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環境工学部門 2008 年度の活動抱負

西村 正治

2008 年度環境工学部門長（鳥取大学）

新聞を開くと毎日のように「環境」
、
「ECO」の文字
が躍っており、近年の異常な暖冬に身をもって地球温
暖化の影響を感じるなど、人々の環境への関心はいや
おうなしに高まっています。このような地球環境改善
に機械屋として何ができるのであろうか。今年度はこ
の問題をじっくり考えてみたいと思います。
本部門は、
「騒音・振動評価・改善技術分野」
、
「資源
環境・廃棄物処理技術分野」
、
「大気・水環境保全技術
分野」
、
「環境保全型エネルギー技術分野」の 4 つの技
術委員会から構成されており、温室効果ガスの生成に
直接かかわるエネルギー関連技術、冷凍・空調技術から、
大気・水処理技術、人間生活の静脈部分を担当する廃
棄物処理技術、人間生活の快適性を追求する騒音・振
動低減技術、と幅広い技術分野の専門家が集まったユ
ニークな技術集団です。そこで、
その特徴を活かし、
‘人’
を中心において、その快適生活と地球環境改善を同時
に実現する道はないのか、
種々考えて見ましょう。特に、
日本機械学会という‘ものづくり’の技術を担う学会
にあって、いかにそれを実現していくか、またそのた
めにはどのような技術開発が必要かなど、具体的な議
論が必要と考えます。
環境工学部門では現在、
「先進サステイナブル都市」
をひとつのキーワードにおいて活動を続けています。
上記のような安全・快適な持続的社会を実現するため
の議論を進めようとするものです。まず第一は、4 つの
技術委員会を通して「環境工学が提案する先進サステ
イナブル都市」を検討するワーキングループを立ち上

げました。各技術委員会のワーキンググループで、そ
れぞれの技術分野で理想とする先進サステイナブル都
市を構想してもらうと共に、それらを有機的に統合し
た現実的な理想像を構想しようとするものです。また
その実現に向けた技術課題を整理し、今後の研究開発
の指針としようとするものです。環境工学部門が設立
20 周年を迎える 2009 年度に世の中に発信すべく活動を
進めています。
第二は 2009 年度国際シンポジウム開催に向けての動
きです。環境工学部門はこれまで国際的な活動が少な
いといわれてきました。確かに環境問題は一国だけで
はどうしようもなく、地球全体の連携が必要なことは
言うまでもありません。そこで現在、部門組織・企画
委員会が中心となって、20 周年事業のメイン行事とす
べく準備を進めている段階です。
そのほか、今年度も環境工学総合シンポジウムを中
心として、種々の活動を予定しています。詳細はホー
ムページ http://www.env-jsme.com/ を参照ください。
また、2006 年度よりスタートした英文ジャーナルは次
第に充実し、2007 年度は 68 件もの論文が掲載されまし
た。皆様の積極投稿と参照により、世界に知られるジ
ャーナルに育てていただきたいと思います。
これらの活動が実りあるものとなるためには、会員
の皆様の積極的な参加が不可欠です。そのため今年度
は環境工学部門への部門登録者数増員のキャンペーン
を張ろうと思います。皆様のお近くの方にぜひ環境工
学部門へ部門登録をするよう勧めていただきたいと思
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います。また、新たな企画や要望も募集します。その
ためのホームページの充実も考えていきたいと思いま
す。皆様の積極参加で環境工学部門を大いに盛り上げ
ていこうではありませんか。
［第 18 回環境工学総合シンポジウム 2008］
開催日：2008 年 7 月 10 日（木）
、11 日（金）
開催地：
（独）
産業技術総合研究所臨海副都心センター
特別講演会（市民フォーラム）
「先進サステイナブル都市を支える環境工学」
（10 日）
（今年度は各技術分野で international session を設けて

います。積極的参加をお願いします）
［2008 年度年次大会］
開催日：2008 年 8 月 4 日（月）～ 7 日（木）
開催地：横浜国立大学
部門企画：
オーガナイズドセッション：
「流体関連の騒音と振動」
（機力、流体部門とジョイント）
先端技術フォーラム：
「大気プラズマ流による人間環境保全技術」

環境工学部門 2007 年度を振り返って

大久保 雅章

2007 年度環境工学部門長（大阪府立大学）

第 85 期の環境工学部門長を一年間務め、次期部門長
にバトンタッチするにあたり、環境工学部門の 2007 年
度の活動について報告を兼ね、一言述べさせていただ
きます。末尾に掲げるような活動を登録会員の皆様と
共に、私なりの総力を挙げて推進して参りました。ス
タート時に目標として掲げたのは、産学交流、国際交流、
講習会等の実施、及び産学交流と学理形成を目的とし
た部門所属の新分科会ですが、どれにも熱心に取り組
んだつもりです。しかしながら「学会活動はボランテ
ィア活動である」という原則があり、会社組織とは異
なりますので、依頼はするものの最終的には会員、委
員の方々の自主性に任せる面が多く、苦労が多かった
のも事実です。そのような中で、東北大学 佐藤岳彦
准教授を委員長とする「大気圧プラズマ流による人間
環境保全技術に関する研究分科会」は、部門所属分科
会として極めて活発に目に見える活動を行って頂いた
と思います。分科会が主催する年数回の会員向け特別
講演会は盛況で、来年度は会員向けの講習会や年次大
会企画なども予定されており、この分野の若手の国内
最大拠点となりつつあります。企業研究者の参加が多
いのも特徴です。このような活動の提案を委員各位は
是非よろしくお願いします。分科会で現在企画されて
いる講習会（受講者募集中、詳細は http://www.jsme.
or.jp/env/）を一つ紹介しておきます。奮って参加下さ
い。
題目：―環境浄化・医療バイオ応用に向けた新しい
プラズマ技術―

