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環境工学部門 2007 年度の活動の抱負

大久保 雅章
大阪府立大学

このたび第 85 期の部門長に就任いたしました。大学
では機械工学分野のエネルギー・環境工学講座の所属
で、プラズマや電力を利用した大気・水環境保全学を
専門としております。部門の活性化のために活動した
いと存じます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
ご承知のように環境工学は従来型の機械工学の枠組
みに入りきらない総合的分野であります。そのため、
機械学会の従来型の枠組みで教育研究を継続している
大学等の会員においては、企業会員とは異なり、環境
工学部門は第２志望、第３志望の登録者の方が多い傾
向があります。しかしながら機械工学には、燃焼工学、
熱工学、流体工学、機械力学など、人間や地球環境保
全に寄与できる学問分野が存在しており、そこで培っ
た手法を、環境技術の開発に生かし、第１志望として
活動を行う研究者も徐々に増加する傾向にあります。
一方、研究者にとって切実な問題である国費等の研
究費申請においては、最近は IT、バイオ、ナノテクが
重点分野としてもてはやされ、環境は、その次の重点
分野に位置づけられているようです。これには日頃か
ら不満を感じています。更には専門外の人と話してみ
ると、環境工学の学理は既に解明済みではないかとま
で言われます。これは主として企業の技術者の活躍に
よる経済成長時代の環境保全技術（特に大気、水環境
浄化技術）の顕著な成功による印象と思います。しか
し未だ多くの学術的課題が山積しており、地球温暖化
防止を初めとする環境学研究が人類にとって最重点分
野であることを更に明快に主張すべきと考えます。
具体的活動の面では、昨年度一年間、川本克也部門
長の下で副部門長を務め、部門の活動の概要、抱える

問題点、課題等の一端を把握しました。最も記憶に残
っているのが部門評価です。環境工学部門は、産学、
社会や他学会との連携に優れるなどの点での評価は高
かったのですが、産学活動の具体性が薄い、国際交流
活動が少ない、財政健全化の方策が少ない等の指摘を
受けました。これらを受けて、産学交流、国際交流、
講習会等の実施により一層重点をおいて活動を推進し
たいと考えております。既に、
「プラズマ環境保全技術」
に関する産学交流と学理形成を目的とした部門所属の
新分科会、講習会、国際交流等を数名の委員のご協力
により企画中です。また部門の Web の充実は言うまで
もなく極めて重要な問題で、一層の充実を図る予定で
す。他部門でも行われているように研究室紹介のリン
クを設置することも始めたいと考えます。国際交流の
問題ですが、諸外国の機械学会に環境工学部門が設置
されていない点や、本部門が対象とする幅広い分野を
カバーした国際会議が存在しない等の困難もあります
が、努力してまいります。なお部門活性化に関しては
部門内に設置されている部門組織・企画委員会（佐藤
春樹委員長）から貴重な意見を頂いており、それらを
反映した活動を進めてまいります。
さ ら に 昨 年 度 、 部 門 英 文 ジ ャ ー ナ ル Journal of
Environment and Engineering の第１巻が丸田芳幸編集
委員長の下で刊行されました。私も早速投稿し三ヶ月
程で第一報が掲載されました。既に再録論文を含めて
数十件の投稿があると伺っており、大きな反響があり
ます。高いインパクトファクターを目標とすると発行
趣旨に掲げられており、誠に将来が期待されます。そ
の質の向上と育成に協力させて頂きたいと考えます。
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なお、企業の研究者も個人的業績を増加させるため是
非研究成果を投稿下さい。
以上、部門委員ならびに会員諸氏の更なる積極的な
係わりとご協力をお願い申し上げまして、私の部門活
動の抱負といたします。
第 17 回環境工学総合シンポジウム 2007 の概要は、以
下の通りです。
日
程： 2007年 7 月 19 日（木）〜 20 日（金）
会
場：大阪市立大学 杉本キャンパス（大阪市
住吉区杉本 3 − 3 − 138）
特別講演（19 日）のテーマ：地球温暖化防止におけ

る環境工学の役割
また、現在企画されている講習会（受講者募集中）
を一つ紹介しておきます。
題目：―大気環境保全技術の基礎と応用―
「研究開発者から見る VOC 排出抑制技術」
日程： 2007 年 6 月 15 日（金）9 ： 30 〜 16 ： 30
会場：日本機械学会会議室（東京都新宿区信濃町 35
番地 信濃町煉瓦館）
上記を含めて、部門行事の詳細については、ホーム
ページ（http://www.jsme.or.jp/env/）に随時掲載しま
す。

