量の燃料や電

力を必要とする。よって汚泥焼却炉能力と脱水汚泥発生量とを適合させることで、間欠運転の

回数を減らすことができ、省エネルギー化を図ることができる。 
 

（2）適正負荷率運転 

 焼却炉を低負荷運転した場合には、脱水汚泥に含まれる発熱量だけでは炉内の必要熱量が不

足するため、補助燃料が必要となる。よって、焼却炉を適正な負荷率で運転し、補助燃料の使

用量を減らすことで、省エネルギー化が可能となる。 
 

（3）脱水汚泥の低含水率化 

 高効率脱水機等を導入し脱水汚泥の含水率を下げることは、汚泥焼却設備全体の容量の縮小

化を図ることができ、省エネルギー化が可能となる。 
 

（4）補助燃料の低減､自燃時間の拡大 

 図のように、脱水汚泥の有機分が高く含水率が低い

場合、あるいは有機物が低くても乾燥等により含水率

をさらに下げた汚泥を焼却する場合には、補助燃料を

ほとんど必要としない自燃が可能となる。投入汚泥の

性状を自燃域に調整することで、補助燃料が低減され、

省エネルギー化が可能となる。 
 ただし、投入する脱水汚泥が想定した性状よりも高

発熱量、低含水率となった場合、補助燃料による制御

が不可能となり、炉内温度の異常上昇による設備の損

傷を招く恐れがある。そのため、空気予熱器を保護す

るために、①冷却水注入設備を設ける、②空気冷却器

 

 
図 4-1-1 自燃域と助燃域 
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を設ける、③排ガス冷却器を設ける等の対策が必要となる。 
                            

（5）熱回収設備（燃焼空気予熱、白煙防止空気予熱、汚泥予備乾燥） 

 汚泥焼却システムは、汚泥中の有機分の燃焼熱だけでは熱量が不足する。汚泥焼却炉から排

出される排ガスは多量のエネルギーを保有しているので、これを利用することで、汚泥焼却に

かかる補助燃料を削減することができ、省エネルギー化が可能となる。補助燃料削減策として

挙げられるのは、燃焼空気の予熱、白煙防止空気の予熱、汚泥の予備乾燥などが挙げられる。 
 
（6）断熱強化 

 汚泥焼却炉で放熱を防ぐことは、補助燃料の削減につながり、省エネルギー化が可能となる。

通常、焼却炉内部は、耐火レンガやキャスタブル耐火物で覆うが、炉本体シェルと耐火レンガ

の間に耐火断熱材を張り、断熱性を強化する方法もある。 
 
（7）排ガス処理水の低減 

 排煙処理塔で発生する排ガス処理水（洗煙排水）は、無機分を主としたＳＳを含む排水であ

るが、通常沈砂池や最初沈殿池へ返流水として返送される。よって、この排ガス処理水を低減

することは、主ポンプ設備等の電力使用量の削減や水処理施設への負荷軽減につながり、省エ

ネルギー化が可能となる。 
 
（8）熱媒体の漏洩防止 

 流動焼却炉の場合、流動熱媒体として耐摩耗性及び耐熱性に優れた硅砂を使用する。炉停止

時において流動空気が止まり流動層を形成しなくなった場合には、この流動熱媒体の漏洩を防

ぐことは、保有熱を炉外へ放熱するのを防止し、再運転時における補助燃料の削減につながる

ため、省エネルギー化が可能となる。 
 
（9）焼却炉自動制御システム 

  ① 発熱量に合わせた燃焼空気量の調整 
 汚泥量の変動等により、汚泥焼却炉の低負荷運転を行う場合、流動空気を低減させると未燃

ガスを排出する。このときダイオキシンの発生などが懸念されるため、多くの処理場において

はやや過剰気味に燃焼用空気を供給して運転している。しかし、未燃ガスを排出しない最低限

の空気比で一定となるような燃焼空気量に制御することで、燃焼用空気を供給する流動ブロワ

の消費電力削減につながり、省エネルギー化が可能となる。 
 

  ② 温度管理 
 焼却炉内の燃焼温度は、低くすれば補助燃料使用量を減らすことができる。しかし、低温域

においては、燃焼が不安定となることと、ダイオキシン類の排出抑制防止等を考慮すると、低

くしすぎることは望ましくない。一般的にフリーボード部での燃焼温度は 800～850℃である
が、最適な温度で運転できるように温度管理を行うことで、省エネルギー化が可能となる 
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  ③ 流動ブロワ、誘引ファン回転数制御 
 焼却炉に投入する脱水汚泥の性状範囲が広い場合や、投入汚泥量を変動させる場合は、発熱

量に合わせた燃焼空気量や流動用空気量の調整が必要となる。この変動を流動ブロワや誘引フ

ァンの回転数制御で対応することで、省エネルギー化が可能となる。 
 

5．その他の主要エネルギー消費設備 

 

5.1 脱臭設備 

（1）脱臭空気量の低減 

  ① 臭気発生源の拡散防止 
  ② 発生臭気の漏洩防止 

  ③ 一般換気との分離 

（2）ファン間欠運転（季節､時間帯等） 

  

（1）脱臭空気量の低減 

 下水処理場における脱臭設備の脱臭空気量の低減は、脱臭ファンの動力低減につながるだけ

でなく、脱臭設備全体の設備動力低減につなげることができるため、省エネルギー化が可能と

なる。 
①臭気発生源の拡散防止 

臭気発生源の拡散防止策としては次の方法が挙げられる。 

ⅰ）清掃洗浄 

 沈砂池のスクリーン、除砂設備、洗浄装置等の周辺は不潔になりやすいため、床面

等の清掃洗浄によって臭気の発生の防止を図る方法である。 
ⅱ）腐敗防止 

 有機物が嫌気性細菌によって分解され、臭気を放つのを防止する方法であり、殺菌

による方法と好気的環境に保つ方法とがある。 
②発生臭気の漏洩防止 

  発生臭気の漏洩防止策としては 覆蓋、密閉蓋、気密扉、水封トラップ又はエアカーテン
等を用いて臭気を封じ込める方法が挙げられる他、臭気源が機器の場合には、防臭カバーな

どを設ける方法がある。また、覆蓋や防臭カバーを設ける場合には、土木構造物又は機器内

部の防食性を十分に考慮する必要があり、土木構造物を防食被覆とする他、機械内部の材質

及び防臭カバーの材質には耐食性に富んだものを選定する。 

③一般換気との分離 
  発生した臭気を一般換気に含めると、臭気の拡散及び希釈につながり、換気量が大風量と
なる。よって、換気系統と脱臭系統は分離することで、省エネルギー化が可能となる。 

 
（2）ファン間欠運転（季節､時間帯等） 

 下水処理場から発生する臭気の濃度は、気温が低い冬場などは下がる傾向にある。よって、

流入水量の少ない時間帯や気温の低い期間等は脱臭ファンの間欠運転をすることで、脱臭ファ

ンの電力削減による省エネルギー化が可能となる。 
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6．未利用エネルギー 

 

6.1 下水熱有効利用 

（1）空調設備熱源 

（2）温水供給 

 
（1）空調設備熱源 

 今まで回収されることなく捨てられていた下水排熱を熱交換器やヒートポンプなどで回収

し、場内の空調、給湯用の熱源等として有効に活用することで、従来型の空調設備にくらべ

省エネルギー化が可能となる。 
 また、下水熱の賦存量は比較的多く、中継ポンプ場、処理場内での利用分を上回る熱供給

が可能となることが多い。このため、近隣に新規の開発施設等がある場合などにあわせて、

場外への熱供給を実施すれば、より多くの下水熱を有効利用することができる。 
 
（2）温水供給 

 空調設備熱源への利用と同様に下水熱を熱源としたヒートポンプ装置で温水を供給するこ

ともでき、省エネルギー化が可能となる。 
 

6.2 消化ガス有効利用 

（1）消化ガス発電システム 

（2）焼却炉補助燃料 

（3）空調設備熱源 

（4）ガス会社への供給 

 
（1）消化ガス発電システム 

 消化ガス中には汚泥の発酵過程で発生するメタンを多く含んでおり（発生ガスの約６０％）、

その有効利用方法の一つとして、消化ガス発電がある。未利用エネルギーの有効利用方法で

あると共に、発電した電気は処理場内の使用電力に充てられ、受電電力が削減できる。その

結果ＣＯ２の削減に大きく寄与することとなる。消化ガス発電の方法としては、ガスエンジン、

燃料電池、マイクロガスタービン等がある。 

 
（2）焼却炉補助燃料 

 燃料供給設備は、脱水汚泥の焼却における不足熱量を補うために必要であり、補助燃料と

して一般的に重油、灯油、消化ガス、都市ガスなどが用いられている。このうち消化ガスを

用いることで、重油等の使用量を抑えることができ、省エネルギー化が可能となる。 

 
（3）空調設備熱源 

 都市ガス等の代替燃料として消化ガスを空調設備熱源用の燃料として利用することで、化

石燃料の消費を抑えることができ、省エネルギー化が可能となる。 
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（4）ガス会社への供給 

 消化ガスは、消化タンクの加温や焼却炉の補助燃料等に利用されるが、場内で使用する量

よりもガス発生量が多い場合には、この余剰ガスをガス会社へ供給することで省エネルギー

化が可能となる。ガス会社へ供給する場合は、ガス会社の受入条件へ消化ガスの性状を調整

や処理をおこなう必要が生じる。 
 

6.3 水の位置エネルギーの有効利用 

 

下水道施設では、揚水した水の位置エネルギーを使用し、落水時に水車を回し、ポンプ動

力の一部として回収したり、発電機で電力として回収することができる場合がある。 

水の位置エネルギーを電気エネルギーに変換する小（マイクロ）水力発電において、発電

機の出力Ｅ（ｋＷ）は 

Ｅ＝9.8×Ｑ×Ｈ×η 

で表される。ここで    Ｑ：流量（ｍ3/ｓ） 

Ｈ：有効落差（ｍ） 

η：効率（水車効率×発電機効率×変換効率） 

である。上式から分かるように、出力は流量と有効落差に比例することから、流量や落差が

大きければ、より大きな効果が期待できる。 

 ただし、一般に発電に使用する水車の定格はある流量・落差に合わせて設計されるため、

水量や落差の変動が大きい場合、適当な対策が必要となる。なお、小（マイクロ）水力発電

の導入に当たり、サイホン取水方式の導入により既設土木構造物の改造を最小限に抑えてい

る例がある。 

 

6.4 焼却炉廃熱有効利用 

（1）蒸気タービン発電 

（2）空調設備熱源 

（3）消化タンク加温 

（4）温水供給 

 

（1）蒸気タービン発電 

 汚泥焼却設備では、焼却炉からの廃熱を燃焼用空気の加温、及び白煙防止空気の加温に用

いる。さらに蒸気タービン発電は、白煙防止空気の加温に用いている廃熱ボイラより蒸気と

して系外に取り出し、蒸気タービンによって発電し、ブロワ等のモーターの軸動力補助とし

て利用するものであり、電力使用量の削減による省エネルギー化が可能となる。 
 

（2）空調設備熱源 

 焼却炉廃熱を熱交換器によって回収し、場内の空調、給湯、融雪用の熱源等として有効に

活用することで、従来型の空調設備にくらべ省エネルギー化が可能となる。 
 焼却する汚泥量の多い施設では、焼却炉廃熱が多量に発生する。このため、近隣に新規の

開発施設等がある場合などにあわせて、場外への熱供給を実施すれば、より多くの焼却炉廃
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熱を有効利用することができる。 
 

（3）消化タンク加温 

 スクラバー排水は、40～65℃程度で排出され、その量も多いことから、その排出総熱量は
相当なものとなる。その熱量の利用方法の一つとして、消化汚泥の加温熱源があり、省エネ

ルギー化が可能となる。 
 
（4）温水供給 

 空調設備熱源への利用と同様に焼却炉廃熱を利用して温水を供給することもでき、省エネ

ルギー化が可能となる。 
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７．参考資料（ケーススタディー事例の紹介） 

 

