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2005 年度の環境工学部門活動の抱負

伊藤 定祐
2005 年度環境工学部門長［神奈川工科大学］
便利で豊かな生活を求めて、人類は科学技術を発展させ

2005 年度には，次に示す活動とともに、環境工学部門の英

てきましたが、その結果として、いまや、地球温暖化や大

文ジャーナル発行の準備、組織の見直し、およびホームペ

気・水の汚染等の地球規模的な環境破壊が起こっており、

ージによる、一層充実した情報の迅速な公開を行いたいと

人類の存続を危惧するまでになってきています。また、こ

考えております。皆様方の積極的なご協力とご支援をお願

の 2 月には京都議定書が発効し、産業界も本格的に地球温暖

い申し上げます。

化防止政策に対応していかなければならない状況になって
きました。このような状況の中で、環境工学部門は、伝統
ある日本機械学会を母体として、わが国と地球の環境保全
に一層重要な役割を担うことが期待されています。
本部門では、振動･騒音制御、廃棄物処理、大気・水保全、
及び環境保全型エネルギーの 4 技術分野で活動を行っており
ます。それぞれは特化された分野でありますが、
「環境保全
に寄与できる技術の開発」を共通のテーマとして 4 技術分野

［2005 年度環境工学部門の主な活動予定］
1．第 15 回

環境工学総合シンポジウム 2005

このシンポジウムは、工学の多くの分野に関連する環境
問題を取り扱う講演会で、オーガナイズドセッションを中
心に、特別講演、基調講演などを行う予定です。詳細は学
会誌 5 月号及び部門ホームページ
（http://www.jsme.or.jp/env/）に掲載いたします。

間の統合が図られています。環境問題が、安全性、快適性、

開催日： 2005 年 7 月 7 日（木）〜 8 日（金）

法制度等の幅広い事柄に関係し、環境工学が分野横断的視

開催地：室蘭工業大学（室蘭市）

野を必要とすることから、本部門の活動においては、環境

見学会： 7 月 9 日（土）

に関連する幅広い情報の収集と意見交換ができる機会を多

日本製鋼所、新日鉄、北海道大学北方生物圏フ

く持つことが大切であると考えます。2005 年度のシンポジ

ィールド科学センター室蘭臨海実験所等を見学

ウムの開催は、技術分野間のより一層の連携と、会員同士

し、千歳空港着

の交流が深まることを願って、地方で行うこととし、でき
るだけ多くの皆様にご参加いただけるような特別講演会、
懇親会、見学会等を企画しております。
本部門は 1989 年に設立され、歴代部門長をはじめとして、
運営委員や会員の皆様方のご努力により、順調に発展して
まいりました。2004 年度田中俊光部門長の代には、環境工
学総合シンポジウムの開催場所が、従来の川崎市産業振興
会館から東京海洋大学（品川キャンパス）に移され、盛況
となりました。また、2005 年度は部門が大きく変革する時
期であるとして、その準備がなされました。これを受けて、

2．2005 年度年次大会
開催日： 2005 年 9 月 19 日（月）〜 22 日（木）
開催地：電気通信大学（東京都調布市）
部門横断オーガナイズドセッション［G-09］
部門ジョイントオーガナイズドセッション
（1）環境工学部門／機械力学・計測制御部門／流体工学部
門の合同［J-15 流体関連の騒音と振動］
（2）法工学部門／環境工学部門の合同［J-25 環境問題と法
制度］
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3．共催行事

