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環境工学部門 2006 年度の活動の抱負

川本 克也
2006 年度環境工学部門長［（独）国立環境研究所］

新たな年度における環境工学部門の部門長を務めま
す。廃棄物処理技術、資源化技術などを主な取り組み
事項とする第 2 技術委員会所属です。どうぞ、よろしく
お願い申し上げます。
さて、活動の抱負を述べる前に、改めて環境工学部
門の特徴と位置づけについて概観してみたいと思いま
す。どの学問分野もその発達とともに細分化が進み、
質的に近く狭い領域に分化していくのが通例と思いま
す。一般に環境という分野は、学際的で多様であると
いう言い方がなされます。ただ、環境が他と異なると
思われるのは、既成の学問は概してもともと中心とな
る分野の分化であるのに対し、環境は個々別々の分野
の集合であることでしょう。そもそも環境工学という
体系はなかったとも言えます。すでに確立された分野
がカバーする範囲から切り出されるような形で、たと
えば、土木工学であれば上・下水道および水・廃棄物
処理、機械工学であれば熱工学の応用とエネルギー、
機械音響、化学工学であれば各種の単位操作、建築で
あれば空調や給排水などを主とする建築に付随した環
境設備あるいは空間のデザインなどなど、きわめて幅
広く、また、まとまりのつけにくい学問分野というこ
ともできます。
環境工学部門が現在 4 つの分野（第 1 技術委員会：騒
音・振動評価・改善技術分野、第 2 ：資源環境・廃棄物
処理技術分野、第 3 ：大気・水環境保全技術分野、第
4 ：環境保全型エネルギー技術分野）から構成されてい
るのも上記のような状況の結果ですが、私は、いずれ
は環境工学という学問分野が明快に定義されることを
期待しつつ、まだしばらくは「近くはあるが遠くもあ

る」異分野共存の形態をとるであろうことと思います。
なお、現在、部門内で将来構想検討委員会が活動をし
ており、何らかの方向性が出されることと期待されま
す。ここ数年、環境工学総合シンポジウムの開催につ
いての新しい展開（開催日程 3 日から 2 日へ、開催場所
の変更、地方での開催）などにみられるように、先達
の方々による変革への舵取りが徐々に新しいものを植
えつけ始めています。
この認識のもとで、2006 年度の環境工学部門は何を
めざすか、ですが、全体的な活動を通じた最大の目標
は、
「環境」のための「工学」を担うものとしてこの分
野における求心力を増すことにおきたいと考えていま
す。母体としての学会会員増強は、いずれの学会でも
重要視され取り組みが行われています。それに加えて、
関連するいくつもの学会に分散している人と研究活動
の流れを呼び込むことが必要ではないかと思うのです。
よく言われる異なる組織同士のコラボレーションも、
具体化の一つかもしれません。ただ、単に連携的に行
事を行うだけでなく、環境技術ならばあるいは環境工
学と分類できる内容ならば環境工学総合シンポジウム
に成果を発表し、また、情報を得るために出かけよう
と思わせるだけの力（いまふうの名づけ方をすれば
「学会力」とでも呼ぶのでしょうか。）をつけることが
非常に重要だと思います。それが、シンポジウムとい
う点としての催しだけでなく、線としての環境工学部
門活動への参画に結びつくようにしたいと思います。
上記のような目標へすぐに到達できる妙案はありま
せん。しかし、環境工学総合シンポジウムを手始めに、
外部への情報発信と連携、新たな調査研究の企画と実
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施などを通じて「力」をつけていきたいと考えます。
折りしも、2006 年度には学会全体の流れに沿って、電
子媒体による部門としての英文ジャーナルを発刊して
いく予定です。このような新機軸が徐々に実を結ぶこ
とを願ってやみません。会員諸氏をはじめ環境工学に
何らかの関心をお持ちの方々の積極的な係わりとお力
添えをお願い申し上げまして、新たな年度における私
の部門活動の抱負といたします。

日
程： 2006 年 7 月 12 日（水）〜 13 日（木）
開催場所：
（独）産業技術総合研究所臨海副都心セン
ター（東京都江東区青海 2-42）
特別講演
（12 日）
：クルマと環境―環境工学的視点
上記を含めて、部門活動の詳細については、ホーム
ページ（http://www.jsme.or.jp/env/）に随時掲載しま
す。