7.1 沈砂池設備、主ポンプ設備／主ポンプ運転の効率化／回転数制御 
Ｃ処理場（処理水量約 280,000m3/日）における試算結果を表 7-1-1に示す。 

 

表 7-1-1 電力回収量 

   電力回収量 
kWh 

使用電力に対

する割合 
ケース① 
（水抵抗→ｾﾙﾋﾞｳｽ） 

243,980

（ｂ）

0.667％ 

ケース② 
（水抵抗→VVVF） 

280,766

（ｂ）+（ｃ）－（ａ）

0.767％ 

ケース③ 
（ｾﾙﾋﾞｳｽ→VVVF） 

36,786

（ｃ）－（ａ）

0.101％ 

 
その概要を以下に示す。 
Ｃ処理場では回転数制御方式として 500kW機×４台（うち１台セルビウス：No.12，

15 号機の２台を切替でどちらか一方を回転数制御、２台水抵抗：No.17，18 号機）
と 650kW機と 1450kW機×各１台（共にセルビウス：No.21，23号機の２台を切替
でどちらか一方を回転数制御）が採用されている。したがって、ここでは 
・水抵抗をセルビウス方式に換えた場合の効果····· ··························ケース① 
・水抵抗を VVVF方式に換えた場合の効果ケース····························ケース② 
・セルビウス方式を VVVF 方式に換えた場合の効果（ただし、インバータは異
容量の対応はできないため No.12，15のみについて検討）·············ケース③ 
について検討する。 

 まず、既設の運転状況の把握を行い、可変速ポンプがどの程度の回転数で運転さ

れているかを推測した。その結果、速度制御対象の電動機はおおよそ 90%程度の回
転数で運転していることが分かった。 
 また、90%回転数時の No.12，15の軸動力は 

No.12：277.1kW 
No.15：297.21kW 

となった。この数字をもとに VVVF運転時の入力電力を推定した結果、 
    No.12：1,548,102kWh 
      No.15：1,142,212kWh 
      合計 ：2,690,314kWh（ａ） 

となった。 
なお、セルビウスの帰還電力量の実績値は 243,980kWh/ｈ（ｂ）、入力電力の実績
値（帰還電力を除く）は 2,727,100 kWh/ｈ（ｃ）であった。 
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7.2 沈砂池設備、主ポンプ設備／主ポンプ運転の効率化／高水位運転（揚程の低減） 

一般的にポンプは、揚程が下がれば軸動力も下がる傾向にある。よって、ここで

は運転水位を上昇させた場合の効果について検討を行う。ただし、実際に導入する

場合には、ポンプ運転水位に関する詳細な検討が必要となる。 
Ｃ処理場（処理水量約280,000m3/日）における試算結果を表7-2-1に示す。 
 

表7-2-1 年間電力削減量 

 
その概要を以下に示す。 
 

（1）検討条件 

Ｃ処理場において検討するケースは以下の２ケースとした。 
  ケース①：運転水位を１ｍ上昇させた場合 
  ケース②：運転水位を0.5ｍ上昇させた場合 

（2）検討対象ポンプ 

 今回の検討対象ポンプは表7-2-2に示す汚水系の９台のポンプとした。 
 尚、NO.12，15，17，18，21，23の５台については回転数制御を行っているため、
ポンプが90％回転数時のものについて検討を行った。 
 

表 7-2-2  今回対象汚水ポンプ一覧 

機器名称 仕様 定格出力 
(kＷ) 

NO.12 ※ φ800×1.46ｍ３/秒×25.5ｍ 500 
NO.15 ※ φ800×1.46ｍ３/秒×25.5ｍ 500 
NO.16 φ800×1.46ｍ３/秒×25.5ｍ 500 
NO.17 ※ φ800×1.46ｍ３/秒×25.5ｍ 500 
NO.18 ※ φ800×1.46ｍ３/秒×25.5ｍ 500 
NO.19 φ800×1.46ｍ３/秒×25.5ｍ 500 
NO.21 ※ φ1000×2.3ｍ３/秒×20.5ｍ 650 
NO.22 φ1000×2.3ｍ３/秒×20.5ｍ 650 
NO.23 ※ φ1500×5.48ｍ３/秒×20.0ｍ 1450 
※：回転数制御(90％) 

  

（3）軸動力及び吐出量 

 ポンプの性能曲線より、現在の運転水位の軸動力と運転水位を上昇させた場合の

軸動力を求めた。定格運転時の各ポンプの運転時間については、維持管理データの

値を用いた。また、運転水位を上昇させた場合の運転時間については、吐出量増加

に伴う運転時間（短縮）を算出した。表7-2-3には「定格運転時の年間電力量」を、

電力使用量 年間電力削減量

（kWh） （kWh）

年間電力①（定格運転） 8,053,411 －

年間電力②（0.5ｍ上昇） 7,393,058 660,353

年間電力③（1.0ｍ上昇） 6,920,471 1,132,940
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表7-2-4～表7-2-5には「水位を上昇させた場合の年間電力量」についてまとめた。 
 

表7-2-3  年間電力（定格運転時） 

機器名称 定格 
出力 
(kＷ) 

定格 
吐出量 
(ｍ３/分) 
ａ 

現在運転点
軸動力 
(kＷ) 
ｂ 

運転時間 
 

(時間/年) 
ｃ 

年間電力 
 

(kＷ) 
ｄ=ｂ×ｃ 

NO.12 ※ 500 52.5 275.4 5,154 1,419,412 
NO.15 ※ 500 40.0 252.1 3,545 893,695 
NO.16 500 95.4 476.7 28 13,348 
NO.17 ※ 500 46.8 258.1 2,885 744,619 
NO.18 ※ 500 46.4 261.9 4,453 1,166,241 
NO.19 500 98.5 483.1 41 19,807 
NO.21 ※ 650 72.9 382.6 7,845 3,001,497 
NO.22 650 159.9 622.9 106 66,027 
NO.23 ※ 1450 149.8 793.0 919 728,767 
    合計 8,053,411 
注）※：回転数制御(90％) 
 
表 7-2-4  年間電力（ケース①：吸水水位を１ｍ上昇） 

機器名称 定格 
出力 

 
(kＷ) 

変更 
吐出量 
※2 

(ｍ３/分) 
ｅ 

吸水水位１ｍ上

昇時の 
軸動力 ※3 

(kＷ) 
ｆ 

換算 
運転時間 

 
(時間/年) 

ｇ=ａ×ｃ／ｅ 

年間電力 
 
 

(kＷ) 
ｈ=ｆ×ｇ 

NO.12 ※1 500 61.4 294.5 4,407 1,297,862 
NO.15 ※1 500 52.1 277.8 2,722 756,172 
NO.16 500 100.2 484.7 27 13,087 
NO.17 ※1 500 60.5 293.0 2,232 653,976 
NO.18 ※1 500 58.0 288.4 3,562 1,027,281 
NO.19 500 103.0 490.1 39 19,114 
NO.21 ※1 650 91.1 404.0 6,278 2,536,312 
NO.22 650 170.6 625.8 99 61,954 
NO.23 ※1 1450 228.0 918.4 604 554,714 
    合計 6,920,471 
注 1）※1：回転数制御(90％) 
注 2）※2：各ポンプの性能曲線より求めた 
注 3）※3：軸動力は吐出量と揚程の関係曲線をそれぞれ作成し求めた 
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表 7-2-5  年間電力（ケース②：吸水水位を 0.5ｍ上昇） 

機器名称 定格 
出力 

 
(kＷ) 

変更 
吐出量 
※2 

(ｍ３/分) 
ｅ 

吸水水位１ｍ上

昇時の 
軸動力 ※3 

(kＷ) 
ｆ 

換算 
運転時間 

 
(時間/年) 

ｇ=ａ×ｃ／ｅ 

年間電力 
 
 

(kＷ) 
i=ｆ×ｇ 

NO.12 ※1 500 57.3 285.4 4,722 1,347,659 
NO.15 ※1 500 45.9 264.4 3,089 816,732 
NO.16 500 97.9 481.0 27 12,987 
NO.17 ※1 500 54.9 278.3 2,459 684,340 
NO.18 ※1 500 52.7 276.0 3,921 1,082,196 
NO.19 500 100.8 486.8 40 19,472 
NO.21 ※1 650 81.7 392.7 7,000 2,748,900 
NO.22 650 165.7 625.0 102 63,750 
NO.23 ※1 1450 195.8 877.7 703 617,023 
    合計 7,393,058 
注 1）※1：回転数制御(90％) 
注 2）※2：各ポンプの性能曲線より求めた 
注 3）※3：軸動力は吐出量と揚程の関係曲線をそれぞれ作成し求めた 

 
7.3 反応タンク設備／散気装置酸素移動効率の向上 

反応タンク設備において「超微細散気装置」を導入した場合、従来型よりも酸素

移動効率が高いために、必要空気量が減り、ブロワの所要動力が下がる。よって「超

微細散気装置」を導入した場合の電力量削減効果を算出する。 
Ｃ処理場（処理水量約280,000m3/日）における試算結果を表7-3-1に示す。 

 

表7-3-1 年間電力削減量 

 
 
 
 
 

その概要を以下に示す。 

 
 （1）検討条件 

 必要空気量は、「下水道施設計画・設計指針と解説 後編 －2001年版－ （社）
日本下水道協会,p.114～119」における計算例による空気量とした。また、検討対象
ブロワを「鋳鉄製多段ターボブロワ」とするため、計算例における対象水量が10,0
00ｍ3／日になっているが、ここでは10倍の100,000ｍ3／日とした。また、酸素移動

効率は従来型散気装置は15％、超微細散気装置は30％とした。 
   計算結果は以下の通りである。 
    従来型散気装置必要空気量：532ｍ3／分 
    超微細散気装置必要空気量：266ｍ3／分 

電力使用量 年間電力削減量

（kWh/年） （kWh/年）

散気装置（従来型） 5,431,815 －

超微細散気装置 2,885,940 2,545,875
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ブロワ台数は、従来型散気装置の場合は2台とし、超微細散気装置の場合は1台と
し、予備機については考慮しないものとする。 
ブロワ補機については検討対象外とする。 

 （2）主機の能力決定 

 ここでは、鋳鉄製多段ターボブロワの能力を決定する。 
昇圧は、吸込圧を－200mmAq（設定値）とし、吐出圧については以下の通りとし
た。 

表7-3-2 ブロワの吐出圧 

      単位：mmAq（（）値はkPa） 

 従来型散気装置 超微細気泡散気装置 

水  深 4,500（44.1）  4,500（44.1）  
配管ロス 850（ 8.3） 設定値 850（ 8.3） 設定値 

散気装置 240（ 2.3） 初期値 1,100（10.8） 経年劣化なし 

経年劣化 400（ 3.9） 80mmAq/年×5年  
合 計 5,990（58.7）  6,450（63.2）  

 
   よって、ブロワの仕様は以下のようになる。 
   従来型散気装置必要空気量：266ｍ3／分×360kW×2台 
 超微細散気装置必要空気量：266ｍ3／分×380kW×1台 

 （3）運転時間 

 ここでは、24時間連続運転とする。 
  （4）消費動力 

 消費動力はブロワ計算における「所要動力」の値を用いた。 
     従来型散気装置必要空気量：310.0kW／台 

 超微細散気装置必要空気量：329.4kW／台 
 

7.4 反応タンク設備／電力使用量の低減／ターボブロワ(台数制御、インレットベーン制

御) 

Ｃ処理場（処理水量約 280,000m3/日）における試算結果を表 7-4-1に示す。 
 

表 7-4-1 省エネルギー効果 

   電力回収量 
kWh 

使用電力に対

する割合 
インレットベーンを採用 389,993 1.066％ 

 
その概要を以下に示す。 
現在Ｃ処理場では送風機の風量制御として吸込弁調整制御を採用している。そこで

インレットベーン制御を導入したときの省エネ効果の評価を行った。 
性能曲線から No.１～４ブロワの１００％風量時の軸動力は 

  No.１：400kW 
  No.２：400kW 
  No.３：530kW  
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である。一方、運転実績から、ブロワの平均使用電力はそれぞれ 
  No.１：382kW（65％風量） 運転実績：4959時間（H13年度） 
  No.２：382kW（65％風量） 運転実績：5643時間（H13年度） 
  No.３：507kW（65％風量） 運転実績：8659時間（H13年度） 
となる。 
従って、期待できる省エネルギー効果は 