日程：2008 年 6 月 13 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）
部 門 英 文 ジ ャ ー ナ ル Journal of Environment and
Engineering（丸田芳幸編集委員長）ですが、今、数え
たところ、
全 73 報もの論文掲載がなされています（2008.
2.21 現在）
。部門ホームページ http://www.jsme.or.jp/
env/ からのリンクも作り、アクセスしやすくなってい
ます。最近、和文の機械学会論文集への投稿数が減少
している件が問題となっていますが、電子ジャーナル
は明らかに定着しつつあります。編集委員の方々のご
苦労は大変なものですが、今後も掲載可否判断の速さ
を売りにした論文集として、よろしくお願いしたいと
思います。
部門活動で一つ心配なことは、昨今の社会的情勢（営
業停止問題）などを一因として、2007 年の環境工学総
合シンポジウム（大阪市立大学で開催）でも講演者、
参加者が減少となったことです。長期的に見ても参加
者はわずかながら減少傾向で、この傾向は今後打破し
なければなりません。高級技術者なら 1 年に 1 回は自
ら講演を行うことのできる話題を機械学会会員であれ
ば有して頂きたく思います。所属組織での評価には係
わり無く、シンポジウムをその機会と捉えて欲しいの
です。
環境工学部門の活動を継続して行っていくために、
如何に委員や会員の活動のモチベーションを高めるか
と言う点は、永遠のテーマであると思いますが、あま
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り良い解決策は思いつきません。大学等に勤務する者
は、学会活動に一定の評価（僅かです）が与えられる
わけですが、企業ではそのような評価はなく全くのボ
ランティア、それどころか評価が下がる場合もあると
聞きます。これらの点を解決し、産官学いずれにとっ
ても価値ある活動にしていく方策を探ることが重要に
なると考えます。これは学会全体の問題でもあります
ので解決は容易ではありませんが、
「学理形成が目的」
などのきれいごとだけではすまなくなっているのが現
状です。ただ、組織を離れての個人評価の最もわかり
やすい指標の一つは、学会活動、学会表彰、論文執筆
数でありますので、その点も良く考えて頂きたく思い
ます。
昨今の日本は欧米政治家の演説で、流行のテーマが
決まっていくような風潮がありますが、欧米研究者の
話によると、これからはエネルギー、環境、原子力の
盛り返しがあるとのことです。これは専門家にとって
は至極当然な話と考えられますが、一般には意外に理
解されていません。環境工学に、流行すたりはなく、
人類にとって永遠のテーマであることは特に若い技術
者、研究者、学生に周知して頂き、昨今減少傾向の機
械学会入会と環境工学部門への登録を勧誘して頂くよ
うお願い申し上げます。
退任に当たり本音も述べましたが、私は引き続き部
門の継続的な活動に参加させて頂きたく思いますので、
今後ともよろしくお願いいたします。最後に第 85 期に
実施済みで、上で紹介できなかった主な事業の概要を

述べて、まとめとさせて頂きます。いずれも盛況に終
わったと報告を受けております。開催に尽力、参加さ
れた会員の方々ありがとうございました。
第 85 期（2007 年度）主な事業
1）ニュースレター（地球と環境№ 18）の発行
2）行事企画
・第 41 回空気調和・冷凍連合講演会を 4 月 18 日か
ら 20 日に東京海洋大学にて幹事学会として 3 学会
共催で開催
・講習会「―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」を 6 月 15 日
に日本機械学会にて開催
・第 17 回環境工学総合シンポジウムを 7 月 19 日、20
日に大阪市立大学杉本キャンパスにて開催
・講習会「静粛設計のための防音・防振技術」を 10
月 12 日に日本機械学会にて開催
・特別講演会「第２回大気圧プラズマ流による人間
環境保全技術に関する講演会」を 11 月 15 日、16
日に大阪府立大学にて開催
・見学会「同志社大学エネルギー変換研究センター」
を 1 月 23 日に同志社大学にて開催
3）JSME 技術ロードマップ（環境工学部門）を作成し
創立 110 周年記念にて発表
4）部門賞、一般表彰受賞者の選定と表彰およびフェロ
ー賞受賞候補者の選定
5）環境工学連合講演会（日本学術会議主催、本会幹事
学会）を 4 月 24 日、25 日に日本学術会議にて開催

部門賞 受賞者の紹介
環境工学部門功績賞を
受賞して
藤田 稔彦

東京海洋大学 海洋工学部

この度は栄えある環境工学部門功績賞（2007 年度）
を賜り、大変光栄に存じます。
1994 年に縁あって第 4 技術委員会に入り、以後、環境
工学総合シンポジウムをはじめ、さまざまな活動に参画
させていただきました。2000 年度に副部門長、2001 年度
には部門長を拝命し、それぞれが専門特化した 4 つの技

術委員会の力をいかに結集するかという難題を背負いま
したが、委員の皆さまの多大なご協力を得て何とか任務
を全うすることができました。この賞は、当時の委員を
代表して頂いたものと思っています。
いよいよ京都議定書による温室効果ガス削減目標達成
の約束期間（2008 ～ 2012 の 5 年間）に入りました。一般
家庭にまで「CO2 何トン削減」というような、あまり実
感のわかない数量でキャンペーンがはられる変な時代で
すが、われわれの仕事としては地道に研究開発、技術開
発で応えて行くのが正攻法であり、またそうしなければ
ならないものと考えます。今後とも環境工学部門の果た
すべき役割は重大です。関係各位の一層のご活躍を祈念
し、受賞の御礼の言葉に代えたいと思います。
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環境工学部門研究業績賞を
受賞して
甘利 猛