第 16 回環境工学総合シンポジウム 2006 の概要は、以
下の通りです。

2005 年度の環境工学部門の活動をふり返って

伊藤 定祐
2005 年度部門長［神奈川工科大学］

日本経済は長い低迷期間を経て、本格的に回復して
きた模様であります。京都議定書が 2005 年 2 月 16 日に
発効となりましたが、一向に二酸化炭素排出量が減少
しない日本は、排出権取引も実施しなければならない
状況になってきています。また、台風やハリケーンの
増加、海面の上昇などの温暖化がもたらす地球規模的
な環境問題や、地下水の不足、汚染等の問題は益々深
刻化しています。
本部門は 4 つの技術委員会で構成されていて、技術委
員会ごとに専門分野の技術研究がなされてきましたが、
田中俊光 2004 年度部門長（神戸製鋼所）の代に、技術
委員会間の連携を強化して環境問題に取り組んでいく
必要があるとして、将来問題を検討するワーキンググ
ループが結成され、2005 年度には部門将来構想検討委
員会（委員長：佐藤春樹運営委員会幹事（慶應大学））
となって、活動が続けられました。このような主旨の
元、2005 年度環境工学総合シンポジウムを初めて地方
で開催しました。
会員の要望に応えるためには、部門から有用な情報
を迅速に発信する必要があり、高野靖広報委員長（日
立製作所）を中心として、ホームページの充実（メー
リングリストの作成、シンポジウムの HP からの Web
申し込みシステムの作成、アンケート調査結果及び、
シンポジウム・見学会の開催結果報告の新たな掲載等）
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が図られました。
本学会では、部門単独または複数部門が合同で英文
ジャーナルを発行することに決まりましたが、当部門
では、丸田芳幸編集委員長（荏原総合研究所）と編集
委員のご尽力により、部門単独で今年 12 月より発刊す
ることになりました。また、今後の環境工学部門は諸
外国との連携を深めて環境問題を解決していくことが
大切であると考え、2009 年度に迎える設立 20 周年を契
機に、初回の国際会議を開催する案が出されました。
実現に向けて、皆様のご協力をお願いいたします。
第 1 位から 5 位までの本部門登録者の正員･准員合計
数は本学会 21 部門中の 10 位であり、特別員では 6 位で
あって、特に企業の環境工学部門への期待の大きいこ
とがわかります。また、21 世紀は環境の世紀といわれ
るほど、環境問題を解決する対策が益々重要になって
くるものと考えられます。今期の運営委員および各技
術委員会委員の皆様のご活躍を期待しています。
終わりに、総務委員、運営委員、および各技術委員
会の委員の皆様、環境工学総合シンポジウム開催に当
たりお世話になった室蘭市の関係者の皆様、及び事務
局関係者の皆様のお蔭により、本部門を運営すること
ができました。厚く感謝申し上げます。
以下に、2005 年度における本部門の活動概要を報告
いたします。
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第 15 回環境工学総合シンポジウム
これまで川崎市や東京都心で開催されていた環境工
学総合シンポジウムを地方で開催し、異なった専門分
野の人達が交流しやすいような場となるよう、また、
地方の活性化に役立つよう配慮いたしました。企画の
段階では参加者人数と財政面において心配がありまし
たが、幸い、室蘭工業大学田頭博昭学長初め、同大学
の関係者と同市の市役所や企業の皆様、そして特に、
現地における実行委員長の岸浪紘機室蘭工業大学教授
に並々ならぬご尽力をいただきました。結果的に講演
論文発表件数は 153 件で過去最高で、特別講演参加者数
（156 名）と懇親会参加者数（145 名）も多く、予算も黒
字となりました。地方開催が盛況であったことは、今
後地方開催を進めていく上で励みになるものと考えま
す。初回の地方開催で経験不足のこともあり、いろい
ろな面で不行き届きのあったことをお詫び申し上げま
す。

部門横断オーガナイズドセッション［G-09 環境工学］
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］
部門共催ワークショップ
熱工学部門/環境工学部門の 合同［W06 ヒートカ
スケーディングの進展］

1.

開催月日： 2005 年 7 月 7 日（木）
、8 日（金）
場
所：室蘭工業大学
特別講演会（7 月 7 日）
基 調 講 演：都市熱代謝系の課題
水野 稔（大阪大学）
特別講演 1：日本の新エネルギー政策と技術展望
柏木 孝夫（東京農工大）
特別講演 2：地方産業都市室蘭市の環境産業育成と
将来計画
山田 進氏（室蘭市役所）
特別講演 3：日鋼室蘭における環境産業
唐牛 敏晴氏（日本製鋼所室蘭製作所）
セッションにおける招待講演会
招待講演 1：低周波長問題対応の手引書の公表と今
後の展望
齋藤 輝彦（環境省環境管理局）
招待講演 2：低周波音による「心身に係る苦情に関
する参照値」の基礎データ
――低周波音の聴覚閾値及び主観評価
に関する心理物理的実験――
犬飼 幸男氏（産総研客員教授）
見学会：日本製鋼所室蘭製作所、道立栽培水産所、白
鳥大橋 1,000k Ｗ、500kW 風車、西胆地区廃棄
物広域処理施設、新日鐵鉄室蘭製鐵所
7 月 9 日（土） 参加者 34 名
講演論文発表件数： 153 件、参加者総数： 306 名
2．2005 年度日本機械学会年次大会
開催日： 2005 年 9 月 19 日（月）〜 22（木）
開催地：電気通信大学（東京都調布市）

3．共催講演会
第 39 回空気調和・冷凍連合講演会
環境工学部門、空気調和・衛生工学会、日本冷凍空
調学会が共催。
開催日： 2005 年 4 月 20 日（水）〜 22 日（金）
開催地：東京海洋大学 海洋工学部（越中島会館）
4．部門賞贈賞、フェロー賞受賞者報告
以下の方々に、第 15 回環境工学部門賞と 35 歳以下の
講演者を対象とする研究奨励賞の授与、並びに、若手
優秀講演者に授与されるフェロー賞（学会賞）受賞者
の紹介を第 15 回総合シンポジウムの懇親会の場で行い、
お祝いしました。
＊功績賞
川崎 信彦（月島テクノメンテナンスサービス）
＊研究業績賞
山田 伸志（山梨大学）
、岡 雅博（東京ガス）
＊技術業績賞
杉山 英一（東芝）
＊研究奨励表彰
高田 正幸（九州大学）
、亀井 裕次（川崎重工業）
義家 亮（岐阜大学）
、君島 真仁（芝浦工業大学）
＊フェロー賞（若手優秀講演）
有田 直樹（大阪府立大学）
、
森部 昌一（早稲田大学）
5.