環境工学部門の 2006 年度を振り返って

川本克也
2006 年度環境工学部門長［（独）国立環境研究所］

2006年度の部門長としてスタートするのに際し、私は
「環境と地球」No.17 の中で次のような抱負を述べまし
た； 2006 年度の環境工学部門は何をめざすか、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に
加えて環境技術‥あるいは環境工学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をつけること・・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‥。：少々引用が長くなりましたが、1 年経ち部門
活動についてこれらの目標は果たして達成されたのかと
振り返ると、今ひとつの感があるのはぬぐえません。そ
の要因として自らの力不足はもちろんですが、環境分野
が本質的にもつ学際性と類似の細分化された諸学会の存
在、あるいは社会経済動向に起因する環境装置産業など
への影響が考えられるのではないかと思っています。
現代社会において、環境は、誰しもが関心を寄せる非
常に大きな課題の一つです。ついこれまで経験した暖冬
を思い出すまでもなく、異常気象が国内外の多くで発生
しています。地球の温暖化はますます現実味を帯びてい
ると思われ、深刻なシナリオが専門家によって突きつけ
られてもいるわけです。しかし、残念なことにこれらは
環境問題への総論的な関心は呼びこそすれ、われらが
「環境工学」に対する関心を高めることには必ずしもつ
ながっていません。後記の環境工学総合シンポジウムへ
の参加者数にもそれは伺えます。先の段落でも触れまし
【2】

たが、一つの理由として（狭量な推測かもしれませんが）
環境工学に関係の深い機械産業および環境装置産業など
についての景気の低迷と研究への投資意欲の低減がある
のではないか、と思います。環境の時代という認識が広
まっているのは確かだけれども、その結果としてのさま
ざまな activity は狭い「環境工学」というより一般的、
社会的課題に分散しているとみる方がよさそうです。し
たがって、外的要因に依存しそれが変わる（フォローの
風が吹く）のを待つだけでなく、環境工学部門内部から
の真の活性化が不可欠だと思います。
2006 年度において特別に行われた学会行事に、5 年に
一度の部門評価があります。結果は、総合評価で環境工
学部門は「B」とされ、平均的な評価とはいえます。た
だし、評価の基礎となる部門活動の定量的な活動指標は
機械学会全部門の中で低調な部類にあり、また一般社会
へのさまざまな還元といった面では向上の余地が多くあ
ることがあぶり出されました。評価への対応の過程で私
は改めて、環境という概念、環境および環境工学という
分野の特質、日本機械学会の中での環境工学について考
えさせられましたが、いまだに明確なイメージが描けた
とは言えません。
今後の方向性を中心に私なりの意見を述べたいと思い
ます。
日本機械学会の中に組織される環境工学部門である限
り、その活動の基礎は機械、機械工学またはそれらをあ
る程度拡大した領域ではあっても機械的要素と深くつな
がるものでしょう。このことは言わば当たり前なのです
が、今後の環境工学部門はこの原点に立って再構築をは
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かるべきでありましょう。基本となるのは部門会員が核
となった諸活動の充実です。そのために困難であるのは
承知ですが、学、民、公の各セクターに所属する会員が
学会活動に時間（いわゆるエフォート）をさく（さかせ
るだけの）駆動力が必要です。活動して会員・個々人が
得るものがある、そういう眼に見える状況を作ることで
す。一方、環境工学部門のこれまでの活動にややもする
と欠けていた学生を含む一般市民への働きかけ、催し物
などの仕掛けを充実させることも大変重要ではないかと
思います。これらを両輪として進めることが重要ではな
いかと思うのです。
改めてながめてみると、環境工学部門は登録者数が
4,680名余りあり（2006年11月末現在。第1位と第2位の
合計で約 2,300 名）
、これは環境分野の多くの細分化され
た学会の会員数と単純に比較する限り大変多い部類に属
します。この意味で大学会なのです。このことは、現在
の部門の登録会員の力をもってすればこの日本の学界ひ
いては社会において、とてつもなく大きな存在感を示す
ことができることを意味するのではないでしょうか。数
量的な潜在ポテンシャルは十分にあると思えるのです。
関連した部門内部の取り組みとして、部門組織・企画
委員会がやはり前年度からの準備に引き続き2006年度か
ら活動を始めています。従来の環境工学部門の欠点の洗
い出しをしてポイントを明確にし、とくに国際的な面で
の活動を強化しようとする方向で議論が進んでおり、こ
れも次年度さらに発展することに期待したいと思います。
英文ジャーナルの発刊が学会全体の活動として始まり、
環境工学部門でも前年度からの準備・検討に引き続き
2006年度から立ち上がりました。すでにVolume 2まで発
行され、おおむね順調なスタートを切りました。迅速性
に国際的水準の高さを備えたジャーナルとして成長する
ことが期待されます。会員諸氏の積極的な投稿、とくに
環境工学部門に多い民間企業からの投稿を期待します。
以下に、この1年間の主な活動の記録を記してしめくく
りとします。関係の皆様、大変ありがとうございました。
1．第 16 回環境工学総合シンポジウム
開催日： 2006 年 7 月 12 日（水）
、13 日（木）
場 所：
（独）産業技術総合研究所 臨海副都心セン
ター別館
講演論文発表件数： 113 件（一般講演）
参加者総数： 230 名
特別講演参加者数： 83 名（記名者）