三菱重工業株式会社
この度は、環境工学部門研究業績賞を頂き、身に余る光栄
に存じます。
「下水汚泥炭化燃料製造とバイオマス発電利用の
研究」が受賞対象となりました。私は弊社技術本部横浜研究
所において、炭化による廃棄物の資源化技術の開発に従事し
てきました。下水汚泥を炭化して、火力発電所の石炭一部代
替燃料として資源化する技術は、自治体における下水汚泥処
理場での資源化ニーズと、発電所における化石燃料代替エネ
ルギーニーズの両者を満たす環境とエネルギーの両分野を融
合したソリューション技術です。炭化システムの主機である
炭化炉には木屑の炭化・ガス化システムでも用いられている
間接加熱式のロータリーキルンを採用しています。本炭化炉
の前段には乾燥機を、後段にはキルンから発生する熱分解ガ
スの燃焼炉を組み合わせ、温暖化ガス発生量や有害ガスを極
めて低いレベルに抑制し、下水汚泥から安定的に効率よく炭
化燃料を製造する技術を開発しました。関係者一丸となった
取り組みにより、世界で初めて本技術が実用化を迎えたこと
を、大変誇りに思います。この度の受賞は、関係者皆様のお
陰であり、深く感謝いたします。本受賞を励みとし、引き続き
環境技術の開発を通じて社会に貢献したいと考えております。

◆

トピックス

環境工学部門技術業績賞を
受賞して
藤島 英勝

独立行政法人科学技術振興機構
イノベーションプラザ大阪

この度、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。長年、排ガス処理技術開発に取り
組んできたことを評価して頂いたものと考えます。三
菱重工業在籍時は一貫して電気集じん装置（EP）に従
事し、その最大の技術課題である高電気抵抗率ダスト
の逆電離問題に取り組みました。間欠・パルス荷電な
どの荷電制御方式や脱硫装置と組み合わせ運転温度低
下により電気抵抗率を下げる低低温 EP システムなど
の開発を行い、大型石炭火力発電所のばいじん極低濃
度化を実現しました。また、今後規制強化されるサブ
ミクロン捕集については重質油排ガス中の高濃度 SO3
ミスト除去湿式 EP の高性能化を達成しました。現在、
微粒子、NOx、SOx の同時処理システムの開発に取り
組み、プラズマ・ケミカル複合方式 NOx 除去技術の実
用化を推進しています。これまで約 40 年にわたり一貫
して排ガス処理技術の開発に取り組みましたが、その
期間はまさに日本の大気汚染防止法の施行期間に相当
し、今日でもその技術開発に従事できることを深く感
謝致しております。受賞は三菱重工業および大阪府立
大學の関係者の方々との共同成果であると思っており
ます。最後に環境工学部門の更なる発展を祈念してお
ります。

ファンの流体解析技術

◆

山田 彰二

三菱電機株式会社 先端技術総合研究所

1．はじめに
省エネ法に基づき、1998 年度から省エネ基準に対し
てトップランナー方式が導入された。現在ではエアコ
ン、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、AV 機器など身の回
りの多くの家電製品がその対象となっている。トップ
ランナー方式とはそれぞれの機器において現在商品化
されている製品の中で最も優れている機器の性能以上

を確保するという考え方である。休日に家電ショップ
に立ち寄ってみると、省エネに関する表示が至るとこ
ろ目に留まる。また、主立った基準に囚われていない
ものの静音性の表示とその付加価値の高さを実感でき
る。家電機器の騒音源の多くはファンであり、製品の
省エネ性と静音性を向上するために、ファンの効率改
善と騒音低減に対する要求が益々強くなっている。最
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図１ 解析モデルの表面メッシュ
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図４ LES による翼端渦の挙動

図２ 後流測定
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図３ 流れ場の比較
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図５ 音圧レベルの比較

近では CPU クーラー用のファンや換気扇など羽根車が
見える製品を見ただけでも非常に特徴のある形をした
ものが多く、このようなファンの開発の推移には流体
シミュレーション技術の進歩が深く関わっている。
以下に弊社が東京大学との共同研究により取り組ん
でいる流体シミュレーション技術を用いたファンの流
れ場および騒音予測事例について紹介する。
2．プロペラファンの流体シミュレーション
ファンの低騒音化のために、騒音発生現象を詳細に
把握し、発生量を定量的に予測する技術が望まれる。
ルームエアコンの室外機用プロペラファンの流れ場の
再現に LES（Large Eddy Simulation）を適用し、騒音
の予測を試みた事例を紹介する（1）。
図 1 は解析モデルの表面メッシュを示す。解析空間

全体でおよそ 200 万格子を用いた。図 2 はファンの後
流を傾斜型熱線風速計で計測した様子を示す（2）。
図 3 はファン後流の流れ場を解析と実測で比較した
結果を示す。両者は総じて良く一致しているが、翼外
周端で圧力面から負圧面に巻き上がる翼端渦が LES で
は明瞭に確認できないことがわかる。図４は LES の瞬
時流れ場と実測に合わせたアンサンブル平均流れ場を
比較した結果であるが、LES では瞬時流れ場において
強い翼端渦が観測されるものの、アンサンブル平均す
ることによって弱められていることがわかる。このこ
とから、実測における負圧面からの翼端渦の離脱は安
定しており、LES では不安定であることがわかる。こ
のように、かなり大規模な解析においてもファンの内
部流れを正確に予測するためには、まだ多くの課題が
あることがわかる。しかし、実測と解析結果を詳細に
【】
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比較検討することで多くの知見が得られ、物理現象に
則した開発に有効である。
図 5 はファンの吸気側において実測された騒音スペ
クトルと Curl の方程式に基づき、LES で予測された騒
音スペクトルの比較である。1 次（40Hz）および２次
（80Hz）の翼通過騒音の発生周波数は予測できているが、
そのレベルは 20dB 程度低く予測されており、サンプリ
ング時間の増加や流入乱れの影響などを検討する必要
がある。3 次高調波（120Hz）から 1kHz にかけては、
ある程度定量的な予測ができた。1kHz 以上の周波数の
騒音予測には使用した解析モデルの格子分解能をさら
に高める必要があると思われる。今後、どの程度騒音
の予測精度を高められるかという問題はあるが、流体
シミュレーション技術は既に騒音源の抽出やその現象
把握に実用的かつ有効な技術であると言えるであろう。

