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1　まえがき

近年，地球温暖化を防止するための，循環型社会への転
換や低炭素社会の構築に向けた法整備や技術開発が進めら

れている。環境調和型の石油代替エネルギー資源として，

再生可能エネルギーが注目を集めている。その中でバイオ

マスエネルギーは，将来的に世界レベルで大量に導入され

るといわれている。

日本では，大量に廃棄されている廃木材，木くず，汚泥，

生ごみ，廃棄食用油，畜産廃棄物などの“廃棄物バイオマ

ス”の利用が，地球温暖化防止も含めた環境対策の面で有
益であると期待されている。

富士電機では，1999 年からメタン発酵ガスによるり

ん酸形燃料電池の適用開発に着手し，良好な運転結果を

得てきた。これをもとに，下水汚泥消化ガスに適用した

100 kW りん酸形燃料電池を 2002 年 3 月に山形市浄化セン

ターへ納入し，2006 年 12 月には熊本北部浄化センターへ

納入した。

本稿では良好な運転結果を得た導入サイトの稼動実績，

導入効果などを紹介する。

2　下水消化ガスを利用した燃料電池発電

下水処理場は各家庭から出た生活排水などを集め，水
の汚れを表す指標である生物化学的酸素要求量（BOD：

Biochemical Oxygen Demand）を 1/10 〜 1/20 程度
⑴

にま

で低減し，川や海に返す施設である。下水や汚泥の処理に

伴い大量のエネルギーを消費するため，全国の下水処理場
で使用する電力は日本の総電力使用量の約 0.7% に相当す

る。地球温暖化防止のためにも，下水処理における電力の

クリーン化が大きな課題となっている
⑴

。

下水処理場では公共水域の水質保全のため，川や海へ流
れ込む汚濁物質の量を減らしている。汚水をきれいにする

際に取り除いた汚れは，下水汚泥と呼ばれる。この下水汚
泥を減量化 ･ 安定化するため，酸素がない状態で有機物を

分解処理する嫌気性消化処理を行うと，メタンガスを主成
分とする大量の下水汚泥消化ガスが発生する。

現在，下水汚泥の嫌気性消化処理は国内の下水処理場
のうち，約 260 施設で行われている。総発生量が約 2.6 億
m3/年になる消化ガスは，汚泥消化槽（消化タンク）の加
温や消化ガス発電，汚泥燃焼の補助燃料に利用されている

⑵

。

近年は，発電効率や環境面で優れている燃料電池発電の導
入が進んできている。

消化ガスの主成分は，CH4（メタン）60%，CO2 40% で

ある。低位発熱量（LHV：Lower Heating Value）（240
ページ「解説 1」参照）は，約 22.5 MJ/m3（Normal）と都
市ガスの約半分である。不純物として硫化水素，シロキサ

ン，アンモニアなどを含んでいる。これらは燃料電池で使
用している触媒を被毒するため，硫化水素を除去する脱硫
塔やシロキサンやアンモニアなどを活性炭で除去する前処
理装置を設け，あらかじめ除去する必要がある。

また，消化ガスは季節や人口変動の影響を受ける。実運
転では CH4 濃度の変動（55 〜 65% 程度）がある。燃料電
池は，CH4 濃度変動に伴う燃料電池システム内の温度の変
化をとらえて，制御定数を自動的に変更し，変動後も安定
した運転が継続できるという従来のガスエンジンにはない

優れた特徴を持っている。

3　山形市浄化センターでの運転実績

⑴　システム概要
山形市浄化センター（図₁）は敷地面積 7.74 ha，処理人

下水汚泥消化ガスを利用した燃料電池
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Fuel Cell that Utilizes Sewage Sludge Digestion Gas 

富士電機は，下水汚泥消化ガスを燃料とする 100 kW りん酸形燃料電池の商品機を計 6 台納入し，良好な運転実績と導入
効果を得た。山形市浄化センターでは，累積運転時間も当初の開発目標寿命（4 万時間）を超え，下水汚泥消化ガスにおけ

るりん酸形燃料電池の長期間の信頼性・耐久性，導入効果を実証した。熊本北部浄化センターでは，再生可能エネルギーで

ある下水汚泥消化ガスの電力価値をグリーン電力証書として売却し，注目を集めている。国内外の拡販展開に向けて，標準
化設計と高効率化，海外認証の取得を進め，市場性を高めていく予定である。

Fuji Electric has delivered a total of six 100 kW phosphoric acid fuel cell units that utilize sewage sludge digestion gas as fuel, and has 
achieved a good operating track record and introduction effect. At the Yamagata Purification Center, the cumulative operating time has ex-
ceeded the initial development target lifetime of 40,000 hours and the long-term reliability, durability and introduction effect of phosphoric acid 
fuel cells in sewage sludge digestion gas has been verified. At the Kumamoto Hokubu Purification Center, the sale, as tradable green certifi-
cates, of the power value of the renewable energy source of sewage sludge digestion gas is attracting attention. To expand sales both in Japan 
and overseas, Fuji plans to enhance the marketability of this fuel cell by moving ahead with efforts to standardize designs, improve efficiency 
and acquire overseas certifications. 
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口 69,000 人の下水処理場である。1 日最大 3,800 m3 の消化
ガスを発生させている。

