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99 環境工学部門の活動

川崎 信彦
環境工学部門運営委員会委員長［月島機械（株）
］
20世紀も後わずかとなりましたが、今世は地球環境にとっ
て激変の世紀と言えるのではないでしょうか。清らかな川、
澄み切った空、豊穣な大地が人間の社会・経済活動により修
復不能までに痛めつけられました。
現在、地球温暖化防止やダイオキシン対策としての廃棄
物のリサイクルなど､個人のレベルから地球全体として､環
境問題の解決に取り組んでいます｡
我々環境問題に取り組む研究・技術者は、全力を注いで
地球環境の改善に取り組まねばなりません｡
当部門会員の皆様のさらなるご尽力を望んでやみません｡以
下に当部門の本年度活動状況を報告させていただきます｡
1．環境工学総合シンポジウム 99
99年6月30日から7月2日の3日間にわたり､川崎市産業振
興会館にて開催された｡
特別講演として京都大学の内藤正明教授より「環境負荷
低減に向けての社会システムの変革」と題した基調講演を
いただき、引き続き各技術部門より、
「鉄道車両の低騒音化」
「資源循環型都市における技術的問題」
「LCAにおける環境へ
のインパクト評価」
「建築分野から見た環境負荷低減」をテー
マに技術展望の講演が行われた｡
また、オーガナイズドセッションは、18 セッション 110 件
の研究発表が行われ、熱心な質疑応答が行われた｡
並行して「機械騒音に関するワークショップ」も開催され
多数の参加者を集めることが出来た｡
延べ参加者は850人を超え盛況なシンポとすることが出来た｡
2．1999年度日本機械学会年次大会
99年7月27日から29日までの3日間慶応義塾大学三田キャ
ンパスにおいて開催された｡

いままで､春に行われていた通常総会､秋に行われていた全
国大会が本年度より年に 1 度の年次大会に統一され、複数部
門による部門横断企画を目玉に開催された｡
当部門も第 1 技術委員会（騒音･振動制御）が中心となり、
共同企画で34編の論文が発表された｡
3．部門賞贈賞
今期の部門賞受賞者と受賞理由は以下の通りであった｡
1）功績賞
服部賢氏（長岡技術科学大学）
環境工学部門設立時から運営委員、委員会幹事、部門
長等を歴任され当部門の発展に多大な貢献をされた、並
びに伝熱現象に関する先駆的研究･開発や実用化等学術・
技術への寄与には極めて大なるものがあった｡
2）研究業績賞
西村正治氏（三菱重工業（株）
）
機械の騒音・振動制御技術の研究開発に長く携わり環
境騒音改善に大きく貢献すると共に、当部門シンポジウ
ムの基調講演で発表された「空力騒音低減技術の開発」
は学術上の寄与が大きい｡
4．分科会･研究会活動
・機械音の快適化技術研究会
設置期間1999.01 〜 2004.12
・防災・安全都市におけるエネルギーシステムに関する調
査研究分科会
設置期間1996.12 〜 1999.11
5．他学会共催活動
・第29回安全工学シンポジウム
・第14回環境工学連合講演会
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2000 環境工学部門の活動

丸田 芳幸
環境工学部門

運営委員会副委員長［（株）荏原総合研究所］

2000年を21世紀の最初の年にしようという動きがあったか
と思ったら、ミレニアムの年としての各種イベントが相次ぐ
世界になっているようです。しかし、2000年は20世紀の反省
をし、来る21世紀を迎える準備をする年でもあると考えます。
20世紀後半に人間は地球環境を大きく傷つけてきました。人
間社会を幸福にするために進歩してきた科学技術は、成長の
目的達成のために幸福の礎である地球環境への負荷を軽視し
てきた観があります。これは機械工学分野の技術の進歩でも
同様でした。
その結果として、地球温暖化、オゾン層の破壊、エネルギ
ー・資源の枯渇、酸性雨現象などの地球規模の環境破壊が進
みました。また生活空間を取り囲む地域環境においても、水
質汚染、土壌汚染、環境ホルモンやダイオキシンの増大、大
気汚染、ヒートアイランド現象、環境騒音振動の増加などが
顕在化しました。これらの環境悪化を防ぐために1990年代以
降、地球温暖化防止会議など、環境負荷を低減するための手
法を課題とした国際的な会議が幾つか開催され、
「持続ある成
長」
、
「環境共生型の科学技術」
、
「循環型社会の形成」などの
方針が提言されています。21世紀にはこれらの提言を具体的
に実現していかなくてはなりません。
「循環型社会の形成」を達成する技術としてゼロエミッシ
ョンプロジェクトが進行中ですが、目的を十分に達成できる
までの技術はまだ確立しておりません。一方、生活者の環境
に関する意識の向上は著しく、そのことは例えばグリーンコ
ンシューマの増大というような形で表れております。生活者
の環境に関するニーズは、科学技術に対して環境分野の技術
の進展以上の成果を求めてきています。これらの社会の要望
に応えるために環境関連の技術開発をますます発展させなけ
ればなりません。それは機械工学だけで対処できるものでは
なく、環境に関連する各種の工学分野が横断的に協力して発
展させることが不可欠です。
機械学会においても従来の 3 大力学的な縦割りの技術部門
だけでは環境負荷低減への貢献が困難であり、それらを横断
的に結ぶ環境工学部門の存在とその活動が注目されているの
です。また、当部門の登録者は、他部門の登録者であったり、
他学会の会員であったりしていますので、当部門の活動は他
部門や他学会・団体と連携協調することで、より活発な活動
を実現することが可能になっております。
環境工学部門も設立されてから10年が過ぎ、その活動は次
のような 4 つの技術分野に別れて進められてきました。
「振
動・騒音制御技術」
、
「廃棄物処理技術」
、
「大気・水保全技術」
、
「空気調和・冷凍技術」
。しかし循環形社会の形成に必要な技
術の開発においては、これらの技術分野に分かれた活動をす
るのではなく、横断的に連携しあった活動が有効に機能する
ことが必要であると考えます。2000年度およびそれ以降の部
門活動がそのように機能することを目標として、環境工学部
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門登録者各位のご協力を切にお願い致します。
2000年度当部門の活動予定を以下に紹介します。
1．第10回 環境工学総合シンポジウム2000
2000.7.6（木）〜 7.7（金）
於：川崎市産業振興会館
詳細は本誌「シンポジウム2000のお知らせ」を参照
2．2000年度 年次大会
2000.8.1（火）〜 8.4（金）
於：名城大学（名古屋市）
［部門横断セッション］
・熱工学における環境負荷低減技術
・流体関連の振動と騒音
3．共催行事
1）第34回 空気調和・冷凍連合講演会
2000.4.17（月）〜 4.19（水）
於：総評会館（東京都）
2）第30回 安全工学シンポジウム
日程未定
於：日本学術会議講堂（東京都）
3）第16回 環境工学連合講演会
日程未定
於：日本学術会議講堂 （東京都）
4．各技術委員会活動
5．学会各種委員会活動
6．部門研究会
1）A-TS09-01 機械音の快適化技術研究会
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第９回 環境工学総合シンポジウム報告