環境工学部門英文 Journal 発行の準備
ジャーナル名を、”Journal of Environment and
Engineering”（JEE）とし、2006 年 12 月に発刊を予定
して、投稿規程、執筆要綱等を作成しました。
6.

部門所属研究会
本部門では次の研究活動を継続実施しています。
1）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）
2）A-TS-09-02「NEE 研究会」（主査 大西 潤治
（大阪電気通信大学）
）
3）A-TS-09-03「エネルギー有効技術の将来動向研究
会」
（主査 秋澤 淳 東京農工大）
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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

環境工学部門研究業績賞を
受賞して

川崎 信彦

岡 雅博

月島テクノメンテサービス株式会社

東京ガス株式会社

この度、栄えある環境工学部門功績賞（2005 年度）をい
ただき大変光栄に存じております。部門長をさせていただ
いたとはいえ、運営委員として数期の仕事をしたに過ぎず
研究活動、出版活動等ではたいした貢献も出来なかった小
生が、この賞を頂くことにいささかおもはゆく感じている
ところであります。
地球環境問題が叫ばれてから久しく経ちますが、昨年の
大雨、暮れからの異常寒波、積雪等最近の気候は自然変動
によるものだけではないように思えます。環境問題はあら
ゆる分野の学術、技術が一体となって取り組み解決してい
かなければならないテーマです。
その中にあって機械学会の環境工学部門が果たす役割は
なんでしょうか。機械工学の観点から問題解決の切り口を
見つけだすことが我々の勤めだと思います。その結果とし
て当部門がますます発展すると思われます。会員の皆様方
のますますのご活躍を祈念して、受賞の御礼と致します。

環境工学部門研究業績賞を
受賞して

環境工学部門技術業績賞を
受賞して

山田 伸志

杉山 英一

山梨大学工学部

株式会社東芝

このたびは、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。低周波音問題の原因解明と解決の道に
取り組んできたことを評価いただいたと考えています。低
周波音は振動のような感じを受けることがありますが耳の
聞こえない人の実験から感覚器官はやはり聴覚であること、
苦情者は感度がいいのではなく知覚したときの心理反応が
強いこと、強い心理反応が発生すると様々な生理反応も付
随してくることなどを明らかにしてきしました。しかし、
人間が生きているのは実社会であり、実験室データを苦情
現場に適用してその有効性と相違点を検討しました。その
中で、苦情者が現場の環境の中で多くの人間関係を含めた
複雑な心理状況にあることを実感しました。現場のデータ
を大切にしますが、苦情者の心理を分析しながら、科学
的・総合的な思考を行うことが大切でした。受賞は多くの
研究者との共同の成果であり、また、研究室の構成員であ
る学生・教職員との協力の成果と思っています。今後も幸
せな環境と社会のために尽くしたいと思っています。
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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。
「排熱利用圧縮/吸収ハイブリッド空調システム
の開発」が受賞対象となりました。私は、東京ガス技術開発
部に所属し、熱駆動冷凍機（吸収式冷凍機、吸着式冷凍機等）
の研究開発に携わって参りました。本開発は、マイクロガス
タービンからの排熱を利用した吸収式冷凍機と圧縮式冷凍機
を組み合わせることにより、排熱利用による省エネ性の向上
と個別分散型空調に対応する使い勝手の向上を同時に達成す
ることを目的としたものです。原理としては、マイクロガス
タービンの排熱で駆動する空冷吸収式により得られた冷熱を
圧縮式冷凍機の冷媒凝縮に利用するシステムです。ガス会社
は、これまでメーカー殿と協力して熱駆動冷凍機の一つであ
る吸収冷温水機に関して高効率化、コンパクト化等の様々な
開発を実施して参りました。省エネルギーが叫ばれる中、今
後の熱駆動冷凍機開発のキーワードは、排熱の有効利用であ
ると考えております。関係の皆様に感謝申し上げるとともに、
今回の受賞を励みに排熱の有効利用に関する研究開発に尽力
していきたいと考えております。

この度は「大型廃プラスチック油化プラントのフィードストックリサイ
クルへの取組み」に対しまして環境工学部門技術業績賞を頂きまして大変
光栄に存じます。
札幌プラスチックリサイクル（株）の油化処理プラント（廃プラ定格処理
量；40t/日）は、地域資源循環型社会を目指し容器包装リサイクル法の基
本理念を忠実に実行する札幌市民協力のもと2000年の商業運転開始来、こ
れまで一般系廃プラ油化処理で困難とされた技術課題を解決し、毎年の入
荷量を増やす努力を積み重ね、ほぼ定格で順調に安定運転を継続しており
ます。
2004年度からは廃プラ油化処理後の生成軽質油を製油所の原料に戻す真
のリサイクル（フィードストックリサイクル）の実証化運転を世界に先駆
けて開始、安定処理を継続実証し資源循環型社会実現に貢献しております。
今回はこのプラントの実用化、資源循環型社会確立に向けた積極的な技
術開発に対して高い評価を頂き、私が代表して賞を頂いたと認識しており
ます。ここにご協力頂きました皆様に改めて感謝の意を表しますとともに、
廃プラ油化⇒フィードストックリサイクル技術が今後広く普及しますよう
ご支援賜りたく宜しくお願い致します。
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◆