100 kW 燃料電池 2 台と 178 kW ガスエンジン 1 台でシ

ステムを構成している。燃料電池 2 台は，ベースロード用
として 24 時間 100% 負荷で運転している。ガスエンジン

はピークカット用として主に昼間運転している。燃料電池
の排熱は，消化タンクの加温に利用している。

図₂に山形市浄化センターにおける燃料電池発電設備
（100 kW×2 台）のシステムフローを，表₁に燃料電池発
電設備の仕様を示す。

⑵　運用実績と導入効果
山形市浄化センターの消費電力は約 1,000 kW であり，2

台の 100 kW りん酸形燃料電池とガスエンジンを合わせて

約 40 〜 50% を負担している
⑶

。2002 年 3 月に運転を開始
した。運転時間 44,000 時間を経過した時点で装置内の主
機（セルスタック，改質器など）のオーバーホールを実施
した。現在 68,000 時間を経て安定運転を継続中である。

2002 年には第 7 回新エネ大賞“新エネルギー財団会長
賞”を受賞し，燃料電池を用いた下水処理場のコージェネ

レーションによるエネルギーの有効利用が可能であること

が周知となった。図₃に，年間稼動実績（2002 〜 2009 年
度）を示す。8 か年にわたり，燃料電池は約 97% と高い

稼動率で運転を継続している。同時に所内消費電力の約
24 〜 32% は燃料電池によって安定的に賄っていることが

分かる。

また，同図に所内買電量と燃料電池による電力供給率
（所内消費電力量に対する燃料電池の発電量の割合）を示
す。2006 年度から所内買電量が減少する傾向を示してい

る。燃料電池の安定運転の実績から，燃料電池の高出力を

維持したベース運転とガスエンジンによるピークカット運
転とすることで，所内買電量の低減と契約電力の削減を図
ることができた

⑷

。さらに，2006 年度からの燃料電池の発
電量の上昇は，燃料電池の高出力 ･ 高稼動率を維持するよ

図₁　山形市浄化センターにおける燃料電池発電設備の設置場所
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図₂　山形市浄化センターにおける燃料電池発電設備（100 kW×2 台）のシステムフロー

表₁　山形市浄化センターにおける燃料電池発電設備の仕様

項　目 仕　様

定格出力 100 kW（送電端）

出力電圧・周波数 210 V，50 Hz

発電効率 38%（定格時，送電端，LHV ＊）

総合効率 87%（定格時，LHV ＊）

原燃料 消化ガス〔CH4（メタン）60%，CO2 40%〕

消費量 45 m3（Normal）/h

運転形態 全自動運転・系統連系

熱効率 20%（90 ℃温水）
29%（50 ℃温水）

排ガス NOx：5 ppm 以下，SOx：検出限界以下

騒音特性 65 dB（A）（機側 1 m 平均値）

代表寸法 W2.2 × L4.1 × H2.5（m）

質　量 12 t

＊ 低位発熱量（LHV：Lower Heating Value）：240 ページ「解説 1」参照
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う顧客側で積極的に運転管理したことによる
⑷

。

⑶　CO2 排出量削減効果
石油や天然ガスなどと異なり，下水汚泥や有機性廃棄物

の嫌気性発酵によって生じる消化ガスやバイオガスは，燃
料とする場合でも大気中の CO2 を増やさないため，今後
いっそうその利用が加速すると期待される。

2008 年度実績における燃料電池発電による発電量
1,601,320 kWh/年と排熱利用量 1,003,121 kWh/年（燃料電
池の排熱による CO2 換算値はボイラ燃料を A 重油にした

場合として算出）を元に，CO2 排出量削減効果を計算する

と約 940 t-CO2/年となった。これを森林（スギ）樹木に

換算すると約 67,000 本分の年間二酸化炭素吸収量に相当
する。

このように，燃料電池の安定運転実績と，燃料電池の優
れた特長を生かした高出力運転と高稼動率を維持する顧客
側の積極的な運転管理によって，所内買電量の低減と CO2

排出量削減に大きく貢献することができた。

また，8 か年の運転実績から，りん酸形燃料電池はガス

組成が不安定な下水汚泥消化ガスでも長期間にわたり安定
して稼動できることを実証した。

4　熊本北部浄化センターでの運転実績

⑴　システム概要
熊本県は，循環型社会をつくるために ｢バイオマス利

活用の推進，新エネルギー対策｣ を重要施策として位置
付けている

⑴

。熊本北部浄化センターは，熊本市のベッド

タウンとして市街化が進んでいる熊本市北東部に位置し，

熊本市を含む 4,146 ha，約 21 万人の区域を対象としてい

る。嫌気性消化処理を行っており，消化ガス発生量は平均
4,200 m3/日である

⑴

。従来，消化ガスは消化タンクの加温熱
源としてボイラなどで一部利用され，残りは焼却処分され

ていた。この未利用な消化ガスを有効利用するため，消化
ガス量のすべてを高効率で環境負荷が低いりん酸形燃料
電池での発電に活用し，同浄化センターの年間所内消費
電力の約半分に相当する約 3,000 MWh（所内全電力量約
6,000 MWh/年）を消化ガス発電で賄うこととした。図₄

