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2009 年度の環境工学部門活動への抱負

佐藤 春樹
2009 年度 部門長（慶應義塾大学）

平成元年（1989 年）に環境工学部門が設置されて
から、ちょうど 20 年になります。
私は、当時の柏木孝夫委員長から幹事役を頂戴し、
委員会から部門への移行期のお手伝いをする機会を得
て以来、環境工学に携わらせて頂いております。最近
は、機械工学便覧「環境システム」の編集小委員会主
査を仰せつかり、やっとの思いで 2008 年 3 月に出版
まで無事に漕ぎ着けました。
個人的には、学生時代から行っていた水やフロンな
どのエネルギー作動流体の熱物性という基盤研究か
ら、現在は、エネルギー環境システムの応用研究へと
研究範囲を広げ、大学では機械工学科からシステムデ
ザイン工学科へと歩んでまいりました。
この機会に、2009 年度の部門活動の抱負を初心に
還って考えてみたいと思います。
過 去 の す べ て の 部 門 ニ ュ ー ス が、 ホ ー ム ペ ー ジ
（http://www.env-jsme.com/）にあります。現在のタ
イトル『環境と地球−アメニティ空間の創成』は、20
年前の第 1 号に始まっています。このタイトルには、
初代柏木委員長の思いが込められています。『平成元
年は環境問題を地球規模で解決しなければならない幕
開けの年となりました。・・・環境工学とは 環境創造
と環境保全の双方を包含し、人間の快適性を追求する
とともに（快適環境の追求）、自然の健全性を保つた
めの（環境保全）工学であるといえます。』
環境工学を人（快適環境）と自然（環境保全）の複
眼的な視点で定義した素晴らしい解釈と思います。

機械技術の多くは、要素としての機械を極める学問
として、力学や物理学を視点としながら機械そのもの
の発展を目指してきました。そこに人と自然の機械の
恩恵と影響を受ける側の複眼的な視点を加え、多次元
のシステム的なアプローチから環境そのものを創発す
る学問が環境工学であると捉えて、環境工学部門はス
タートしたのです。
実学としての経済や社会科学までを含む学際的なバ
ランス感覚をもちながら要素を極め、要素をバランス
よく組み合わせて機械に最大の機能を発揮させ、同時
に自然環境と共生できるシステムデザインを目指す複
眼的且つ大規模な学術の構築とその普及に本部門の存
在意義があるのではないかと考えます。
柏木先生の表現を私流に書かせていただくと、環境
工学は、
「人の快適環境を実現する内部快適環境の創
発」と「外部環境としての自然に面して、人と自然の
両者の健全な関係を保つインターフェース環境の創
発」を対象とする学術ということになります。「イン
ターフェース環境」は、都市でもあり自然豊かな環境
でもあります。人と自然の両者に快適なまさに「アメ
ニティー空間の創成」です。
そこに、「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 つの分
野が技術委員会として柱となり、実学としての快適社
会基盤システムデザインの学術的な先導を行う環境工
学部門が構築されています。
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「専門」を極めることは最も重要ですが、一方で「調
和」という視点も重要です。組織・企画委員会委員長
として企画した 4 回の環境工学サロンから、環境工学
部門の標語を『先進サステイナブル都市』としました。
『先進』の意味には、安心・安全を含めた快適環境を
目指す先進技術が含まれます。その持続的実現が『サ
ステイナブル都市』に込めた思いです。各分野間、あ
るいは人と自然とのコラボレーションとバランスの実
学を象徴する標語と思います。
さて、2009 年度の活動は、実学という視点から産
官学に市民を加えた輪のなかでの環境への技術貢献を
目指します。すでに市民フォーラムや子供達への技術

教育的企画などが予定されています。また、「専門」
に重きを置いた企画として、7 月に沖縄で開催する第
19 回環境工学総合シンポジウム、そして「調和」に
重みをもたせた企画として、はじめての国際会議を
11 月に横浜で開催する予定です。その他の企画も積
極的に進めます。
『先進サステイナブル都市、Advanced Sustainable
Cities（ASC）
』をテーマに環境工学部門が新たな風
を帆に受けて、着実に次の港へ旅立つ一年となるよう
努力致します。皆様のご協力を心より御願い申し上げ
ます。