特別講演会 テーマ「クルマと環境―環境工学的視
点」（7 月 12 日）
特別講演 4 題
1 ：環境負荷低減を目指したクルマ社会のありかた
堀 政彦 氏（(財)日本自動車研究所）
2 ：ハニカムセラミックからみたディーゼルエンジン
と環境対策
三輪真一（宮入由起夫 氏）
（日本ガイシ㈱）
3 ：燃料電池の自動車への応用の現状と課題

高木靖雄 氏（武蔵工業大学）
4 ：自動車リサイクル技術の現状と課題
永田勝也 氏（早稲田大学）
＊東京臨海副都心青海地区の清々しい環境で行うこ
とができました（川本）
。
2．2006 年度日本機械学会年次大会
開催日： 2006 年 9 月 18 日（月）〜 22 日（金）
場 所：熊本大学（熊本市黒髪）
部門一般セッション〔G-09 環境工学〕：環境工学部
門単独
部門ジョイントオーガナイズドセッション〔J-13 流体関
連の騒音と振動〕：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
特別テーマ関連企画
（1）特別テーマ講演 II エネルギー〔ST-II わが国のエ
ネルギー環境政策の今後〕：環境工学部門/熱工
学部門/動力エネルギーシステム部門の合同
（2）テーマ II 関連企画ワークショップ〔ST ・ II-W 分
散型エネルギー供給の現状と今後の展望〕：環境
工学部門／熱工学部門／動力エネルギーシステム
部門の合同
3．共催講演会
第 40 回空気調和・冷凍連合講演会（環境工学部門,日
本冷凍空調学会,空気調和・衛生工学会共催）
開催日： 2006 年 4 月 19 日（水）〜 21 日（金）
場 所：東京海洋大学 海洋工学部
4．第 16 回環境工学部門賞，フェロー賞受賞者
功 績 賞：丸田芳幸 氏（㈱荏原総合研究所）
研究業績賞：高野 靖 氏（㈱日立製作所）
技術業績賞：吉川邦夫 氏（東京工業大学）
，植村 聡
氏（三機工業㈱）
研究奨励表彰：高見 創 氏（
（財）
鉄道総合研究所）
，
土橋晋作 氏（三菱重工業㈱）
，梶本彰展
氏（大阪府立大学）
，岩佐能孝 氏（北海
道大学）
日本機械学会フェロー賞（若手優秀講演）：
元山真一 氏（長崎大学）
5．部門英文ジャーナル（Journal of Environment and
Engineering）の発行開始
http://www.jsme.or.jp/env/
6．第 21 回環境工学連合講演会の幹事学会としての企
画立案（今春実施予定）
会期： 2007 年 4 月 24 日（火）〜 25 日（水）
会場：日本学術会議講堂催
（主査 山田 伸志 山梨大学）
7．部門所属研究会活動
（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 氏 山梨大学）
（2）A-TS 09-02「NEE 研究会」2 回開催
（主査 近藤 明 氏 大阪大学）
（3）A-TS 09-03「エネルギー有効利用技術の将来動向研
究会」2 回開催
（主査 秋澤 淳 氏 東京農工大学）
【3】
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部門賞 受賞者の紹介
環境工学部門功績賞を授かって

丸田 芳幸
㈱荏原総合研究所
この度、環境工学部門功績賞（2006 年度）を授かったこ
とを、心から御礼致します。誠に有難うございます。環境工
学部門の中で、騒音・振動がより少ない環境を社会に提供す
るために機械技術がどうあるべきか、という観点から研究開
発成果の情報を発信し、研究者・技術者の皆さんと意見交換
を行う活動をしてきました。機械学会には騒音に関与する部
門は他にも存在しますが、人間の活動環境として許容できる
騒音や振動にまで制御することを常に目的としている技術・
学術の交流の場が、環境工学部門にはあります。2000 年度
に部門長を務めて以降は、社会の発展と生活環境・地球環境
の保全・改善の両立を目指して、運営委員として、評議員と
してまた機械学会の代表委員として活動した期も有りました
が、功績賞を授かるほど貢献できたのかは、自分自身として
は不安のままです。2006 年度に創刊した英文ジャーナル
Journal of Environment and Engineering の初代編集委員長
として、この発行を軌道に乗せることが、現在求められてい
ることであり、そのための奨励賞として授賞されたものと理
解しております。会員各位のご協力をお願いします。

