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は じ め に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 地球温暖化防止のために CO2 の排出量削減が言われている。空気調和・衛生工学会では創立後

70 年を経て、CO2 排出削減に対して関連する様々の分野で取り組んでいる。給排水衛生設備では

節水や省エネルギーに今まで取り組んできた。新たな研究課題として、排水・汚水処理の過程で出

てくる汚泥、ゴミや食品廃棄物の処理過程から出てくる汚泥などを有効に活用してカーボンフリー

なエネルギーを得る技術が取り上げられる様になってきた。本小委員会はこうした状況の中で、

2007 年度に本学会の特別研究費を得て 3 年間の設置期間で発足した。 
汚泥をバイオマスエネルギーとして取り扱うことは国の政策で定められていて、産業設備では

NEDO や農水省から多くの補助金が支出され利用されている。建築設備の分野ではまだ活用され

ていない。現在は建築用途毎の規模と発生汚泥量との関係も十分に分かっていない。それ以前に汚

泥の処理に関する技術の情報が十分に収集されていない。 
本小委員会で扱っている汚泥は湿潤系である。乾燥系汚泥は木質バイオマスを主としているので

扱わない。湿潤系汚泥をメタン発酵させてメタンガスを発生させて利用する技術、汚泥を肥料に変

えて利用する技術など建築設備に適用させて、CO2排出量の削減に結び付けられる可能性のあるも

のを整理し、本会員に情報として伝えることは将来のために有用である。 
2009 年 9 月現在、日本の CO2排出量に関して中期目標として 2020 年に 1990 年比－25％の削

減が打ち出されている。建物毎の CO2 排出量削減を考えるときに、省エネルギーだけでは対応は

難しく、カーボンフリーなエネルギーを導入することが重要な位置づけとなろう。汚泥のメタン発

酵により生成されたメタンガスを、天然ガスと混焼させることの経済的価値や設備計画方法は今後

の検討が必要な部分ではあるが、そうした事例は産業設備では多くの事例があり、委員会ではそれ

らのデータを収集することができた。本報告書は将来の建築設備の計画に位置付けられることを期

待する。 
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