環境工学部門 2008 年度を振り返って

西村 正治
2008 年度環境工学部門長（鳥取大学）

昨年本ニュースレターに部門長就任の挨拶を書いた
頃は、経済は上向きで、世の中 地球環境問題 一色
でした。現在はそれが嘘のように経済は急降下し、そ
の建て直しが緊急の課題となっています。しかし、環
境問題は人類が克服しなければならない問題であるこ
とには変わりなく、 環境 と 経済 の両立を目指
す仕組みづくりとそれを可能とする技術開発が重要な
ことは異論のないところだと思います。
私は昨年、「今年度は地球環境改善に機械屋として
何ができるかをじっくり考えてみたい」と書きました。
具体的には、部門内に「環境工学が提案する先進サス
テイナブル都市」ワーキンググループを設置し、当部
門の４つの技術分野（騒音・振動、資源・廃棄物、大
気・水、環境保全型エネルギー）のそれぞれの観点を
融合した目指すべき都市環境の青写真を描こうとしま
した。しかし、あまり議論が進んでいません。取りま
とめ者としての力不足を大いに反省しています。引き
続き議論は続けたいと思いますので、一層のご協力を
お願いします。
部門の最大のイベントである環境工学総合シンポジ
ウムは、（独）産業技術総合研究所のご協力により、
無料で会場を貸していただき、7 月 10、11 日に成功
裏に開催することができました。新たな試みとして、
WEB による申し込み、投稿を標準化し、CD‑ROM
も前刷集と同時に発行して好評でした。また、国際化
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への第一歩として、主に日本在住の外国人研究者や留
学生を対象とした International Session を各分野に設
置しました。全部で 17 件の発表、質疑が英語で行わ
れました。2009 年秋には国際ワークショップが計画
されており、それに向けての一ステップになったもの
と考えます。市民フォーラムは機械工学振興事業資金
の援助を受け、「先進サステイナブル都市を支える環
境工学」をテーマに開催されました。4 つの技術分野
の機械工学が快適で持続型の都市環境を実現するため
どのような役割を果たしているか , またどのような課
題があるかを平易に講演していただきました。
講習会、特別講演会など下記のとおり活発に行われ
ました。特に今年度は始めての試みとして、「手作り
で音を楽しもう―環境にやさしい夏休み親子イベン
ト」を東芝科学館と共同開催しました。小さい子供の
頃から環境、音に興味を持ってもらおうと開催したも
のですが、23 組の親子の参加があり、大変好評でした。
来年度以降も続けていこうと考えています。
部 門 の 電 子 ジ ャ ー ナ ル（Journal of Environment
and Engineering）は順調に論文数を伸ばしており、
2008 年に 40 件、トータル 116 件（2009 年 2 月 6 日現
在）が掲載されました。引き続き活発な投稿をお願い
します。
部門ホームページも少しずつ充実され、種々の情報
が会員の皆様に迅速に届くように心がけています。ま
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た、メーリングリスト（env@env-jsme.com）への登
録者も人数を伸ばしています。部門のホームページか
ら登録できますので、今後より多くの方が本メーリン
グリストに登録いただき、部門関連情報の授受に活用
していただければ幸いです。また、部門の活性化のベー
スは部門登録者数の増強です。お近くの方に環境工学
部門へ登録するよう働きかけていただきたく、お願い
申し上げます。
最後に、関係の皆様のご努力により、今年度は長年
続いていた部門収支の赤字を脱出したことをご報告し
ておきます。関係の皆様、会員の皆様、本当に有難う
ございました。今後とも環境工学部門をよろしくお願
い申し上げます。
第 86 期（2008 年度）の主な活動
１．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）
場 所：（独）産業技術総合研究所 臨海副都心セ
ンター
講演論文発表件数：117 件
参加者総数：219 人
特別講演会（市民フォーラム）：
テーマ「先進サステイナブル都市を支える環境工学」
（1）「先進サステイナブル都市：ビジョン形成技術
開発への挑戦」（佐藤春樹氏）
（2）「環境保全と生活の利便性を巡って―音環境の
場合―」（難波精一郎氏）
（3）「廃棄物から考えるサステイナブル都市」（川
本克也氏）
（4）「マグネシウムとレーザを用いた再生可能エネ
ルギーシステムと持続型社会」（矢部孝氏）
２．2008 年度日本機械学会年次大会
開催日：2008 年 8 月 4 日（月）〜7 日（木）
場 所：横浜国立大学
（1）オーガナイズドセッション「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）
（2）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」
３．共催講演会
（1）第 22 回環境工学連合講演会：4 月 14、15 日
開催／日本学術会議
（2）第 42 回空気調和・冷凍連合講演会：4 月 23〜