（400－382）kW×4959 時間＋（400－382）kW×5643 時間＋（530－507）kW
×8659時間＝389,993kWh／年  (H14年度実績の 0.932％) 

 
7.5 汚泥濃縮設備／機械濃縮動力の低減 

Ａ処理場（処理水量約100,000m3/日）における試算結果を表7-5-1に示す。 
 

表7-5-1 年間電力削減量 

 

その概要を以下に示す。 

 現在Ａ処理場における機械濃縮設備は「遠心濃縮機」が設置されておりその能力

は以下の通りである。 
１～２号濃縮機：30m３/h（出力：主動機37kW＋差速装置7.5kW） 
  ３号濃縮機：50m３/h（出力：主動機55kW＋差速装置 11kW） 

 遠心濃縮機は、一般的に消費動力が大きい。一般的に、遠心濃縮機より低動力機

種である常圧浮上濃縮装置を導入した場合の電力量削減効果をここでは算出する。 
 （1）検討条件 

・常圧浮上濃縮機の能力・台数は、現在設置されている遠心濃縮機と同容量相当の

ものとする。 
・対象とする機器は、主機及び補機とし、汚泥貯留槽攪拌機などの附帯設備機器に

ついては検討対象外とする。 
 （2）主機の能力決定 

 ここでは、現在設置されている遠心濃縮機と同容量相当の常圧浮上濃縮機の能力

を算出する。遠心濃縮機の能力は以下の通り「時間当たりの処理汚泥量」として表

示されるが、常圧浮上濃縮装置の場合は、汚泥中の固形物より求められる「必要浮

上面積」として表示されるのが一般的である。 
１～２号濃縮機：30m３/h 

30m３/h＝720m３/d 
 汚泥濃度を0.6％（実績値は0.45％であるが設計値をここでは用いる）と
し、固形物量を求める。 
720m３/d×（0.6／100）＝4.32ｔ/d 

電力使用量 年間電力削減量

（kWh/年） （kWh/年）

遠心濃縮（現状） 1,170,440 －

常圧浮上濃縮（対策） 449,636 720,804
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電力使用量 年間電力削減量

（kWh/年） （kWh/年）

ベルト＋遠心（現状） 481,953 －

スクリュープレス（対策） 172,969 308,984

固形物負荷を20～25kg-DS／ｍ２・hとすると 
浮上面積＝4.32t/d×1000／(20～25kg-DS／ｍ２･h×24時間/日） 

＝7.2～9ｍ２ →標準機種より 10ｍ２ とする。 
３号濃縮機：50m３/h 

50m３/h＝1200m３/d 
 汚泥濃度を0.6％とし、固形物量を求める。 
1200m３/d×（0.6／100）＝7.2ｔ/d 
固形物負荷を20～25kg-DS／ｍ２・hとすると 
浮上面積＝7.2t/d×1000／(20～25kg-DS／ｍ２･h×24時間/日） 

＝12～15ｍ２ →標準機種より 16ｍ２ とする。 
 （3）運転時間 

 ここでは、遠心濃縮機と常圧浮上濃縮機の運転時時間をそれぞれ求める。 
a)遠心濃縮機 
 維持管理年報における年間供給汚泥量（723,750m３/年）と処理能力により求める
が、現地調査により80％運転を行っていたため、これを考慮し運転時間を求める。 
 また、各号機の個別の運転時間や処理量が不明なため、全台同時間とする。 
 年間運転時間＝723,750m３/年／（30m３/h×0.8×2台＋50m３/h×0.8） 
       ＝8224時間／年 
b)常圧浮上濃縮装置 
 維持管理年報における年間供給汚泥固形物量（3256.9ｔ/年）と処理能力により求
める。また、運転時間は全台同時間とした。 
 年間運転時間＝3256.9ｔ/年／（(10ｍ２×2＋16ｍ２)×20kg-DS／ｍ２･h）×1000 
       ＝4523時間／年 

  （4）消費動力 

 通常、電動機などの消費動力は負荷率0.8を用いて算出される。 
 ただし、遠心濃縮機については、メーカーヒアリングにより消費動力を算出した。 
１～２号濃縮機（30m３/h）：1.14kWh／（m３/h） 
  ３号濃縮機（50m３/h）：1.15kWh／（m３/h） 

 80％負荷時の消費動力は 
１～２号濃縮機：30m３/h×0.8×1.14kWh/（m３/h）＝27.36kWh 
  ３号濃縮機：50m３/h×0.8×1.15kWh/（m３/h）＝46kWh 

 
7.6 汚泥脱水設備／機械脱水動力の低減 

Ａ処理場（処理水量約100,000m3/日）における試算結果を表7-6-1に示す。 
 

 

表7-6-1 年間電力削減量 
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その概要を以下に示す。 

現在、Ａ処理場における汚泥脱水設備は「ベルトプレス脱水機」と「遠心脱水機」

が設置されておりその能力は以下の通りである。 
３～４号脱水機：ベルトプレス脱水機（ろ布幅3ｍ） 
１～２号脱水機：遠心脱水機（30m３/h） 
ここでは、機器更新の際に、一般的に低動力機種の一つであるスクリュープレス

脱水機を導入した場合の電力量削減効果を算出する。 
 

 （1）検討条件 

・スクリュープレス脱水機の能力・台数は、現在設置されている各脱水機と同容量

相当のものとする。 
・対象とする機器は、主機及び補機とし、汚泥貯留槽攪拌機や薬品（高分子凝集剤）

溶解タンクなどの附帯設備機器や共通機器については検討対象外とする。 
 （2）主機の能力決定 

 ここでは、現在設置されているベルトプレス脱水機及び遠心脱水機と同容量相当

のスクリュープレス脱水機の能力を算出する。 
１～２号脱水機（遠心脱水機）：30m３/h 
  →標準機種より スクリュープレス脱水機スクリーン径φ1100とする。 

 
３～４号脱水機（ベルトプレス脱水機）：ろ布巾 3 m 

           →標準機種より スクリュープレス脱水機スクリーン径φ800とする。 
 （3）運転時間 

 ここでは、維持管理年報における運転時間を用いた。 
  （4）消費動力 

 通常、電動機などの消費動力は負荷率0.8を用いて算出される。 
 ただし、遠心脱水機については、カタログ値により消費動力を算出した。 
遠心脱水機（30m３/h）：65kWh 

 
7.7 汚泥焼却設備／脱水汚泥低含水率化 

Ａ処理場（処理水量約 100,000m3/日）における試算結果を表 7-7-1 に示す。ただ
し、50ｔ/日１炉 15,000ｔ/年処理とした場合における効果試算とする。 

 
 

表7-7-1 年間電力削減量及び燃料削減量 

 年間電力削減量

（ｋＷｈ/年） 

燃料削減量 

（kg/年） 

高効率型脱水機 16,560 158,400 

※上記は年間 300 日 24 時間運転を行ったものとして計算 
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その概要を以下に示す。 

現在、Ａ処理場における汚泥脱水機は、「ベルトプレス脱水機」と「遠心脱水機」

が各２台設置されている。 
ここでは、高効率型脱水機に機種変更した場合の電力量削減効果の試算を行った。 
表 7-7-2に、現状の脱水の仕様と、今回対案とする脱水の仕様を示す。 
 

表 7-7-2  脱水機仕様対比表 

 現状 対策後 
脱水機 通常脱水機 高効率型脱水機 
処理量 30m3/h 30m3/h 
脱水汚泥 
含水率注１） 79.4％ 76.4％ 

数量 ２台 ２台 
注１） 現状値は、消化汚泥に対するものある。対策後の含水率は、現状マイナス 3％を想定した。 

なお、含水率の低減が行える脱水機としては、圧入式スクリュープレス脱水機、回転加圧

脱水機、直胴型・低動力型遠心脱水機等が挙げられる。 
 
 １）高効率型脱水機に機種変更した場合の試算条件 
ここでは、Ａ処理場において、高効率型脱水機に機種変更した場合の試算を行った。 

  ①試算条件 
• ケース１として、現状の遠心脱水機の通常運転による脱水汚泥を焼却処理したＡ
処理場の運転データを用いる。 

• ケース２として、高効率型脱水機に機種変更した場合を想定し、ケース１の条件
より含水率を３％低減させた値とする。 

• 焼却設備における各機器の消費動力の比較は、主要機器であり且つガス量変化の
影響を受ける主要ファン類（誘引ブロワ、流動ブロワ、白煙防止ファン）で行う。 

• 脱水汚泥含水率低下による脱水汚泥搬送ポンプの消費動力変化は考慮しない。 
• 脱水汚泥含水率低下による脱水汚泥発生量の減少は見込まず、同じ焼却処理量と
する。 

 
 ２）試算結果 

試算条件をもとに焼却設備について熱収支計算を行い、重油使用量、流動空気量(燃焼空
気量)、白煙防止空気量､誘引風量を計算した。試算結果を表 7-7-3に示す。 

 
表 7-7-3  熱収支計算結果 

ケース１ ケース２  
通常脱水機 高効率型脱水機 

重油使用量 105L/h(89kg/h) 79L/h(67kg/h) 
流動空気量 2,968Nm3/h 2,861Nm3/h 
白煙防止空気量 6,171Nm3/h 5,961Nm3/h 
誘引風量 4,025Nm3/h 3,895Nm3/h 

 
表7-7-3の結果と、脱水機自体の動力差を合わせて燃料消費量、消費動力を計算すると表
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年間電力削減量 燃料削減量

（kWh／年） （kg／年）

乾燥機導入 13,500 303,000

7-7-4となる。また、送風機消費電力計算に使用した圧力条件は、実績値で表7-7-5に示す。 
 

表 7-7-4 燃料消費量及び消費動力量計算結果 

ケース１ ケース２ 

通常脱水機 高効率型脱水機 

 

使用量 使用量 
燃料 重油使用量 105 L/h 

(89kg/h) 
79L/h 

(67kg/h) 
流動ブロワ 消費電力 36.9 kW 35.6 kW 
白防ブロワ 消費電力 7.4 kW 7.1 kW 
誘引ファン 消費電力 19.8 kW 19.1 kW 

 
表 7-7-5  各送風機の圧力条件 

流動ブロワ 25kPa 
白防ブロワ 2.4kPa 
誘引ファン 8.5kPa 

 

３）設備導入時の留意点 

• 汚泥含水率の低減に伴って汚泥搬送系の圧力損失が増加する。 
• 搬送設備の設計見直しを考慮する必要がある。 

 

7.8 汚泥焼却設備／熱回収設備（燃焼空気予熱、白煙防止空気予熱、汚泥予備乾燥） 

汚泥焼却システムは、汚泥中の有機分の燃焼熱だけでは熱量が不足するが、汚泥焼

却炉から排出される排ガスは多量のエネルギーを保有しているため、これを利用する

ことにより、汚泥焼却にかかる補助燃料を削減することが出来る。補助燃料削減策と

して挙げられるのは、燃焼空気の予熱、白煙防止空気の予熱、汚泥の予備乾燥などが

挙げられる。 
Ａ処理場（処理水量約 100,000m3/日）における試算結果を表 7-8-1 に示す。ただ
し、50ｔ/日１炉 15,000ｔ/年処理とした場合における効果試算とする。 
 

表 7-8-1 年間電力削減量及び燃料削減量 

 

 

 

 

 
その概要を以下に示す。 
Ａ処理場における焼却システムにおいては空気予熱機が考慮されている。よって、

ここでは汚泥乾燥機を導入した場合の効果について検討を行う。 
 

１）温室効果ガス発生量の試算 
試算に用いた脱水ケーキは、消化汚泥ではなく生汚泥とした｡これは消化汚泥で消化ガス
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を助燃量に使用した場合、温室効果ガス排出量に差異が生じなくなるためである｡ 
乾燥機の導入の有無に関する比較は、下記の 2 つのシステムにおいて試算した｡試算の
規模はいずれも 50ｔ/日規模とし、新設炉及び既設炉への乾燥機増設であっても電力・助燃
料消費量及びＮ2Ｏ発生量の差異はない。 
本来、乾燥汚泥の燃焼空気量、燃焼排ガス量は、通常の脱水ケーキの場合に比べて減少