トピックス

小型遠心ファンの低騒音化に関する研究

◆

林 秀千人
長崎大学
小型の遠心ファンは、空調や換気など身のまわりに非常

く圧力の上昇も行われ、これにより騒音の増大を招くこと

に多く利用されている。熱交換器やフィルタ・送風ダクト

なく、風圧・効率をかなり上昇させることができる（1）。超

など付属の部品が密接して配置されているため、直接目に

多翼ラジアルファンは、羽根枚数が 120 枚と通常の多翼フ

することはないが、ファンはこれらに囲まれた狭いスペー

ァンの 2 倍以上もあるラジアルファンである。この場合、

スの中で要求される性能を出すように設計される。空調機

ピッチが狭いため低風量で、はく離が抑えられて騒音が低

器などは年々装置の多機能・高性能化が進み、付属の部品

減される。また、羽根車の後流拡散が早く干渉騒音がほと

とファンとのスペースが小さくなり、干渉による性能の低

んど発生せず低騒音のファンを実現できる（2）。二重翼列遠

下や騒音の増大を引き起こしている。

心ファンは、スパン方向に内径が異なる二つの超多翼ファ

ファンの低騒音化は、1 つにファン自身から発生する流

ンを組み合わせたものである。入口側は内径が大きく風量

れの乱れを小さく、またファンとまわりの付属部品との干

が多い時に性能が良い羽根車であり、奥側は内径が小さく

渉により生じる流れの変動を低減化することで、直接的に

羽根が長いため、圧力を得る高負荷の羽根車となっている。

騒音を下げる方法がある。また、風量や圧力などの流体力

さらに、両者の間に仕切り板を付けることで干渉による損

学的性能を向上させることによって、動作時の回転数を下

失の増加を防いで、高圧力を広い風量範囲にわたって得る

げて騒音を低下させる方法も、効果が大きい。すなわち、

ことができる。

ファンの低騒音化は音響的改善ばかりでなく、空力的な性
能の向上も重要である。このため、ファン騒音の評価には、
騒音レベルとともに、風量と圧力の流体力学的性能を加味
した比騒音レベルも用いられる。
当研究室では、空調用ファンをはじめさまざまな小型の
ファンの研究を進めてきた。空調用ファンの場合は、比騒
音レベルで比較すると 1990 年には 28 〜 30dB であった騒音
性能が、羽根車形状の改良や羽根の張出し・ 3 次元化によ
り 2000 年には 20 〜 22dB にまで低騒音化が進んでいる。そ
のほか、用途に応じた低騒音のファンの開発研究を進めて
きた。その例を図 1 に示す。インデューサ付き遠心ファン
は、クリーンルーム用の薄型遠心ファンである。入口に三
次元形状のインデューサを羽根に一体化して付けている。

図 2 多翼ファンの流れのモデル

インデューサにより流れがスムーズに流入するばかりでな
当研究室ではまた、多翼ファンの高性能化とその設計法
についての研究も進めている。多翼ファンは前向き羽根を
持つため、他の形式のファンに較べて高い圧力を得ること
が可能である。また、内外径比が大きく羽根が短いため大
風量を得やすくなっている。しかも小型で構造が簡単であ
るため、最近その利用がふたたび注目されている。一方で
インディーサ付遠心ファン

超多翼ラジアルファン

効率が低く、また高回転で騒音が大きい欠点を有している。
多翼ファンの効率が低い理由として、流れが通常のター
ボファンの場合と異なり、ファン入口側に大きな循環流れ
領域を形成することにある。そのため、流れが後面へ偏る
3 次元性の強い流動状態が生じる。このような流れを予測
し改良することを目的に、羽根車に流入する流れを渦輪に
より表現するモデルを提案する（図 2）。さらに羽根車出口

二重翼列遠心ファン
図 1 小型遠心ファンの例

でのスパン方向の整合条件から流れを決定する。このよう
な流動モデルを提案した（4）。また、深野らの理論をもとに、
研究室が開発したファンの乱流騒音を予測する方法（2）を、
【5】
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翼が密接する多翼ファンへ適用するモデルを検討してい

化の研究を進めてきた。騒音レベルはここ数年でほぼ限界

る。多翼ファンを円柱列へ写像し、そこで周波数を設定し

に近いところまで低減が進められているように思う。しか

て、これまでのファンの乱流騒音モデルを適応するのであ

し、省スペースと大風量・高圧力化が進む状況で、騒音を

る 。

増大させない設計が要求され、比騒音の点で低騒音化がま

（4）

すます重要となる。今後は、これまでにない新たな視点か
らファンを見直すことが大切であろう。さらに研究を進め、
目には見えないが身近で大切なファンの高性能・低騒音化
に貢献することを願っている。
文献
（1）H.Hayashi, Y.Kodama, K.Ogino, ,FanNoise2003.
（2）児玉他 2 名、多翼ラジアルファンの流体力学的特性と
騒音特性に関する実験的研究（流体力学的特性および
騒音特性に及ぼす羽根車内径、羽根枚数の影響）、機

図 3 多翼ファンの性能予測と実験結果の比較

論（B 編）
、62-602（1996）pp. 3642-3648.
（3）畠山他 4 名、二重翼列遠心ファンの空力特性と騒音特
性に関する実験的研究（露出度とスクロール吐出角の

図 3 は、圧力と騒音の性能予測を実験と比較している（4）。

影響）、ターボ機械、30-2, 2001, pp. 27-44.