◆

トピックス

３．おわりに
世界規模で環境問題への取り組みが強化されている
中、消費者のニーズも明らかに変化を見せていること
を実感させられることが多くなった。技術的課題の克
服とともに世に貢献できる製品作りに今後とも努力し
ていきたい。
参考文献
（1）Hamada, S. et al., 2007, "Aerodynamic Noise
Simulation of Propeller Fan by Large Eddy Simulation,"
5th Joint ASME/JSME Fluids Engineering Conference,
FEDSM2007-37145
（2）中島ら、機構論、2007、
“プロペラファンの動作点
と翼端流れ挙動の関係に関する実験的研究 ,”pp. 97-98

空力騒音解析における最近のトピックス

◆

飯田 明由
豊橋技術科学大学

「空力騒音と環境問題」と言われてすぐに思い浮かぶ
のは、アメリカでは空港におけるジェット機の騒音、
日本では新幹線の騒音ではないだろうか。もちろん、
空力騒音が問題となっている装置は沢山あるけれども、
新幹線の空力騒音は、空力騒音の中でも環境問題とし
て取り上げられる典型的な例であると思われる。筆者
が空力騒音の研究に取り組むきっかけも、新幹線車両、
特にパンタグラフから放射される空力騒音の低騒音化
に関する研究に従事したことであり、環境問題に取り
組んでいるということが仕事を進める上でのモチベー
ションとなっていた。
20 年前に空力騒音の研究を始めたときは風洞実験が
中心であり、低騒音風洞の開発から研究がスタートし
た。低騒音化対策はどちらかというと経験則に基づく
対策が中心であり、何 10 個というパンタグラフ模型に
粘土を盛り付けて対策を進めていった。空力騒音は流
れと音の複合問題であり、実験も計算も一筋縄でいか
ないが、新幹線の場合、騒音問題が環境問題と結びつ
いていることから、騒音対策が設計の主要課題となっ
ている珍しい課題である。多くの研究者が空力騒音を
「環境問題」として捉えていることが、この 20 年間の
空力騒音解析・実験の発展に大いに寄与したと（筆者は）
考えている。ここでは、最近 10 年における数値解析技
や計測技術に関するトピックスを紹介したい。

空力音響解析
空力音は流れから発生する音であるから、本来は空
気の圧縮性を考慮した解析が必要となる。しかし、新
幹線などの低速の流れ（マッハ数 0.3 以下）を圧縮性流
れ解析により計算することは、計算技術の問題から非
常に難しく、工業製品の解析に適用するのは現実的で
ないという問題がある。そこで多くの空力騒音解析で
は、流れ場と音場を分離した分離解法が利用されてい
る。従来は流れ場の解析が中心に行なわれていたが、
現在は分離解法の場合でも音場の計算が行われ、空力
騒音の放射特性なども行なわれるようになってきた。
図 1 に角柱周りの空力騒音の放射特性を示す。流れ
解析には乱流モデルに LES を用いた大規模乱流解析ソ
フト FrontFlow/Blue（RSS21,）を使用し、音場の解析
には Lighthill テンソルを音源項とした波動方程式を有
限要素法（Actran）により解析した。角柱の迎角によ
って音の放射特性が異なることがわかる。解析結果か
ら角柱の設置角度が 15 度付近の場合は、角柱の下流に
音源が集中しているのに対し、設置角が 0 度、30 度、
45 度の場合は、角柱表面に音源が集中していることが
わかった。角柱から放出される騒音レベルは設置角 0
度が最も大きく、15 度で最小となるが、15 度付近で最
小となる特性を説明するには、音の放射特性、音源の
違いなどを分析する必要があった。数値解析によって
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（a）音圧レベル最小（渦がキャビティに衝突する直前）
迎角 0 度

迎角 15 度

（b）音圧上昇 （キャビティ後端に渦が衝突）

迎角 30 度

迎角 45 度

図 1 LES 解析と音場解析を組み合わせた角柱周りの空力音の放射特
性解析（Lighthill テンソルを音源項として音場を解析した結果）

音の放射特性や音源の性質の違いを明らかにすること
ができるようになってきた。
空力音響実験
高速 PIV（時系列 PIV）による渦度場の非定常計測
技術が実用化されたことは、空力音響実験を行う上で
非常に重要な発展であると考えている。これまでの計
測は熱線流速計にしてもレーザー計測にしても、基本
的に点計測であった。高速 PIV が開発されたことによ
り渦度場の非定常運動を求めることができるようにな
った。その結果、数値解析と同様に渦度場を音源項と
する音響解析が可能になりつつある。また、渦や渦度
場の可視化が可能となったことから、渦の変形と音の
関係を評価することができるようになった。図 2 はキ
ャビティ周りの流れを時系列で可視化した事例である。
流れの可視化と音の同時計測を行い、空力音と渦の
状態について調べた結果、キャビティ上流部ではく離
した渦が後ろ側のキャビティにぶつかる直前の空力音
が最も小さく、渦がキャビティにぶつかり始めると空
力音が大きくなる。渦中心付近が後ろ側のキャビティ
に到達した瞬間に最も音が大きくなり、渦中心の通過
と共に音が次第に減少する。このプロセスの繰り返し
により空力音が変化する。可視化技術の向上により渦