する（約 20％減）ため、既設炉への乾燥機増設は、焼却炉などが過剰スペックとなるが、空気
量・排ガス量の減少量が約 20％程度であるため、新設炉の機器仕様及び電動機容量として
差し支えない。 
したがって、温室効果ガス発生量は、新設炉および既設炉への増設のいずれにおいても

発生量は変わらないものとした。 
試算はＡ処理場を高温熱回収方式と考えたケースと予熱器付間接加熱乾燥方式としたケ

ースを比較することで行う。各システムの概略フローを図 7-8-1～図 7-8-2に示す。 
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図 7-8-1 高温熱回収方式 

 

 

図 7-8-2  予熱器付間接加熱乾燥方式 

 
２）工事内容 
乾燥機導入時には、一部の既設設備の撤去と増設機器の設置を実施する。 

３）試算結果 

試算結果を表 7-8-2に示す｡ 
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表 7-8-2  温室効果ガス発生量の比較 

温室効果ガス発生量（高温熱回収方式）    
ＣＯ２排出量  項 目 消費量･発生量 排出係数 

(kg-CO2/h) (kg-CO2/t-ｹｰｷ) (t-CO2/年) 排出割合 

 電力消費 136.9 kWh 0.378 kg/kWh 51.7 24.8   410 6% 
 助燃料 74.3 l/h 2.7096 kg/l 201.3 96.6 1,594 24% 

 プロセス 
（N2O） 

2.083 
 t-ｹｰｷ/h 

0.915 kg/t-ｹｰｷ
310 kg/kg-N2O 590.8 283.7 4,680 70% 

 合計   843.8 405.1 6,683 100% 
        

温室効果ガス発生量（予熱器付間接加熱乾燥方式）    
ＣＯ２排出量  項 目 消費量･発生量 排出係数 

(kg-CO2/h) (kg-CO2/t-ｹｰｷ) (t-CO2/年) 排出割合 

 電力消費 135.1 kWh 0.378 kg/kWh 51.1 24.5   405 7% 
 助燃料 24.8 l/h 2.7096 kg/l 67.2 32.3   532 9% 

 プロセス 
（N2O） 

2.083  
t-ｹｰｷ/h 

0.915 kg/t-ｹｰｷ
310 kg/kg-N2O 590.8 283.7 4,680 83% 

 合計   709.1 340.4 5,616 100% 
※プロセスの排出係数は、上段は汚泥ケーキ当りの N2O 発生量、下段は N2O の CO2 換算係数 

 

• 上記試算結果より、乾燥機導入は温室効果ガス排出量 1,067t-CO2/年の削減が可能とな
る｡ 

• この理由としては、電力消費量がほとんど増加せずに助燃料消費量が約 70％削減されたこ
とによるものであるが、乾燥焼却の場合は、補機増加に伴う消費電力量の増加があるが、排

ガス量の削減などにより、焼却設備の消費電力量が直接焼却システムよりも小さくなるため、

結果として消費電力量の差異はほとんどなくなっていることによる｡ 
 

４）設備導入時の留意点 
本試算では、未消化汚泥を対象としたものであるが、消化汚泥を対象とする場合で

は補助燃料として消化ガスを併用するため、燃料の削減量が小さくなり、温室効果ガ

ス削減効果は小さくなる。 
 

7.9 汚泥焼却設備／焼却炉自動制御システム／発熱量に合わせた燃焼空気量の調整 

汚泥量の変動等により、汚泥焼却炉の低負荷運転を行う場合、流動空気を低減させ

ると未燃ガスを排出し、ダイオキシンの発生などが懸念されるため、多くの処理場は

やや過剰気味に燃焼用空気を供給して運転している。しかし、未燃ガスを排出しない

最低限の空気比で一定となるような燃焼空気量を制御すると、燃焼用空気を供給する

流動ブロワの消費電力削減につながる。ここでは最適な空気比運転を行った場合の効

果について検討を行う。 
Ａ処理場（処理水量約 100,000m3/日）における試算結果を表 7-9-1に示す。ただし、

50ｔ/日１炉において、15,000ｔ/年処理とした場合における効果試算とする。 
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年間電力削減量 燃料削減量

（kWh／年） （kg／年）

空気量制御 230,400 111,150

表 7-9-1 年間電力削減量及び燃料削減量 

 
 
 
 

 
その概要を以下に示す。 

 
１）排ガス酸素濃度による燃焼空気量制御の概要 

Ａ処理場での運転においては、低負荷運転時においても流動空気量については、その量

を一定として運転している。そのため、誘引風量は定格負荷時と大差なく、電動機起因のＣＯ

２排出量が 50％近く増加する結果となっている。 
ただし、流動空気量を低減した場合、燃焼用空気量が不足し、未燃ガスを排出することは

ダイオキシン発生などが懸念されるので、脱水ケーキの性状変動に対応するよう、やや過剰

気味に燃焼用空気を供給して運転している処理場が多い。ここで、未燃ガスを排出しない最

低限の空気比で一定となるよう燃焼空気量を制御すると、燃焼用空気を供給する流動ブロワ

の消費電力低減につながる。特に投入汚泥量を低下させた時（低負荷運転）は、必要空気量

が低下するので効果的である。具体的な方法は、図 7-9-1 に示すように、排ガスダクトにＯ2

濃度計を設置し、その濃度に応じて最適な燃焼空気比になるように燃焼空気量を調整するも

のである。調整は吸込ダンパ開度調整による方法が一般的だが､前節に述べた反応タンク送

風機の項にあるように、回転速度制御の方が軸動力が小さく、省電力効果が大きいと考えら

れる。  
 

O2IC

流動空気

排ガス

FIC

F

酸素濃度計

B

流動ブロワ

焼却炉

ベース風量±O2濃度による補正値

 
図 7-9-1  排ガスＯ2濃度による燃焼空気量制御 
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 ２） 排ガスＯ2濃度による燃焼空気量制御導入の比較検討 
ここでは、Ａ処理場において、汚泥投入量 60%負荷時に排ガスＯ2濃度による燃焼空気量

制御を導入した時の比較を行った。試算条件を表 7-9-2に示す。 
 

表 7-9-2  試算条件 

項目 単位 
 

ケース１ 
60％負荷 

流動空気量制御なし 

ケース２ 
60％負荷 

流動空気量制御あり 

炉規模 t/日 50 50 
ケーキ投入量 t/h 1.25 1.25 
含水率 ％ 79.4 79.4 
低位発熱量 ｋJ/kgＤＳ 11,645 11,645 
炭素Ｃ ％-VS 54.1 54.1 
水素Ｈ ％-VS 6 6 
窒素Ｎ ％-VS 5.5 5.5 
酸素Ｏ ％-VS 33.5 33.5 
硫黄Ｓ ％-VS 1 1 
補助燃料  重油 重油 
流動空気温度 ℃ 650 650 
炉内温度 ℃ 800 800 
空気比  1.89 1.3 

 
表 7-9-2 の試算条件をもとに熱収支計算を行い、重油使用量、流動空気量(燃焼空気量)、
白煙防止空気量､誘引風量を計算した。その結果を表 7-9-3に示す。 

 
表 7-9-3  熱収支計算結果 

 ケース１ 
60%負荷 

流動空気量制御なし 

ケース２ 
60%負荷 

流動空気量制御あり 
重油使用量 85.4L/h(72.6kg/h) 74.5L/h(63.3kg/h) 
流動空気量 2,969Nm3/h 1,906Nm3/h 
白煙防止空気量 2,855Nm3/h 3,485Nm3/h 
誘引風量 3,105Nm3/h 1,979Nm3/h 
 

表 7-9-3の結果より、燃料使用量を計算すると表 7-9-4に示すとおりとなる。 
送風機消費電力計算に使用した圧力条件は実績値とし、表 7-9-5に示す。 
ケース 1 の流動空気量制御がない場合は、空気比 1.89 と高く、燃焼に費やされる空気以
外の余剰分は炉内を冷却してしまうので、800℃に炉温を保持するために重油使用量が大き
くなる。 
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年間電力削減量 燃料削減量

（kWh／年） （kg／年）

高温燃焼 20,400 42,450

表 7-9-4  燃料使用量計算結果 

  ケース１ 
60%負荷 

流動空気量制御なし 

ケース２ 
60%負荷 

流動空気量制御あり 
  使用量 使用量 
燃料 重油使用量 85.4 L/h 

(72.6kg/h) 
74.5L/h 

(63.3kg/h) 
流動ブロワ 消費電力 36.9kWh 23.7kWh 
白防ブロワ 消費電力 3.4kWh 4.2kWh 
誘引ファン 消費電力 17.2kWh 10.4kWh 

 
表 7-9-5  各送風機の圧力条件 

流動ブロワ 25kPa 
白防ブロワ 2.4kPa 
誘引ファン 8.5kPa 

 
 ５）設備導入時の留意点 

設備の導入時には、以下の注意が必要である。 
• 砂層流動状態保持のため燃焼空気量に下限がある。おおよそ設計風量の 70%程度で
ある。 

• Ｏ2濃度計の精度に依存するため、Ｏ2濃度計の精度、メンテナンス、設置位置が重要

となる。 
• また、Ｏ2量不足が発生した場合は、比較的周期の長い脈動が発生する恐れがある。 

 
 7.10 汚泥焼却設備／焼却炉自動制御システム／温度管理（高温燃焼） 

汚泥焼却炉のフリーボード部の燃焼温度は一般的に 800℃程度であるが、これを
850℃にすることにより炉出口の排ガスにおける一酸化二窒素（Ｎ2Ｏ）の削減につな

がる。ここでは焼却炉内フリーボード部での温度を 850℃にした場合の効果について
検討を行う。 
Ａ処理場（処理水量約 100,000m3/日）における試算結果を表 7-10-1 に示す。ただ

し、50ｔ/日１炉 15,000ｔ/年処理とした場合における効果試算とする。 
  
（1）効果（高温燃焼） 

表 7-10-1  年間電力削減量及び燃料削減量 

 

 

 

 

 
 （2）効果（高温熱回収） 

 年間電力削減量と年間燃料削減量より、温室効果ガスの削減量を算出した。以下

の表にまとめる。 
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年間電力削減量 燃料削減量

（kWh／年） （kg／年）

高温熱回収 45,600 76,200

表7-10-2  年間電力削減量及び燃料削減量 

 

 

 

 
 
その概要を以下に示す。 
当該焼却設備は 50ｔ／日の処理能力を有し、消化汚泥の脱水ケーキを焼却する設備
であり、補助燃料として消化ガス及びＡ重油を用いている。 
ここで「建設省都市局下水道部監修 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、嫌気性消化工程で生成されるメタン（消化ガス）の燃焼に伴う

二酸化炭素及び汚泥焼却に伴う二酸化炭素（ＣＯ２）は検討対象外とされている。 
したがって、検討対象となる温室効果ガスは、炉出口排ガスにおける一酸化二窒素

（Ｎ２Ｏ）排出量及び焼却設備における電力消費に伴うＣＯ２排出量であり、これらの

排出量について検討を行った。 
本検討では、 
ケース１：Ａ処理場での通常運転条件として考える（現状運転） 
     フリーボード温度を 819℃、流動空気温度を 631℃で回収した場合 
     
ケース２：助燃燃料削減を目的とした流動空気の高温化を行うケース 
     フリーボード温度を 800℃、流動空気温度を 700℃で回収した場合 
     
ケース３：一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）排出量削減を目的とした炉内制御温度の高温化を行

うケース 
     フリーボード温度を 850℃、流動空気温度を 700℃で回収した場合 
の３ケースについて検討を行うこととした。 
ケース１と３の比較結果は「高温燃焼による N2O削減」にまとめた。また、ケース
１と２の比較結果を同表の「高温熱回収」にまとめた。 