5．部門登録者アンケート実施

（1）第 39 回空気調和・冷凍連合講演会

環境工学部門の活動を活性化するためのアンケート調査

開催日： 2005 年 4 月 20 日（水）〜 22 日（金）

の実施とメーリングリストの作成を行った。結果はホーム

開催地：東京海洋大学 海洋工学部（越中島会館）
（東京

ページに掲載予定

都江東区越中島 2-1-6）
（2）第 20 回環境工学連合講演会

6．各技術委員会活動

開催日： 2005 年 2 月 3 日（木）〜 4 日（金）
開催地：日本学術会議講堂（東京都港区六本木 7 丁目 2234）

7．部門研究会
A-TS 09-01（音の快適化技術研究）
A-TS 09-02（EE 研究会）
A-TS 09-03（エネルギー有効利用技術の将来動向）

4．セミナー
特別セミナー「安全と環境技術」
開催日： 2005 年 3 月 10 日（木）
開催地：東京海洋大学

品川キャンパス（東京都港区港

南）

2004 年度の環境工学部門の活動をふり返って

田中 俊光
2004 年度部門長［
（株）神戸製鋼所］
日本経済は低迷を脱して回復基調に転じ、復活への道を

の変更「環境保全型エネルギー技術分野」に見られる部門

歩み始め、引き続き 2005 年度も好調を維持すると見られて

構成内容の検討などがあります。拙速に陥ること無く、長

います。このような希望に輝く経済好転の下、その追い風

期的な視点を持ち、継続的に絶えず見直しが行われている

の後押しを受け、部門の活動も期待に応える発展を図りた

体制が必要と考えております。
ところで、この 10 年の JSME 全体会員数の変化と比較し

いものです。
2004 年度は、いくつかの新たな取り組みを加えました。

た本部門の安定した傾向からは、会員の皆様の関心、重要

先ず環境工学シンポジウムの開催場所を、これまで長くお

度、将来への期待などの高さを伺い知ることが出来ます。

世話になりました川崎市産業振興会館から、竹内正雄前部

以上述べました取り組みも加へ、伊藤定祐部門長を中心と

門長（産総研）のご支援のもと、品川の東京海洋大学にて

する次期運営委員会の皆様が活動して参りますので、今後

開催させて頂きました。場所を変えることによる新鮮さな

の発展にご期待を頂きますとともに、部門活動への積極的

どが好評で、2005 年度は北海道での開催が計画されていま

なご参加をお願い申し上げます。なお、2004 年度の 1 年間

す。二点目は、部門活動の更なる活性化を目指し、会員部

支えて頂きました伊藤定祐副部門長（当時）、川島豪幹事

会委員の秋澤

淳助教授（東京農工大）を中心に、部門登

録の皆様の満足度と改善策検討との基礎資料となすアンケ
ート調査を実施致しました。大変貴重で有意義なデータを
得ることができました。ご回答をお寄せ下さいました皆様

（神奈川工大）を始めとする総務委員会、運営委員会の皆様
と事務局の飯尾和義様へ感謝申し上げます。
以下に 2004 年度における本部門の活動概要を報告致しま
す。

に厚く御礼申し上げます。分析結果につきましては、今後
ホームページなどでの報告を予定致しております。三点目

1．第 14 回環境工学総合シンポジウム

は、さらに魅力ある環境工学部門として今後目指すべき方

2004 年 7 月 12 日〜 13 日の二日間、先述の東京海洋大学

向や内容についてのワーキンググループ（委員長佐藤春樹

（品川キャンパス）にて、第 14 回環境工学総合シンポジウム

教授（慶応大）
）が発足致しましたことです。本格的な活動

を開催致しました。新幹線の停車する品川駅から近く、交

は、2005 年度伊藤定祐部門長（神奈工大）のもとで実施さ

通至便の地での開催となりました。開催を快くお引き受け

れる運びとなります。現在の本部門の課題として、英文電

下さり、ご挨拶も賜りました学長高井陸雄氏と、お世話に

子ジャーナルやホームページの件、第四技術委員会分野名

なりました学内特別実行委員助教授亀谷茂樹氏（東京海洋
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大学）に御礼申し上げます。なお特別講演では、執行役片

＊部門ジョイントセッション：流体工学部門／環境工学部

木嗣彦氏（JAXA）から、地上観測だけでは得られない衛

門／機械力学・計測制御部門合同オーガナイズドセッシ

星からの貴重なデータなどをご提示頂きながら、グローバ

ョン「J-13 流体関連の騒音と振動」

ルな地球環境についてのご講演を頂きました。また、基調
講演では、発展著しい空力音の最新の数値解析技術につい
て、教授加藤千幸氏（東大生研）から有用なご講演を頂き
ました。それぞれに大変興味深く有益なご講演でした。
以下に、ご講演の演題などを列記致します。

3．共催講演会
以下の講演会を共催致しました。
＊第 38 回空気調和・冷凍連合講演会
開 催 日： 2004 年 4 月 14 日〜 16 日
開催場所：東京海洋大学（越中島講堂）

開催日： 2004 年 7 月 12 日（月）〜 13 日（火）
会 場：東京海洋大学（品川キャンパス）

＊第 20 回環境工学連合講演会
開 催 日： 2005 年 2 月 3 日〜 4 日
開催場所：日本学術会議講堂

＊特別講演：「宇宙から見た地球環境」
講演者：宇宙航空研究開発機構 片木嗣彦執行役
＊基調講演：「空力音の数値解析技術における最近の動向」
講演者：東京大学生産技術研究所 加藤千幸教授
＊ワークショップ：「低周波音に関する最新技術」

＊環境技術協議会シンポジウム「環境人材育成戦略に関す
る調査研究プロジェクト成果報告会」
開 催 日： 2005 年 3 月 15 日
開催場所：経団連会館

招待講演：「高速列車が走行する際に観測される低周波音
の測定結果」菊池勝浩氏（鉄道総研）
招待講演：「超高速鉄道における沿線環境保全技術につい

4．特別講演会
特別講演会「エネルギービジネスの新展開」
開 催 日： 2004 年 12 月 6 日

て」加藤 覚氏（JR 東海）
招待講演：「煙突からの低周波音の放射とその対策」

開催場所：キャンパスイノベーション

西村正治教授（鳥取大）
＊特別オーガナイズドセッション「音色・音質設計〜開発

5．講習会

者・利用者・第三者を繋ぐ〜」

特別セミナー「不法投棄等からの環境修復」

招待講演：「住民との共生のための騒音受忍限度と改善事

開 催 日： 2004 年 3 月 12 日
開催場所：発明会館

例」加来治郎氏（小林理研）
招待講演：「鉄道高架下ホテルの振動絶縁静粛化技術につ
いて」大迫勝彦氏（JR 東日本）
招待講演：「乗り物の音質改善と環境騒音改善の両立」

