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第１章

事業によって削減できる二酸化炭素排出量の算出について

　平成30年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(省エネ型中・大型浄化槽シ 
ステム導入推進事業)（以下、「本補助金」といいます。）は、その名の通り、地
球温暖化防止対策の一環として、二酸化炭素排出量を削減できる事業を推進する為
に交付される補助金です。
　その為、本補助金を活用する際には、「事業によってどれだけの二酸化炭素排出 
量を削減できるのか」について、定量的に御算出いただく必要があります。 ま
た、この時の二酸化炭素排出量とはエネルギー起源、即ち電力の消費に由来する二
酸化炭素の排出量を指します。

（あるいは、各機器毎に削減できる年間消費電力量の総和）

事事業業にによよっってて削削減減ででききるる年年間間消消費費電電力力量量はは、、以以下下ののよよううにに算算出出ししまますす。。 

　　　　事業によって削減できる年間消費電力量  Y　(kWh)　＝

　　　    事業の対象となる各機器の合計年間消費電力量(事業前)　Υ  (kWh)

　　－   事業の対象となる各機器の合計年間消費電力量(事業後)　υ  (kWh)

事業によって削減できる年間二酸化炭素排出量は、以下のように算出します。

事事業業にによよっってて削削減減ででききるる年年間間二二酸酸化化炭炭素素排排出出量量  　X   　((tt--CCOO22))　　＝

事業によって削減できる年間消費電力量 Y (kWh) × 0.0005 (t-CO2/kWh)

（ 0.0005は二酸化炭素排出係数であり、本来、様々な条件に応じて変動する

数値ですが、本補助金交付事業においては一律この値とします。） 

事業の対象となる各機器に係る年間消費電力量の算出については、
次ページ以降を御参照ください。 
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第２章

事業の対象となる各機器の年間消費電力量について

１． ブロワの更新について

　ブブロロワワのの年年間間消消費費電電力力量量ににつついいててはは、、以以下下ののよよううにに算算出出ししまますす。。　

ブロワの年間消費電力量 A (kWh)　＝

モーター出力 a (kW) × 台数 b (台) × 1台辺り年間運転時間 c (h/台) × モーター効率の逆数 d

ブロワの更新による年間消費電力量の削減は、基本的にモーター効率の改善によるも
のとなります。具体的には、そのモーター効率が I E１相当の数値（ d1（％）とおき

ます）であるような旧式ブロワを、モーター効率がIE3（プレミアム効率）相当の数値

（ d 2（％）とおきます）であるような最新式の省エネ型ブロワへと更新することで

生じるモーター効率の差異から、年間消費電力量の差を導き出します。

即ち、

　この時、モーター効率の値については、この冊子の後ろに掲載された各メーカー

提供資料を参照して、計算にご利用ください。

また、掲載されていない機器に関しては、申請者もしくはその代理の方から直接
メーカーに数値を確認し、申請時には、その資料を添付してください。

　また、処理水質に影響がない、法に触れない範囲内で、モーターの更新と併せて

ブロワを小型化し、モーター出力の値を低下させるといった方策も考えられます。

　　ブロワ更新事業前の年間消費電力量 a(kW) ×  b(台) ×  c(h/台)  ×  100／d1

100／d2－　ブロワ更新事業後の年間消費電力量 a(kW) × b(台) × c(h/台) × 

＝　ブロワ更新事業によって削減できる年間消費電力量　 y1
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２． タイマーやインバーター導入によるブロワの運転時間改善について

先述のブロワ更新によって十分な年間消費電力量の削減効果が得られない場合は、タ

イマーやインバーター制御装置等を導入することで、放流水質に影響のない範囲内で、

ブロワの運転時間を変更し、年間消費電力量を削減する方法もあります。

事業前の運転時間を1台辺り年間運転時間をc1、事業後の1台当たり年間運転時間を

c2として、以下のように算出します。

運転時間改善事業前の年間消費電力量　a (kW) × b (台) × c1 (h/台)   

－　運転時間改善事業後の年間消費電力量　a (kW) × b (台) × c2 (h/台)   