 
なお、実際の運転状況で、ケース２、３の効果に対する比較指標とした。また、電

力消費に伴うＣＯ２排出量は、焼却設備に占める電力割合の高い流動ブロワおよび誘引

ファンと、白煙ブロワについて行うものとする（他の電動機については消費電力に差

が出ないと考える）。 
 

１）汚泥性状 

試算に使用した汚泥性状を表 7-10-3に示す。 
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表 7-10-3  汚泥性状 

含水率 79.4％ 
低位発熱量 11,645kＪ/kgＤＳ 
炭素Ｃ 54.1％ 
水素Ｈ ６％ 
窒素Ｎ 5.5％ 
酸素Ｏ 33.5％ 
硫黄Ｓ １％ 

 
 ２）熱収支計算 

表 7-10-3 に示す汚泥性状を基に理論計算を行い、運転データ（各所温度および各

所風量）と理論計算が一致するように、補正値および不明ガス量の設定を行った。以

下にその手順を記す。 
①流動ブロワ風量と汚泥性状より、空気比および排ガス量を算出。 
②運転データを基に炉の放熱率を計算。 
③排ガス量に関する補正値の設定。 
運転データから求めた流動空気および白煙防止空気の熱回収量はそれぞれ、229.8
万 kＪ/h、152.7 万 kＪ/h であった。理論計算で算出した燃焼ガス量から燃焼ガスの
顕熱損失熱量を計算すると 302.2万 kＪ/hとなり、運転データから求めた空気回収熱
量とは一致しなかった。この原因の一つとして、実際の汚泥性状と計算に使用した汚

泥性状とが異なることが考えられる。そこで、空気回収熱量＝燃焼ガス顕熱損失熱量

×補正値となるように補正値 1.27を設定した。 
④白煙防止風量の算出。（ケース２、３） 
電気集塵機入口温度（白煙防止器出口温度）＝350℃、白煙防止空気入口温度＝28℃
および白煙防止空気出口温度 218℃とし、白煙防止風量を算出した。 
⑤誘引風量に含まれるパージエア等の不明ガス量の算出。 
誘引風量には、パージエア等の不明ガス量が含まれる。誘引風量の温度は 37℃（実
測値）で相対湿度 100％と仮定して、測定風量からパージエア等の不明ガス量を空気
としてその量を算出した。（測定風量＝燃焼ガス量（乾ガス量、計算値）＋不明ガス

量（乾空気）＋水分（相対湿度（37℃）100％）） 
 上記手順より求めた、空気比、放熱率、補正値および不明ガス量は、ケース１、２及

び３において同じであると仮定し、各ケースでの比較検討を行った。 
以下、表 7-10-4～表 7-10-5に熱収支計算結果を、表 7-10-6に消費電力をそれぞれ示

す。 
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表 7-10-4  熱収支計算結果１ 

 ケース１ ケース２ ケース３ 
フリーボード（℃） 819 800 850 
空気予熱器出口（℃） 505 477 524 
空気予熱器入口（℃） 782 780 830 
流動空気出口（℃） 631 700 700 
流動空気入口（℃） 63 63 63 
白煙防止器出口（℃） 314 350 350 
白煙防止器入口（℃） 505 477 524 

白煙防止空気出口（℃） 218 218 218 
白煙防止空気入口（℃） 28 28 28 

空気比 1.41 1.41 1.41 
放熱率（％） 8.6 8.6 8.6 

湿ガス量（Nm3/h） 5,255 5,076 5,154 燃焼ガス 
乾ガス量（Nm3/h） 3,101 2,935 3,008 

 
表 7-10-5  熱収支計算結果２ 

 流動空気温度 
 
℃ 

燃料使用量 
 

kg/L 

流動空気量 
 

Nm3/h 

白煙防止 
空気量 
Nm3/h 

誘引風量 
 

Nm3/h 
ケース１ 631 89    2,968 6,171 4,025 
ケース２ 700 79.3  2,813 3,886 3,849 
ケース３ 700 83.57 2,879 5,475 3,926 
 

表 7-10-6  主要機器消費電力 

ケース１ ケース２ ケース３  
流動 
ブロワ 

白防 
ブロワ 

誘引 
ファン 

流動 
ブロワ 

白防 
ブロワ 

誘引 
ファン 

流動 
ブロワ 

白防 
ブロワ 

誘引 
ファン 

Ｎ[kW] 36.9 7.4 22.8 34.9 4.6 21.8 35.8 6.5 22.2 
△Ｐ[kPa] 25 2.4 9.8 25 2.4 9.8 25 2.4 9.8 
η 0.6 0.6 0.525 0.6 0.6 0.525 0.6 0.6 0.525 
Ｑｓ[Nm3/min] 53.1 110.4 73.2 50.3 69.5 70 51.5 98 71.5 
Ｔｓ[℃] 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
Ｐｓ[kPa] ０ ０ －1.8 ０ ０ －1.8 ０ ０ －1.8 
Ｑ[Nm3/min] 49.5 102.9 67.1 46.9 64.8 64.1 48 91.3 65.4 
ただし、Ｎ＝△Ｐ・Ｑｓ／（60・η） 
  Ｎ：軸動力[kW] 

△Ｐ：全損失[kPa] 
  Ｑｓ：風量[Nm3/min]（吸込状態の風量） 
  η：効率 
 Ｑｓ＝Ｑ×（273＋Ｔｓ）／273×101／（101＋Ｐｓ） 
  Ｔｓ：吸込状態の空気温度[℃] 
  Ｐｓ：吸込状態の圧力[kPa] 
  Ｑ：風量[Nm3/min]（吸込状態の風量） とする。 
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５）各ケースの比較検討 
 前項における熱収支計算より、焼却設備における電力消費に伴うＣＯ２排出量を算出

した。また、Ｎ２Ｏの影響については炉出口の排ガスにおける一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）排

出量を、ﾌﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ上部温度が 800℃程度の条件における焼却（低温焼却）での排出濃度
を 150ppm、ﾌﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ上部温度が 850℃以上の条件における焼却（高温焼却）での排出
濃度を 50ppmと仮定して検討を行った。 

 
 ケース１：フリーボード温度を 819℃、流動空気温度を 631℃で回収した場合 

流動ブロワ、白防ブロワおよび誘引ファンの消費電力は、 
36.9kWh＋7.4kWh＋22.8kWh＝67.1kWh となり、 

電力消費に伴う二酸化炭素（ＣＯ２）発生量は 
67.1kWh×0.378kg-CO2/kWh＝25.4 kg-CO2 となる。 

また、低温焼却であることから炉出口での一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）を 150ppmと
仮定すると、燃焼ガス中に含まれるＮ２Ｏ量は、 

3,101Nm3/h×150ppm×10－6＝0.465Nm3/h となり、 
低温焼却に伴い発生するＮ２ＯのＣＯ２への換算量は、 

0.465Nm3/h×310×44／22.4＝282.9 kg-CO2/h となる。 
したがって、焼却量１ｔ当たりのＣＯ２発生量は 

（25.4 kg-CO2/h＋282.9 kg-CO2/h）÷1.91t/h＝161 kg-CO2/ｔ とな
る。 

 
 ケース２：フリーボード温度を 800℃、流動空気温度を 700℃で回収した場合 

流動ブロワ、白防ブロワおよび誘引ファンの消費電力は、 
34.9kWh＋4.6kWh＋21.8kWh＝61.3kWh となり、 

電力消費に伴うＣＯ２発生量は、 
61.3kWh×0.378kg-CO2/kWh＝23.2 kg-CO2 となる。 

また、低温焼却であることから炉出口でのＮ２Ｏを 150ppmと仮定すると、燃焼
ガス中に含まれるＮ２Ｏ量は、 

2,935Nm3/h×150ppm×10－6＝0.440Nm3/h となり、 
低温焼却に伴い発生するＮ２ＯのＣＯ２への換算量は、 

0.440Nm3/h×310×44／22.4＝267.9 kg-CO2/h となる。 
したがって、焼却量１ｔ当たりの二酸化炭素（ＣＯ２）発生量は、 

（23.2 kg-CO2/h＋267.9 kg-CO2/h）÷1.91t/h＝152 kg-CO2/ｔ とな
る。 
ケース１と比較して、焼却量１ｔ当たりのＣＯ２削減量は、 

161 kg-CO2/ｔ－152 kg-CO2/ｔ＝9 kg-CO2/ｔ となり、 
平成 13 年度の年間焼却量は、25,326ｔ/年（１号炉：11,381.5ｔ/年、２号炉
13,944.5ｔ/年）であったことから、ケース２によるＣＯ２の削減効果として、 

25,326ｔ/年×9kg-CO2/ｔ×10－3＝228ｔ-CO2/年  
程度の削減が期待できる。 
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ケース３：フリーボード温度を 850℃、流動空気温度を 700℃で回収した場合 
             （高温燃焼時とする） 

流動ブロワ、白防ブロワおよび誘引ファンの消費電力は、 
35.8kWh＋6.5kWh＋22.2kWh＝64.5kWh となり、 

電力消費に伴うＣＯ２発生量は、 
64.5kWh×0.378kg-CO2/kWh＝24.4 kg-CO2 となる。 

また、高温焼却であることから炉出口でのＮ２Ｏを 50ppm と仮定すると、燃焼

ガス中に含まれるＮ２Ｏ量は、 
3,008Nm3/h×50ppm×10－6＝0.150Nm3/h となり、 

低温焼却に伴い発生するＮ２ＯのＣＯ２への換算量は、 
0.150Nm3/h×310×44／22.4＝91.3 kg-CO2/h となる。 

したがって、焼却量１ｔ当たりのＣＯ２発生量は、 
（24.4 kg-CO2/h＋91.3 kg-CO2/h）÷1.91t/h＝61 kg-CO2/ｔ となる。 

ケース１と比較して、焼却量１ｔ当たりのＣＯ２削減量は、 
161 kg-CO2/ｔ－61 kg-CO2/ｔ＝100 kg-CO2/ｔ となり、 

平成 13 年度の年間焼却量は、25,326ｔ/年（１号炉：11,381.5ｔ/年、２号炉
13,944.5ｔ/年）であったことから、ケース３によるＣＯ２の削減効果として、 

25,326ｔ/年×100kg-CO2/ｔ×10－3＝2,533ｔ-CO2/年  
程度の削減が期待できる。 
この試算で明らかなように、高温熱回収をベースとする設備の改造は、大きな温暖

化ガス削減効果が期待できる。 
 ６）設備導入時の留意点 
本体策の実施に当たっては以下の点に留意する必要がある。 
• 熱交換機の高温腐食 
焼却排ガスが高温になるため、熱交換器が高温酸化により腐食する可能性がある。 
このため、熱交換器の補修頻度が多くなり、補修費が増加することが考えられる。 

• 高温燃焼における焼却炉への影響 
燃焼温度が高くなるため、炉内耐火材の劣化が早まり、耐火材の補修頻度が多くなり、

補修費が増加する可能性がある。 
熱交換器の限界に近い温度での運転となるため、炉内温度異常高時の対応として冷却

用噴霧水が必要となる。 
• 高温燃焼運転の実施例はまだ無いが、自治体においてはテスト運転などを計画してい
る例もある。 
 

7.11 消化ガス有効利用設備／消化ガス発電システム 

Ａ処理場（処理水量約 100,000m3/日）における試算結果を表 7-11-1に示す。 
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表 7-11-1  回収電力量 
           単位 電力：kWh 