吉川 邦夫
東京工業大学大学院
総合理工学研究科
この度は、環境工学部門技術業績賞を頂き、大変光栄に存じます。廃棄
物の分別収集が当たり前になってきた現在、分別された廃棄物のそれぞれ
の性状にあったリサイクル技術が不可欠となっています。その場合、収
集・運搬コストや立地難を考えると、大量の廃棄物を必要とする大規模な
システムよりは、廃棄物をなるべく発生元で処理し、廃棄物の排出者が自
らエネルギー源として利用できるような小規模なシステムが重要になると
思います。
そこで私は、科学技術振興機構の「CREST」プロジェクトの研究代表
として、小規模でも高効率で発電と熱供給が行える、小型廃棄物ガス化発
電技術の研究開発に取り組み、その後、多数の企業と共同研究を実施する
ことによって、その研究成果の一部が現在、実用化の段階を迎えています。
これまで、基礎研究は大学、実用研究は企業という役割分担が一般的でし
たが、企業が実用化に二の足を踏むような先端的な研究については、大学
が積極的に実用化まで関与する必要があります。特に環境工学部門は、現
場に研究成果を適用し、現場で評価を頂くことが何よりも重要と考えてお
ります。今回の受賞は、こうした私の研究に対する姿勢をご理解いただけ
たものと、大変嬉しく存じます。今後とも、世界に発信できる日本発の環
境技術の研究開発に尽力していきたいと思っております。

環境工学部門技術業績賞を
受賞して

環境工学部門研究業績賞を
受賞して

植村 聡

高野 靖

三機工業株式会社

㈱日立製作所

このたびは環境工学部門技術業績賞を頂き、誠にありが
とうございます。
「電子デバイス製造クリーンルーム向け水
噴霧加湿システムの開発」が受賞対象となりました。私は
三機工業（株）技術開発本部に所属し、最近は主にクリー
ンルーム空調の省エネ技術に取り組んでおります。受賞対
象となった開発は、冬期における空調エネルギーのムダを
解消するシステムで、導入外気の加湿源に微細水滴を用い
て、温熱源と冷熱源の両方を削減するものです。本方式は
既存の工場に後付で導入できるというのが大きな特徴で、
年 2、3 物件ペースで納入させて頂いております全てが、既
存工場への改修物件です。また本来省エネ用途で開発しま
したが、乾燥空気を多量に使う部屋の加湿に使いたい、一
部分のエリアだけ湿度を上げたい、とにかく工場全体の蒸
気使用量を減らしたい、など開発者としては想定外の様々
な用途へ利用され、好評を得ていることは誠に嬉しい限り
であります。関係の皆様には感謝申し上げるとともに、今
回の受賞を励みにさらに研究開発に尽力していきたいと考
えております。
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環境工学部門技術業績賞を
受賞して

機械研究所

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。私は入社以来、弊社機械研究所におきま
して騒音関連のシミュレーションと実験解析技術の開発業
務に従事してまいりました。騒音問題は製品をユーザに届
けたあとに問題となることも多く、短時間での対策が必要
となるため、なかなか抜本対策が出来ないことも多くあり
ます。このため、事前に問題の発生を予測し、騒音を低減
する製品構造を考えておく必要があり、数値シミュレーシ
ョンが大きな武器になります。特に騒音の分野では、製品
の騒音絶対値を予測することが重要ですので、シミュレー
ションにおいても設計図面にはない製品の音源分布や音響
パワーなどを的確に与える必要があります。このため、境
界要素法による音場解析技術、高速で走行中の鉄道車両の
空力音源を同定するマイクロホンアレイ技術、産業機械の
放射音予測技術などに微力ながら貢献させていただきまし
た。今回の受賞は、課題を与え、課題解決に協力いただい
た多くの方々との共同の成果であると考えます。今後とも、
音を通じて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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◆

トピックス

下水処理場での生ごみの利活用システム

◆

楠田浩雅
カワサキ環境エンジニアリング株式会社

1．はじめに
近年、重要な課題となっている地球温暖化防止に対
して、下水処理場の果たせる役割は非常に大きいと考
えられます。多くの処理場ではバイオガスを取り出す
ことのできる消化槽を有すること、湿潤バイオマスの
代表例の汚泥を発生すること、さらに消費電力が国内
の全使用電力量の 0.6 ％を占めることがあり、最適化
されたシステムで合理的に運用することで、CO2 排出
量削減に貢献できるからです。
消化槽では、湿潤バイオマスと下水汚泥の混合メタ
ン発酵が期待されています。メタン発酵は、利活用が
難しい湿潤バイオマスから低動力でエネルギーを取り
出すことができる唯一の手段です。また、残渣の排水
は、下水処理場の水処理施設で処理できるという利点
もあります。
一方、下水汚泥を脱水した後の脱水汚泥の処分では、
乾燥や炭化を行って燃料利用することについて、様々
な研究開発や実設備の計画がなされています。ここで
の課題は水分の除去です。地球温暖化防止に貢献する
ためのカーボンニュートラルなバイオマス燃料を製造
する過程で、逆にかなりの量の化石燃料を使用すると
いうジレンマがあります。この化石燃料の使用量の低
減が望まれています。また、経済性から考えると、付
加価値の高い汚泥のリサイクル技術が期待されていま
す。