圧力は、羽根車の内外径比による変化の傾向が比較的良好
に表れている。また、騒音レベルにおいては今回のモデル

（4）林、他 3 名、 シロッコファンの入口はく離の評価と
乱流騒音の簡易予測 、機構論,第 14 回環境工学総合シ

（St varied）がよく合っている。
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当研究室では、生活に身近な小型遠心ファンの、低騒音

◆

トピックス

下水汚泥炭化燃料の実用化

◆

上野知威
バイオ燃料株式会社

1．はじめに
これまで下水処理の世界では、処理の過程で発生す
る下水汚泥をいかにリサイクル或いは処分するか試行
錯誤を繰り返してきた。しかしながら現状においても、
下水汚泥は約４割が埋め立て或いは焼却後に灰を埋め
立てて処分している。有効なリサイクル用途としては、
下水汚泥或いは下水汚泥焼却灰のセメント原料化や溶
融スラグ等の建設資材とするのが大半である。
一方で電気事業者による新エネルギー等の利用に関
する特別措置法（以下、RPS 法： Renewable Portfolio
Standard）の施行に伴い、電力業界では新エネルギー
（化石燃料代替エネルギー）の一定量の利用が義務付
けられた。電気事業者は、義務を履行するため、自ら
「新エネルギー等電気」を発電する、若しくは、他か
ら「新エネルギー等電気」を購入する、又は、「新エ
ネルギー等電気相当量」を取得することが必要であり、
対象エネルギーは風力、太陽光、地熱、小水力、バイ
オマス（下水汚泥含む）となっている。下水汚泥は他
のバイオマスと比較し、その集積性と安定供給性にお
いて優位性があり、発電用燃料として注目を集めてい
る。更に、下水汚泥が化石燃料の代替として恒常的に
【6】

使用されれば、地球温暖化防止に寄与するとともに下
水汚泥の安定的な有効利用先を確保できることにな
る。
以上のような社会動向を踏まえ、下水汚泥を炭化処
理し、生成炭化物を化石燃料代替の発電用燃料として
利用する検討を東京電力（株）、三菱重工業（株）と共同
で実施している。以下にその概要について紹介する。
2．開発概要
（1）炭化燃料製造
日処理量が 100 トンを超える下水汚泥炭化設備は、
同規模以上の国内実績を有する外熱式ロータリーキル
ンを使用し、炭化工程の前段に直接加熱乾燥機を配し
たエネルギー効率の高いシステム構成となっている。
これは炭化燃料の製造において下水汚泥を適切に処理
しつつ、汚泥の保有熱量を燃料として回収する必要が
あるためである。外熱式ロータリーキルンの構造を図
1 に示した。キルンの内筒には乾燥機で含水率が調整
された脱水汚泥が投入され、外筒に 900 〜 1,100 ℃で調
節された過熱ガスが通過することで、間接的に加熱さ
れる。内筒内の酸素濃度は 5 ％未満に制御され、乾燥
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汚泥を蒸し焼きにすることで炭化燃料として回収す
る。炭化処理で発生した熱分解ガスは炭化設備の主燃
料として使用され、設備供給熱量の 80 〜 90 ％に該当
する。

図 1 外熱式ロータリーキルン

製造した炭化燃料の写真を図 2 に示した。炭化燃料
は、発熱量が 8,400 〜 14,600kj/kg、平均粒径 2 〜 5mm
の黒色の粒状物で、外見上は石炭と見分けがつかない。
特性等も石炭と類似しており、既存の設備を大規模に
改修することなく発電所へ導入できるメリットを有し
ている。また、炭化燃料は自己発熱性を有するが、適
切な割合で加湿することで、輸送・貯蔵時の安全性を
確保することができる。

図 2 下水汚泥炭化燃料

（2）温暖化ガス排出量の削減
温暖化ガス排出量の削減は、下水汚泥炭化燃料製造
時と炭化燃料を発電用燃料として利用する時の 2 つの
過程について考慮する必要がある。下水汚泥炭化燃料
製造時については、汚泥焼却炉と処理時の温暖化ガス
発生量を比較することで削減量を算定した。また、炭
化燃料は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に
よりカーボンニュートラルな燃料とされており、炭化
燃料を発電用燃料として利用する時の削減量は、炭化
燃料の燃料利用に伴い削減される石炭量から排出され
る温暖化ガス量として算定した。以下に日量 300 トン
汚泥を炭化処理した場合の 1 日当たりの温暖化ガス発
生量ならびに発電所における削減量試算のモデルを示
した。試算結果から、炭化設備は下水汚泥の保有熱量
を全量利用できないため、補助燃料使用量は多いもの
の N2O の発生量を抑制することでトータルの温暖化ガ
ス排出量を低減していることが理解できる。ここで、
N2O は燃焼温度依存性が高く、焼却炉等では飛灰の溶

融の問題があり 800 − 850 ℃で操業されるのに対し炭
化設備では熱分解ガスは比較的ダストが少ないため、
飛灰溶融のリスクが少ない。従って、高温燃焼（約
950 ℃）で N2O が大幅に低減出来ることによる。
前提条件
・汚泥炭化炉補助燃料使用量 ： 6,000m3N/日
・汚泥炭化炉 N2O 発生量
： 40kgN2O/日
・ N2O の地球温暖化係数
： 310
・都市ガスの温暖化係数
： 1.9591
・炭化燃料製造量
： 20t/日
・石炭発熱量
： 25,000kj/kg
・炭化燃料発熱量
： 12,500kj/kg
・石炭の温暖化係数
： 2.409
表１ 温暖化ガス削減量の試算結果