6．部門賞贈賞
以下の方々に、第 13 回環境工学部門賞の贈賞と、35 歳以
下の講演者の中から選ばれた研究奨励表彰とを、第 14 回総

前田 修氏（ヤマハ発動機）

合シンポジウムの懇親会の場で執り行いました。

講演発表件数
振動騒音改善技術（含む招待講演）

39 件

廃棄物処理技術

30 件

大気・水保全技術

17 件

空調・冷凍・エネルギー利用技術

28 件

桂木 格氏（川崎重工業（株）
）

その他の環境関連技術

22 件

木村康正氏（
（株）神戸製鋼所）

合 計

136 件

参加登録者数

293 名

＊功績賞
佐藤 透氏（鋼管計測（株）
）
＊研究業績賞

＊技術業績賞
馬場 弘氏（元北見工業大学）
＊研究奨励表彰

2．2004 年度日本機械学会年次大会
開催日： 2004 年 7 月 6 日〜 8 日
会場：北海道大学
＊ワークショップ：「機械騒音の設計はできるか」
司会 教授山田伸志氏（山梨大学）

日置

輝夫氏(千代田アドバンスト・ソリューションズ

（株）
）
今西 祐志氏（産業技術総合研究所）
野口 真人氏（住友重機械工業（株）
）
添田 晴生氏（大阪電気通信大学）

「機械騒音の共通メカニズム」丸田芳幸氏（荏原総研）
「振動から生じる音の制御とシミュレーション」
江波戸明彦氏（東芝）
「流れから生じる音の制御とシミュレーション」
教授西村正治氏（鳥取大）
「騒音・振動の伝搬制御と音響材料」田中俊光（神戸製鋼）
「聴覚のメカニズムと快・不快の感じ方」
倉片憲治氏（産総研）

7．部門所属研究会
以下の研究会活動を行いました。
・ A-TS-09-01「機械音の快適化技術研究会」3 回開催
主査 山田 伸志（山梨大学）
・ A-TS-09-02「NEE 研究会」2 回開催
主査 大西 潤治（大阪電気通信大学）
・A-TS-09-03「エネルギー有効技術の将来動向」3 回開催
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部門賞 受賞者の紹介
環境工学部門功績賞を
受賞して

環境工学部門技術業績賞を
受賞して

佐藤 透

桂木 格

JFE テクノリサーチ株式会社

川崎重工業株式会社

この度、第 15 回（2004）環境工学部門功績賞を賜り大変
光栄に存じます。
顧みますと 1993 年に初めて部門運営委員として学会の活
動に参画致しましたが正に西も東も分からぬ状態で先任委
員の方々からのご指導ご鞭撻を賜りつつ、なんとか任務を
遂行できたことを感謝して居ります。1996 年には学会創立
100 周年に向けて記念事業委員会出版委員を仰せつかりまし
たが皆さんの協力の下で「環境工学の 100 年」を纏めること
ができました。1997 年に副部門長を拝命しましたがこの年、
京都において開催された COP3 で地球温暖化防止に関する議
定書が採択されたことをエポックメイキングな出来事とし
て鮮明に覚えております。この京都議定書が本年 2 月に漸く
発効したことは今後の環境工学部門の重要性と相俟って感
慨を覚えます。また翌 1998 年に部門長を務めさせて戴きま
したが微力ながらこれら一連の活動に対してこの度の栄誉
を賜ったものと推察いたして居ります。今後も益々当部門
の役割は大きなものとなりますが関係各位の一層のご活躍
を祈念して受賞のお礼と致します。

環境工学部門研究業績賞を
受賞して

環境工学部門研究業績賞を
受賞して

木村 康正

馬場 弘

神戸製鋼機械研究所

元北見工業大学

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。「3 点マイクロホン法による音響特性計測法
の開発」が受賞対象となりました。私は神戸製鋼機械研究
所に所属し、長年にわたり建設機械、産業機械の低騒音化
に取り組んで来ました。エンジンや圧縮機の配管系や消音
器の音響特性を検討する場合、伝達マトリックス法による
解析が広く用いられますが、実際の配管系の形状は複雑で、
理論的に伝達マトリックスの音響特性を決定する事が困難
な場合が多く実験による計測が必要です。音響特性の簡便
な計測法として 3 点マイクロホン法による計測法を開発し、
エンジン吸気配管系をはじめ、吸音材の伝搬定数、油中に
おける細管束や多孔板の減衰特性の計測に適用しその有効
性を確認してきました。本手法を多角的視野に立ち系統的
に研究開発を行ってきた事が評価され非常にうれしく思い
ます。今後も低騒音化への要求は益々強くなり、更に高度
な音響設計技術が必要となるものと考えますが、今回の受
賞を励みに対応していく所存ですので、今後ともよろしく
お願いします。
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この度、
「ガスタービンを 2 基設置した複合ごみ発電プラ
ントの運転報告」に対しまして、栄えある環境工学部門技
術業績賞を頂き大変光栄に思っております。本プラントは
地球環境への配慮や地球温暖化防止を背景とした社会的ニ
ーズに対応した、資源循環型社会実現のための必要条件の
ひとつである廃棄物発電の高効率化を目指しており、ごみ
焼却炉から発生した蒸気をガスタービンの排熱を利用して
再過熱し、発電効率を向上させている複合発電プラントで
す。ガスタービンを利用しているため電力の安定供給が可
能であり、地域のエネルギーセンターとしても位置付けら
れています。このプラントの特徴としては、部分負荷時で
も効率の低減を極力減らすようにガスタービンを 2 台設置
し、地球環境にやさしい工夫がなされています。今回はこ
のプラントに対しまして高い評価を頂き、私はその設計を
担当した代表として賞を頂いたと認識しております。ここ
に川崎重工関係者他、本プラント建設にご協力頂いた皆様
に、改めて深く感謝の意を表します。