2．バイオマスの利活用システム
当社は、図 1 に示すような、湿潤バイオマスと下水
汚泥の混合メタン発酵、バイオガスによる発電および
発酵残渣の脱水汚泥の活性炭化で構成する利活用シス
テムを提案しています。ここでは、従来のような化石
燃料を必要としないことと、余剰のバイオガスで発電
できること、活性炭化製品を場外に販売できることを
特長とします。
（1）混合メタン発酵技術
生ごみを対象とする場合、プラ類または金属類など
異物の混入がありますので破砕選別機を行います。次
に、加温された下水汚泥と混合して可溶化および酸発
酵処理を行います。これらの処理は、後段での配管の
閉塞やポンプ類の磨耗対策となります。
また、消化槽の加温方法として当社独自技術で既に
7 プラント実績ある KADDIS システムがあります。こ
れは、従来捨てられていた乾燥機排ガス中の水蒸気の
潜熱を利用して汚泥を加温する方式です。加温用のボ
イラとそれに使用する消化ガスが不要となります。従
って、地球温暖化防止への多大な貢献となります。
消化槽は既設のものを転用することができますが、
生ごみや家畜排泄物対象でよく用いられている横型の
プラグフロー式で、滞留日数が 10 日程度と短いコンパ
クトなメタン発酵槽を建設することもできます。

図 1 バイオマスの利活用システムのフロー例
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（2）活性炭化技術
汚泥のリサイクル技術として、当社は付加価値の高
い活性炭化製品を製造する活性炭化設備を実用化して
います。外熱スクリュー式で、乾燥汚泥から発生する
水蒸気と炭化製品と高温下で接触させる構造とするこ
とで、吸着能力を有する活性炭化製品が製造できます。
また、操作温度を変更することで、同じ炉で燃料利用
を目的とした炭化製品を製造することもできます。

3．珠洲市バイオマスメタン発酵施設
現在、国土交通省の新世代下水道支援事業制度の未
利用エネルギー活用型（バイオマス利活用事業）とし
て、国土交通省ならびに環境省の連携のもと、国内で
初めてとなる下水処理場での生ごみ・生し尿・下水汚
泥などバイオマスの混合メタン発酵施設を建設中で
す。この施設では、バイオガスにより残渣の汚泥を乾
燥させ、乾燥汚泥は地元地域で緑農地利用を行う計画
です。また、し尿処理場は廃止する計画です。今後は、
このような新たな取り組みが進んでいくものと考えら
れます。

図 2 活性炭化炉の模式図

図 3 珠洲市バイオマスメタン発酵施設の概念
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◆

トピックス

小型ファンの長寿命化技術

◆

伊藤孝宏
オリエンタルモーター株式会社

1．はじめに
小型ファンは電子機器の冷却に利用されることが多
いが、一般に機器本体には 10 年程度の耐用寿命が求め
られるのに対して、小型ファンの寿命は 3 〜 6 年と短く、
通信装置のように常時稼動する装置においては、定期
的なファンの交換が必要となる（1）。このため、交換に
要する手間のみならず、保守部品として、余分に資源
を消費することになる。そこで、近年、定期的な保守
交換が不要な長寿命の小型ファンが開発されている。
小型ファンの長寿命化には、初期故障、偶発故障、
磨耗故障に対する設計、製造上の配慮と故障率を予測、
検証する信頼性技術が必要とされ、多岐に渡るが、こ
こでは、玉軸受を中心とした小型ファンの長寿命化技
術について紹介する。
2．小型ファンの構造と玉軸受の寿命
図 1 は小型ファンの構造を示したものである。回転す
るロータを 2 つの軸受で保持する構造であり、軸受には
通常、図 2 に示す玉軸受が用いられる。
玉軸受の寿命は現象面から見ると、回転しなくなる
回転寿命と不快な音、振動が発生する音響寿命がある。
一方、原因から見ると転がり疲れと呼ばれる玉、内外
輪の金属疲労による寿命と潤滑油が化学的に劣化する
ことによるグリス寿命がある。快適な音、振動環境を
保証するという意味では、音響寿命で規定すべきであ
るが、どのレベルで寿命とみなすかで、寿命の定義が
あいまいである。そこで、定義が容易な回転寿命が主
に用いられている。ここでは、転がり疲れによる回転
寿命とグリス劣化による回転寿命について説明する。

3．転がり疲れ寿命
転がり疲れ寿命 Lf は、下記の式で与えられる（2）。

ここで、a1 は信頼度係数、a2 は材料係数、a3 は潤滑係数、
P は動等価荷重、Cr は基本動定格荷重、N は回転速度で
ある。玉軸受には、各種の荷重 P が加わるが、この荷重
がベアリングメーカ提示の荷重、基本動定格荷重 Cr で
は、100 万回の回転で寿命に達し、玉軸受に加わる荷重
が小さいほど、寿命は長くなる。また、要求される信
頼度、玉軸受の材料、潤滑の状態により、寿命が変化
することを（1）式は示している。
小型ファンに加わる荷重は小さいため、一般に転が
り疲れ寿命は無視できるとされているが（1）、10 年間と
いう長い期間では、無視しうるほど小さくはない。そ
こで、玉軸受内部の潤滑の状態も含めて（2）、計算した
例が図 3 であり、玉軸受に加わる荷重により、転がり疲
れ寿命が大きく変化することが分かる。そのため、長
寿命ファンにおいては玉軸受に加わる荷重が安定かつ、
ばらつきが小さくなるように、設計、製造されている。