25 日開催／東京海洋大学
４．部門賞贈賞、フェロー賞贈賞報告
功績賞：近藤博俊氏（新日本製鐵）
研究業績賞：石原国彦氏（徳島大学）
技術業績賞：三宅弘朗氏（ＮＴＴファシリティーズ）
研究奨励賞：武藤大輔氏（日立製作所）、島崎康弘氏
（大阪府立大学）、四宮徳章氏（大阪市立大学）
フェロー賞（若手優秀講演）
：加藤昇志氏（工学院
大学）
５．発行
（1）部門英文ジャーナル（Journal of Environment
and Engineering）
：論文数 40 件（2008 年）
（2）ニュースレター 環境と地球 No.19：2008.4
６．講習会、イベント
（1）−環境浄化・医療バイオ応用に向けた新しい
プラズマ技術−：6 月 13 日開催／日本機械学
会、参加者：30 人
（2）熱・気流数値計算の基礎と応用： 9 月 12 日
開催／大阪中之島センター、参加者：26 人
（3）静粛設計のための防音・防振技術： 12 月 2
日開催／日本機械学会、参加者：27 人
（4）溶融飛灰の資源化技術： 1 月 29 日開催／日
本機械学会、参加者：27 人
（5）手作りで音を楽しもう―環境にやさしい夏休
み親子イベント：8 月 23 日開催／東芝科学館、
参加者：23 組（東芝科学館共催）
７．特別講演会
（1）第３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：3 月 14 日、15 日開催／
東北大学
（2）第５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：11 月 7 日、8 日開催／
東京工業大学
８．研究会、分科会
A‑TS 09‑01 機械音の快適化技術研究会（主査：
山田伸志氏）
（2008 年 12 月で終了。2009 年 4 月
から新研究会を発足予定。）
A‑TS 09‑02 ＮＥＥ研究会（主査：近藤明氏）
A‑TS 09‑03 エネルギー有効利用技術の将来動向
研究会（主査：秋澤淳氏）
P‑SCD 360 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（主査：佐藤岳彦氏）
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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

近藤 博俊
新日本製鉄㈱ 技術総括部

この度は大変栄誉ある環境工学部門功績賞（2008
年度）を賜り、身に余る光栄に存じます。
私は 1990 年から初代部門長の永田教授のご指導で
第 2 技術委員会に入り、様々な学会活動を通じ勉強さ
せていただきました。副部門長から 2002 年に部門長
を拝命した時は、日本の景気は低迷し、国をあげて、
環境、IT 等の新規分野の成長に期待が集った時期で
した。機械学会も会員数の低下による運営困難状態で、
様々な改善議論がありました。その最中、国が「環境・
エネルギー分野発掘戦略」を纏めるため機械、エネル
ギー､ 化学、廃棄物､ 鉄鋼の各学協会に ｢環境技術の
将来展望｣ の検討依頼がありました。機械学会は九州
大学の井上教授を委員長とした検討委員会を発足し、
第 1〜第 4 技術委員会の有志の先生方で 2002 年 7 月
〜年度末まで各月ワーキングを行い、私は事務局（座
長）として「RS‑3 環境将来展望分科会」の報告書
として纏めさせていただきました。そこで示された 7

環境工学部門研究業績賞を
受賞して
石原 国彦
徳島大学大学院
ソシオテクノサイエンス研究部

この度は、環境工学部門研究業績賞を頂き、大変光
栄に存じます。私は 1971 年より川崎重工業㈱技術研
究所で振動・騒音関連の研究、トラブルシューティン
グを行ってまいりました。大学時代より振動に興味を
持ち今日まで好きな振動・音響の研究ができたことを
非常に幸せに思っております。と同時にこの賞は私に
とりましては願ってもないご褒美を頂いたような気が

環境工学部門技術業績賞を
受賞して

三宅 弘朗
NTT ファシリティーズ
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つの視点は
1）生産製造プロセスと環境技術の一体性
2）環境要素技術の教育の必要性
3）環境技術の有機的抽出
4）環境モニタリング､ データベースの構築
5）資源循環と環境評価手法の共有化
6）環境システム技術の多様性
7）持続可能なエネルギーシステムビジョン作り
局所型の環境対処技術から工学総体としての発展の
方向性を示したもので、一つの道標になればとの思い
がありました。今回の功績賞は委員各位や有志の先生
方の多大なご協力で得られた部門活動やこのような成
果等を賞したもので、この度は代表していただいたも
のと思っています。
さて、昨年来の未曾有の経済危機はハリケーンのよ
うなインパクトで、国のあり方、引いては保有技術の
方向性も見直されることなり、物作り立国としての日
本を支える機械技術は更なる発展を期待されることで
しょう。そして、極東アジアに世界の経済活動がシフ
トされる中、農林分野、海洋分野、環境分野が特に注
目され、環境工学部門の果たすべき役割はこれまで以
上に、重要であると考えます。関係各位の益々のご発
展、ご活躍を祈念して、受賞の御礼とさせていただき
ます。