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。受賞対象となったのは 2002 年および 2003 年
のシンポジウムで発表した「太陽熱を利用した家畜糞尿の
メタン発効装置の熱解析」であります。この論文は北見市
にある農業用資材を扱う企業と、帯広畜産大学の関係者と
の協力のもとに出来たものであります。周知のとおり、地
球温暖化防止の為に、再生可能エネルギーの利用が普及す
ることが重要であります。しかし、一般に自然エネルギー
は時間的な変動が大きく、単位面積当たりのエネルギー密
度が小さいことから、化石エネルギーのように必要に応じ
て便利に使うことが出来ません。この点、メタン発酵は
35 ℃以上の温度で起こり低密度な太陽エネルギーを長期間
に亘って有効に利用し、発生したメタンを高密度エネルギ
ー源として利用出来る理想的な形態です。低コストで各酪
農家に設置できる本システムの普及は温暖化防止技術とし
て極めて有効と考えております。関係の皆様に感謝申し上
げるとともに、太陽熱利用の普及に尽力して行きたいと願
っております。
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◆

トピックス

心地よい揺れに関する研究（心拍ゆらぎの利用）

◆

川島 豪
神奈川工科大学
生活の質の向上にともない、騒音振動対策も更なる飛躍
が期待されています。新幹線の最高速度が騒音により抑え
られ、新たな騒音対策の実用化とともに速度が向上してき
たことはご存知のとおりです。このような従来型の騒音レ
ベル抑制技術に加え、最近では人間に有用な音とは、人に
不快を与えない音、さらには人に優しい音に関する研究、
技術開発が進められています。人間に有用な音の研究例と
して、人間の生理にあった電子音の開発があります。「チ
ン」という擬音語から電子レンジが思い浮かぶほど電子レ
ンジの電子音は一般的になりましたが、家電製品の多くで
電子音を発するようになると、終了を知らせる通知音なの
か、問題が生じていることを知らせる警報音なのかなど、
どの機器からどのようなメッセージの電子音が発せられて
いるのかすぐにはわからなくなります。そこで、機器の種
類、その状態が推測できる電子音の開発が研究されていま
す。また、駅や病院などで目の不自由な人を音で誘導する
技術の開発などもすすめられています。建機におけるエン
ジン音の遮音では、騒音レベルを下げるだけでなく周波数
特性を考慮することで人間の感覚において騒音レベル低減
効果以上の静音効果を達成するなど、感覚からのアプロー
チで人に不快感を与えない音質にする技術が開発されてい
ます。人に優しい音の最たるものは音楽でしょう。しかし、
人により好みが異なる、TPO でその評価が分かれるなど
人に優しい音は複雑です。サウンドスケープを手本にその
場に適した音楽や音を流すことで環境の質的向上を図る研
究、購買層の感性にマッチしたバイク音の開発、高級感を
演出できる自動車ドア音の研究など、場や商品の価値を高
める音作りが行われています。一方振動問題となると、防
振、制振などの受身の対策が主流で、感性に関する研究は
自動車や鉄道など一部に留まっています。神奈川工科大学
川島研究室では、音と同じように振動対策にも、人の感覚
を考慮していく必要があると考え、人に優しい揺れに関す
る研究をしています。最近の成果の一端を次に紹介します。
｢振動｣の質を改善することにより不快感を和らげ、さら
には快適な振動環境を創造するには「人にやさしい振動」
の条件を明らかにする必要があります。そこで数少ない
「心地よい揺れ」を実現しているロッキングチェアに注目、
任意の波形でロッキングチェアを揺らすことのできる駆動
装置を開発し、「心地よい」と評価される揺れの波形の 1
つを特定しました。それは、ロッキングチェアの自然な揺
れを基本にその振幅を「1/f」の関係にある包絡線で変化
させるというものでした。次に SD 法による因子分析を行
ない、「心地よい揺れ」を評価する 5 段階尺度のアンケー
トを提案しました。そして特定された「心地よい揺れ」を
実現する簡単な装置として、スライディングモーション式
の椅子に電磁シリンダを取り付けたアクティブスライディ

ングチェア（写真 1）、一般的なロッキングチェアにソレノ
イドを取り付けたアクティブロッキングチェア（写真 2）
を開発してきました。なお一連の研究では、個人個人によ
り「心地よさ」の定義が異なることから、「心地よい揺れ」
とは「ゆったりとした気分になれる揺れ」としています
（川島豪、心地よい揺れに関する研究（アクティブロッキ
ングチェアにおける心地よい揺れ）、日本機械学会論文集
C 編、Vol.69, No.677, pp.219-226）。

写真1 アクティブスイングチェア 写真 2 アクティブロッキングチェア

現在は、さらに心地よい揺れの創出を目指して、個人個
人のそのときの状態に応じた心地よい揺れを提供するシン
プルなアクティブロッキングチェアを開発しています（写
真 3）。個人個人のそのときの状態に応じた心地よい揺れを