川崎 信彦
環境工学総合シンポジウム 99

組織委員会委員長［月島機械（株）］

第9回環境工学総合シンポジウムは、99年6月30日〜7月2
日の3日間、川崎市産業振興会館にて開催された。
「特別講演」
環境負荷低減に向けた技術展望 を基本テーマに基調講
演ならびに各技術委員会よりの講演がなされた。
・基調講演
環境負荷低減に向けての社会システムの変革
京都大学
内藤 正明
・講演
・鉄道車両の低騒音化の現状と展望
鉄道総合技術研究所
善田 康雄
・資源循環型都市における技術的問題と展望
早稲田大学
永田 勝也
・LCAにおける環境へのインパクト評価に関する
研究動向
資源環境技術総合研究所 稲葉 敦
・建築分野からみた環境負荷低減の課題
日建設計
松縄 堅
「基調講演」
低周波音の実態とその影響
山梨大学
山田 伸志
「ワークショップ」
機械騒音の音質評価技術に関する調査をテーマに4 件の話
題提供がなされた。
・聴覚の錯覚と機械騒音の音質設計
宝塚造形芸術大学
難波 精一郎
・自動車内音・車外音の音質設計
成蹊大学
橋本 竹夫
・家電機器における区別化された機能音
東芝
難波 静治
・高速鉄道アルミ車両の車内音質設計
神戸製鋼所
田中 俊光

「オーガナイズドセッション」
合計 110 件の研究発表が行われ、各会場で活発な討議がく
りひろげられた。
［振動・騒音制御技術］………………………………………24件
1）快適な音・振動環境
（6）
2）環境騒音・振動の予測と制御
（9）
3）機械騒音・振動の予測と制御
（9）
［廃棄物処理技術］……………………………………………38件
1）燃焼・ガス化
（6）
2）リサイクル製品設計・製造
（5）
3）排ガス・排水処理技術
（5）
4）灰処理・有効利用技術
（6）
5）再資源化・再利用技術
（6）
6）燃焼・ガス化・再資源化・再利用技術
（5）
7）燃焼・ガス化・余熱利用・発電
（5）
［大気・水保全技術］…………………………………………19件
1）大気保全技術
（10）
2）上水・用水処理技術
（4）
3）下水・廃水処理技術
（5）
［空気調和・冷凍技術］………………………………………29件
1）環境関連技術
（6）
2）省エネルギー
（5）
3）新エネルギー
（9）
4）蓄熱技術
（6）
5）エネルギー有効利用
（3）
「環境工学部門賞 授与式・懇親会」
今期の部門賞は以下の 2 名の方が受賞され、賞状と記念品
が贈呈された。
・功 績 賞
服部 賢氏（長岡技術科学大学）
・研究業績賞
西村正治氏（三菱重工業（株）
）
授与式後の懇親会には、特別講演の講師、パネラーをはじ
め多数の参加者を得、和気あいあいのうちに閉会を迎えた。
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第 10 回 環境工学総合シンポジウム 2000 のお知らせ

丸田 芳幸
環境工学総合シンポジウム 2000 組織委員会委員長［（株）荏原総合研究所］
環境工学部門が主催するシンポジウムを、次に示すように
実施する企画を進めております。日本機械学会の年次大会の
1 ヶ月前ということで発表講演数が少なめになることが予想
されますので、昨年までのシンポジウムの開催期間であった
3日間から、今年は2日間に短縮し、中身の濃いシンポジウム
にすることに致します。特別講演 2 件とオーガナイズドセッ
ション17セッションを予定しています。
第10回 環境工学総合シンポジウム2000
企 画：日本機械学会 環境工学部門
〔共催予定:日本音響学会、廃棄物学会〕
開催日：2000年7月6日（木）7日（金）
会 場：川崎市産業振興会館（川崎市）
1．特別講演
・「都市の環境問題」
（東京農工大学 柏木孝夫 教授）
都市が抱える環境問題をマクロ的にとらえて、エネルギ
ー・資源循環型都市構造を目指すうえでの幾つかの問題
点とそれに対する現在の工学的・技術的な取組みの概要
を紹介する（予定）
・「廃棄物処理におけるISO14001システム認証例」
（
（財）日本品質保証機構 山本 武 技術顧問）
最近各分野で注目されている環境管理システム ISO14001
の認証について、廃棄物処理の環境設備を事例として具
体的な解説を行なう
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2．オーガナイズドセッション
（1）振動・騒音制御技術
（1・1）
「音・振動環境の快適化」
（1・2）
「環境騒音・振動の予測と制御」
（1・3）
「機械の騒音・振動の予測と制御」
（2）廃棄物処理技術
（2・1）
「燃焼・ガス化」
（2・2）
「排ガス、廃水」
（2・3）
「余熱利用・発電」
（2・4）
「灰処理・有効利用」
（2・5）
「再資源化・再利用」
（2・6）
「リサイクル設計・製造」
（3）大気・水保全技術
（3・1）
「大気環境保全技術」
（3・2）
「上水・用水技術」
（3・3）
「下水・廃水処理技術」
（4）空気調和・冷凍技術
（4・1）
「省エネルギー（圧縮式、吸収式、代替冷媒、
非フロンほか）
」
（4・2）
「新エネルギー（コジェネレーション、自然
エネルギーほか）
」
（4・3）
「エネルギー有効利用（熱交換器、排熱利用
ほか）
」
（4・4）
「環境関連技術（未利用エネルギー、環境評
価ほか）
」
（4・5）
「蓄熱技術（氷蓄熱、潜熱蓄熱ほか）
」
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環境工学部門功績賞を受賞して

服部 賢
長岡技術科学大学
毎年一月中旬に大学入試センター試験が行われます。今年
私の勤める長岡技術科学大学では、共通一次試験から通じて
初めて雪のないセンター試験を経験しました。ここ長岡はか
つては豪雪の地として知られている所です。この大学ができ
て最初の８年間は毎年のように2mを越す積雪がありました。
それが昭和 62 年から以降の積雪は高々 1m、今年はもう立春
というのにわずか 30cm 程度積もっただけでいます。そして
昨年の夏は猛暑に見舞われました。こういう状況が続きます
と温暖化という文字がますます濃く見えてまいります。気象
庁のホームページにも、 我が国を含め世界的に、地上気温は
長期的に上昇しており、過去 100 年間に世界全体で約 0.6 ℃、
日本では約 1 ℃上昇した。特に最近は観測史上記録的な高温
の状況が続いている。このような気温の上昇を背景にして、
我が国を含め世界的に多くの地域で、異常高温の発生が長期
的に増加する傾向にあり、特に最近は多発している。 と書か
れており、最近の温暖気候は自然変動によるものだけではな
さそうに思えます。