図 3 玉軸受に加わる荷重と転がり疲れ寿命

4．グリス寿命
グリス寿命 Lg は、下記の式で与えられる（3）。

図 1 小型ファン構造

図 2 玉軸受構造

ここで、b1 〜 b7 はグリス固有の定数であり、T は軸受温
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5．おわりに
小型ファンの長寿命化技術は、従来、省略あるいは、
簡略に計算していた部分をできるだけ正確に求めるこ
と、信頼性試験によりこれらを検証すること、必要な
公差で精度良く加工、組立てを行うといった地道な努
力の積み重ねである。コスト面に目が向きがちな小型
ファンであるが、長寿命化により、地球資源の有効活
用に寄与しているほか、今後は快適な音、振動環境を
保証する音響寿命についての研究が必要になるものと
思われる。
図 4 玉軸受温度とグリス寿命

度、Nmax は許容回転速度である。N/Nmax、P/Cr は軸受温
度 T に比べて小さいため、グリス寿命は軸受温度に大
きく依存し、図 4 に示すグリス寿命の計算例からも、軸
受温度が 15 ℃上昇するとグリス寿命は半減することが
分かる。そのため、長寿命ファンにおいては軸受温度
が上昇しないように、ファンおよびモータの効率改善
と効率的な放熱が行われるように設計されている。

◆

トピックス

文献
（1）金子ほか、通信用ファンの長寿命化の検討、
TECHNICAL REPORT OF IEICE, EMD96-37
（2）高田、ころがり軸受、油圧と空気圧、No.8（1977）,
pp.229-235
（3）NSK Technical Journal No.660（1995）, pp.8-14

ヒートポンプ技術とその普及による地球温暖化対策効果

◆

佐々木 正信
東京電力株式会社

1．はじめに
近年、地球温暖化対策の重要性が高まるのに合わせ
て、ヒートポンプ技術が注目されている。平成 19 年 1
月に経済産業省が公表した「省エネ大賞」においても
受賞機器の約半数がヒートポンプ技術であり、空調、
冷蔵庫などの従来分野だけでなく、給湯機、洗濯乾燥
機、自動販売機などの様々な用途で表彰されている。
ここでは、2 事例を紹介し、ヒートポンプ技術の普及に
よる地球温暖化対策効果を述べる。
2．連結設置型大容量対応空冷チラー
（1）開発機器の概要
平成 18 年度省エネ大賞「経済産業大臣賞」を受賞し
た業務用冷凍・空調機器「スーパーフレックスモジュ
ールチラー RUA-TBP シリーズ」は東芝キヤリア空調シ
ステムズ㈱、東洋キヤリア工業㈱、東京電力㈱による
共同開発機器である。本製品は、モジュール連結方式
を採用し、最大 12 台のユニットを連結できる空冷チラ
ーとして業界最大の冷凍能力 300 冷凍トン（省スペース
仕様は最大 400 冷凍トン）を実現した。本方式の採用に
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図 1 スーパーフレックスモジュールチラー外観

より、負荷に応じてモジュール単位で機種選定でき、
設置の自由度が高く、しかも冷専機とヒートポンプ機
が混在使用できる柔軟な機器構成を可能にした。今回、
大形熱源機としては業界初となる高効率冷媒 R410A を
採用し、熱交換器等の最適化を図ることにより、大幅
なエネルギー消費削減を実現している。
（2）導入技術の特徴
連結設置した場合のモジュール間の気流アンバラン
スを最小とするため、気流解析から生まれたユニーク
な「X フレーム」構造を採用した。これにより、空気熱
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図 2 導入技術

交換器の性能が向上すると共に、設置性や耐震強度も
大幅に改善された。また、高効率スクロール圧縮機、
高効率ファンと効率に優れた DC モータを採用し、高効
率仕様では、スプレー式散水機を搭載して高効率化を
図り業界トップクラスのエネルギー消費効率 COP4．
8 ／ 4．3（50Hz ／ 60Hz）を実現している。さらに、部
分負荷性能に優れた圧縮機並列運転技術と共に制御性
に優れた電子膨脹弁を採用することにより部分負荷性
能の向上を図り、内蔵した冷温水ポンプのインバータ
制御で中間期の冷温水搬送動力も低減させた。
3．超高効率空冷ヒートポンプチラー
（1）開発機器の概要
平成 18 年度省エネ大賞「省エネルギーセンター会長
賞」を受賞した業務用冷凍・空調機器「ハイエフヒー
ポン」は㈱神戸製鋼所、中部電力㈱、東京電力㈱、関
西電力㈱による共同開発機器である。本製品は、冷暖
房兼用の空冷式ヒートポンプ（冷凍能力 150 冷凍トン）
であり、散水式では業界最高の冷房効率 COP5.5 を実現
した。
（2）導入技術の特徴
超高効率水冷チラー開発で培った技術を活用し、イ
ンバータ駆動高効率スクリュ圧縮機により冷媒の漏れ
損失を最小化した。また、空気熱交換器周辺の改良