（c）音圧レベル最大（渦中心がキャビティ端部に衝突）

（d）音圧レベル減少（渦がキャビティ端部を通過）
図 2 キャビティ周りの流れの可視化結果

の挙動と空力音の関係が確かめられるようになったこ
とから、空力音の小さい形状を見つけるヒントが得ら
れると考えられる。
空力騒音解析や実験における最近のトピックスを簡
単に紹介した。この他にも多くの新しい技術が開発さ
れているが、音源となる渦の解析技術が著しく発展し
ていると考えられる。今後は音源の情報を活用するこ
とにより環境に優しい機器の開発が進められることを
期待している。
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◆

トピックス

下水汚泥のバイオソリッド燃料化

◆

北野 徳之

Hitz 日立造船株式会社

1．はじめに
発生する下水汚泥の量が年々増加している一方で、
最終処分場の逼迫や、処分費の高騰など、汚泥処分を
取り巻く状況は厳しさを増しており、下水汚泥の有効
利用が課題となっている。また、京都議定書の発効に
より地球温暖化ガスの削減が義務付けられ、バイオマ
スとしての下水汚泥の燃料利用が注目されている。
Hitz パールシステムは下水処理場の含水率 80％程度
の脱水汚泥を含水率 10％以下、直径数ミリの粒状に乾
燥造粒することにより、取扱性の優れた「バイオソリ
ッド燃料」を製造するシステムである。本システムは、
平成 19 年 3 月に国土交通省の下水汚泥資源化・先端技
術誘導プロジェクト（LOTUS Project）で技術評価を得
ている。
2．技術の概要
燃料化利用の概念図を図１、バイオソリッド燃料の
外観を図 2 に示す。Hitz パールシステム（乾燥造粒シ
ステム）の原理は図３に示すように、汚泥混合機から

排出されたコーティング汚泥を、熱媒油により加熱さ
れた伝熱盤上でスクレーパにより転がしながら乾燥さ
せるものである。ここで熱媒油の加熱熱源として消化
ガスが利用できれば更なる製造コストの低減及び地球
温暖化ガスの削減が可能となる。
3．地球温暖化ガス削減効果
50t-脱水汚泥 /日（2,083kg/h）規模における地球温暖
化 ガ ス 削 減 量 を 図 4 に 示 す。 そ の 結 果、50t-脱 水 汚
泥/日規模の設備を設置し、製造したバイオソリッド燃
料を石炭ボイラの補助燃料として利用した場合に 6,408
kg-CO2 /日となる。さらに、乾燥造粒設備の燃料とし
て A 重油の代わりに下水処理場内の消化ガスが利用で
きる場合には、消化汚泥が原料となるためバイオソリ
ッド燃料の発熱量が低く（13,598kJ/kg）なるが、カー
ボンニュートラルな消化ガスをＡ重油の代わりに利用
することで 12,216 kg-CO2 /日の地球温暖化の削減が見
込まれる。
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図 1 燃料化利用の概念図

図 2 バイオソリッド燃料の
外観
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図 4 地球温暖化ガス削減量（消化ガス未利用時）

4．宮城県向け下水汚泥燃料化施設
宮城県阿武隈川下流流域下水道・県南浄化センター
にて本システムの採用が決定した。平成 20 年度に建設・
試運転を行い、平成 21 年度から運用を開始する。下水

汚泥を乾燥造粒して製造した「バイオソリッド燃料」を、
近隣の石炭焚きボイラを有する事業所へ補助燃料とし
て供給する。これにより下水汚泥の低コスト資源化及
び地球温暖化ガスの削減に寄与することができる。
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トピックス
◆

石炭火力発電所に適した下水汚泥燃料化＝
低温炭化燃料化システム
上田 厚志
月島機械株式会社

椎屋 光昭
電源開発株式会社

1．はじめに
近年、化石エネルギー資源の逼迫や枯渇、地球温暖
化問題が懸念されるなか、カーボンニュートラルで再
生可能なバイオマス資源が新しいエネルギー源として
注目されている。なかでも、下水汚泥は集積性や性状
の安定性が優れ、汚泥から製造した炭化物を石炭火力
発電所等で混焼利用することにより、地球温暖化防止
に貢献すると共に、長期・安定的な下水汚泥のリサイ
クルの実現が可能である。
こうした背景から、月島機械、電源開発、メタウォ
ーター（旧 NGK 水環境システムズ）の三者にて、石炭
火力発電所に適した下水汚泥燃料化技術として、低温
炭化燃料化システムを開発したのでその概要を報告す
る。なお、2006 年度からは、日本下水道事業団との共
同研究を実施しており、実運用時における安定運用や
信頼性等について、2007 年度内に評価が完了している。

恩田 佳則

メタウォーター株式会社

低減を図っている。炭化装置からの熱分解ガスおよび
乾燥機排ガスは再燃装置にて高温処理する。
システムを構成する乾燥機や炭化装置等の各機器は、
下水処理場や産業界で広く一般的に使われている機器
の組合せであり、信頼性が高く運転・維持管理なども
容易である。実証試験設備の外観を図 1 に示す。
4．燃料物の品質
炭化温度と乾燥汚泥に対する燃料物組成変化及び発
熱量の関係を図 2 に示す。
図 2 に示す通り、炭化温度の上昇に伴い可燃分は減
少するが、350℃程度までは発熱量はほとんど減少せず、
燃料価値の高い製品が得られる。これは、350℃程度ま
での温度域では、可燃分中の酸素の減少率が大きく、
発熱量の高い炭素の比率が相対的に高まるためである。