 回収電力量 使用電力に

対する割合

重油使用量

Ａ-Ｂ 

ケース１－１ 6,205,000 35.7％ 810,261 

ケース１－２ 7,008,000 40.3％ 771,105 

ケース２－１ 668,000 3.8％ 99,342 

ケース２－２ 876,000 5.0％ 96,412 

ケース３－１ 5,334,000 30.7％ 696,801 

ケース３－２ 6,132,000 35.3％ 674,587 

 
その概要を以下に示す。 
現在、Ａ処理場では発生した消化ガスは焼却用燃料、ボイラー用燃料として全量使

用されている。そのため、以下の検討では 
ケース１：発生した消化ガス全量を発電に利用する場合 

  （ケース１－１：ガスエンジン、ケース１－２：燃料電池） 
ケース２：発生したガスのうち焼却利用分を除いた量を発電に利用する場合 

  （ケース２－１：マイクロガスタービン、ケース２－２：燃料電池） 
ケース３：発生したガスのうちボイラー利用分を除いた量を発電に利用する場合 

  （ケース３－１：ガスエンジン、ケース３－２：燃料電池） 
について行った。 
  
以下検討に使用した消化ガス性状、発生量、使用状況を列挙する。 
 

① 消化ガス組成  （夏場実績値） 
項目 濃度 
水素 0.01％以下 
酸素 0.5％ 
窒素 1.4％ 
一酸化炭素 0.1％以下 
二酸化炭素 37.3％ 
メタン 60.7％ 
硫化水素 13ppm 
発熱量 23,000kJ/Nm3 
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②ガス発生量（平成 13年度実績値） 
  （単位：Nm3） 

 日最低値 日最大値 月間発生量 
平成 13年 4月 7,831 8,733 254,382 

5月 7,696 9,189 263,373 
6月 0 9,217 241,091 
7月 7,730 8,975 265,475 
8月 7,984 8,813 261,113 
9月 6,697 8,905 249,733 

10月 5,927 9,235 258,823 
11月 0 9,007 239,664 
12月 6,978 9,529 263,180 

平成 14年 1月 3,242 9,343 220,307 
2月 7,446 9,545 249,201 
3月 5,166 9,423 268,511 

年間消化ガス発生量  ：3,034,853 Nm3 
月間消化ガス平均発生量： 252,904 Nm3 

ガスホルダ容量    ： 150,000 Nm3 

 ガス発生量の日変動、月間変動はあるもののガスホルダ容量が
150,000 Nm3と十分ある（半月分）ことから、日変動、月間変動はガ
スホルダで十分吸収可能と考える。従って、使用可能なガス量は年間
を通じて月 252,904 Nm3、日 8,310 Nm3使用できると考えられる。 

 
③ガス使用量（平成 13年度実績値）    （単位：Nm3） 

 焼却 1号炉 焼却 2号炉 ボイラー 合計 
平成 13年 4月 15,113 146,036 82,179 243,328 

5月 147,673 122,352 34,175 304,200 
6月 127,889 107,255 26,191 261,335 
7月 104,106 133,154 26,008 263,268 
8月 109,147 151,071 25,048 285,266 
9月 91,209 129,583 24,347 245,139 

10月 121,957 127,507 19,849 269,313 
11月 97,028 149,595 22,236 268,859 
12月 98,834 157,188 27,476 283,498 

平成 14年 1月 25,699 19,471 76,604 121,774 
2月 46,754 160,434 38,639 245,827 
3月 125,372 158,156 24,657 308,185 
合計 

（割合） 
1,110,781

（３６％）

1,561,802

（５０％）

427,409 

（１４％） 

3,099,992

（１００％）

注）現在、発生した消化ガスは全量使用している。②と③の表において、年間の発生
した消化ガス量とガス使用量の値が一致しないが、計器の誤差として考える。した
がって、以下の検討では消化ガス量としては（発生、使用共）、②の値を使用する
こととし、③については割合を採用することとする。従って、 

年間消化ガス焼却使用量 ：3,034,853×86%＝2,609,974 Nm3 

年間消化ガスボイラー使用量 ：3,034,853×14%＝ 424,879 Nm3 

 
以下、上記値から、各ケース毎の発電機容量を設定し、発電可能電力量を算定する。 
なお、以下検討において発電機の特性から、ガスエンジンは発生ガス全量を発電に

使用する（定格選定にあたって、上位の機種を選定）、燃料電池では若干の余剰ガス
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が生じる（定格選定にあたって下位の機種を選定）ものとした。これは燃料電池が頻

繁な運転－停止に向かないためである。又、現在消化槽の加温は蒸気で行っているが、

より多くの熱を回収するために温水（燃料電池：約 50℃、その他約 90℃）での熱回
収を考慮することとする。 

ケース１－１．発生消化ガス全量を発電に利用する場合（ガスエンジン） 
 まず、発電機容量を決定する。使用可能ガス量が 8,310 Nm3／日であ

り、発電機の効率を約 30%と仮定すれば、消化ガスの熱量が
23,000kJ/Nm3であることから、 
 8,310 Nm3/日×23,000 kJ/Nm3×2.778×10-4kWh/kJ×30%÷24h
＝663.7kW 

の発電能力を持つ、発電機を設置できる。 
 上記容量前後の発電機の効率を確認してみると、メーカー毎のばらつ

きはあるものの 30%～35%程度である。そこで、発電機発電効率を 32%
として再度計算してみると、 

  8,310 Nm3/日×23,000 kJ/Nm3×2.778×10-4kWh/kJ×32%÷24h＝
707.9kW 
の発電能力を持つ発電機を設置できることとなる。従って、本ケースで

設置可能な発電機容量は 710kWとする。その結果、年間の発電電力量は 
    3,034,853 Nm3/日×23,000 kJ/Nm3×2.778×10-4kWh/kJ×32%＝

6,205.1MWh／年 
となる。 
 加えて、同時に熱量を回収するとすれば、温水・蒸気の条件、機種に

より差はあるが、35%～50%の熱回収効率が期待できる。ここで熱回収
効率を 40%とすると、 
   8,310 Nm3/日×23,000 kJ/Nm3×40%＝76,452MJ/日 
の熱量が回収できる。 
 

ケース１－２．発生消化ガス全量を発電に利用する場合（燃料電池） 
 先と同様に発電機容量を決定する。 

   8,310 Nm3/日×23,000 kJ/Nm3×2.778×10-4kWh/kJ×38%÷24h＝
840.7kW 
の発電能力を持つ、発電機を設置できる。 
 商用化されている燃料電池が 100kW と 200kW であることを考慮し、
本ケースで設置可能な発電機容量は 800kWとする。その結果、年間の発
電電力量は 
   800kW×24時間×365日＝7,008MWh／年 
となる。 
 この時、燃料電池で使用するガス量は 

   800kW×24h÷38%÷23,000 kJ/Nm3÷2.778×10-4kWh/kJ＝7,908 
Nm3/日 

である。従って熱量を回収するとすれば、40%程度の熱回収効率が期待
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できることから、 
   7,908 Nm3/日×23,000 kJ/Nm3×40%＝72,753MJ/日 
の熱量が回収できる。 
 また、余剰ガス量は 
8,310 Nm3/日－7,908 Nm3/日＝402 Nm3/日 
である。 
 

ケース２－１．発生した消化ガスのうち焼却利用分を除いた量を発電に利用する

場合（マイクロガスタービン） 
 先と同様に発電機容量を決定する。焼却での消化ガス利用率が発生量

の約 86%であることから使用可能ガス量は 
   8,310 Nm3／日×14%＝1,163 Nm3／日 
である。 
 なお、マイクロガスタービンの定格は 27.25kWとして検討を行う。 
タービン１台あたり必要な熱量が 
94,300 kcal/Nm3＝394,700 kJ/Nm3であることから、設置可能台数は 
1,163 Nm3/日×23,000 kJ/Nm3÷394,700 kJ /Nm3÷24h＝2.8台 
 そこで、マイクロガスタービン３台を設置し、発電を行うとすれば、

年間の発電電力量は 
   （27.25×2＋27.25×0.8）×24×365＝668MWh／年 
となる。 
 熱量の回収は１台あたり 45,200kcal/h（189,200kJ/h）であることから、 
   189,200kJ×2.8×24＝12,700MJ/日 
の熱量が回収できる。 

注）マイクロガスタービンは一般のガスタービン同様、大気温によ
り出力に影響が出る（冬出力が高く、夏に低くなる）。これは、
タービンの許容温度（上限）に起因する。大気温度が上がるとタ
ービン入口温度が高くなり、タービンの許容温度を超えてしまう。
そこで出力を低くし、タービンの入口温度を下げることで許容温
度を超えてしまうのを防ぐ。 

 
ケース２－２．発生した消化ガスのうち焼却利用分を除いた量を発電に利用する

場合（燃料電池） 
 先と同様に発電機容量を決定する。 

   1,163 Nm3/日×23,000 kJ/Nm3×2.778×10-4kWh/kJ×38%÷24h＝
117.7kW 

の発電能力を持つ、発電機を設置できる。 
 商用化されている燃料電池が 100kWと 200kWであることを考慮し、本
ケースで設置可能な発電機容量は 100kWとする。その結果、年間の発電電
力量は 
   100kW×24時間×365日＝876MWh／年 
となる。 
  この時、燃料電池で使用するガス量は 
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   100kW×24h÷38%÷23,000 kJ/Nm3÷2.778×10-4kWh/kJ＝988 
Nm3/日 

である。従って熱量を回収するとすれば、40%程度の熱回収効率が期待で
きることから、 
   988 Nm3/日×23,000 kJ/Nm3×40%＝9,090MJ/日 
の熱量が回収できる。 
 また、余剰ガス量は 
   1,163 Nm3/日－988 Nm3/日＝175 Nm3/日 
である。 

 
ケース３－１．発生した消化ガスのうちボイラー利用分を除いた量を発電に利用

する場合（ガスエンジン） 
 先と同様に、発電機容量を決定する。ボイラーでの消化ガス利用率が発

生量の約 86%であることから使用可能ガス量は 
 8,310 Nm3／日×86%＝7,147 Nm3／日 
である。ここで、発電機の効率を約 30%と仮定すれば、消化ガスの熱量が
23,000kJ/Nm3であることから、 
 7,147 Nm3/日×23,000 kJ/Nm3×2.778×10-4kWh/kJ×30%÷24h＝

570.8kW 
の発電能力を持つ、発電機を設置できる。 
 上記容量前後の発電機の効率を確認してみると、メーカー毎のばらつき

はあるものの 30%～35%程度である。そこで、発電機発電効率を 32%とし
て再度計算してみると、 
 7,147 Nm3/日×23,000 kJ/Nm3×2.778×10-4kWh/kJ×32%÷24h＝
608.9kW 
の発電能力を持つ発電機を設置できる。従って、本ケースで設置可能な発

電機容量は 610kWとする。その結果、年間の発電電力量は 
   7,147 Nm3/日×365×23,000 kJ/Nm3×2.778×10-4kWh/kJ×32%＝

5,333.7MWh／年 
となる。 
 加えて、同時に熱量を回収するとすれば、温水・蒸気の条件、機種によ

り差はあるが、35%～50%の熱回収効率が期待できることから、熱回収効率
を 40%とすると、 
 7,147 Nm3/日×23,000 kJ/Nm3×40%＝65,752MJ/日 
の熱量が回収できる。 

 
ケース３－２．発生した消化ガスのうちボイラー利用分を除いた量を発電に利用

する場合（燃料電池） 
 先と同様に発電機容量を決定する。 

   7,147 Nm3/日×23,000 kJ/Nm3×2.778×10-4kWh/kJ×38%÷24h＝
723.0kW 
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の発電能力を持つ、発電機を設置できる。 
 商用化されている燃料電池が 100kWと 200kWであることを考慮し、本
ケースで設置可能な発電機容量は 700kWとする。その結果、年間の発電電
力量は 
   700kW×24時間×365日＝6,132MWh／年 
となる。 
  この時、燃料電池で使用するガス量は 
   700kW×24h÷38%÷23,000 kJ/Nm3÷2.778×10-4kWh/kJ＝6,919 

Nm3/日 
である。従って熱量を回収するとすれば、40%程度の熱回収効率が期待で
きることから、 
   6,919 Nm3/日×23,000 kJ/Nm3×40%＝63,655MJ/日 
の熱量が回収できる。 
 また、余剰ガス量は 
   7,147 Nm3/日－6,919 Nm3/日＝228 Nm3/日 
である。 