この度、栄えある環境工学部門功績賞（平成11年度）をい
ただき大変光栄に存じております。一方で、部門長をつとめ
たとはいえ運営委員として僅か 5 年の経験をしたに過ぎない
私がこの名誉をいただくことにいささか戸惑いも覚えており
ます。部門発足以前に機械学会の空調・冷凍分野で些かのお
手伝いをしたことも評価いただいたことと勝手解釈をさせて
いただいております。
温暖化問題、廃棄物の問題等々の解決あるいは軽減には、
一般の人々の認識を深めることもきわめて大事なことと思っ
ております。 隗より始めよ 、最近は草の根的に、人前での
話の機会にはできるだけこの問題を取り上げようとしており
ます。
当然のことながら、環境工学に携わる技術者に求められる
ことは、その量、困難さともに急速に大きくなっており、当
環境工学部門の果たす役割はますます重要になります。皆様
の一層のご活躍をお祈りして、受賞のお礼といたします。

環境工学部門業績賞を受賞して

西村 正治
三菱重工業（株）高砂研究所
この度は、環境工学部門研究業績賞を頂き、誠にありがと
うございます。企業の研究者として、もっぱら機械の低騒音
化の実務にたずさわってきた私共に、このような栄誉ある賞
を頂き誠に光栄に思っております。今回の受賞の対象は、一
連の「空力騒音低減技術の開発」ということであり、私自身
研究者として最も力を入れていた分野ということもあって非
常に嬉しく思っています。
空力騒音は、送風機、空調機、弁、ジェットエンジンなど
の主要音源であり、その低騒音化については古くから研究開
発が行われてきました。最近では乗り物の高速化に伴い、自
動車、鉄道車両、航空機等での空力騒音の占める割合が大き
くなり、注目されています。特に新幹線車両では、沿線の騒
音環境改善の為には、パンタグラフや車両段差部等で発生す
る空力騒音の低減が大きな課題となっています。
私自身、入社以来、空調機から各種プラント、船舶、航空
機に至るまで、当社の各種製品の低騒音化に係わってきまし
たが、流体が専門ということもあり、研究としては空力騒音
の予測低減技術を中心に行ってきました。幸い当社では、私
が入社した昭和47年当時から低騒音風洞があり、それを使っ
てのファン騒音の予測低減技術、管群での空力自励音予測低
減技術などの開発を行い、高速気流では多孔質材を用いた弁
の低騒音化技術開発などを手がけてきました。

その集大成が、
（財）鉄道総合技術研究所殿の大型低騒音風
洞です。本風洞は新幹線車両を中心とする高速車両の低騒音
化研究開発を目的に建設されたもので、風速 300km/h の時、
計測胴横で75dB（A）という世界に誇れる風洞暗騒音の低減
を実現しました。本風洞の開発、建設は三菱重工業（株）を
中心に行われましたが、私も低騒音化技術の開発担当として
参加させていただきました。本風洞にはノズル、コレクタで
の発生音低減を狙って、新しく開発された柔毛材による低騒
音化技術及び伴流制御技術が採用されています。特に柔毛材
は乱れた流れの中に置かれた物体からの発生音を低減する作
用があり、一般の空力騒音低減にも広く応用が期待されます。
また本風洞は、車両の低騒音化を中心に非常に高い稼働率で
使用されており、今後騒音環境改善に種々成果を上げていく
ものと期待されています。
今回の受賞には本風洞の開発が高く評価されており、私は
その開発者を代表して賞を頂いたものと認識しています。本
誌面を借りまして、柔毛材による空力騒音低減技術の発案者
である大阪府立大学西岡教授を始め、JR関係者、三菱重工関
係者他、本風洞の建設にご尽力された方々へ、改めてお礼申
し上げます。またこの受賞を励みに、更に機械の低騒音化技
術の研究開発に取り組んでいく所存ですのでよろしくお願い
申しあげます。
【5】
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◆

トピックス

「リニアモーターカーの騒音・振動・低周波音」

◆

山田 伸志
第 1 技術委員会（騒音・振動）【山梨大学】
普通騒音は、時速 400km で 25m 地点で約 85 〜 90dB（A）
であり、ドイツのリニアから予測されたレベルよりもかなり
小さく、車両表面の平滑化の効果が現れている。

1．リニアモーターカー概要
超伝導磁石を利用して浮上走行するリニアモーターカー
（以下リニアという）は、1997年4月から山梨県都留市近郊の
全長 18km で走行実験を開始した。ドイツで行われているリ
ニアの実験線は常伝導磁石を用いた浮上走行であるが、日本
のリニアでは地震の場合にも安全性が高いとして浮上間隔の
大きい超電導磁石が使われている。時速500kmで東京・大阪
間を1時間で結ぶという計画である。
2．沿線家屋のガタツキの発生
97年4月から走行実験を開始し、徐々に速度を上げていっ
た。97 年 10 月時速 400km を越える頃から、付近の民家の窓
ガラスが振動しガタガタと音をたてるようになった。リニア
がトンネルに突入するときに 1 回、突入してからも数回ガタ
ガタと戸障子が振動し住民から苦情が発生した。民家の床は
振動せず窓ガラスのみが振動するので、地面振動ではなく走
行に伴う低周波音が原因であった。JR東海及び鉄道総研では
ガタツキの発生するタイミングとその時の列車の位置を調べ、
トンネル内の器材坑である横穴の部分を列車が通過するとき
に発生することを発見した。横穴を鉄の扉でふさぎ表面ので
こぼこを無くすことで、突入してからのガタツキはなくなっ
た。ただし、突入の瞬間にトンネル入口付近で発生する低周
波音によるガタツキが1回だけ残ったので、JRではトンネル
入口に長さ 200m の緩衝工を設置した。トンネル入口を民家
の位置から離すことによって大部分のガタツキをなくすこと
に成功した。
3．騒音・低周波音の実測データ
低周波音の時間波形を図 1 に示す。列車の先頭部が通過す
る時点で正圧が発生し車両側面では負圧となり、列車後部が
通過すると再び正圧を発生する。窓ガラスに対しては、正
圧・負圧・正圧が順次作用し、周波数約1Hzの低周波音と同
じ現象になる。
表1に示すように、対策前の25m地点での低周波音のレベ
ルは時速 400km 付近で 110dB 程度であったが、対策後は、
100dB程度になった。75m離れた民家では、約95dBであった
低周波音のレベルは、対策後は少しレベルが上昇した。しか
し、この民家ではガタツキの現象は無くなった。レベルは少
し上昇したがガタツキが無くなった理由は不明で、低周波音
の周波数と窓ガラスの周波数特性の関係を含めた解明が待た
れる。
【6】