＝　運転時間改善事業によって削減できる年間消費電力量　 y2

運転時間改善事業を行う場合に、各機器についての事業前年間消費電力量を算出す

る際には、運転時間改善事業前の年間消費電力を加算しないようにしてください。

（ブロワ更新事業前の年間消費電力量と二重計算になってしまう為。）

３． 水中ブロワの更新について

　水中ブロワは、過酷な環境の中での運転になることから、長年の使用によっ

て運転効率が劣化しているものと考えます。

　そこで、機器を最新のものへと更新することで運転効率を改善し、それに

よって年間消費電力量の削減を図ります。

　更新事業を行う前の経年劣化した水中ブロワについては、その年間消費電力量

を平時の115%の値として考え、更新事業後の新水中ブロワに関しては、年間消

費電力量は100%として捉えます。

水中ブロワ更新事業前の年間消費電力量　a (kW) × b (台) × c(h/台) ×  115/100

－　水中ブロワ更新事業後の年間消費電力量　a (kW) × b (台) × c(h/台) × 100/100

＝　水中ブロワ更新事業によって削減できる年間消費電力量　 y3

100／d2×

100／d2×
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その他電動機器については 　 　103%、と考えます。

4． 水中ブロワから陸上ブロワへの転換更新について

　経年劣化した水中ブロワから陸上ブロワへの転換更新を行う際には、先述の負荷率
の考え方と併用する形で、水中ブロワのモーター効率をIE1相当の数値として考え、
用います。(同等出力・風量の他ブロワについての効率値の平均値を採るか、もしくは
更新後陸上ブロワのIE1時における効率値を採用する。)

　水中ブロワから陸上ブロワへの転換更新によって削減できる年間消費電力量は以下
のように求めます。(水中ブロワのモーター効率値をd1（％）、陸上ブロワのモーター
効率値をd2（％）とします。)