表 7-11-2  各ケースにおける発電電力量・回収熱量・余剰ガス量一覧 

発電電力量  発電機容量 
使用電力に対する割合 

回収熱量 余剰ガス量 

日    17  MWh       76,452MJ － ケース１－１ 
ガス全量、 
ガスエンジン 

年間 710kW 6,205  MWh 35.7%  27,904,980MJ － 

日      
19.2MWh 

      72,753MJ       402Nm3 ケース１－２ 
ガス全量、 
燃料電池 年間 

800kW 
7,008  MWh 40.3%  26,554,845MJ   146,730Nm3 

日       
1.8MWh 

      12,700MJ － ケース２－１ 
ﾎﾞｲﾗｰ使用分、

ﾏｲｸﾛｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ 年間 
76.3kW 

668  MWh 3.8%   4,635,500MJ － 
日       

2.4MWh 
       9,090MJ       175Nm3 ケース２－２ 

ﾎﾞｲﾗｰ使用分、

燃料電池 年間 
100kW 

876  MWh 5.0%   3,317,850MJ    63,875Nm3 
日      

14.6MWh 
      65,752MJ － ケース３－１ 

焼却使用分、ガ

スエンジン 年間 
610kW 

5,334  MWh 30.7%  23,999,480MJ － 
日      

16.8MWh 
      63,655MJ       228Nm3 ケース３－２ 

焼却使用分、燃

料電池 年間 
700kW 

 6,132  MWh 35.3%  23,234,075MJ    83,220Nm3 
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年間電力削減量

（kWh／年）

蒸気タービン 45,000

表 7-11-3 回収熱とボイラーの必要熱量差分の重油換算量（年間）：Ａ 

 回収熱量 
ＭＪ 

必要熱量 
ＭＪ 

差分 重油換算量 
リットル 

ケース１－１ 27,904,980 9,772,227 18,132,753 350,679 

ケース１－２ 26,554,845 9,772,227 16,782,618 324,568 

ケース２－１ 4,635,500 9,772,227 -5,136,727 -99,342 

ケース２－２ 3,317,850 8,303,102 -4,985,252 -96,412 

ケース３－１ 23,999,480 0 23,999,480 464,139 

ケース３－２ 23,234,075 0 23,234,075 449,336 
必要熱量＝必要な消化ガス量×消化ガス熱量：ケース 1､2-1は必要な消化ガス量＝①。 

ケース 2-2は必要な消化ガス量＝①－余剰ガス量 
    重油換算量＝差分×238.9÷Ａ重油熱量×Ａ重油比重 
 
    各定数 Ａ重油熱量   ：43,953 kＪ/kg 
  ボイラー設備年間使用消化ガス量 ：424,879Nm3 ① 

消化ガス熱量   ：23,000kJ/Nm3 
 

表 7-11-4 焼却設備に必要な重油使用量（年間）：Ｂ 

 余剰ガス量 

Nm3 

不足消化ガス量

Nm3 

必要熱量 

ＭＪ 

必要な重油量 

リットル 

ケース１－１ 2,609,974 60,029,392 1,160,940 

ケース１－２ 146,730 2,463,244 56,654,602 1,095,673 

ケース２－１ 0 0 0 

ケース２－２ 63,875 0 0 0 

ケース３－１ 2,609,974 60,029,392 1,160,940 

ケース３－２ 83,220 2,526,754 58,115,332 1,123,923 

※焼却設備年間使用消化ガス量 ：2,609,974Nm3  
  

7.12 焼却炉廃熱有効利用設備／蒸気タービン発電 
Ａ処理場（処理水量約 100,000m3/日）における試算結果を表 7-12-1に示す。ただ

し、50ｔ/日１炉 15,000ｔ/年処理とした場合における効果試算とする。 
 

表 7-12-1 年間電力削減量 

 

 

 

 

 

その概要を以下に示す 
 

 １）導入設備概要 
ここでは、「蒸気タービン」導入の際に、削減可能な電力量の算出を行った。 
現在、Ａ処理場汚泥焼却設備では、焼却炉からの廃熱を燃焼用空気の加温及び白煙防

止空気の加温に用いている。 
「蒸気タービン」とは、このうち白煙防止空気の加温に用いている廃熱を廃熱ボイラ

により蒸気として系外に取り出し、蒸気タービンによりブロワ等のモータの軸動力補助
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として利用、電力使用量の削減を図るものである。なお、白煙防止用空気は必要量のみ

蒸気により加温を行うものとするが、大気条件によっては、タービンへの供給蒸気が減

少する場合もある。 
タービン軸とモータ軸はクラッチにより自動入切が可能であり、立上時等蒸気量の不

足する場合は供給電源のみでのモータ稼動を行う。 
現状のフローと廃熱回収設備を付属したフローを図 7-12-1に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 7-12-1 フロー図 

 

 ２）試算条件 
検討に使用した試算条件を表 7-12-2に示す。※ 
 

 
流動炉 

排ガス処理設備 煙突 

復水器 復水ﾀﾝｸ 

廃熱ﾎﾞｲﾗ 空気余熱

器 

Ｂ 蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ･ﾌﾞﾛﾜ 

白煙防止

余熱器 蒸気 

排ガス 

給水 

 廃熱回収設備付帯フロー  

 
流動炉 

白煙防止

余熱器 

空気余熱

器 

排ガス 排ガス処理設備 煙突 

 現状フロー  

交換熱量 1,507,000kＪ/h 

（放熱量含） 

＜試算結果＞ 

Q1：交換熱量：1,507,000kＪ/h 

       （放熱量含） 

    蒸気量 ：550kg/h 

Q2：蒸気量 ：500kg/h 

Q3：蒸気量 ： 50kg/h 

Q１

Q２

Q３
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年間電力削減量 燃料削減量

（kWh／年） （kg／年）

消化タンク加温 -88,000 188,200

表 7-12-2 計算条件 

項  目 条  件 

ケーキ投入量 1.91t/h 
流動空気予熱器出口排ガス温度 1 505℃ 
廃熱ボイラ出口排ガス温度 314℃ 

（白煙防止空気予熱器出口温度） 
排ガス量 5,255 m3N-WG/h 

含水率 80% 

可燃分 54％ 

脱水ケーキ性状 

発熱量 11,637kＪ/kgＤＳ 

※ いずれもＡ処理場１号炉の 2002年 9月 26日における実際の運転データの平均値より 
 

 ３）試算結果 

排ガス量と温度条件から、現在の白煙防止空気予熱器での熱回収量を算出すると、

1,507,000kＪ/hである。この熱回収量を蒸気タービン用に使用可能な蒸気量に換算する
と約 500kg/h（回収蒸気圧力 1.4MPa）となり、蒸気タービンによるモータでの電力補
助可能量は約 15kWh（メーカ資料より）である。 
また、ボイラ給水ポンプ等 蒸気タービン導入の際に必要となる機器の消費電力量増
加分を試算すると 12kWh程度であることから、本設備導入により削減される電力消費
量は 

15kWh－12kWh＝3kWh となる。 
 

 ４）設備導入時の留意点 
廃熱ﾎﾞｲﾗｰの導入により、年間保守点検費用については大きく増加することが予想さ

れる。 
 

7.13 焼却炉廃熱有効利用設備／消化タンク加温 

ここでは、スクラバー排水による消化汚泥の加温を行った場合の効果について検討

を行う。 
Ａ処理場（処理水量約 100,000m3/日）における試算結果を表 7-13-1に示す。ただ
し、50ｔ/日１炉での 15,000ｔ/年処理とした場合における効果試算とする。 

 

表 7-13-1 年間電力削減量及び燃料削減量 

 
 
 

 
 
その概要を以下に示す。 
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 １）スクラバー排水熱利用概要 
 スクラバー排水は、65℃～70℃で排出され、その量も多いことから、その排出熱総量
は相当なものとなる。その熱量の利用方法の一つとして、消化汚泥の加温熱源がある。 
 消化汚泥は、蒸気、温水等と熱交換して消化に必要な温度まで加温して、消化槽に投

入する方法が一般的である。この消化汚泥加温熱源はボイラー等による熱媒体の加温を

行う場合が多く、その燃料として重油が使用される。この結果、消化汚泥の加温の過程

で温室効果ガスが発生することになる。 
 ここでは、スクラバー排水による消化汚泥加温を行ったときの電力及び燃料削減量を

試算した。 
 
 ２）スクラバー排水熱利用設備導入の試算 
 ここでは、Ａ処理場においてスクラバー排水熱利用設備を導入したときの試算を行っ

た。現在、消化汚泥の加温はボイラーで行っており、その燃料は消化ガスを利用してい

る。消化ガスは、現在、焼却設備にも使用しているが、温室効果ガスの削減となるバイ

オマスエネルギーとして、消化ガス発電等、用途が幅広く考えられるため、消化汚泥の

加温に不要となった量の消化ガスは別設備での温室効果ガス削減に直結することにな

る。したがって、ここでは、スクラバー排水熱の利用によって不要となった消化ガスを、

他設備で重油の代替燃料として使用されるものとして、消化汚泥の加温に必要な重油を

直接削減するものとして試算する。 
 なお、検討に必要な条件を下記のようにする。 
 
  ①検討条件 

表 7-13-2 検討条件 

項目 条件 

スクラバー排水温度 70℃ 
スクラバー排水量 30m3/h 
スクラバー排水利用温度 70℃→60℃ 
消化汚泥加温温度 36℃→41℃ 

加熱汚泥量 500m3/日 
熱交換器 スパイラル熱交換器 

（チタン製） 
総合必要動力 11.2kW 
注）スクラバー排水は、焼却灰を含み、また硫酸酸性で

あるため、苛性ソーダによるｐＨ調整を行っている
ものの、熱交換器等には腐食影響があることから、
チタン製とする。 
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②機器仕様   
表 7-13-3 機器仕様 

番号 機器名称 主仕様 数量 
1 汚泥加熱熱交換機 スパイラル式熱交換機 

ＨＥ 約 1,257MJ/h 
1基 

2 ｽｸﾗﾊﾞ排水供給 
ポンプ 

渦巻き型 
容量   約 0.6m3/min. 
吐出圧力 20mH 
動力   3.7kW 

2基（１台予備） 

3 汚泥循環ポンプ 渦巻き型(吸い込みｽｸﾘｭｰ付) 
容量   約 1.2m3/min. 
吐出圧力 20mH 
動力   7.5kW 

2基（１台予備） 

   
③燃料削減量 
スクラバー排水から回収可能な熱量を算出する。 
回収熱量   30 m3/h×（70℃－60℃）×1,000×4.186＝ 1,255,800 kJ/h 
利用可能熱量 1,255,800kJ/h×80%＝1,004,640kJ/h 
  放散熱等を考慮し、利用可能熱量を回収熱量の 80%とする。 
この熱量に相当するＡ重油使用量は、 
重油量    1,004,640kJ/h ／41,860 kJ/kg ＝24kg/h 
       24kg/h ／ 0.85 kg/L ＝28.2L/h 
       28.2L/h×24h×365日＝247,032L/年 
したがって、年間約 247kLの重油削減となる。 

  ④設備導入時の留意点 
スクラバー排水は、比較的強い酸性を示すため、本試算で導入したチタン材質の

熱交換機が必要となる。スクラバー排水のｐＨ管理が十分行われる条件であれば、

SUS製ﾁｭｰﾌﾞの導入も可能と考られる。 
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7.14 沈砂池設備、主ポンプ設備／スクリーン設備間欠運転（タイマー） 

千葉市南部浄化センターにおける試算結果を表 7-14-1に示す。 
 

表 7-14-1 回収電力量 

回収電力量 

kWh 

ケース１ 16,551
ケース２ 5,172

 
その概要を以下に示す。 
現在、千葉市南部浄化センターでのスク

リーン設備の運転は細目自動除塵機が 5分
ずつ順次運転し（Ｔ1=5分）、その間、し渣
搬出機、し渣破砕機、沈砂分離機、し渣移

送ポンプ、圧力水ポンプが運転している（Ｔ

2＝15分）。これを 1サイクルとし、1日に
16サイクル行っている。各負荷の電動機容
量は 
細目自動除塵機  ：2.2kW 
し渣搬出機 2号  ：2.2kW 
し渣搬出機 3号  ：1.5kW 
し渣、スカム分離機 ：0.75kW 
し渣破砕機   ：5.5kW 
し渣脱水機  ：3.7kW 
圧力水ポンプ   ：55kW 