図1

表1

低周波音の時間波形

リニアによる騒音・低周波音のレベル

4．リニア車内の乗り心地（騒音・低周波音・振動）
1998 年12 月にリニアモーターカーに試乗する機会を得た。
原理的には、パルスモータと同じなので、最初のスタートは
ヨイショという感じで、ピッチ1.35mのコイル一個分を移動
し、その移動がすぐに早くなり連続的な走行になる。時速約
150kmまでは、タイヤによる車輪走行であり、自動車の走行
と似た音・振動がある。時速150kmを越すと浮上走行となり、
その瞬間騒音・振動は小さくなる。さらに加速しトンネル内
で時速350kmで走行した。高速走行時の車内騒音は大きく航
空機内の騒音と似てゴーという低周波音成分が多い。車内の
鉛直方向の振動はほとんどないが、ゆっくりした水平方向の
横ゆれが大きい。筆者は、この横ゆれは磁石の反発力のばね
性と車両の質量で決まる固有振動数が空力的な加振力で励起
されているのではないかと思っている。
5．リニアモーターカーの将来
リニアモーターカーの実験は当初平成11年に終了する予定
であったが、長期耐久性の確認と、コスト低減技術等の開発
のため今後も実験が続けられる。その他の課題は、車両の空
力特性の改善、沿線での騒音・低周波音の低減、車内騒音・
振動の低減と乗り心地の向上、保守管理技術の開発などであ
り、これらが実用化に向けての要である。
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◆

トピックス

廃棄物処理における溶融技術

◆

神保 元
第 2 技術委員会（廃棄物処理）【（株）荏原製作所】
1983年ごみ焼却施設からダイオキシン類の検出の報道に始
まり、1990 年ダイオキシン「旧ガイドライン」及び 1997 年
「新ガイドライン」の制定等を経て、溶融技術は廃棄物処理に
おいては不可欠の技術として世の中の認知を得た。
最近では溶融処理の成果として排出される溶融スラグの有効
利用が脚光を浴びている。
さらに、国連大学で提唱された「ゼロエミッション」の技
術の中でも、この技術は中核技術に把えることができる。
溶融技術は多岐に亘るが、簡単にくくってみると廃棄物から
直接溶融する技術、廃棄物を一度焼却処理してその残渣を溶
融する技術に二分される。前者には高炉技術（シャフト式な
ど）を利用した炉や流動床炉およびキルン炉のガス化を経て
溶融する炉などがある。
後者には電気式や燃焼式（化石燃料）等がある。また各々
には被処理物の他に副助材の必要な炉もある。さらに、直接
溶融技術ではこの延長線に排ガスを改質してCOやH 2 ガスと
して回収する技術もあり、既にその技術も実証炉実験の段階
に入っている。なお、この技術は燃料電池等にも引きつげる
ものであり、
「煙突のいらない廃棄物処理」を現実化するもの
である。
代表例として、ガス化溶融、残渣の電気式溶融および排ガ
ス改質の三方式について紹介する。
ガス化溶融は流動床炉式ガス化溶融炉技術を図 1 に沿って
説明する。

Fig. 1 Schematic flow of fluidized bed gasification and ash melting system

この方式は流動床式ガス化炉と旋回溶融炉の組合せからな
っている。
ガス化炉では流動空気量および全体のガス化炉投入空気量
を制限するためガス化炉排出ガスは可燃性ガス（未燃炭素-チ
ャー含む）を多く含んだまま次段の溶融炉に流入する。
さらに、流動床温度を500〜600℃の比較的低温度に制御す
ることにより、ガス化反応を緩慢にして発生ガスを均質にす
ることができる。また、流動床温度が低く還元雰囲気である
ため、鉄、銅、アルミなどの金属が未酸化状態でかつ付着可
燃分が除去された状態で回収でき、マテリアルリサイクルに
適している。
またガス化炉では焼却炉と異なり燃焼負荷が3分の1程度で

あるため炉床面積も同様に小さくてよく、フリーボード部
（再燃焼域）も完全燃焼させる必要がないため全体として非常
にコンパクトになり、大型化は容易である。
旋回溶融炉は飛灰を含む可燃性ガスを高温で燃焼させると
ともに溶融した飛灰を排ガスから分離して排出する機能を有
している。旋回溶融炉では1300〜1400℃の高温燃焼を行うこ
とにより灰分を溶融スラグ化すると同時に、ダイオキシン類
等を完全分解する。
炉本体は縦型の一次燃焼室、傾斜型の二次燃焼室および三
次燃焼室を兼ねた縦型のスラグ分離部で構成される。ガス化
炉から炉内に供給された可燃性ガスは、燃焼空気（空気比約
1.0程度）とともに旋回しながら高温・高速燃焼し、溶融ミス
トは炉内の強い遠心力により分離される。炉壁に衝突して捕
集された溶融スラグは炉内壁を伝って二次燃焼室に落下後、
底面を傾斜に沿って流下し、継続的に排出される。金属類が
なく、飛灰のみであるため灰の溶融温度は1200℃前後であり、
溶融炉温度は1300〜1400℃で安定運転できる。溶融炉は耐火
物保護のため水冷構造とするが、基本的にボイラ水管壁とし
て熱ロスを防いでいる。
ガス化溶融技術は現在 23 企業体（26 社）が手掛けており、
一昨年から今年にかけて自治体向けでは八女西部広域事務組
合（三井造船）
、民間向けではカネムラ（タクマ）
、青森RER
（荏原）等が実機運転に入っている。なお、シャフト式では昭
和54年以降釜石市（新日鐵）他6件が運転されている。
焼却残渣の電気式溶融はプラズマ式溶融炉技術を図2 で説明
する。図 2 にプラズマ溶融炉を中心とした焼却灰溶融システ
ムのフローシートを示す。
溶融炉は電源供給装置、プラズマガス供給装置からなるプ
ラズマトーチが装置され、その他焼却灰供給系、スラグ排出
系、排ガス処理系および冷却水循環系から構成されている。
プラズマトーチにプラズマ用ガスを送気後、トーチ内の電極
（+極）と炉底電極（−極）間に電圧を加え、アークを発生さ
せる。アークの熱エネルギーにより、空気中の窒素と酸素は
電離状態となり高温のプラズマフレームが発生する。被溶融
物は、このプラズマフレームとの直接接触、放射伝熱、対流
等により加熱溶融され、溶融スラグとなる。そのスラグは比
重差により上部の溶融スラグ相と炉床部の溶融金属相の2 相
に分離する。スラグの排出方法は、空冷式と水砕式の 2 通り
があり、空冷式は溶融生成物を高温の状態で鉄製容器に受け、
塊状のスラグを得る。一方水砕式の場合には、高速水流中に
混合して急冷し、砂状のスラグとする。溶融炉からの排ガス
には、微細なダスト、NOxおよび塩化水素ガスが含まれるが、
ダストはバグフィルタ、NOxは触媒脱硝装置、塩化水素ガス
は消石灰噴霧による中和装置でそれぞれ除去後排出される。
排ガス改質技術は図 1 で説明したガス化溶融炉技術との合
体技術として開発された。この技術を図3で説明する。
図 3 にケミカルリサイクルへの展開としてのフローを示す。
これは「加圧 2 段ガス化溶融システム」の例で、廃棄物から
水素を回収するシステムである。
【7】
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代表的な三ケースを説明したが、現在稼働および建設中を
含めると、直接溶融式（シャフト炉、ガス化溶融炉等）23件、
電気式35件、燃料式21件程度になる。
廃棄物処理法や、廃棄物処理基本法、リサイクル法、容器
包装法、ダイオキシン類対策特別措置法（平成12年1月施行）
などの法規制も目白押しで、埋立処分場の残余年数も逼迫す
る中、これらの技術が益々の信頼性を得て、着実に廃棄物の
有効処理技術として発展するよう、この技術に携わる技術者
の一人として努力して行きたいと考えている。