2．燃料化技術の概要
下水汚泥燃料に求められる要素として、
「高発熱量」
、
「低自然発火性」
、
「低臭気」が挙げられる。燃料化技術
としては“乾燥”と“炭化”に大別されるが、乾燥の
みによる燃料化は、発熱量は高いが製品の臭気の点で
課題が残る。高温炭化方式は、炭化温度が 600 ～ 800℃
と高温のため、炭化物の発熱量が低く石炭代替燃料と
しては適していない。今回開発した低温炭化技術は、
250 ～ 350℃の低温域で炭化を行うことで炭化物の高発
熱量化を図り、造粒及び蒸気添加により自然発火性の
抑制及び臭気低減を実現し、石炭代替燃料としての適
用性を飛躍的に高めている。
㪈㪅㪇
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3．低温炭化燃料化システム
低温炭化とは、従来の高温炭化（炭化温度：600 ～
800℃）と比較して低温域（250 ～ 350℃）で炭化を行う
ことで、炭化物の“高発熱量化”を図り、石炭代替燃
料としての価値を高めた技術である。また、
本技術では、
炭化装置内への蒸気添加と、炭化前段の造粒を併せて
行うことで、自然発火性の抑制を実現している。
低温炭化燃料化システムでは、まず、脱水汚泥を熱
風乾燥機により水分 20％程度まで乾燥する。乾燥品は
造粒機で約φ 5 ～ 10mm×15mmL 程度に成形した後、
250 ～ 350℃で外熱キルン型炭化装置により約 60 分間炭
化する。この際、本システムの特徴である蒸気添加に
より、造粒操作とあわせ、自然発火抑制ならびに臭気

図 1 実証試験設備
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図 2 炭化温度と燃料組成変化及び発熱量の関係
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6．燃料物の安全性
炭化温度 250℃の炭化物をステンレス製容器に充填
し、恒温器内への空気流通方式での発熱特性試験を行
なった。得られた炭化物の発熱特性を用いて輸送及び
貯蔵時の発熱シミュレーションを実施した結果、造粒
や蒸気添加の効果により自然発火性が抑制され、安全
に取扱えることが確認されている。
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表 1 各方式における N2O 排出量
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5．温室効果ガスの削減効果
下水汚泥はカーボンニュートラルなバイオマスであ
り、下水汚泥の燃焼に伴って発生する CO2 は温室効果
ガスの発生量としてカウントされない。しかし、下水
汚泥は窒素を多く含んでおり、燃焼時に発生する N2O
は他の廃棄物と比較して多く、
地球温暖化係数が 310（温
室効果が CO2 の 310 倍）であることを考慮すると、地
球温暖化に与える影響は大きい。
炭化と焼却の各処理方式おいて、脱水汚泥 1ton 当た
りから排出される N2O を表 1 に示す。表 1 からわかる
ように、低温炭化における N2O 排出量は他の処理方式
と比較して大幅に低減される。
次に、実設備（脱水汚泥 100ton/ 日）を想定した場合
の温室効果ガス収支の試算例を図 3 に示す。原料とな
る脱水汚泥の保有熱量を全量使用できない低温炭化は、
流動焼却に比べ補助燃料由来の温室効果ガスは増加す
るが、N2O の低減効果が大いため、排出量全体として
は流動焼却を下回る。一方、温室効果ガス削減量は、
低温炭化が圧倒的に多い。これは、低温炭化は燃料と
して回収できる熱量が多く、燃料利用先で削減できる
温室効果ガスの量が大きいためである。
これら温室効果ガスの排出量と削減量の収支をとる
と、図 3 に示すように、流動焼却や高温炭化が排出側
になるのに対し、低温炭化では削減側となり、地球温
暖化防止に貢献することができる。
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㪋㪃㪇㪇㪇

⊒
↢

⊒↢㊂

⊒
↢

㪇
ᷫ㊂
㪄㪋㪃㪇㪇㪇
ᷫ㊂


ᷫ

㪄㪏㪃㪇㪇㪇

㪄㪈㪉㪃㪇㪇㪇

図 3 温室効果ガス収支（試算例）

7．おわりに
バイオマスエネルギー資源である下水汚泥燃料の石
炭火力発電所での混焼利用は、地球温暖化防止対策や
循環型社会の実現の手段として大きな期待が寄せられ
ている。今後もさらなる技術改良を加えシステムの最
適化を図り、下水汚泥燃料化システムの普及促進に向
けて積極的に取り組んでいきたいと考えている。
< 参考文献 >
1）下水道新技術推進機構：炭化システム技術資料
2）環境省：温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル

ソーラーウォール

◆

小金井 真

株式会社 朝日工業社

1．はじめに
我が国の二酸化炭素排出量の約 1/3 は建築関連分野
から発生しており、その内 60％が冷暖房・給湯などの
建築設備の運転に伴って排出されるものであるため、
我々空調設備技術者の責任は極めて重いと考えている。
このような背景のもと、太陽熱などの自然エネルギー
を利用した空調方式が環境負荷低減技術の一つとして

注目を浴びている。
2．ソーラーウォールの概要
日射を受けて温度が上昇した建物の外壁は、その近
傍の空気を暖めるため、外気より温度の高い空気層が
外壁に沿って形成される。通常この暖かい空気は外壁
に沿って上昇した後、大気中に放出されるが、これを
【】
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図 1 ソーラーウォールを空調機の外気予熱に用いた例
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図 2 ソーラーウォールを換気暖房に用いた例
（鳥取大学教育研究棟のソーラーウォール）
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図 4 測定結果の一例