下水汚泥炭化
燃料製造時
炭化燃料を

温暖化ガス発生量

温暖化ガス削減量

（kgCO2/日）

（kgCO2/日）

約 24,200

炭化燃料： 0

発電用燃料として
利用した時

約 24,000
石炭： 24,090

3．実用機への展開
東京都では、2007 年 10 月下水汚泥炭化設備の 1 号機
が東部スラッジプラント内で運開を予定している。本
設備は 100 トン/日処理設備を 3 系列で配置し、300 ト
ン/日の処理能力を持つ国内最大級の設備である。日
量約 25 トンの炭化燃料を製造し、火力発電所で石炭に
数％混合して燃料利用する。本件は、東京都の下水処
理における資源化推進、汚泥処理における地球温暖化
防止への貢献や経済性の向上を目的として実施され
る。
4．おわりに
先にも述べたが、本設備は下水汚泥処理設備として
は国内最大級であるが、製造する炭化燃料量は 1 火力
発電所における石炭使用量の 1 ％にも満たない。火力
発電所ではこうしたバイオマス燃料を技術的に数％程
度まで混焼できることを考慮すると、RPS 法のもと、
今後も下水汚泥炭化燃料のニーズは高いと考えられ
る。
このようなリサイクルスキームにおいては、原料の
供給安定性以外に製品の安定した需要が必要であり、
その意味からも下水汚泥炭化処理は、今後も汚泥処理
の有効な一手法として確立していくと考えられる。
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トピックス

海藻バイオマスのメタン発酵技術

◆

松井 徹
東京ガス株式会社

1．はじめに
近年、地球温暖化問題を背景として、バイオマスの
エネルギー利用が大きな注目を集めている。バイオマ
スの利用に関しては、発酵や熱分解処理により、ガス
燃料や液体燃料への変換が行われている。現在利用さ
れているバイオマスとしては、一般に畜糞尿、生ゴミ、
廃木材、下水汚泥等がある。
バイオマスに関する調査を行ったところ、周囲を海
で囲まれた日本では、これらバイオマスに加え、海藻

図 1 実証試験プラントフロー

バイオマスが多量に存在していることがわかった。し
かし、この海藻バイオマスは、有効利用されること無

を用いたガス化を行っている。海藻を実証試験プラン

く焼却等処分がされているのが現状である。そこで、

トに受け入れた後、破砕・分別を行い、希釈水を加え

海藻バイオマスをエネルギーとして有効利用すること

スラリー状態にする。このスラリーをメタン発酵プロ

を目指し、研究開発を進めている。以下に、現在行っ

セスに送る。本実証試験プラントでは、発酵の効率を

ている海藻バイオマスメタン発酵実証試験の内容につ

高めるため、二段発酵法を採用している。前段の発酵

いて紹介する。なお、本実証試験は独立行政法人新エ

槽で可溶化を行った後、後段の発酵槽でメタン発酵を

ネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）殿との共

行う。発生したバイオガスは、脱硫処理を行った後、

同研究「バイオマス等未活用エネルギー実証試験事

都市ガスと混合しガスエンジンコージェネレーション

業／海産未活用バイオマスを用いたエネルギーコミュ

の燃料として用いる。バイオマスは収集量等が変動す

ニティーに関する実証試験事業」として取り組んでい

るため、発生するバイオガスの量も変動する。そこで、

るものである。

都市ガスを適量混合することにより、発電出力を安定
させることができる。また、都市ガスの混合により、

2．海藻バイオマスについて

バイオガスを単独で用いる場合に比べて、発電効率が

本実証試験では、コンブ、アオサの 2 種の海藻バイ

向上するというメリットも得られる。コージェネレー

オマスを用いている。ここで用いているコンブは、魚

ションで発生した電気は設備の電気負荷等に、熱は発

場保護の目的で養殖されているものである。近年、波

酵槽の加温に用いる。メタン発酵により発生する残渣

消し効果等を狙って、海藻を植える試みがなされてい

は、脱水後肥料に用いる。

るが、これら海藻は刈り取り後食用に用いられること
なく処分されることになる。アオサは、内湾沿岸で大
量発生し、海岸に打ち上げられた際に腐敗し悪臭を放
つ等の問題を引き起こしているものを使用している。
アオサは一般に食料として利用されているが、このよ
うに大量発生したものは、自治体等により回収され焼
却等の処分が行われている。
3．実証試験プラント
海藻は含水率が高い（90 ％程度）ため、メタン発酵
【8】

図 2 コンブを用いたメタン発酵試験結果
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炭素が 40 〜 50 ％であった。最大のメタン発生量は、
コンブ 1t あたり約 22m 3 であった。アオサを用いて同
様の試験を行った。アオサを 0.6t/日で投入しメタン発
酵を行った結果、最大のメタン発生量は 1t あたり約
17m3 であった。本試験結果から、海藻を用いたメタン
発酵によるバイオガスの生成が可能であることが確認
された。
発生したバイオガスを用いて、都市ガスと混合した
際の発電効率の変化を測定した。本試験では、エンジ
図 3 ガスエンジン混合燃焼試験結果