写真 3
心拍ゆらぎで揺れが変化する
アクティブロッキングチェア

実現するには生体情報のフィードバックが必要となりま
す。心地よさに関する情報が含まれている生体信号として、
まず、脳波が考えられます。しかし、脳波を検出するため
にヘッドバンドで頭を締め付けては心地よさが損なわれて
しまいます。そこで付けていることがあまり気にならない
センサとして、フィットネスクラブなどにある自転車エル
ゴメータ（エアロバイク）の心拍センサ、すなわち、耳た
ぶを挟む小さな洗濯挟みのようなイヤーセンサに注目しま
した。外部環境の変化に応じて体内の態勢を整える生命維
持活動は自律神経系により支えられています。心臓もこの
自律神経系に支配されていることから、脳波に比べれば情
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図 1 心拍ゆらぎで揺れを変化させる駆動システム
図 2 耳元における加速度波形の包絡線に関するパワースペクトル

報量が少なく時間遅れが存在することが予測されますが、
心拍にも心地よさ、特に心地悪さに対処する情報が含まれ
ていると考えられます。そこで、心拍周期の変化に応じて
揺れが変化する駆動システム（図 1）を開発しました。こ
の揺れの心地よさは、揺れの心地よさを評価するために開
発されたアンケートにより確認されていますが、興味深い
ことに、生体信号をフィードバックしているのみにもかか
わらず、座っている人の耳元での揺れの加速度を調べると

◆

トピックス

波形の包絡線のパワースペクトルがほぼ 1/f の関係（図 2）
になり、心地よいと評価された揺れの特徴を示しているこ
とが明らかになりました。この研究を発展させることで、
近年目覚しい発展を遂げている制御技術により有害な振動
を人に不快感を与えない揺れ、さらには人に優しい揺れに
変えることで環境の向上に寄与できればと考えています。

水中ホウ素の自動測定機

◆

大山聖一
（財）電力中央研究所

環境科学研究所

1．はじめに
1999 年 2 月に水質汚濁に係る環境基準項目にホウ素が追
加され、1mg/L の環境基準値が設定された。これを受けて、
2001 年 7 月から陸水域で 10mg/L、海域で 230mg/L の排水基
準値が施行された。
ホウ素は、耐熱ガラス、ほうろう、防腐剤、防虫剤等の
工業原料やめっき処理時の pH 調整剤として利用される。こ
のため、これらの製品の製造、使用あるいは廃棄によって
工場排水等にホウ素が含まれる場合がある。JIS 1）には、排
水中のホウ素の分析法として、メチレンブルー吸光光度法、
アゾメチン H 吸光光度法、ICP 発光分光法が規定されている。
しかし、これらの測定法に対して、（1）分析操作が煩雑で
測定に時間を要する、（2）大型で高価な分析装置を必要と
する、等の問題点が指摘されているため、分析精度をある
程度犠牲にしてもオンサイトで実施可能な簡易測定法が求
められている。簡便なホウ素の分析法としてイオン選択性
電極（フッ化ホウ素酸イオン電極）を用いる電位差分析法
がある。これはホウ素をフッ化水素酸（HF）と反応させて
−
−
フッ化ホウ素酸イオン（BF4 ）へ転換し、生成した BF4 を
イオン選択性電極で計測するものである。従来の電位差分
析法は、反応速度を大きくするために試料溶液を加熱保持
する必要があった。当所は転換反応の反応速度を解析する
ことによって、溶液温度を上げずに短時間でホウ素濃度を
計測する方法 2, 3）を考案し、この方法を用いたホウ素の自動
【6】

測定機を東亜ディーケーケー（株）と共同で開発している。
2．イオン電極を用いるホウ素の簡易迅速測定法
硫酸存在下でホウ酸（H3BO3）とフッ素を反応させると室
−
温で BF4 が生成する。従来の電位差分析法はフッ素源に毒
性と腐食性が高い HF を使用するが、著者らは HF の代替と
して管理と取り扱いが容易なフッ化ナトリウム（NaF）を
用いた。
＋

−

H3BO3 ＋ 4NaF → 4Na ＋ BF4 ＋ 3OH

−

（1）

H3BO3 に対して NaF が過剰に存在する場合（
［H3BO3］≪
［NaF］）、本反応の反応速度（H 3 BO 3 の消失速度− r A ）は
H3BO3 濃度に関する一次反応として解析できる。
dCA
− rA ＝ ―― ＝ kCA
dt

（2）

CA は任意時間 t における H3BO3 濃度、k は速度定数である。
−
（2）式を積分すれば任意時間 t における BF4 濃度 CB が得ら
れる。
CB ＝ CA0（1 − exp（− kt）
）＋ CB0 （3）
ここで C A0 および C B0 はそれぞれ t=0 における H 3 BO 3 と
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図 3 排水中ホウ素濃度の経時変化

図 1 ホウ素変換反応における BF4 −濃度の経時変化とフィッティングカーブ
データセット：（a）1〜5min；（b）1〜10min；（c）1〜30min；（d）1〜60min

図 2 水中ホウ素の自動測定機
（50 cmW × 50 cmD × 150 cmH）
−

BF4 の濃度を示す。したがって、CB の経時変化に対して（3）
式をフィッティングさせることにより CA0、CB0、k が得られ
る。試料中のホウ素濃度は CA0 と CB0 の和であるので、より
短い時間の濃度データから精度良く CA0 と CB0 を計測できれ
ば、本手法が簡易・迅速測定法として成立する。
提案したホウ素測定法の妥当性を実験的に検証した。10
mg-B/L の H3BO3 溶液 100ml に対して、0.09mol の H2SO4 と
−
0.02mol の NaF を添加して室温で BF4 の生成反応を行った
−
ときの BF4 濃度の経時変化の一例を図 1 に示す 2）。グラフに
は、反応開始後 5 〜 60min の範囲における濃度変化とそれぞ
れの濃度変化から求められるフィッティングカーブを示し
た。いずれの場合も、取得データに対して相関係数（R2）
0.999 以上のフィッティングカーブが得られた。検討した条
件では、反応開始後 10min 以上の濃度変化データがあれば、
精度良くホウ素濃度を計測できることがわかった。
3．自動測定機の開発と実排水への適用
本稿で紹介した測定法は、環境やプロセスの傾向監視を