しており研究者冥利に尽きます。振動問題が発生する
たび振動を計測し、データからメカニズムを解明し、
それを抑制できたときの喜びは何物にも代え難く至福
の瞬間です。企業における製品開発では性能と安全性
の検討が欠かせませんが振動・騒音は不確定な要因が
多すぎ十分な検討を行うことは容易ではありません。
これが振動・騒音問題の本質ではないでしょうか。多
くの振動・騒音問題に遭遇したお陰で企業研究者とし
ては比較的多くの学術論文を世に出すことができまし
た。今回の受賞はそのあたりを評価されたものと思っ
ております。今後も振動・騒音問題について相談があ
ればそれに一つでも多く応えられるよう残りの時間を
使っていきたいと思っています。

この度は、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。「データセンター空調における
気流設計手法に関する研究（室内温度環境に着目した
空調気流設計）
」が受賞対象となりました。私は弊社
研究開発本部において、主にデータセンターにおける
空調気流設計の研究に携わって参りました。
サーバー、
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ルーター等の ICT 装置の高密度化はとどまるところ
を知らず、データセンターの消費電力量の増大は、エ
ネルギーコストだけでなく、地球環境保護の観点から
も見過ごすことのできない大きな課題となっていま
す。とりわけ、空調関連がエネルギー消費量に占める
割合は 3〜5 割と非常に大きく、この部分の削減が重
要なポイントとなっています。本研究は、実大規模実
験により、データセンターで現在主流となっている二

◆

トピックス

つの空調気流方式（天井及び横還気方式）について、
装置側の温度条件等に基づき、必要となる空調機の風
量を簡易に算出できる方法について提案したもので、
これにより、無駄のない効率的な気流設計が可能とな
り、空調エネルギーの削減に寄与できるものと考えて
おります。最後になりましたが、ご協力頂いた皆様に
感謝申し上げるとともに、今回の受賞を励みに今後も
研鑽を積んで参りたいと考えております。

環境に優しい高性能吸音材

◆

飯田 一嘉
ブリヂストンケ−ビ−ジ−株式会社

1．はじめに
近年、様々な環境において低騒音化のニーズがます
ます高まっているが、 吸音処理は重要な対策の一つ
である。それに用いられる吸音材料はいろいろな種類、
構造のものがあるが、中でも多孔質材料が最もよく使
われる吸音材料である。これまで、多孔質系吸音材と
しては、グラスウール、 ロックウール、粗毛フェル
ト等の各種繊維系吸音材や軟質ウレタンフォーム等の
発泡系吸音材がよく使われているが、最近では、環境
問題、リサイクル性、吸音性能や長期耐久性等の面か
らポリエステル繊維系吸音材が適用されるケースも増
えてきている。
ポリエステル繊維系吸音材は次のような特徴を有し
ており、環境に優しい高性能吸音材といえよう。
1）シンプルな構造で、優れた吸音性能を有し、適
用しやすい。
2）耐候性、耐久性に優れ、長期の使用に耐える。
3）リサクルが出来、地球環境に優しい。
4）人体への刺激が無く、職場環境に優しい。
5）自己消化性であり、有害なガスも出ない。
弊社では、この数年、以上のような優れた特徴を有
するポリエステル繊維系吸音材の適用拡大を図ってき
ており、ここでは、標準的なポリエステル繊維系吸音
材ならびに、最近、さらに吸音性能の高性能化を狙っ
て開発したポリエステル繊維系吸音材を紹介する。

ルギーが、吸音構造体の中で粘性抵抗を主体に熱エネ
ルギーに変換される仕組みとなっていることから、流
れ抵抗 1） をいかににコントロールするかが多孔質系
吸音材の構造を決めるポイントとなる。
ポリエステル繊維系吸音材の標準的なタイプは、
図 1 のような外観をしており、表面皮膜であるスパン
ボンド不織布とポリエステル繊維不織布母材をパウ
ダー状ホットメルトで熱融着した図 2 に示すような吸
音構造体となっていることが多い。
厚さが 25mm 品と 35mm 品の吸音性能（残響室法
吸音率）の例を図 3 に示すが（いずれも母材 : ポリエ
ステルル繊維不織布―かさ密度 40kg/m3、表層：ポ
リエステル繊維ススパンボンド不織布―面密度 100g/
m2、厚さ 0.5mm）、騒音低減でよく問題になる 400〜
2 000Hz の周波数帯域を十分対応できる吸音性能を有
していることがわかる。