ンの定格である 9.8kW の負荷条件で、排ガスの NOx の
濃度が 150ppm（O2=0 ％）となる条件で行った。図 3
より、都市ガスとの混合により、発電効率が向上して

4．実証試験結果
コンブを用いたメタン発酵の試験を行った。メタン
発酵槽は、温度を約 55 ℃、pH を 7 〜 8 に制御した。1

いることがわかる。
４．おわりに

日あたりのコンブ投入量は 0.2t から 1t とし、週 5 日間

今後はメタン発酵の長期安定性を確認していく予定

投入を行った。結果を図 2 に示す。本試験では、連続

である。本実証試験の結果を基に、海藻バイオマスの

で 150 日以上のバイオガスの発生が見られた。発生し

エネルギー利用の実用化を目指していく。

たバイオガスの組成は、メタンが 50 〜 60 ％、二酸化

◆

トピックス

温暖化抑止と ESCO 事業の将来展望

◆

坂内正明
株式会社日立製作所

エネルギーソリューションサービス推進本部

はじめに
昨年 2 月に京都議定書が発効し、温暖化ガスの排出
量削減対策が国内外で本格的に動き始めた。ESCO 事
業は環境性、経済性、社会性のトリプルボトムライン
を同時に達成する有力なビジネスモデルとして位置付
けられ、重要性も増加しつつある。ここでは最近の
ESCO 事業の動向と今後の展望について述べる。
ESCO の市場動向
2004 年度における ESCO 推進協議会の会員企業が実
施した ESCO 事業実績を図 1 に示す。
省エネルギー改修工事の契約総額は、2003 年度は
557 億円、2004 年度は 374 億円と前年比 3 割減少した。

図 1 省エネルギー改修工事の推移

2004 年度の部門内訳は、業務用 64 ％、産業用 36 ％で
ある。
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今後の事業展望
本年度から実施される省エネルギー法の改正が施工
されると、事業所で使用するエネルギーは、熱と電気
を一元化して評価するのでエネルギー管理指定工場が
増加する。
本稿では特に国内のエネルギー需要の半分を占める
産業部門の ESCO 事業について考えてみる。
図 2 産業部内の ESCO プロジェクト
の省エネルギー技術（件数割合）

産業部門の ESCO で採用された省エネルギー技術を
件数基準でまとめると図 2 のようになる。空調・熱源

契約件数では、2003 年度業務用 555 件、産業用 715

を中心に幅広く省エネルギー技術が導入されている

件が、2004 年度は同 693 件、359 件と、産業用件数は

が、今後更に ESCO 事業により省エネルギーを推進し

減少したが、業務用は増加している。

ていくためには以下の 2 点に着目したい。

省エネルギー改修工事のうち、パフォーマンス契約
を含む工事を ESCO 事業とみなすと、ESCO 契約の受

（1）コージェネレーションの普及

注金額は、1998 年当初から年々倍々で増加、特に 2003

2005 年度初めから高騰した燃料価格の沈静化の兆候

年度は対前年 2.5 倍と高い伸びとなり、受注金額は合

は未だ見えないが、今後は油燃料代替として、CO2 排

計 353 億円に達した。この高い伸びは、地球温暖化抑

出量を大幅に削減できる都市ガスによるコージェネレ

止のための事業者の省エネルギー対策としての ESCO

ーションを普及させていくことが望ましい。

事業の認知度が高まってきたことによるものと考えら
れる。

（2）生産プロセスの省エネルギーと排熱利用

2004 年度の受注金額は、172 億円と前年比減少して

産業部門には冷却・加熱プロセスを伴う生産工程が

いるが、これは産業部門の投資減少が大きかったこと

多い。しかし、各工程でのエネルギー使用は個別に独

によるが、その最大の理由は、原油価格の高騰に伴い、

立していることが多い。工程間で相互に熱を融通し合

熱源変更を伴う大規模な石油系コージェネレーション

えば、熱利用効率を大きく向上できる。工程からの排

の導入が少なかったことである。事業の内訳の調査で

熱を電気や熱駆動ヒートポンプで汲み上げれば、大き

も、2004 年度のコージェネレーションの導入割合が、

な省エネルギー効果を得ることができる。

前年を大きく下回っている。また、産業部門で、国の
助成制度（「エネルギー使用合理化事業者支援制度」）

省エネルギー、温暖化抑止は持続型社会実現のため

を受けた割合が、2004 年度は 2 ％と、前年の 27 ％に比

の永遠のテーマである。世界的に最も省エネルギーが

べ大幅に減少した。この年は助成金獲得が難しかった

進んでいる日本は、更にエネルギー利用効率の改善が

ことも受注金額減少の一要因である。一方業務部門の

期待されている。地球環境維持のため今後も世界の先

受注件数は前年度 138 件から 146 件へと増加基調にあ

駆けとなれるよう積極的に ESCO 事業に取り組んでい

る。わが国の ESCO 事業の市場は、原油価格の影響を

きたい。

受け 2003 から 2004 年にかけて一時的に減少したが中
長期的には、着実に増加していると考えられる。

参考文献 ESCO 推 進 協 議 会 ニ ュ ー ス レ タ ー 2006
January, vol 12
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研究所紹介
大型試験設備による環境分野の実用化開発
Hitz 日立造船株式会社
事業・製品開発センター舞鶴
様な処理方法の確認、新事業対応処理、危険物の前処理や