建物内にうまく導入できれば冬期の換気暖房（予熱）
として使用することができる。その一つの方法として
外壁の外側に多数の小孔を開けた集熱パネル（ソーラ
ーウォール：表面にフッ素樹脂系黒色塗装が施された
アルミの多孔板）を設置し、その小孔を通してパネル
表面に沿って流れる暖かい空気を建物内や空調機に導
入する方法が考えられる。パネルは建物の外壁を覆う
ような形で設置し、建物とは通常 40 ～ 100 ｍｍ程度の
間隔を確保する。このような方法は実際にカナダ、米
国等の工場で採用されている。ソーラーウォールの第
一の機能は冬期の換気空気の予熱だが、約 20℃以上の
温風が得られる条件では、暖房エネルギーの一部を供

図 3 鳥取大学教育研究棟ソーラーウォールユニット

給することもできる。図 1 にソーラーウォールによっ
て空調用外気の予熱を行う例を示す。化石燃料を使わ
ずに、外気を昇温できるので、大きな省エネをはかる
ことができる。
3．ソーラーウォールの施工例
ソーラーウォールはその構造がシンプルで安価であ
るためカナダ、アメリカの工場等において換気暖房用
に広く用いられている。我が国では平成 11 年に資生堂
の掛川工場に最初に設置され、現在では国内 300 ヶ所
以上に設置されている。住宅や工場をはじめ南極の昭
和基地などにも設置されている。2005 年 8 月には文教
施設協会の「優良学校施設部品推奨品」に認定された
ため、今後学校への普及が進むものとみられている。
図 2 にソーラーウォールを単純に換気暖房に用いた
例（鳥取環境大学教育研究棟ソーラーウォール）を示す。
南側壁面に合計 44 台のソーラーウォールユニット（幅
6 m ×高さ 2m）が設置されている。50m2 の研究室（教
職員用）1 室に対してソーラーウォールユニトッ 1 台が
対応している。図 3 にソーラーウォールユニットの概
要を示す。ユニット上部から取り出した温風はダクト
を通して下階の研究室の天井近くから室内に入り、南
側の研究室（学生用）から廊下を通って、北側の研究
室（教職員用）まで運ばれる。室内には天井吊り型の
ヒートポンプが設置されている。
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図 4 にこのソーラーウォールユニット 2 台で得られ
た温風を床面積 230 m2 の室に導入した場合の測定結果
を示す。ユニット内空気温度が 20℃でファンが稼動し、
室内が 28℃になると停止するよう制御されている。室
内のヒートポンプは測定中は停止し、日射の影響を遮
るために窓面のブラインドを降ろし、照明も OFF とし
た。外気に対して最大約 25℃高いユニット出口温度が
得られており、室内の温度は外気温に対して 5℃以上高
いレベルに維持されている。

4．おわりに
建築設備分野における太陽熱利用技術の普及のため
には、希薄な太陽熱エネルギーを効率良くとらえる安
価なシステムが求められており、本報ではこれを達成
するための 1 つの手段としてソーラーウォールで得ら
れた高温の空気を空調機取り入れ外気の予熱や換気暖
房に使用する方式を紹介した。ソーラーウォールで得
られた高温で湿度の低い空気は植物や木材の乾燥に使
うことも出来る。また夏場にはソーラーウォールで得
られた高温の空気をデシカント空調機の乾燥剤の再生
に利用して冷房を行う方式等にも適用することが出来る。

研究所紹介
騒音、振動、低周波音、圧電材料に関する基礎研究
財団法人 小林理学研究所
財団法人小林理学研究所は、太平洋戦争が始まる前
年の昭和 15 年（1940 年）に設立されました。創立者で
ある小林采男氏は、当時、朝鮮でタングステン鉱山の
経営にあたっており、
「日本が将来大きく発展するため
には、物理の研究所を作り基礎研究を進める必要があ
る。
」との年来の夢をかなえるべく、音響に関する基礎
研究の発展に意欲を持っていた佐藤孝二（当時東京大
学助教授、後に日本音響学会への寄付を基に佐藤論文
賞を創設）の協力のもと、当研究所を設立しました。
設立時の基本理念を踏まえ、理論物理、応用物理に関
する幅広い分野で多くの成果を上げました。
現在は、音響・振動および圧電材料の分野の研究に
重点を置いています。◦道路交通騒音については、数
値シミュレーション、および道路構造・地形・家屋な
どを再現した縮尺模型実験による各種対策効果の予測・
検証および騒音伝搬の解明。◦鉄道騒音については、
音響インテンシティによる音源同定、車両騒音の可視

図 1 模型実験

化技術。◦航空機騒音については、機種識別と飛行経
路の判別、自動監視システムの開発。◦機械騒音につ
いては、JIS-Z-8732 および JIS-Z-8736 に基づいた音圧
法および音響インテンシティ法による音響パワーレベ
ル測定。◦建築音響については、材料の音響性能測定、
測定手法の開発、遮音板の遮音性能向上手法の提案。
◦圧電材料については、負性容量回路を結合した音響・
振動制御システムの開発。◦高分子圧電体の機能性材
料については、各種物性評価測定からセンサーなどの
アプリケーション開発までの一貫した研究を行ってい
ます。以下に、主な音響に関わる施設を紹介します。
・模型実験室
実験室-A［床面積：10.0m×20.0m、天井高：6.0m］
実験室-B［床面積 :6.8m × 7.2m、天井高：3.0m］
騒音の伝搬性状の解明や騒音予測を目的とした縮尺
模型実験に使用される施設で、半無響室構造の施設で
す。