Fig. 2 Schematic flow of Plasma ash melting system

前段は低温ガス化炉、後段に高温ガス化溶融炉を組合せ、
PSA を使って両炉に酸素を吹き込み、排出ガスは水洗後 CO
コンバータを経て、ガス精製設備で不純ガスを除去し水素ガ
スを回収する。高温ガス化炉では1300℃以上の還元雰囲気下
でダイオキシン類を完全に分解する。なお、このシステムは
NEDO の「廃プラ等リサイクル技術の開発」事業の一つで、
（社）プラスチック処理促進協会に委託され、宇部興産（株）
と荏原で共同開発を実施中で、本年 1 月より運転を開始して
いる。

◆

トピックス

Fig. 3 Chemical Recycling of Plastic Wastes Using the Pressurized
Two-Stage Gasification and Ash Melting System

膜分離技術の適用状況

◆

碓井 次郎
第 3 技術委員会（大気・水環境）〔日本下水道事業団〕
膜分離技術は、近年、浄水場（水道）
、畜産排水・食品工場
排水・ビール工場排水・病院排水などの産業廃水処理施設、
し尿処理施設及び合併浄化槽などの分野で導入が進んでいる。
現在、公共下水道においても産・官による共同研究などが進
められており、今後も更なる普及が見込まれている。ここで
は、様々な分野における膜分離技術の導入例や現状を紹介す
る。
（1）浄水
浄水分野では、平成3〜5年度に実施された膜利用型新浄水
システム開発研究MAC21計画をはじめ、高度処理MAC21計
画（平成6〜8年度）等により、産・官・学一体となった膜利
用に関する技術開発が以下のような事項について進められて
きた。
①消毒副生成物の低減化技術の開発
②農薬・臭気物質等の除去技術の開発
③ウィルス等の除去技術の開発
④排水処理技術の開発
浄水における膜分離導入の目的は、凝集沈殿・砂ろ過・塩
素消毒という従来技術に対し、より簡易に安全で確実におい
しい水を得ることである。現在では、高効率浄水技術開発研
究ACT21（平成9〜13年度予定）等により、塩素に強いとさ
【8】

れる病原性原虫クリプトスポリジウムの除去、浄水場面積の
縮小等のメリットが評価され、膜分離法は、近年、急速に導
入が進められている。
（2）廃水処理
廃水処理分野における膜分離技術の導入は、畜産排水・食
品工場排水・ビール工場排水・病院排水等の産業廃水及びし
尿処理など多岐に渡っての検討が行われている。
産業廃水処理に膜を導入する理由は、
①高濃度排水への適応が可能
②処理水の再利用が可能
③施設のコンパクト化
④維持管理の容易化
などが挙げられる。
一定規模以上の工場・事業所排水については、1971 年6月
に水質汚濁防止法が施行されて以来、排水規制が強化され、
重金属などの有害物質については大幅に改善されている。し
かし、小規模事業所排水に由来する有機性汚濁負荷について
は未だ多くの問題が残されていることから、処理の高度化及
び従来スペースで2〜3倍程度の処理能力増加などを期待した
既設改良を含め、浸漬型膜分離活性汚泥法の適用が数多く見
込まれる。
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写真

日本下水道事業団と民間企業 4 社による膜分離活性汚泥法実験プラントの外観

（3）浄化槽
浄化槽は、建設省建築研究所と（社）型式浄化槽協会との
共同研究などにより、性能の規定化や建築基準法の改正等が
進めれられ、合理的かつ高度で高効率な処理プロセスの開発
が行われている。浄化槽における膜分離法は、このような高
度な処理プロセス開発の一環として、
「膜分離技術等を用いた
高度処理浄化槽研究委員会」の設置により、官民共同で検討
が行われている。
膜分離技術等を用いた高度処理浄化槽研究委員会は、
「膜分
離技術を用いた高度処理浄化槽」を開発すために必要となる
情報の共通化、製品の評価に必要となる情報の共有化を図る
ために必要な共同作業・情報交換を実施することにより、膜
分離技術の浄化槽への適用を促進することを目的としている。
構成は、国立環境研究所、建設省建築研究所、
（社）建築研究
振興協会他、民間企業13社からの職員よりなる。この研究で
は、以下の①〜③に関する検討が行われている。
①膜分離手法に係わる共通認識事項
膜モジュール設置方法の基本型、膜分離の処理方式、膜
分離ろ過法の基本型、膜の種類、薬液洗浄の基本型、膜
分離浄化槽の膜用語の統一化
②膜仕様に係わる開発項目と共通認識事項
平膜型および中空糸膜方式の共通認識事項、平膜型方式
の共通認識事項、中空糸膜型方式の共通認識事項、膜方
式の開発要件
③管理手法に係わる開発項目と共通認識事項
維持管理頻度−項目、清掃頻度−項目、初期立ち上げ方
法、膜差圧や水位警報の発信−対応方法、膜エレメント
の洗浄−交換方法、低負荷時の運転方法、維持管理体制
の整備、膜エレメントの処分方法
（4）下水道
近年の公共下水道における膜分離技術は、図に示すように
従来の水処理技術にかわる処理手法として、浸漬型膜分離活
性汚泥法が検討されている。特に、建設省土木研究所と民間
企業で実施した「移設可能で簡易な下水処理施設の開発に関
する共同研究」や日本下水道事業団と民間企業との共同研究

で実施している「膜分離活性汚泥の実用化」研究では、実下
水を用いたパイロットプラントの運転を実施し、早期に下水
処理施設への適用ができるよう開発が行われている。
日本下水道事業団では、膜分離活性汚泥法を「下水処理の高
度化、効率化」
、
「建設、維持管理コストの低減」
、
「必要設置
面積の低減」といった特徴を有する新たな処理手法として導
入していけるよう継続して検討していく予定である。