である。 
そこで、スクリーン設備の省エネ運転方法として 2ケース考える。 
ケース１：現在５分間運転している自動除塵機の運転時間を４分にする。 
ケース２：１日 16サイクルを 15サイクルにする。 

 ケース 1の場合 
 除塵機の運転時間を 5分から 4分にすることにより（Ｔ1=5分→4分）、圧力水ポ
ンプポンプ等の運転時間も短くなりＴ2=15 分→12 分となる。従って、電動機の負
荷率を 0.8とすれば、期待できる省エネルギー効果は 
｛2.2kW×3 台×1/60 時間＋（2.2+1.5+0.75+5.5+3.7+55）kW×3/60 時間｝×0.8
×16サイクル／日×365日＝16,551kWh／年 

ケース２の場合 
 スクリーン設備の運転を１サイクル減らす（16回を 15回に）ことにより、各除
塵機は 5分/日、その他設備は 15分/日運転時間を減らすことが可能となる。ケース
1同様試算すると、省エネルギー効果は 
｛2.2kW×3台×5/60時間＋（2.2+1.5+0.75+5.5+3.7+55）kW×15/60時間｝×0.8 
×365日＝5,172kWh／年 

T1 

T1 

T1 

T2 

細目除塵機 2号 

細目除塵機１号 

し渣破砕機 
し渣搬出機 
し渣、スカム分離機 
し渣脱水機 
圧力水ポンプ 

細目除塵機 3号 

図 7-14-1 スクリーン設備運転フロー
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7.15 沈砂池設備、主ポンプ設備／流入水量に応じた池数制御 

流入水量は季節等により変動するため、流入水量が最初沈殿池の施設能力を下回

る場合は、池を休止させることが出来る。よって、流入水量データと施設能力より

最初沈殿池の休止スケジュールを設定し、最初沈殿池設備の動力に負荷率を考慮し

て電力削減効果について検討を行う。 

千葉市南部浄化センターにおける試算結果を表 7-15-1に示す。 
 

表 7-15-1 年間電力削減量 

 
 
 
 
 
 
その概要を以下に示す。 
現在、最初沈殿池汚泥かき寄せ機はＡ系に 8基、Ｂ系に 4 基設置されている。こ

れを全池 24時間運転した場合と、流入水量により池の休止を考慮した場合の比較を
行う。 
①検討条件： 

1)池の能力は水面積負荷を 50ｍ3／ｍ2・日とする。 
よって池の能力は以下の通りとなる。 
Ａ系：20,048 ｍ3／日（5.6ｍW×35.8ｍL×50ｍ3／ｍ2・日）×8 
Ｂ系：16,500 ｍ3／日（5.5ｍW×30.0ｍL×50ｍ3／ｍ2・日）×4 

2)休止させる池は動力の大きい池を優先とする。 
Ａ－１系：1.5kW（消費動力 0.4253kW(A-1-4のみ 0.0387kW)） 
Ａ－２系：0.4kW（消費動力 0.0387kW） 
Ｂ－１系：0.4kW（消費動力 0.0721kW） 
Ｂ－２系：0.4kW（消費動力 0.0721kW） 

3)流入水量は 2002年 4月より 20003年 3月までのデータを用いた。 
以上より、以下の結果となった。 
Ａ－１系：年間を通して全池休止（Ａ－１－２系の樹脂製のみ年間を通して稼働） 
Ａ－２系：年間を通して全池稼働 
Ｂ－１系：2002年 4月～6月までと 11月は 1池休止 
Ｂ－２系：年間を通して全池休止 

 

7.16 最初沈殿池設備／汚泥かき寄せ機間欠運転（タイマー） 

千葉市南部浄化センターでは掻き寄せ機は 24時間運転をしている。そこで、各掻
き寄せ機を 1日に 1時間ずつ運転を停止した場合の省エネルギー効果を試算する。 
 試算結果を表 7-16-1に示す。 
 
 

電力使用量 年間電力削減量

（kWh/年） （kWh/年）

全池稼働 15,398 －

池数制御 2,117 13,281
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表 7-16-1 電力回収量 

 電力回収量 
kWh 

掻き寄せ機間欠運転 932 
 
その概要を以下に示す。 
南部浄化センターには掻き寄せ機が 
  Ａ系初沈：1.5kW（0.4253kW）×3台、0.4kW（0.0387kW）×5台 

Ａ系終沈：メイン 1.5kW（0.0712W）×4台、クロス 1.5kW（0.0559kW）
×2台、0.4kW（0.0302kW）×4台 

  Ｂ系初沈：0.4ｋW（0.0721kW）×4台 
  Ｂ系終沈：0.4ｋW（0.0474kW）×2台、0.4ｋW（0.0509kW）×2台 
      注：かっこ内は通常の実働力を示す。 
が設置されていることから、１年間で削減可能な電力量Ｗ１（kWh）は 
Ｗ１＝（0.4253×3＋0.0387×5＋0.0712×4＋0.0559×2＋0.0302×4＋0.0721×4

＋0.0474×2＋0.0509×2）×365日 
＝932kWh／年となる。 

 

7.17 高度処理設備／水中攪拌機（交互運転） 

現在、千葉市南部浄化センターの嫌気槽と無酸素槽の各槽には攪拌機（5.9kW）
が 2台ずつ合計 24台（嫌気槽 8台、無酸素槽 16台）設置されている。これら攪拌
機は 24時間運転をしていることから、嫌気槽と無酸素槽の攪拌機を交互運転した場
合の省エネルギー効果について試算する。 
試算結果を表 7-17-1に示す。 
 

表 7-17-1 電力回収量 

 電力回収量 
kWh 

水中攪拌機交互運転 46,516
 
その概要を以下に示す。 
各槽 2台設置されている攪拌機を交互に 1時間ずつ停止させた場合、負荷率を 0．

9とすれば、１年間で削減可能な電力量Ｗ１（kWh）は 
Ｗ１＝5.9kW×24台×0.9×1時間×365日 
  ＝46,516kWh／年となる。 

 
7.18 脱臭設備／ファン間欠運転 

気温が低く臭気濃度が下がる傾向にある冬場に脱臭ファンの間欠運転を行った場

合の電力削減効果についての試算を行う。 
千葉市南部浄化センターにおける試算結果を表 7-18-1に示す。 
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表 7-18-1 年間電力削減量 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
その概要を以下に示す。 
現在、千葉市南部浄化センターにおける脱臭設備は、沈砂池系に 1 基、重力濃縮タ

ンク棟に 1基、濃縮機棟に 1基、汚泥脱水機棟に 1基、汚泥焼却炉施設に 1基設置さ
れている。その諸元は以下の通りとなっている。 

a)沈砂池系 
活性炭吸着塔（210 m３/分）×1基 
脱臭ファン（105 m３/分×7.5kW）×2台 

b)重力濃縮タンク棟 
活性炭吸着塔（50 m３/分）×1基 
脱臭ファン（50 m３/分×7.5kW）×1台 

c)濃縮機棟 
活性炭吸着塔（40 m３/分）×1基 
脱臭ファン（40 m３/分×3.7kW）×1台 

d)汚泥脱水機棟 
活性炭吸着塔（30 m３/分）×1基 
脱臭ファン（30 m３/分×5.5kW）×1台 

e)汚泥焼却炉施設 
活性炭吸着塔（50 m３/分）×1基 
脱臭ファン（50 m３/分×3.7kW）×1台 

 ①検討条件 
24時間運転を行った場合と、間欠運転を行った場合の比較を行う。間欠運転の設定
は以下の通りである。 

a)沈砂池系 
冬季 4ヶ月１台運転、その他の月は 24時間運転 2台運転 

b)重力濃縮タンク棟 
冬季 4ヶ月１日 18時間運転、その他の月は 24時間運転 

c)濃縮機棟 
冬季 4ヶ月１日 18時間運転、その他の月は 24時間運転 

d)汚泥脱水機棟 
冬季 4ヶ月１日 18時間運転、その他の月は 24時間運転 

２４時間運転電力使用量 間欠運転使用電力量 年間電力削減量

（kWh/年） （kWh/年） （kWh/年）

沈砂池系 131,400 109,500 21,900

濃縮タンク棟 65,700 60,225 5,475

濃縮機棟 32,412 29,711 2,701

汚泥脱水機棟 100,039 91,703 8,336

焼却施設 11,670 10,697 973

合　　計 341,221 301,836 39,385
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e)汚泥焼却炉施設 
焼却炉の稼働率が 82％時（脱臭設備の稼働率(100－82）×2基分＝36％）の運
転時間の 1/3は１日 18時間運転 

  ②消費動力 
負荷率を 1.0とした。  

 

7.19 省エネルギー型Ｖベルト 

ポンプやファンにおける駆動部にＶベルトを用いている場合、省エネルギー型Ｖ

ベルトを採用することにより、消費電力の低減が期待できる。 
省エネルギー型Ｖベルトは、ベルト曲げ応力による損失を低減させることにより、

ベルト張力を適正に調節することで機器自体の消費電力を1.5～3％程度低減させ
ることが可能となる。 
下水処理場でＶベルトを使用している機器としては、以下の様なものがある。 
 

表 7-19-1 省エネルギー型Ｖベルト採用機器一覧（例） 

設備名 採用機器 

換気設備 換気ファン 

脱臭設備 脱臭ファン 

汚泥ポンプ設備 汚泥ポンプ 
（プーリー駆動） 

送風機設備 ロータリーブロワ 
（ルーツブロワ） 

汚泥濃縮設備 遠心濃縮機 

汚泥脱水設備 遠心脱水機 

 
既設機器のＶベルトを省エネルギー型Ｖベルトに交換する場合は、ベルトプーリ

ーを特殊プーリーに交換することなくベルトの交換のみで対応可能となるが、ベル

トの太さにより対応できない場合があるため、既設機器製作メーカーへの確認が必

要となる。 
ここでは、脱臭ファンのＶベルトを省エネルギー型Ｖベルトに変更した場合の電

力削減効果についての試算を行う。 
 ①検討条件 

a) 脱臭ファン仕様 
ＦＲＰ製ターボファン：♯3×100m３/分×2.35kPa×7.5kW 

b) 消費電力削減率 
ここでは、消費電力量が2％削減された場合の試算を行う。 

c) 運転時間 
１日24時間運転とする。（＝8,760時間／年） 
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 ②試算結果 
a) 標準Ｖベルト 
年間使用電力＝電動機出力×運転時間×伝導効率（0.9とする。） 

        ＝7.5kW×8,760時間/年×0.9 
        ＝59,130kWh/年 
 
b) 省エネルギー型Ｖベルト 
年間使用電力＝電動機出力×運転時間×伝導効率（0.9とする。） 

×消費電力削減率 
        ＝7.5kW×8,760時間/年×0.9×（1.0-0.02） 
        ＝57,947kWh/年 
③検討結果 
 ②にて算出した消費動力より年間電力削減量を求めた。以下の表にまとめる。 
 

表 7-19-2 年間電力使用量と削減電力量のまとめ 
 電気使用量 

（kWh/年） 
年間電力削減量 
（kWh/年） 

標準Ｖベルト 59,130 － 

省エネルギー型Ｖベルト 57,947 1,183 

 
 

7.20 小（マイクロ）水力発電 

日平均処理水量50,000ｍ3/日のうち、流入水量の時間変動から発電に利用可能な

水量を0.30ｍ3/ｓ、有効落差3ｍ、効率η（水車効率×発電機効率×変換効率）0.7
とすれば、発電機出力は 

 
Ｅ＝9.8×Ｑ×Ｈ×η＝9.8×0.30×3×0.7＝6.2kW 

 
となり、1年間に期待できる発電電力量は 

 
6.2×24×365＝54,312kWh/年 となる。 

 
また、この発電電力量は、日平均処理水量50,000ｍ3/日の平均的な年間電力使用

量（6,570千kWh/年）と比べると 
 

54,312（kWh/年）÷6,570（千kWh/年）×100％＝0.8％ となる。 
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