目的とした自動測定機や現場測定用の携帯型測定機に適用
することができる。当所は東亜ディーケーケー（株）と共
同で本測定法に基づく連続自動測定機の開発を行っている。
これは、試料採取、試薬添加、データ取得、データ解析の
一連の測定操作と校正操作を自動化した装置であり、測定
時間は 10 〜 15min、測定範囲は 1 〜 300mg/L である（図 2）
。
試作した自動測定機を用いて石炭火力発電所の排煙脱硫排
水中のホウ素濃度を 4 週間にわたって測定した。その結果を
図 3 に示す。グラフには JIS 法のアゾメチン H 法および ICP
発光分光法による測定結果も示した。4 週間の現場試験にお
いて自動測定機はトラブルの発生もなく安定して運転され
た。また、JIS 法と自動測定機のホウ素濃度が一致したこと
から、自動測定機としての有効性を検証できた。試験期間
中のホウ素濃度は 40 〜 220mg/L の範囲で大きく変動した
が、これは期間中の使用石炭の切り替え（3 種）と発電出力
の変動を反映していると解釈された。
4．おわりに
市販のイオン電極を用いるホウ素の簡易・迅速測定法と
これに基づいて試作した水中ホウ素の自動測定機について
述べた。試作した自動測定機がプロセスの傾向監視モニタ
ーとして有効であることを 4 週間の試験によって実証するこ
とができた。今後、より長期の実証試験を通して測定性能
や運転コストの評価を行い、一日も早く実用化につなげる
予定である。この技術を通して環境対策に微力ながら貢献
したいと考えている。
参考文献
1）日本工業標準調査会；工場排水試験方法 JIS K 0102、
1998
2）大隅仁、大山聖一、工藤聡、坂田昌弘；イオン電極を用
いた排水中ホウ素の簡易・迅速測定法、環境化学、14、
pp.81 〜 89、2004
3）大山聖一；フッ化ホウ素酸イオン濃度測定によるホウ素
の簡易測定技術、資源環境対策、40、pp.57 〜 63、2004
（字数： 2220）
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◆

トピックス

三重効用吸収冷温水機の開発

◆

岡 雅博、森 清幸
（社）日本ガス協会

1．はじめに

い冷房 COP を得ることが可能となる。

二重効用吸収冷温水機（以下「二重効用機」という。
）

一方、三重効用機では、冷媒の蒸気圧と吸収溶液の

は普及開始より 30 年以上が経過し、これまでに効率向

温度がそれぞれ高くなる。そこで、冷媒蒸気圧の上昇

上に向けて様々な技術開発が実施されてきた。その結

（大気圧超え）に対してはボイラーおよび圧力容器安全

果として、冷房 COP1.35 の高効率機が商品化されたこ

規則に係わる法規制への対応が、また吸収溶液温度の

とで、その効率はほぼ上限に達した感がある。ここで、

上昇に対しては腐食抑制技術の開発がそれぞれ重要な

更なる効率向上を図るためには、吸収サイクルの多重

課題となってくる。

効用化が必要不可欠となってくる。

（2）開発目標

（社）日本ガス協会と川重冷熱工業（株）、ダイキン

開発中の三重効用機の目標仕様を表 1 に示す。冷房

工業（株）、（株）日立空調システム、矢崎総業(株)の 4

COP は、三重効用サイクルの採用により 1.60 以上（高

社は、経済産業省からの交付金を原資とする「エネル

位発熱量基準）の達成を目指している。

ギー使用合理化技術戦略的開発」事業の一環として、

また、既築建物におけるリプレース需要にも対応可

（独）NEDO 技術開発機構との共同研究「三重効用高性

能とするため、機器容積を現行機の 120 ％以内に抑える

能吸収式冷温水機の開発」事業を 2001 年度から実施し

ことも目標に設定し、吸収器、蒸発器、溶液熱交換器

ている。以下にその開発概要について紹介する。

等機器構成要素の高効率化・コンパクト化にも取り組
んでいる。

2．数値モデルの概要
（1）原理と特徴
開発中の三重効用吸収冷温水機（以下「三重効用機」

ガス直火焚方式の開発と並行して、コージェネレー
ション等からの排熱を利用するタイプの三重効用機の
開発も実施している。80 〜 90 ℃程度の排熱を利用する

という。
）は、現在普及している二重効用機に、高温・

ことで、冷房定格時のガス使用量を 20 ％以上削減する

高圧の再生器を新たに付加した構成となっている。図 1

ことにより、更なる省エネ性の向上を目指している。

に示すように再生器は全部で 3 個（高温・中温・低温）
となり、最も高温・高圧となる高温再生器を都市ガス
等の高温熱源で加熱し、高温の熱を吸収サイクル中で
カスケード利用することにより、二重効用機よりも高