図 4 ハイエフヒーポンの COP（冷房時）

（伝熱管配列の最適化、高効率ファン、高効率フィンの
採用による大風量化）により高効率化を図った。さら
に、低散水量で充分な濡れ面積を確保し、冷却性能の
さらなる向上を実現させた。
4．ヒートポンプ技術の普及展望
平成 19 年 1 月に（財）ヒートポンプ・蓄熱センター
から、ヒートポンプ普及による CO2 排出量の削減効果
が公表された。住宅や店舗・ビルなどの民生部門の空
調・給湯需要へのヒートポンプ導入効果だけでなく、
産業用途のボイラ蒸気代替として、比較的低温の乾燥
工程や加温などの加熱工程へのヒートポンプ導入効果
を合わせると、CO2 削減ポテンシャルが国内の CO2 排出
量の約 10 ％（1.3 億トン／年）と試算されている。また、
ポテンシャルに対する普及効果の見通しについても
2010 年で約 670 万トン、2030 年では約 5,300 万トンの削
減見通しが推計されている。
5．おわりに
近年、目覚ましく効率が向上したヒートポンプ技術
は日本の省エネ技術の代表でもあり、大きな CO2 削減
効果が期待されている。また、国内の CO2 排出量削減
に止まらず、高効率ヒートポンプ機器の海外での普及
拡大により、地球温暖化防止に大きく寄与すると考え
られる。

図 3 ハイエフヒーポン外観
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研究所紹介
日立製作所機械研究所における環境に対する取り組み
株式会社日立製作所
機械研究所

1．はじめに
弊社の機械研究所は、日立グループの機械系技術開
発の中核研究所として、IT 社会への貢献、快適生活の
創造、社会インフラの革新を目指して、 情報機器、家
庭電化機器、自動車機器、昇降機、高速鉄道車両、冷
凍空調システム、発電プラントなど、 広範な分野の機
器・システムの開発に取り組んでいます。
2．静音実験ラボ
機械研究所は、2005 年 3 月の茨城県土浦市より同ひた
ちなか市への移転を機に、実験設備等の一新をしてお

図 1 静音実験ラボ

り、その際に、静音化実験施設として静音実験ラボを
作りました。
静音化技術は、騒音問題には勿論、製品の高性能化、
小型・高速化などを実現するための基本技術として必
要とされています。静音実験ラボでは、情報機器向け
に暗騒音を 0dB に抑えた無響室や、空調機器などを対
象とした低騒音の温湿度制御システムを持った無響室
などを有しており、ここで各種製品の静音化技術開発
を行っています。
近年は日立グループ以外の各社との交流も盛んであ
り、技術コンサルティングなども受託しています。コ
ンサルティングでは、音源探査技術や低騒音
風洞を利用した空力音計測なども利用可能で
す。
3．その他の環境関連技術開発
機械研究所が属している日立製作所研究開
発本部では、環境方針として「Environment
Conscious R&D for the Future」
（未来型環境
配慮 R&D を目指して）を掲げ、研究・開発
活動に伴う環境負荷の低減と、環境適合製品
の開発を通じ循環型社会への貢献を目指して
います。
機械研究所でも、エアコン・洗濯乾燥機な
ど家電品の省エネ技術開発や、環境対応の自
動車エンジン用インジェクタなど、環境負荷
を軽減する技術開発を幅広く行っています。
4．おわりに
以上、簡単に機械研究所のご紹介をさせて
いただきました。ご興味をお持ちの方は、以
下に示す機械研究所ホームページにアクセス
していただければ幸いです。
http://www.hqrd.hitachi.co.jp/merl/index.cfm

図 2 低騒音風洞
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工場研究所紹介
「宇宙探査に使用される極限環境のための蓄電技術」