1．はじめに
事業・製品開発センター舞鶴は、Hitz 日立造船の環境分

加熱処理、実証機運転特性の確認、および依頼実験を実施

野の大型プラント実証試験と新規開発を主目的として、

している。

1997 年 4 月に当社舞鶴工場に環境総合開発センターとして

2．環境・エネルギー・リサイクル技術開発

開所し、2005 年 12 月に名称変更した。
2．廃棄物処理・リサイクル用大型技術開発

開発中の製品として、亜臨界圧下における有用物質抽出、
バイオマス熱分解ガス回収・水素転換、溶融スラグの高度

1997 年以来の商用開発機は、次世代ストーカ炉、ガス化

利用、バイオマス利用を推進中であり、共同開発の成果が

溶融炉、灰溶融炉（プラズマ式・油ガス焚き・プラスチッ

期待できる。昨年度に NMR 装置を導入し、分析機器類も

ク燃料式）、高温キルン炉、土壌浄化用間接加熱キルン、

充実している。

ハーゲンマイヤ式飛灰 DXN 低減装置、RDF 製造システム、

3．おわりに

バイオディーゼル油収率向上システム、無機汚泥焼結装置、

当社は大阪市築港地区に事業・製品開発センターと技術

簡易型遠隔監視システムなどがある。商用段階の機種とし

研究所がある。危険物処理・水処理・熱エネルギー機器・

ては、有機汚泥乾燥造粒燃料化装置・常温造粒装置、低圧

通信制御システムや、各種数値シミュレーションの研究開

湿式酸化装置、電磁誘導加熱炉、循環流動床式焼却炉など

発分野で、舞鶴と密接な協力関係がある。また、各種プラ

がある。検証用設備は中間空気吹き込み式多目的キルン炉、

ントの現場で問題解決を図る実績を積み、納入製品の安全

各種バーナ試験炉があり、ICP、蛍光 X 線やガスクロ装置

安心化と当社の新技術・新製品の創造に貢献すべく、技術

を用いて現場分析も実施する。これらの設備を用いて、多

開発を続けている。

図１ 多目的キルン

図２ 土壌浄化間接加熱キルン

研究所紹介
三機地球環境プラザ開設
三機工業株式会社
技術研究所
1．はじめに
三機工業は 1925 年に創立された総合エンジニアリング企
業です。神奈川県大和市にある技術研究所は、先端産業の
超清浄空間からオフィス、地球におよぶ環境の保全、また、
空気、水、電気、情報そして廃棄物処理、搬送の分野にい

たる幅広い領域で、人と環境の関わりに関する先進的な研
究開発を進めています。
2．地球環境プラザ
2006 年 2 月 1 日に創立 80 周年を記念して、技術研究所に
「三機地球環境プラザ」をオープンしました。
【11】
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地球環境プラザには、幣社のエンジニアリング技術を一

①超微細気泡散気装置エアロウィング、②ハニカム

堂に集め、３つのエリアにわけて、地球環境保全という高

汚泥濃縮機、③ロータリープレス脱水機、④次世代

度化する課題に応える取組みと、その課題を解決する次の

水冷ストーカー焼却システム、④トランスヒートコ

ような革新的な多種・多様の技術を展示・紹介しています。

ンテナ、⑤汚泥焼却灰の資源化、⑥石炭灰、廃プラ
スチックの資源化

エリアⅠ【エネルギーを取り込む】
①マイクログリット分散電源、②太陽光・風力ハイ
ブリッド発電システム、③燃料電池、④バイオマス
発電、⑤雪冷房システム

3．その他の研究開発
地球環境プラザに展示されている技術以外にも、オープ
ン化自動制御技術、クリーンルーム関連技術、高機能空調

エリアⅡ【エネルギーを有効に使う】

技術、環境診断・分析技術、数値解析技術、物流・搬送技

① ESCO 事業、② BEMS ：ビルエネルギー管理シス

術などに関して、新しい価値の創出につとめています。

テム、③ノンバルブ搬送システム、④パッシブリズ

4．おわりに

ミング間欠空調、⑤複合熱源最適運転制御システム、
⑥大空間低湿度省エネ空調

技術研究所では、見学を随時受け付けています。新しく
オープンした地球環境プラザをはじめ、ぜひ、見学にお越

エリアⅢ【資源を再利用する】

しください。

技術研究所

地球環境プラザ

編集後記
環境工学部門は、騒音・振動評価・改善技術、資源循
環・廃棄物処理技術、大気・水循環保全技術、環境保全型
エネルギー技術の４つの技術委員会から構成されています。
環境問題は、身近な騒音問題から、オゾン層破壊などの地
球的規模の問題まで幅広いものがあります。今年 7 月に東
京で開催される環境工学総合シンポジウムには、さまざま
な研究分野の方々に参加いただき、いろいろな視点から環
境問題を議論していただきたいと思います。このニュース
レターとともに、本部門の活動にご協力お願いいたします。

環境と地球

広報委員会では、このニュースレターの発行のほか、ホ
ームページの管理・運営も行っております。昨年度は、
Web経由で環境工学総合シンポジウムの講演申込みを行い
ました。本ニュースレターや環境工学部門の活動にご意見
などございましたら、ぜひホームページから連絡お願い致
します。
最後に、本ニュースレターを発行するに際して、ご協力
いただきました執筆者のみなさまに、この場を借りて御礼
申し上げます。
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