 事業前水中ブロワの年間消費電力量  a (kW) × b (台) × c(h/台) ×   115/100×100/d1

115/100×100/d2－  事業後陸上ブロワの年間消費電力量  a (kW) × b (台) × c(h/台) ×

＝　運転時間改善事業によって削減できる年間消費電力量　 y4

5． ポンプ等その他電動機器の更新について

特に水中ポンプ類については、機器の経年劣化に伴い、駆動部及び羽根部分の消耗に

よる揚水量の低下が起こります。この他各種電動機器においても、経年劣化によって運

転効率は悪化します。そこで、ポンプをはじめとした各種電動機器について、経年劣化

によって増加した年間消費電力量の値を、本来想定される(平時の年間消費電力量の)値

に「負荷率」を乗じた値として算出します。

負荷率は、ポンプ類については　 　　 　　110%、

    ポンプ更新事業前の年間消費電力量 a (kW) × b (台) × c (h/台) × 110/100

－ ポンプ更新事業後の年間消費電力量 a (kW) × b (台) × c (h/台) × 100/100 

＝ ポンプ更新事業によって削減できる年間消費電力量　 y5

または、

機器更新事業前の年間消費電力量 a (kW) × b (台) × c(h/台) × 103/100 

－ 機器更新事業後の年間消費電力量  a  (kW) ×  b (台)  × c(h/台) × 100/100  

＝ 機器更新事業によって削減できる年間消費電力量　 y5

4
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第３章

各メーカーより提供されたモーター効率の値

　この章では、一般社団法人 全国浄化槽団体連合会が各メーカーより提供を受けた

モーター効率値の一覧表を掲載しています。（参照する際には、電気の周波数にご留

意ください。）

　事業においては、この一覧表に挙がっていないメーカーや型式の機器であっても

導入する事が可能です。

　その場合、個別にメーカーへとモーター効率値の問い合わせを行い、資料の提供

を受けて、年間消費電力量をご計算ください。

　また、申請の際には、そのメーカー提供資料を、計算に用いたモーター効率値に

ついての根拠として、申請書類にご添付ください。

5
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IE1 IE3 IE1 IE3

0.75 76.8 82.7 79.0 85.5

1.5 78.2 85.3 80.6 86.5

2.2 81.8 86.7 82.9 89.5

3.7 83.4 88.6 83.8 89.5

5.5 88.2 89.6 88.7 91.7

7.5 87.5 90.4 89.1 91.7

11 89.7 91.4 90.1 92.4

15 90.4 92.1 90.8 93.0

18.5 90.4 92.6 90.5 93.6

22 91.2 93.0 91.2 93.6

30 91.2 93.6 91.6 94.1

37 91.5 93.9 91.6 94.5

45 91.9 94.2 92.0 95.0

55 92.5 94.6 93.2 95.4
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1.5 77.2 81.5 82.8 84.0 85.3 86.5
2.2 79.7 83.0 84.3 87.5 86.7 89.5
3 81.5 - 85.5 - 87.7 -

3.7 85.0 87.5 88.4 89.5
4 83.1 - 86.6 - 88.6 -

5.5 84.7 87.0 87.7 89.5 89.6 91.7
7.5 86 87.5 88.7 89.5 90.4 91.7
11 87.6 88.5 89.8 91.0 91.4 92.4
15 88.7 89.5 90.6 91.0 92.1 93.0

18.5 89.3 90.5 91.2 92.4 92.6 93.6
22 89.9 91.0 91.6 92.4 93.0 93.6
30 90.7 91.7 92.3 93.0 93.6 94.1
37 91.2 92.4 92.7 93.0 93.9 94.5
45 91.7 93.0 93.1 93.6 94.2 95.0
55 92.1 93.0 93.5 94.1 94.6 95.4
75 92.7 93.2 94.0 94.5 95.0 95.4
90 93.0 93.2 94.2 94.5 95.2 95.4

0.75
1.1
1.5
2.2

68.0
71.5
74.5
77.0

17161514

第４章

ダイヤフラム式ブロワに関するメーカー資料

　この章では、一般社団法人 全国浄化槽団体連合会が、ダイヤフラム式ブロワにつ

いて、各メーカーより提供を受けた資料を掲載しています。

　51人槽以上の浄化槽については一部に、必要風量と放流水質を鑑みて、電磁駆動

式ブロワに転換可能なものもあり、その場合でも年間消費電力量の削減が可能です。

　浄化槽の現場環境を考慮して、適宜ご検討ください。

　また、申請書の「別紙 1 実施計画書」や事業報告書の添付資料として、年間消費

電力量の計算を示す際には、既存の様式を崩して、「モーター出力」欄を右記表にお

ける「消費電力」に変更し、「モーター効率」欄は削除する等して、手計算でご対応

ください。
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型式

電磁ダイアフラム式ブロワ

ロータリー式ブロワ

年間電気使用量（KW）A

TKO-400 0.4
50

60

0.38

0.38

3,154

3,329

3相AC200
単相AC100

TKO-500 0.5
50

60

0.45

0.50

3,942

4,380

3相AC200
単相AC100

風量
（m3/min.）

定格電圧
（V）

周波数
（Hz）

消費電力
（kW）
①

風量（L/分）

型式
定格圧力（kPa）

モーター出力（W）

150 200 250 300 350 400

VH-150 VH-200 VH-250 VH-300 VH-350 VPS-400
20 20 20 20 20 20

200 250 300 400 400 750

1,752 2,190 2,628 3,504 3,504 6,570

年間電力量
（kWh）

①×24時間×365日

大晃機械工業株式会社

安永エアポンプ株式会社

年間電気使用量（KW）B

風量（L/分）

型式
定格圧力（kPa）

消費電力

150 200 250 300 350 400

LW-150 LW-200 LW-250 LW-300 LW-350 LW-400
20 20 20 20 20 20

160/160 185/185 255/265 260/260 320/340 390/395

1,402 1,621 2,234 2,278 2,803 3,416

年間電気使用量（KW）A－B
削減率（％）

350 569 394 1,226 701 3,154

20％ 26％ 15％ 35％ 20％ 48％
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