ポリエステル繊維
ス パ ンボ ン ド不 織
ポリエステル繊維不織布

図 1 標準タイプの外観

スパン ボン ド不織
ホットメルトパウダ

2．ポリエステル繊維系吸音材
2.1 標準的な構造
多孔質系吸音材は、表面から入射してくる音響エネ

母材：35ｍｍ

図 2 標準タイプの構成

【5】
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枚と母材のポリエステル繊維不織布のかさ密度を下げ
たもので、同等の吸音性能を達成しており、吸音性能
面に加え、経済性の面からも良好な吸音材が開発され
ている。

スパンボンド不織布

ホットメルトパウダー

2500

母材：25m

1/3 オクターブバンド中心周波数
［Hz］

（a）構成例
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ポリエステル繊維系吸音材
‑標準タイプ高性能吸音材
25mm品

1600

630

400

250

ポリエステル繊維系吸音材
‑標準タイプ35mm品

160

1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

100

2.2 吸音性能を向上した構造 2）
最近、エンジンなど動力源のパワーアップや排ガス
対策のための補器類の増加などでケーシングの内部の
空間面積の減少、放熱性（ヒートバランス）などのた
めに、吸音性能を維持しつつ、厚さの薄い吸音材のニー
ズが高まってきている。
このニーズに応えるために、ポリエステル繊維系吸
音材で、従来の標準タイプより、厚さを約 20〜30%
減じたポリエステル繊維系吸音材の開発を行なった。
そのために、粒子速度と流れ抵抗に注目し、吸音性
能の最適化を図ることにした。
主要帯域である 400〜2 000Hz の波長の 1/4 のとこ
ろで粒子速度は最大になることは知られているので、
吸音材の厚さを 40mm 程度までに抑えるためには、
吸音材の表面に用いているスパンポンド不織布を複層
化することで流れ抵抗を調整することが有効であるこ
とがわかった 2）。
図 4（a）に、標準タイプ 35mm 品の吸音性能を同
じ母材で厚さ 25mm 品で、達成した新タイプの高性
能吸音材の構成例を示す。 表層のスパンポンド不織
布（標準タイプと同じ仕様）を三枚重ねることで、流
れ抵抗を吸音性能が 400〜2 000Hz で最大になるよう
に調整したものである。
図 4（b）に、その吸音性能を示すが、標準タイプ
の 35mm 品の吸音性能に対して、新タイプの高性能
吸音材では、ほぼ同じ吸音性能を厚さ 25mm 品で実
現している。
現在、さらに、表層に異種のスパンボンド不織布二

残響室法吸音率

図 3 標準タイプの吸音性能の例

1000

1600

1000

630

400

250

160

ポリエステル繊維系吸音材
‑標準タイプ35mm品

2500

ポリエステル繊維系吸音材
‑標準タイプ25mm品

100

1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

1/3 オクターブバンド中心周波数
［Hz］

（ｂ）吸音性能（残響室法吸音率）
図4

新タイプの高性能吸音材の例

3．おわりに
環境に優しい高性能吸音材として、複層スパンボン
ド不織布を表層に配したポリエステル繊維系吸音材を
紹介した。
この新しい構造をとることで、吸音性能面だけでな
く、従来の標準タイプより厚さが薄くて、高い吸音性
能を有しているため、スペースファクタがよいため、
ヒートバランスや経済性の面でも有効な結果が得られ
ている。今後、このポリエステル繊維系吸音材の有す
る特徴が活かされ、広い分野で適用されていくことを
願っている。
参考文献
1）霊田 ･ 飯田・丸山：騒音制御：Vol.31.No.6
（2007），PP450‑457
2）霊田 ･ 飯田・丸山：騒音制御工学会講演論文集：
平成 18 年 9 月，PP185‑188
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JFE‑フェルント式ガス化システム
〜木質ガス化発電とガス利用システム〜