に燃料電池発電設備設置外観を示す。

運転方法は逆潮のない系統連系である。100 kW のりん

酸形燃料電池を 4 台稼動させ，所内消費電力，ガスホルダ
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図₃　山形市浄化センター年間稼動実績（2002 ～ 2009 年度） 図₄　熊本北部浄化センターにおける燃料電池発電設備設置外観
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図₅　熊本北部浄化センターにおける燃料電池発電設備の概略システムフロー
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貯留量に応じて発電電力制御（負荷追従運転）を行ってい

る。図₅に熊本北部浄化センターにおける燃料電池発電設
備の概略システムフローを示す

⑴

。燃料電池反応で発生する

排熱を，現在，消化タンクの加温に有効利用するため，排
熱回収系統の設備を建設している。

⑵　運用事例と導入効果
燃料電池発電設備（100 kW×4 台）は 2006 年 12 月に

運転を開始した。2010 年 3 月末には 29,000 時間が経過し，

安定運転を継続している。2008 年度の燃料電池 4 台の発
電量は，年間約 286 万 kWh であり，同浄化センター内の

年間所内消費電力の 46% 分を賄えている
⑴

。

⑶　CO2 排出量削減効果
消化ガス発電による CO2 排出量削減効果は，2008 年度

の発電にて約 1,487 t-CO2/年
⑴

になる。その量は森林（スギ）

の樹木換算値とすると，約 110,000 本分の年間 CO2 吸収量
に相当する。

なお，現在建設中の排熱回収系統が完成すると，CO2 排
出量削減効果がさらに高まる。

⑷　グリーン電力証書
消化ガスは再生利用可能なエネルギーであるため，生み

出された電力は CO2 削減や化石燃料の使用量削減といっ

た“グリーン電力価値”（環境付加価値）を持っている。

同時に生み出された電気そのものと切り離して，グリーン

電力証書として取引することができる。図₆にグリーン電
力証書取引の仕組みを示す

⑴

。

グリーン電力の発電設備を持たない企業や個人といった

電力需要家は，この証書を購入することにより，使用する

電力を“グリーン電力”と見なすことができ，環境対策に

貢献できる。また，水力，風力，太陽光，バイオマス，地
熱などの自然エネルギー発電所は，グリーン電力価値を売
却することで増益を期待することができる。

熊本県では，熊本北部浄化センターの下水汚泥の処理
過程で発生する消化ガスで発電する年間約 250 万 kWh 分
のグリーン電力価値を，2009 年 2 月に株式会社九電工に

一括売却した
⑴

。地方公共団体がグリーン電力価値を公募に

よって売却するのは初めての試みであり，多方面より注目

を集めている。なお，発電電力は従来どおり熊本北部浄化
センターの所内にて全量を使用している。

5　今後の展開

2020 年までに CO2 排出量を 1990 年比の 25% を削減す

るという日本が提示した国際公約は，発電所やビルの省エ

ネルギーや高効率なエネルギー利用，再生可能エネルギー

の利用や活用を徹底的に行わなければ達成不可能である。

再生可能エネルギーの有効利用と CO2 排出量削減のため，

今後は下水汚泥消化ガスを利用する燃料電池が，前述した

りん酸形燃料電池の導入実績 ･ 導入効果を基に普及してい

くものと予想される。

また，現在大量に廃棄されている生ごみ，汚泥，廃棄食
用油，畜産廃棄物などの“廃棄物バイオマス”を利用した

燃料電池は，環境負荷が低い技術であるため，今後の普及
拡大が望まれている。

さらに，海外におけるバイオマス市場に目を向けると，

未開拓エリアが多数存在することが分かっている。

今後は，日本国内だけでなく海外への展開も加速するた

め，標準化設計や燃料電池の高効率化に向けて最適設計を

進めていくとともに，海外認証の取得や海外メンテナンス

体制強化を図り，富士電機のりん酸形燃料電池の市場性を

高めていく予定である。

6　あとがき

富士電機は，長年培った燃料電池技術とりん酸形燃料電
池の特長を生かした適用用途の拡大とユーザメリットの向
上を推進し，地球温暖化防止および環境保護に貢献するた

めに努力していく所存である。

これまでの関係機関およびユーザ各位のご指導 ･ ご協力
に感謝するとともに，今後ともご理解とご支援をお願いす

るものである。
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福村　　琢
新エネルギーおよび燃料電池発電プラントの設計
に従事。現在，富士電機システムズ株式会社環境
ソリューション本部産業ソリューション事業部千
葉工場燃料電池部主務。

黒田　健一
燃料電池プラントエンジニアリング業務に従事。

現在，富士電機システムズ株式会社環境ソリュー

ション本部産業ソリューション事業部千葉工場燃
料電池部主査。
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