表 1 開発目標
開発内容

目標値

三重効用化に 冷房 COP ： 1.60 以上（HHV 基準）
よる高効率化 冷房時省エネルギー率：
対現行二重効用機 30 ％以上

現行二重
効用機
1.07

コンパクト化 機器容積：対現行機 120 ％以内

100 ％

コージェネ
ガス使用量削減率：
排熱利用技術
20 ％以上（排熱利用時）

15 ％

（3）開発スケジュール
概略の開発スケジュールを表 2 に示す。開発事業とし
ての期間は 2004 年度までの 4 年間で、事業終了後 2 年以
内に実用化を図る計画となっている。
本開発においては、腐食性評価、規制対応施策検討
等の開発事業全体に係わる共通課題はガス協会を中心
に取り組み、要素技術の開発、試作機の製作および性
図 1 三重効用吸収冷温水機の構成例
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能評価は吸収式メーカ各社が実施している。メーカ各
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表 2 開発スケジュール

また、製作した試作機の性能評価試験を実施した。
その結果、メーカ 4 社ともに本開発事業の三大目標（①
冷房 COP1.6 以上②機器容積 120 ％以内［現行機比］③
排熱利用時のガス使用量削減率 20 ％以上）達成の見通
しを得た。
併せて、部分負荷時の冷房 COP は定格時を上回り、
良好な部分負荷特性を示した。

社は現行二重効用機において各々異なる溶液フロー方

②フィールド試験

式を採用しており、三重効用機においても現行機のフ

2003 年 1 月より実負荷条件での耐久性、負荷追従等の

ローをベースとして独自のフロー方式を開発している。

制御性確認のため、527kW 原理試作機（冷房 COP1.5）
のフィールド試験を一般需要家先にて実施している。

3．開発成果
（1）腐食抑制技術の開発
開発課題のうちでも、特に重要な腐食抑制技術に関

これまでに、累積稼働時間は 12,000 時間以上（2005 年 1
月現在）を経過したが、大きなトラブルもなく運転継
続中である。

しては、基礎的なラボ評価から実機相当の耐久試験ま
で各種の腐食性評価試験を行った。その結果、三重効

4．おわりに

用機の温度条件においても現行の二重効用機で実績の

三重効用吸収冷温水機が実用化されれば、大規模建

ある炭素鋼と腐食抑制剤（インヒビター）との組み合

物に係わる空調市場において大きな割合を占めるガス

わせが使用可能であるという見通しを得た。今後は長

吸収冷温水機の効率が大幅に向上し、省エネルギー、

時間の実機耐久試験を通じて、インヒビターの管理条

電力負荷平準化等に大きく貢献できる。

件等を詳細に検討し、腐食抑制技術の確立を目指して
いる。

また、コージェネレーションの排熱を利用すること
で、システム全体の総合効率向上にも寄与し、ガスコ

（2）試作機の性能評価

ージェネレーションシステムの普及拡大も期待される

①機器性能

ことから、空調のみならず建物全体の更なる省エネル

メーカ各社とも三重効用試作機（352 〜 1,055kW）を

ギーにも貢献できるものと期待される。

製作した。試作機の一例（川重冷熱工業（株）製
1,055kW 試作機）を図 2 に示す。

＜参考文献＞
1）森清幸、岡雅博：冷凍、78（906）
、7（2003）
2）森清幸、牧田和志：日本機械学会 2003 年度年次大会
講演資料集 Vol. Ⅷ, 441-442
3）森清幸：省エネルギー、56（3）
、57（2004）
4）松原為敏、森清幸：クリーンエネルギー 2004. 11
5）岡雅博、森清幸：建築設備士 2004. 10

図 2 1055kW 三重効用試作機（川重冷熱工業製）
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研究所紹介

株式会社東芝
研究開発センター
1．はじめに

2.1 鉛フリーはんだの信頼性設計技術

東芝グループが将来にわたって発展を続けていくために不

地球環境保護の観点から、電子機器の実装において、鉛

可欠な、次世代技術の開発に取り組んでいるのが研究開発セ

フリーはんだへの移行が進められています。使用実績に乏

ンターです。通信プラットホーム、マルチメディア、LSI 基

しい代替材料を使いこなすにあたり、長期信頼性の評価が

盤技術、ヒューマンセントリック、システム技術など 15 の

重要な課題のひとつでした。そこで、応力シミュレーショ

ラボラトリーをベースとして、それぞれが関連性の高い＜ワ

ンに基づくはんだ接合部の熱疲労寿命予測手法を開発し、

イヤレス＆システム LSI ＞＜ヒューマンセントリック＆ヒュ

製品の実装設計に適用しています。図 1 は、品質保証のため

ーマンインターフェース＞＜ LSI 技術・ナノ材料デバイス＞

の温度サイクル試験に供した際におけるはんだ接合部に対

＜システム・環境＞の 4 つの領域に所属。専門的な各ラボラ

する FEM シミュレーション結果の一例を示しています。

トリーが横のつながりを持つことで、よりスケールの大きな
コンセプトに沿った研究開発を進めています。
この中で機械・環境関連については、機械・システムラボ
ラトリーと環境技術ラボラトリーという 2 つの組織を中心に
R&D が進められています。環境技術ラボラトリーは、材料
や化学工学、バイオ技術などをベースとした環境対応技術と、
消去可能インクや CO2 吸収剤など、省エネ/資源、地球温暖
化防止などに役立つ技術開発に取り組んでいます。そして、