図

従来の下水処理法と膜分離活性汚泥法の比較
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◆

トピックス

百年前の電気事業

◆

田中 俊彦
東京電力
20 世紀最後の年であるとともに、2 千年紀の最初の年でも
ある今年の 3 月に電力の小売りが一部自由化される。また、
来年は1951年に9電力体制が確立して50年目に当たる。この
ような節目に当たるときに、百年前の電気事業を振り返って
みたい。建築学会などでは、環境負荷削減のために百年建築
が提唱されているが、そのような長寿命建築が具備すべき条
件を考える上でのヒントになると思われる。
年表に示すように日本の電気事業としては、1886年開業の
東京電燈が最初のものである。これは欧米と比べても数年し
か遅れておらず、文明開化の進展の早さに驚かされる。この
ころの電力供給は、基本的にオンサイト電源でまかなわれて
おり、大規模送電が普及するのは1895年の東京電燈浅草発電
所建設以降である。
電気事業は当初、電灯需要が圧倒的に多かった。しかし燈
火としては、ガス灯の方が歴史が古く、1905年になって電灯
とガス灯の個数がほぼ匹敵している。このころの電灯の増加
を図に示す。初期の電灯需要に対しては定量制が基本であっ
たため、このような電灯個数の統計が残っている。東京電燈
が原則として従量制に踏み切ったのは、関東大震災以後のこ
とであり、このとき震災の被害復旧にあわせて直流配電を廃
止している。
電気事業は年表に記した以降、電力会社の競争時代、国家
による統制の時代を経て現在我々がみている 9 電力体制とな
った。スペースもないので詳しくはふれないが、いずれの変
化も時々の技術の進歩を取り入れる形で行われた。自由化と
いう制度の変更があり、分散型電源などの技術開発が行われ
る時代の参考になれば幸いである。
電力関連年表
1790年

ガス灯

1830年代

電気科学進展

1869年

明治2年

1870年
1871年

明治3年
明治4年

1872年

明治5年

1873年

明治6年

1874年

明治7年

【10】

横浜の灯明台〜裁判所間に電話線架設、
実用試験を開始
グラム（ベルギー）発電機を実用化
大阪造幣局にてガス灯実用化
工部省に工学寮設置
志田林三郎、工学寮の第一回生として
入学、初の本格的電気教育を受ける
工部省工学寮工学校（東京帝国大学工
学部の前身）設置
エルトン（英国）来日、工部大学校で
電気学の講義
ロディギン（ロシア）
、炭素棒の白熱ラ
ンプを発明
京橋〜銀座〜芝金杉橋間街路にガス灯
（この頃石油ランプも急速に普及）
東京ガス局設立

1878年

明治11年 電信中央局の開業祝賀会を東京虎の門
工部大学校で開催（3 月 25 日）し、席
上エルトン教官がグローブ電池でアー
ク灯を点灯（電気記念日の由来）
エジソン電燈会社設立（GEの前身）

1879年
1880年

明治12年 エジソン、炭素線の白熱電灯を発明
明治13年 ペルトン（米国）
、ペルトン式水力ター
ビンを発明
エジソン、発電機電機子に薄鋼板の使
用を開始、同時に日本の竹で電球の繊
条を製作
明治14年 エジソン、ロンドンに火力発電所を建
設（翌年電灯を灯す）
世界初の電車がベルリン市内（ベルリ
ン〜リヒテンフェリド）で開通
米国ニューヨーク市（火力発電）
、英国
ゴダルミン（水力発電）で白熱電灯供
給開始
英、仏で変圧器が発明され交流配電開
始
明治16年 有限責任・東京電燈会社が我が国初の
電気事業者として設立許可を受ける
東京電燈、横須賀造船所にアーク灯発
電機を設置
銀座で点灯したアーク灯を持参し、京
都祇園で点灯
ド・ラヴァル（スウェーデン）
、蒸気タ
ービンを発明
明治17年 東京電燈、大阪道頓堀の中座でアーク
灯6基を点灯（初の劇場照明）
日本鉄道会社の上野〜高崎間の開業式
に、上野駅で白熱電球 24 個点灯（初の
白熱電灯点灯）
明治19年 我が国電気供給事業の創始、東京電燈
開業
米ウェスチングハウス電気会社設立、
交流配電に成功
明治20年 東京電燈、移動式発電機を用い鹿鳴館
に白熱灯を点灯
明治21年 配電に関する直流・交流論争（東京電
燈は直流配電、大阪電燈は交流配電）
日本電気学会設立
東京電燈、宮城外アーク灯の常夜点灯
を開始
明治23年 東京浅草の凌雲閣（12 階）のエレベー
タに電動機使用（初の動力用電力供給、
翌年警視庁が危険として運転を禁止
明治24年 帝国議会議事堂焼失、漏電説（東京電

1881年

1883年

1884年

1886年

1887年
1888年

1890年

1891年
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1892年

1894年
1895年

燈は否定）があり電灯を休止するもの
が続出。通信省が電気事業の取締を地
方長官に訓令
京都市琵琶湖疎水による蹴上水力発電
所が一部完成、動力用に電力を供給
（日本初の電気事業用水力発電）
警察令第 23 号により電気営業取締規則
制定
AEG社（独）
、3相交流による遠距離送
電に成功
明治25年 東京電燈、電灯1万灯祝典を挙行
この年の電灯事業数11,需要家数7,136戸
取付、灯数35,647灯
明治27年 日清戦争の年、全国電灯取付数7万に到
達
明治28年 京都電気鉄道が京都塩小路東洞院通〜
伏見町下油掛間で我が国初の電気鉄道
を開業
東京電燈の浅草発電所が発電を開始
（大規模の集中式発電・発送変配方式の

1897年

明治30年

1904年
1905年

明治37年
明治38年

1924年

大正13年

はじめ。東日本の50ヘルツの出発点）
東京神田の需要家で漏電により少女感
電死（初めての事故）
日露戦争の年、ロンドンの地下鉄電化
灯用電力・ガス個数比較 電力約12 万
3千灯、ガス約11万9千灯
動力用電力・ガス比較 東京電燈727馬
力、ガス4220馬力
東京電燈、電灯、電力、電熱に対して
原則的に従量制を適用
東京電燈、前年の関東大震災を機に直
流配電を廃止

参考文献：電力百年史、政経社、昭和55年
Transforming Electricity（ Walt
Patterson）Earthscan Publications Ltd.,
1999
東京電燈株式会社開業五十年史、昭和
11年
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【騒音・振動】 環境保全データ集

排水性舗装によるタイヤ/道路騒音の低減効果
出典：富田 尚隆「低騒音舗装とタイヤ/道路騒音」騒音制御 Vol.23,No.3（1999）
第 1 技術委員会 石山 武

最近、排水性舗装（ポーラスアスファルト）が雨天時の安
全性とタイヤ/道路騒音の低減効果の両面から注目されてい
る。ポーラスアスファルトは図 1 に示すように骨材である石
と石の間に連続空隙がたくさんあり、その空隙率は25%にも
達する。このような舗装では、水は舗装上にたまらず、雨天
時のトラブルが減少する。また、タイヤ/道路騒音の発生が抑
制されるとともに伝搬過程での吸音効果もあり、騒音低減効
果が大きい。図 2 に定常走行時の騒音低減効果を示すが、オ