◆

トピックス
◆

鈴木 康夫
JFE エンジニアリング株式会社

１．はじめに
当社では 2003 年にデンマークのエンジニアリング
会社であるバブコック＆ウィルコックスフェルント社
（Babcock & Wilcox Vφlund ApS、以下、フェルン
ト社）より、木質バイオマスによる発電を目的とした
「JFE‑フェルント式木質バイオマスガス化発電システ
ム（以下、JFE‑フェルント式発電システム）
」を技術
導入した。
すでに、国内において３件（ガス化ガス利用 1 件含
む）の納入実績を得ている、この JFE‑フェルント式
発電システムの概要・特長・実施例及び今後の展望に
ついて紹介する。
２．JFE‑フェルント式発電システムの技術概要
JFE‑フェルント式発電システムは、チップ化した
木くず等の木質バイオマスをガス化炉にて燃料ガスに
転換し、ガスエンジン発電機にて利用することによっ
て発電を行なうことを主目的としたシステムである。
フェルント式発電システムの概略フローを図１に示
す。

クレーン

ガス化炉

燃料ガス

タール類

用水

高温空気

ガス冷却器

排気ガス

湿式電機集じん器

重質タール
貯槽

ガスエンジン
発電機

排水処理設備
（Tar WatC）

加湿器

図 1 ガス化発電システムの概略フロー

JFE‑フェルント式発電システムのガス化炉は、図
２に示すように、内面を耐火物でライニングした円筒
縦型の空筒に、木質バイオマスを炉上部から投入する。
ガス化剤（空気及び水蒸気）は炉下から供給して上部
に流れることから、アップドラフト式固定床ガス化炉
に分類される形式である。
空気と蒸気は 150℃に加熱後、炉下部の回転火格子
を通して炉内に送風する。酸素比を 0.2〜0.3 とするこ

燃料ガス
木質バイオマス
乾燥ゾーン
熱分解ゾーン

原
料
の
流
れ

還元ゾーン
酸化ゾーン

ガ
ス
の
流
れ

灰

ガス化剤
（空気及び水蒸気）

図 2 ガス化炉の模式図

とで、炉の下部から上方に向け、酸化、還元、熱分解、
乾燥の各反応が連続的に起きる。本ガス化炉は起動停
止が容易で、100％から 10％へのターンダウンも数分
で行なうことができることも特長のひとつである。ガ
ス化炉内部上方には低速で回転するスムーザが設置さ
れており、レベル計の機能も果たしている。灰は回転
火格子から水封槽に落とし込んで冷却し、スクリュー
フィーダで掻き出し排出する。灰には、窒素、リン、
カリウムが含まれる一方、ダイオキシンなどの有害物
を含まないことから、植栽用肥料として利用可能であ
る。
ガス化炉を約 75℃で出た生成ガスには多様なター
ル分や酸類が含まれており、これらをシェルアンド
チューブ式熱交換器で冷却し、水分とタールを凝縮分
離する。次いで、湿式電気集じん器を通して残留する
タールミストとダストをガスエンジンで使用できるレ
ベルまで除去し、精製後のガスは、ブースターファン
で昇圧してガスエンジンに送る。
熱交換器と湿式電気集じん器から排出されるタール
を含む排水は、タール水分離器に貯め、重質タールと、
軽質タールを含む排水に比重分離する。重質タールは
利用価値が高いため、系外に抜き出し、バーナの燃料
や化成品の原料として販売できる。一方の、軽質ター
ルを含む排水にはフェノールや木酢等が含まれてお
り、フェルント社が独自開発したシステム（名称：ター
ルワック）で処理して自家利用する。
【7】
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タールワックでは、まず、ガスエンジンの高温排気
を利用し排水を気化させ、可燃性の軽質タールと粗ス
チームに分離する。次いで、この軽質タールと粗スチー
ムを別々に反応炉へ送り、残存するタールを燃焼して
処理する。反応器を出た高温の燃焼排ガスの排熱も回
収し、システムで自家利用する。
タール含有排水
水蒸気＋タール揮発分
比重
分離器

反応炉
軽質タール・水

重質タール

軽質タール

加熱し水を蒸発

燃焼排ガス
タールを完全燃焼
煙突から排出

４．化石燃料代替の実施例
製造業においては、ここ数年 CO2 排出削減対策の
観点から工業炉やボイラにおいて化石燃料からバイオ
マス燃料への燃料転換が急速に進められている。当社
では大王製紙株式会社殿より、可児工場殿向けとして
JFE‑フェルント式木質バイオマスガス化設備を受注
した。表 3 にプラントの概要を示す。
この設備においては、従来、重油を燃料としていた
工業用炉に、ガス化炉設備で生成される燃料ガスを導
き、重油と燃料ガスの混焼することにより、従来の燃
料である重油からのバイオマス燃料への部分的な転換
を図ることを目的としている。
表３．国内実績ガス供給設備の概要