1．はじめに
宇宙航空研究開発機構（JAXA）は、2003 年 10 月に、
かつての宇宙三機関である宇宙科学研究所
（ISAS）／航空宇宙技術研究所（NAL）／宇宙開発事
業団（NASDA）が統合されて設立された。旧三機関
の知識や経験および設備や技術等の資源を補完しあい
つつ、ロケット等の輸送系技術や航空技術の開発から
地球観測、深宇宙の探査までの幅広い探求を進める組
織である。
2．宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 相模
原キャンパス
JAXA の相模原キャンパス（図 1 参照）には宇宙科
学研究本部（ISAS）がある。かつての宇宙科学研究
所であるこの本部は、日本初の人工衛星「おおすみ」
を打ち上げた歴史を有し、今日では月や惑星用の探査
機や探査ロボット、天文衛星等の開発を行っている。
ISAS は大学共同利用機関に準じる組織であり、総
合研究大学院大学等を通じで大学院生の入学が可能で
ある。また他の大学からも特別共同利用研究員等の受
け入れ、宇宙探査を通じた宇宙工学および宇宙理学の
教育活動も行なっている。2006 年 9 月の太陽観測衛星
「ひので」の打ち上げ（図 2 参照）では、総合研究大学
院大学の学生に対して、打ち上げに役割をもって参加
する機会を設けた。
ISAS では、探査機のシステム開発からシステムに
必要な基盤技術の開発まで幅広い研究開発が進められ
ている。基盤技術の例としては、耐放射線性部品の開
発や、姿勢制御／熱制御技術等をはじめ、探査機のエ
ネルギー確保のための発電技術や蓄電デバイスの開発
等が挙げられる。

図 1 宇宙航空研究開発機構 相模原キャンパス

3．極限環境のための蓄電技術
深宇宙探査では、目的地にたどり着くまで探査機の
性能を劣化させないことが大切である。一例として、
深宇宙探査用の蓄電デバイスに係る研究を紹介する。
バッテリに代表される蓄電デバイスでは、長期保管
中の劣化抑制手法の確立が重要である。近年開発が進
むリチウムイオン二次電池や燃料電池について、長期
にわたる保管や、微小重力での動作性、断熱真空環境
への耐性等について、詳細な研究を展開している。
小惑星探査機「はやぶさ」では、世界初の大容量リ
チウムイオン二次電池が適用された。片道 2 年半の軌
道上での待機後、小惑星イトカワ近傍では探査機の姿
勢異常による過放電を経験しつつも、充分な性能を発
揮して探査機の地球帰還に貢献しつつある。
この経験を生かし、現在は金星探査機「PLANET-C」
や、水星探査機「MMO」等へのリチウムイオン二次
電池適用に向けた開発を展開している。これらの探査
機では、目的地到達までに更に長期の保管が必要であ
り、劣化抑制のための保管技術を検証している。
燃料電池では、断熱真空環境でも自己発熱により熱
制御を行いつつ外部から完全に無加湿で運転可能なパ
ッシブな運転を試みており、更に宇宙の微小重力下で
あっても燃料電池からの生成水が除去可能な循環機能
の研究を展開している。月での拠点開発や木星等の外
惑星探査に向けた長期保管可能な燃料電池の開発も進
めており、成果を挙げつつある。
4．おわりに
ISAS/JAXA では、教育活動から探査機開発まで、
宇宙の科学と探求心に基づく研究を推進しています。
この中では、衛星システム開発から、探査機の基盤技

図 2 太陽観測衛星「ひので」打ち上げの様子
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術までの幅広い研究を展開しています。
一般公開やオープンキャンパスを実施しております
ので、是非お越しください。

宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部：
http://www.isas.jaxa.jp/j/
総合研究大学院大学 物理科学研究科 宇宙科学専攻：
http://www.isas.jaxa.jp/sokendai/

社団法人 日本機械学会は 2007 年に創立 110 周年を迎えます。
本会は 2007 年に創立 110 周年を迎えます。これを記念
して「創立 110 周年記念事業委員会」を設置し、課題毎
に 5 つの小委員会により下記の記念事業を行います。こ
れらの事業は、「機械及び機械システムとその関連分野
に関する学術技芸の進歩発達をはかり、もって人類社会
の発展と安寧及び福祉の向上に貢献することを目的」と
する本会にとって、8 月 7 日を「機械の日」、8 月 1 日〜 7
日を「機械週間」と定めたことと相俟って、機械や機械
技術者に対する一般社会の理解を求め諸事業を行いま
す。

編集後記
環境工学部門は四技術委員会にて構成されており、騒
音・振動改善技術、廃棄物・資源循環技術、大気・水質保
全技術、環境保全型エネルギー技術に分類されます。
本分野での対応技術は、地球規模での環境変化から身近
な地域周辺の環境問題まで多種多様な技術が要求されてい
ると言えます。さらにそれらにともなう法体系のめまぐる
しい変化にも対応が必要となって来ています。
広報委員会では、ニュースレターの発行・ホームページ
の維持管理等学会員および外部への情報発信を担当してい

環境と地球

ますが、なかなか充分な活動ができておらず、今後更なる
充実を実感しています。皆様からの忌憚の無いご意見をお
待ちしておりますので、ホームページ等からのご連絡宜し
くお願い致します。
最後になりますが、本ニュースレター発行に際しまして、
お時間のない中ご協力戴きました執筆者の方々ならびに関
係各位にこの場を借りまして篤く御礼申し上げます。

編集室
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