図3

【12】

ーバオールレベルで3〜5dBの低減効果がある。図3は周波数
分析結果であり、高周波数領域での低減効果が大きく、音質
面からの改善効果もある。図 4 は空吹かしと加速時の騒音低
減効果を示し、走行時だけでなく空吹かし時にも3dB程度の
低減効果がある。このように排水性舗装は道路交通騒音の低
減対策として有効な対策であり、今後その施工延長はますま
す増えると思われる。

排水性舗装の騒音低減効果（周波数分析結果）
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【廃棄物処理】 環境保全データ集

ごみ処理フローシート（平成 8 年度実績）
出典：都市と廃棄物 Vol.29,No.12
作成：第 2 技術委員会 高橋 君夫
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【大気・水環境】 環境保全データ集

「下水処理場における環境ホルモンの実態」
出典：下水道協会誌

平成10年度に「下水道における環境ホルモン対策検討委員
会」により実施した関東および近畿地方の都市を中心とした
27処理場における環境ホルモン実態調査結果の一部を以下に
示す。
流入下水および放流水における実態
①調査を行った内分泌撹乱化学物質（25物質）のうち、流
入下水では15物質、放流水では6物質が定量下限値以上
で確認されている。
②この他、関連物質として調査したノニルフェノールエト

【14】

Vol.36 No.445

下水道における内分泌撹乱化学物質実態調査の概要
作成：第 3 技術委員会 碓井 次郎

キシレートおよび17βエストラジオールについては、流
入下水、放流水とも定量下限値以上で確認されている。
内分泌撹乱化学物質が定量下限値以上で確認された割合
を表−1に示す。
③内分泌撹乱化学物質の処理場における減少率は、ほとん
どの物質で90%以上の減少が確認され、下水処理場は流
入下水中の内分泌撹乱化学物質に対して低減を行ってい
ると考えられる。平成11年度は、この点についてさらに
詳細設計を実施し、検討していく予定である。
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【空気・調和・冷凍】 環境保全データ集

都市ガスコージェネレーション・ガス冷房の普及状況
作成：「都市ガスコージェネレーション・ GHP の普及状況」（社）日本ガス協会
第 4 技術委員会 東京ガス 緒形 憲

都市ガスを利用したエネルギー有効利用システムとしては、
ガスコージェネレーションシステムや、ガス冷房システムな
どがある。
ガスコージェネレーションシステムは、分散型エネルギー
システムであり、総合効率が高く、環境性に優れていること
が評価され、政府の導入促進策や税制優遇措置などのインセ
ンティブが付与されている。国のエネルギー施策とも合致し
ていることから、省エネルギー対策の切り札として、認知さ
れ普及拡大してきた。
平成10年度には132.6万kW（コージェネレーション全体で
は463.0万kW）の実績となり、年々普及拡大しており、平成
10年度には、
「新エネルギーの利用導入目標値」として、2010
年にガスコージェネレーション約455万kW、燃料電池約220
万kWが示されるなど、大きな期待が寄せられている。
ガス冷房については、吸収冷温水機がオゾン層を破壊しな
い冷房システムとして大型ビル等を中心に1970年代から普及
してきた。四季のある日本では、エネルギー（電力・ガス）
の平準化に寄与するものであり、かつ経済性（ガス冷房特約
料金）や、運転資格不要で取り扱い易いこと、国を始めとし
た諸官庁での採用実績等から、日本の大型空調市場をリード
してきた。
一方、中小規模等にも適用可能な個別分散型ガス冷房機器
として開発されたのが GHP（ガスヒートポンプ）であり、
1987年に発売開始以来、国からの各種支援、関係者の努力等
により、現在ではガス冷房の中のシェアは15.4%（117.4万RT）
にまで拡大している。
パッケージエアコン全体におけるフローシェアについても、
10%を越えるにまで成長して来ている。今後も大いに普及が
促進し、エネルギー政策、環境政策に貢献できるものと期待
している。
ガス冷房の全国普及数は 1998 年度末で 761 万 RT になり、
業務用空調市場の 18.7%のシェアを占めるに至ったが、市場
のニーズであるコストダウン、使い勝手の向上を目指し、ま
た、さらなるCOPの向上を図るとともに、コージェネレーシ
ョンとの組合せや、大温度差空調システムなどによる補機動
力の削減など、2 次側システムも含めたエネルギーの有効利
用について研究・開発を進め、普及促進していく。
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東京都新江東清掃工場
東京都清掃局

岩崎 守

1．はじめに
東京都清掃局は、可燃ごみを安定して全量焼却するため、
必要な清掃工場の建設と、老朽化した工場の建替え・更新を
進めている。
新江東清掃工場は、昭和49年に建設された旧工場がごみの
発熱量の上昇と設備の老朽で焼却能力が低下したため建替を
行った。1,800トン/日の焼却能力を有し、平成10年10月から
稼動を開始している。
東京都清掃局では、現在17の清掃工場が稼動するほか2工
場の建設と 3 工場の更新を行なっているが、それらの中で全
体焼却能力の16％を占める大規模工場である。

工場全景写真

2．施設の特徴
①公害防止の充実
大気汚染物質の排出量を抑制するため法規制値より厳し
い自己規制値を設定し、公害防止に万全を期している。
②熱の有効利用
ごみの持つエネルギーの有効利用を図るために、ごみ発
電として国内最大の 50,000kW の発電能力を有している。2
段抽気復水タービンを採用し、発電端効率は最大18％を示
す。
③見学者案内設備の充実
・双方向型シアターとした見学者説明室
・数多くの見学窓と日,英,中,韓,西の5ヶ国語に対応する設備
機器説明装置
・小学生向けに3D映像で清掃工場のしくみを説明するマジ
ックビジョンシアター
【16】

・ごみに関するQ&Aパソコンコーナー等、
小学生から海外のお客様まで、広範囲の見学者に対応可
能な案内設備を設置している。
④大型ごみバンカ
貯留容量約45,000m3、投入ゲート21門の大型のごみバン
カを設置している。ゲートの内側に車両の転落防止設備
と手下ろし作業者の安全用ダンピングボックスを 3 カ所
設置している。