重質タールタンク（有効利用）

図 3 タール含有廃水処理の概略フロー

３．発電システムの実施例
JFE‑フェルント式発電システムでは、ガス化炉で
得た燃料ガスをガスエンジン発電機で利用することに
より発電を行なっており、国外 1 件、国内 2 件の実績
を有している。
プラント発電効率は、各プラントの諸条件によって
異なるが、25〜28％程度を達成している。ガスエンジ
ンの総運転時間は、国外の当社技術導入元であるフェ
ルント社の施設（概要は表 1 を参照）においては、
25 000 時間を越えており、また国内の当社実績でも、
すでに 6 000 時間に至っている。
表１．海外実績プラントの概要
所在地

デンマーク ハーボーレ

バイオマス投入量

41.2t/d

発電出力

1 384kW（最大）

稼動年

1993 年（但し発電は 2000 年より開始）

備考

コージェネレーションプラントとして、
近隣約 650 世帯に温水を供給

国内での納入実績は、「やまがたグリーンパワー株
式会社」殿、「いしかわグリーンパワー株式会社」殿
向けの 2 件がある。表 2 にプラント概要を示す。いず
れも 2 000kw を超える国内最大規模の木質ガス化発
電施設である。
表２．国内実績プラントの概要
納入先

やまがたグリーンパワー いしかわグリーンパワー
株式会社 殿
株式会社 殿

所在地

山形県村山市

石川県羽咋郡宝達志水町

バイオマス投入量 60t/日

69t/日

発電出力

2 000kW（最大）

2 500kW（最大）

竣工

2007 年 6 月

2008 年 5 月
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納入先

大王製紙株式会社 可児工場 殿

建設場所

岐阜県可児市

バイオマス投入量

100t/ 日

竣工

1993 年（但し発電は 2000 年より開始）

備考

2009 年

５．まとめと今後の展開
JFE‑フェルント式バイオマスガス化システムの特
長をまとめると以下のとおりである。
・ガスエンジンを用いたプラントでの発電効率は 25
〜28%程度の高効率発電が可能である。
・生木のような高水分（水分 35〜50%程度）で、か
つ一辺 10〜100 ｍｍ程度の形状の木質バイオマス
利用に最適である。
・ガス化炉は 10%程度 の低負荷運転へも速やかに
移行が可能である。
・タールワックプロセスにより、有効利用可能な重
質タールの回収と、残る軽質タールと水の燃焼処
理による無害化が可能である。
・重質タールは、化石燃料代替としての利用や、化
学原料としての利用が可能である。
本ガス化炉の利用に最も適している木質バイオマス
は、水分 35〜50wt％程度の生木チップなどであるが、
現在当社では利用できる木質バイオマスの範囲を拡大
すべく、研究開発を進めている。一例としては、バー
ク材の利用を目指し、チップ材との混合比率を変えな
がら、安定運転の可否の確認を行っているところであ
る。
今後も木質バイオマスをガス化炉にて燃料ガスに転
換し、ガスエンジンにて利用するガス化発電システム
を地産地消型（小規模分散型）の熱電併給施設向けと
して、また重油・LNG などを利用している事業者殿
に向けては、ガス化炉設備を、化石燃料代替を目的と
した燃料ガス生成システムとして、営業展開を図って
いく予定である。
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◆

トピックス

環境分野におけるマイクロ・ナノテクノロジーの役割

◆

御法川 学
法政大学理工学部機械工学科

１．はじめに
法政大学マイクロ・ナノテクノロジーセンター（東
京都小金井市）は、2003 年度に文部科学省私立大学
学術研究高度化推進事業により設立された研究施設で
す。マイクロナノテクノロジーを根幹とする共通技術
としたプロジェクト体制で研究を行ってきており、各
プロジェクトでは、「耐環境」、「低環境負荷」、
「環境
改善」といったキーワードがテーマとなっています。
２．研究プロジェクトの紹介
①高機能ナノマテリアルの開発
分子素子の基本単位となりうる新しい分子材料の合
成、解析、評価を行うための、ナノ加工技術を用いた
メカトロニクス・デバイスの開発研究がテーマです。
さまざまなナノメータサイズの新規ナノマテリアルを
創製し、その特異な構造・物性に基づく新高機能の発
現を目指しています。具体的には、炭素系ナノ物質で
あるフラーレン、ナノチューブをベースにした新物質・
複合物質の合成とそれらの新電子物性、力学物性さら
には新規光触媒活性の追求、炭素から硼素・窒素系へ
の拡張、ナノ有機分子・高分子をベースにした新規磁
性体の開発、ナノ結晶・薄膜の構造制御による新規半
導体特性の開発と物性研究などが行われており、この
ような研究を通して、これらの新物質が " 分子エレク
トロニクス " の基本素子へと展開されて行くことが期
待されます。
②マイクロ・ナノメカトロデバイスの研究
半導体デバイスの高集積・高密度化は急激なペース
で進んでいますが、それらとアクチュエータやセンサ
を統合したメカトロニクスシステム全体の高集積・高
密度化も推進する必要があります。本研究プロジェク