図 2 建築音響試験室
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・無響室［床面積：6m×5m、天井高：4.5m］ 外部か
らの騒音や振動を遮断し、内部吸音層はグラスウール
600mm 特殊吸音構造となっている施設です。
・建築音響試験室 材料の吸音率や透過損失、機械の
パワーレベルの計測などを行う施設です。
残響室（残響室法吸音率測定） 容積：513m3
残響室（透過損失測定） 5 室（一対 3 組）JIS A 1416
の TYPE Ⅰに対応した試験室です。
壁試験室（透過損失測定） 4 室（一対 2 組）JIS A 1416
の TYPE Ⅱに対応した試験室です。
床試験室 2 室 試験体を設置する床の厚さが 200 mm
と 150mm の構造です。
・斜入射吸音実験室［床面積：7m×8m、天井高：6m］
道路構造に用いる吸音材の性能を評価を行う施設です。
・ 低 周 波 実 験 室［ 床 面 積：2.1m × 2.8m、 天 井 高：
2.2m、38cm φスピーカ 16 個］ 低周波数領域における
聴覚の諸特性の解明や主観的な評価実験などを行う施
設です。
・低周波音発生装置 従来のスピーカ方式では難しい

0.5Hz ～ 20Hz の超低周波音を油圧サーボアクチュエー
タとアルミハニカム振動板を用いて再生する装置です。
・疲労試験装置 正負の空気圧を用いた非接触型の材
料の疲労試験を行う装置です。
・動的粘弾・誘電・圧電測定装置 高分子材料につい
て動的粘弾性、誘電性および圧電性の周波数スペクト
ルおよび温度スペクトルを測定する装置です。
・分極処理装置 圧電材料を高電圧印加またはコロナ
放電によりポーリング処理する装置です。
・音響科学博物館 エジソン蓄音機、オルゴール、計
測器などの音響に関係する研究道具約 200 点を公開し
ています。
小林理研では、研究成果を社会に提供するとともに、
官公庁、民間企業等の外部からの委託研究も行ってい
ます。施設見学の希望およびご相談などの問い合わせ
につきましては、info@kobayasi-riken.or.jp までお願い
いたします。小林理研につきましてさらに詳しく知り
たい方は、http://www.kobayasi-riken.or.jp/ までアクセ
スをお願いします。

研究所紹介
三菱電機住環境研究開発センターの紹介
三菱電機株式会社
住環境研究開発センター

1．はじめに
当センターは、
「空気・光・水の基本技術をベースに
豊かな生活環境を創造していく」という開発理念に基
づき、三菱電機および関連会社の冷熱機器、家電製品
などに関する研究開発を行っており、場所は、神奈川
県鎌倉市と、静岡県静岡市の 2 拠点に展開しています。
弊所が担当する主な製品・技術分野は、冷熱空調機器、

ビル空調・照明制御システム、住宅用エネルギーシス
テム、住宅設備関連機器、家事家電関連機器、モータ・
パワエレ技術、製品評価技術です。
「人に地球に気持ち
よく」
（ユニ＆エコ」
）をコンセプト（図２）に開発を
進めています。

図 1 住環境研究開発センター（神奈川県鎌倉市）

図 2 開発コンセプト「ユニ＆エコ」
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2．冷熱空調技術
冷凍サイクル技術をベースに、家庭用空調、給湯シ
ステム、ビル空調システムなどの省エネや、電力負荷
平準化を目的とした氷蓄熱システムなどの技術開発に
取り組んでいます（図３）
。また、空調負荷・換気、住
環境の快適性を解析し、省エネで快適な空間を実現す
る空調システム技術を開発しています。

5．おわりに
当センターでは、ISO14001 活動の一環として、年間
10 件程度を「環境配慮型製品開発」テーマとして重点
的に取り上げ、省エネ性、材料選定などにおいて環境
負荷を低減した製品の開発に力を入れております。今
後とも、住・環境に配慮した製品の開発に努めていき
ます。

3．家電技術
暮らしの快適性と省エネ性向上を目指し、家電機器
の新しい制御や振動・騒音低減の技術開発に取り組ん
でいます。例えば、IH 調理器の高機能・高効率化、掃
除機の省エネ・低騒音化、電子レンジ加熱技術、冷蔵
庫の高機能化などです。
4．製品評価技術
安全な家電製品をお客様に届けるため、PL 事故の原
因究明、その発生メカニズム解析、新製品の安全性評価、
そして得られた結果の安全基準への反映などにより製
品安全技術の開発を進めており、製品の信頼性を向上
するための設計手法や加速・限界試験法などを開発し
ています。また、不具合原因を究明するための故障解
析技術も開発しています。

ቶౝ࡙࠾࠶࠻
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図 3 家庭用冷暖房、蓄熱、給湯ヒートポンプ
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編集後記
日本機械学会 環境工学部門では、加速度的に重要
度・注目度が増している環境問題に対し、機械工学
技術によって精緻に対応すべく、第１から第４技術
委員会までの４つの技術委員会がそれぞれ、（1）騒
音・振動改善技術、（2）廃棄物・資源循環技術、（3）
大気・水質保全技術、
（4）環境保全型エネルギー技
術を担当し、活発に活動しています。本ニュースレ

環境と地球

ターのトピックス欄で各技術委員会の技術内容に興
味をもたれた方は、ぜひ、環境工学総合シンポジウ
ムをはじめとする環境工学部門の催しにご参加くだ
さい。
最後に、本ニュースレターの発行に際して、ご協
力いただきました執筆者の方々に、この場をお借り
して御礼申し上げます。

編集室
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