施設配置図

3．建築概要
敷地は、周囲を夢の島公園・熱帯植物館・体育館・マリー
ナなどに囲まれた公園環境に立地している。建物は、工場棟
と管理諸室を一つに納めた東西125m南北178m高さ50mの大
型建築である。東西の外壁に巨大なヨット形を配置し、高さ
150mの煙突を灯台に、プラットホームへの傾斜路を桟橋に見
立てて、ヨットハーバーをイメージしたデザインにより周辺
環境と調和を図った。
工場内道路は一方通行とし、ごみの搬入車と灰車や薬品納
入車の輻輳を避ける動線を設定している。ごみ搬入車は、工
場棟北西側の計量棟を通って、工場棟 2 階のプラットホーム
へ達し、ごみバンカにごみを空けた後、東西両側の退出路か
ら地上へ下りてゆく。
工場西側の搬入道路、見学者バス駐車場など外構施設の一部
は現在も引き続き整備中である。
3.1 地盤液状化対策など
敷地は昭和32年から42年にかけて、軟弱な沖積層の地表部
にごみを埋立てた埋立地である。ごみは10〜15mの厚さで堆
積しており、現在もわずかではあるが地盤沈下とメタンガス
の発生が続いている。
地盤状況に関して、工場棟の建築では次の点に注意が払わ
れた。
①地盤の液状化対策
基礎の全面にサンドコンパクションパイルを打設して、
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図3

工場断面図

沖積層とごみ層からなる地盤の改良を行った。
②廃棄物の減少
地下部分を出来るだけ少なくして、ごみ層の掘削による
廃棄物の発生を減少した。
③メタンガス対策
建物の地下部分をガス遮断壁で囲み、スラブ下に敷設し
た砕石層の換気を行ってメタンガスの侵入を減少させて
いる。また、地階諸室とピットには酸素・メタンガスの
監視装置と換気装置を設置して、酸欠・爆発防止対策を
行っている。
4．プラント概要
4.1 プラントの特徴
①発電システム
2 段外部抽気復水タービンと抽気蒸気の再生効率を高め
ることなどによって、過熱器出口圧力 2.75 MPa、温度
300℃クラスの圧力条件で50,000kWの発電を達成している。
②公害防止設備
・ばいじん
ろ過式集じん機
・SOx, HCl, Hg 洗煙設備（Hg：液体キレート注入による）
・NOx
触媒脱硝設備
・ダイオキシン類は新基準の新設工場の規制値を努力目標
として設定した。

③高度な燃焼管理
・ごみ質の変化や焼却量の増減に対して、自動燃焼制御装
置による高度な運転操作を行って、公害の発生を未然に
防止している。
④自動化の推進
・ごみクレーン、灰クレーンの運転の自動化を行い、大幅
な省力化を図った。
・ごみ搬入車、灰運搬車の車両管制を自動化することによ
【17】
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図4

図5

ごみ搬入車車両管制

って、車両事故の防止と、スムーズな搬入出を行ってい
る。
・DCSによる、施設の細部にわたる状態把握と適切な運転
操作によって、精度の高い運転管理を実現している。
5．おわりに
運転開始後約17ヵ月を経過した。現在までほぼ順調に稼動
をしている。搬入されるごみの発熱量は基準ごみ質とした
2,400kcal/kg前後で推移しており、3炉定格運転時の発電出力
は約31MWで、所内消費を除いた約20MWを東京電力へ売電

【18】

蒸気復水系統

している。
公害防止については自己規制値を十分下回る実績をあげて
いる。
また、ダイオキシン類についても 0.1ngTEQ/Nm3 を十分下
回る結果が得られている。
今後も継続的に良好な運転結果が得られるよう、信頼され
る工場運営の努力を続けてゆく所存である。
工場の立替えにあたり、地元区、住民の方々そして関係各
位のご理解とご協力に感謝します。
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環境工学部門関連行事カレンダー
（2000 年 4 月 1 日〜 2001 年 3 月 31 日）
（１）第77期通常総会
期間：2000年4月6日（木）
場所：明治大学リバティーホール（東京）

（４）第30回安全工学シンポジウム
期間：2000年7月13日（木）〜 14日（金）
場所：建築会館（東京）

（２）第34回空気調和・冷凍連合講演会
期間：2000年4月17日（月）〜 19日（水）
場所：総評会館大会議室（東京）

（５）日本機械学会2000年年次大会
期間：2000年8月1日（火）〜 4日（金）
場所：名城大学天白キャンパス（名古屋）

（３）第10回環境工学総合シンポジウム2000
期間：2000年7月6日（木）〜 7日（金）
場所：川崎市産業振興会館（川崎市）

部門登録者一覧
（平成 11 年 4 月末現在）
区
第0区
第1区
第2区
第3区
第4区
第5区
第6区
第7区
第8区
第9区

区
0区
1区
2区
3区
4区
5区
6区
7区
8区
9区
合計

1位
473
20
13
113
214
27
12
19
45
3
939

地
域
関東支部（東京、神奈川、埼玉、千葉、群馬、栃木、茨城、山梨）
東北支部（宮城、青森、岩手、秋田、山形、福島）
北海道支部（北海道）
東海支部（愛知、静岡、三重、岐阜）
関西支部（大阪、京都、滋賀、奈良、兵庫、和歌山）
中国四国支部（広島、岡山、鳥取、島根、山口）
中国四国支部（徳島、愛媛、高知、香川）
北陸信越支部（石川、福井、富山、長野、新潟）
九州支部（福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄）
海外

1997 年 4 月末
2位
3位
710
803
45
63
25
42
201
224
305
287
66
76
21
29
42
52
105
133
7
20
1,527 1,729

合計
1,986
128
80
538
806
169
62
113
283
30
4,195

1位
505
22
12
121
225
28
17
23
49
4
1,006

1998 年 4 月末
2位
3位
744
877
49
68
34
40
224
243
327
312
71
77
20
35
44
55
103
133
8
22
1,624 1,862

合計
2,126
139
86
588
864
176
72
122
285
34
4,492

1位
495
20
12
118
204
29
18
23
45
2
966

1999 年 4 月末
2位
3位
726
862
51
71
33
44
226
233
317
310
69
78
20
38
40
47
93
141
8
14
1,583 1,838

合計
2,083
142
89
577
831
176
76
110
279
279
4,387
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編集後記
今年も環境工学部門ニュースを無事発行すること
ができました。本ニュースレターは今年で 11 回目の
発行となり、環境工学部門に登録（第 1 および 2 位）
されている会員約 2500 名に配布されました。環境問
題はますます複雑かつ多様化してきています。この
ような状況の中では、異なる専門性を有する者が知

環境と地球編集室
委員長 長谷耕志（東京ガス）
委 員 川口義博（東京電力）

【20】

恵を出し合い協力することが不可欠です。本ニュー
スレターが会員皆様方の情報交換の場として少しで
もお役にたてば幸いです。最後に川崎部門長をはじ
め、執筆にご協力頂きました皆様方に改めて御礼申
し上げます。

環境と地球 No.11 2000 年 3 月 30 日
日本機械学会環境工学部門 広報委員会
〒 160-0016 東京都新宿区信濃町 35、信濃町煉瓦館 5F ／電話 03-5360-3502 ／ FAX03-5360-3508

委 員 長安克芳（東 芝）
委 員 磯野紳一（JSME）

委 員 森 泰彦（新日鐵）