図 1 ボール状はんだ接合部の相当ひずみ範囲分布

機械・システムラボラトリーは、最も多くの機械系研究者が
所属しているラボです。以下にその概要をご紹介します。

2.2

3 次元空間の能動騒音制御技術

近年、エンジン騒音などから発生する低周波音を中心と
2．機械・システムラボラトリーの紹介

した環境騒音がクローズアップされ、静粛化への要望が高

機械・システムラボラトリーは東芝グループの機械系技

まっています。そこで、騒音の規模を表す音響パワーを最

術のセンターとして、新たなメカ／ HW システムに繋がる

小化し、発生元から低減させる能動騒音制御技術を開発し

先進技術開発と、機械系基盤技術による製品開発支援とい

ました。3 次元空間においては 1 点の音圧を最小化しても周

うミッションをもって活動しています。前者では、μアク

囲全体を低減できるとは限りませんが、音源の位置・放射

チュエータ技術を応用した「モバイル機器用自動焦点・ズ

特性を明らかにすることで、1 点の音圧を下げるだけで周囲

ームカメラモジュール」、外科医のためのマジックハンド

全体も低減できる「音のつぼ」を見つけ出しました。制御

「医用ロボット鉗子」
、
「DVD 記録再生技術」
、そして「モバ

系を複雑にせずに、簡素な 1ch の制御系で実現できるのが特

イル機器用燃料電池」などが代表的な開発です。また後者

徴です。変電・電源設備、建設機器など環境騒音の低減を

では、1 月に製品発表したモバイルノート PC の耐衝撃性要

目指し取り組んでいます。

素技術を担当する強度信頼性をはじめ、流体・熱・振動・
制御・光学などのシミュレーション技術や、省エネ（COP
の削減）や環境騒音の抑制に寄与する潤滑技術、騒音制御
技術などが挙げられます。これら中で、環境に関係の深い
技術をご紹介します。
図2
自家発電装置（エンジ
ン騒音）
への適用例
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3．おわりに
持続可能な資源循環型社会を構築する上で、環境調和型

んの果たすべき役割も少なくありません。環境調和型新技
術の研究開発を通じて社会に貢献していきたいと思います。

製品の創出は企業に課せられた責務といえます。機械屋さ

研究所紹介
循環とエネルギーの調和を目指した研究開発
三井造船株式会社
千葉技術開発センター
1.はじめに

た高度触媒浄化プロセスの開発、また、水質、土壌浄化分

千葉技術開発センターは、三井造船の環境･エネルギー分

野では、バイオ技術を応用した水質高度浄化、汚泥低減化

野の研究開発拠点として、都市ごみ、産業廃棄物処理、排

技術や嫌気性、好気性の種々の微生物機能を複合活用しダ

ガス浄化、水質､土壌浄化など幅広く環境分野へ対応すると

イオキシンなどの有害物質を低コスト、低環境負荷で分解

ともに、環境に優しいクリーンエネルギ−創出技術の開発

する技術の開発を推進している。

を推進している。以下にそれぞれの分野での主要な開発の

3.クリーンエネルギー分野

概要を紹介する。
2.環境関連技術開発
廃棄物処理、排ガス浄化、水質、土壌浄化の 3 分野の技

天然ガスの新しい輸送媒体及び資源として注目されてい
る天然ガスハイドレート（NGH ： Natural Gas Hydrate）の
高効率製造・利用技術の開発を行っている。天然ガスをハ

術開発を行っている。廃棄物処理分野では、次世代型焼却、

イドレート化､ペレット化し、更に再ガス化する一貫プラン

溶融、熱分解、ガス化等の処理プロセスの開発をおこなっ

トを世界ではじめて建設し 600kg/日の連続製造を実証して

ており、現在、都市ごみ、汚泥、バイオマスなど多様な廃

いる（図 2）
。

棄物をガス化し、ガスエンジンとの組み合せで高効率な発

4.おわりに

電が行えるコンパクトで簡単な構造のガス化炉の開発に注

千葉技術開発センターは、21 世紀の社会の持続的発展を

力中で、パイロットプラントで高いガス化効率（木屑で

可能とする環境とエネルギの調和を目ざした基盤技術、製

70%）を実現している（図 1）。排ガス浄化分野では、ディ

品開発に精力的に取り組み、地球規模から身近な問題まで

ーゼルエンジンなどからの排ガス中の NOx、粒子状物質の

幅広く対応できるソルーション対応型の技術開発で社会に

処理技術や焼却炉排ガス中のダイオキンシン類低減に向け

貢献していくことを目指している。

図 1 ガス化炉パイロットプラント（3.6t ／日）

図 2 NGH 連続製造実証プラント（600kg ／日）
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編集後記
環境工学部門は振動・騒音制御、廃棄物処理、大気・水
保全 環境保全型エネルギーの４つの技術委員会から構成
されています。このような広範囲にわたる本部門による
「第15回 環境工学総合シンポジウム2005」が、７月７日〜
９日に、北海道の室蘭工業大学を会場に開催されます。さ
まざまな分野の方々にご参加いただき、参加者相互あるい

環境と地球

は技術分野を越えた情報の交換などが行われることを期待
いたします。
なお、本ニュースレターの発行が遅れ、関係の皆様方に
は大変ご迷惑をお掛けいたしました。
また、発行に際して、ご協力いただきました執筆者の皆
様、委員の皆様にあらためて御礼申し上げます。

編集室
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