図１ 法政大学マイクロナノテクノロジーセンター

トでは、メカトロニクスの分野で最新の微細加工・製
造・組み立て・評価技術を用いて、小型化・高性能化
を目指したマイクロ・ナノメカトロシステムの開発研
究を行っています。具体的には、マイクロ光造形装置
や微細放電加工機を用いたマイクロ流路構造の製作、
パワー MEMS 用マイクロ機械要素の製作、マイクロ
バルブやマイクロポンプなどのマイクロ流体素子の開
発、診断・分析用のマイクロバイオ・ケミカルプラン
トの開発、電気機械埋設用超小型電子回路の開発など
を通して、マイクロ・ナノメカトロシステムの統合化
とそのデザイン手法の確立を目指しています。
③分散型耐環境ナノ電子デバイスの研究
高温・高周波・高電圧特性に優れた新材料に基づく
超微細電子回路をナノテクノロジー加工技術によって
開発するとともに、各微細チップ間で情報交換を無線
で行う方式を確立することを進めています。将来の高
機能システムでは情報を司る半導体デバイスはいかな
る環境化でも動作し、各々自律分散し互いに協調して
動作する必要があります。本研究では、分散型耐環境
ナノ電子デバイスを実現するための基礎技術として、
比較的近距離に配置した場合における通信方法、回路
方式、LSI 構成の検討、ワイドギャップ半導体材料の
特性を応用しナノテクノロジーを駆使して高温・高周
波・高電圧動作電子デバイスの作成プロセス、デバイ
スの基礎的開発を行うことを目的としています。
④生命情報と生体機能のナノバイオテクノロジー研究
1 分子計測や 1 分子操作などのナノテクノロジーを
活用して数万個からなる膨大なゲノム情報の迅速処
理・探索を可能にする新技術を開発し遺伝子の同定を
行うことが主なテーマです。今世紀は、前世紀から得
られつつあるヒトや他の生物種のゲノム情報（DNA
塩基配列）という知的財産を人類の福祉や発展のため
に利用する時代であるといわれています。そのために
は、数万個の遺伝子から成る膨大なゲノム情報の迅速
処理・探索技術などの数理工学的解析技術の飛躍的発

図２ 研究プロジェクトの構成
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展に加えて、遺伝子発現（蛋白質生合成）と蛋白質機
能の研究を通しての遺伝子の同定が緊急の課題となっ
ており、本プロジェクトでは、1 分子計測や 1 分子操
作などのバイオナノテクノロジーを取り入れながら、
生命情報解析技術の高度化と有効利用、
遺伝子の同定、
生命情報の発現・伝達・攪乱メカニズムの解明、個体
丸ごと生体機能の理解を目指しています。

◆

トピックス

３．今後の取組み
これまでは各プロジェクトの個別技術の研究開発が
主体でしたが、2008 年度以降は、ナノバイオロジー
分野を核とした横断型のプロジェクト体制となり、大
学の学際的な特徴を活かし、ライフサイエンスの新分
野を開拓することを目指しています。

流体密度の高精度計測と冷媒物性評価への取り組み

◆

粥川 洋平
（独）産業技術総合研究所

1．はじめに
省エネの観点からも冷凍空調機器やヒートポンプな
どの普及と性能の向上は極めて重要な課題である。こ
れらの機器に用いられている作動流体の熱物性は、機
器の基本設計や性能シミュレーション等において欠か
すことができない。
冷媒物性といっても蒸気圧や密度などの平衡性質か
ら熱伝導率・粘度といった輸送性質まで様々であり、
測定手法も多種多様であるが、最近になって、産総研
において PVT 性質に関する計量標準が開発されたの
で、本稿ではこれを中心に流体物性評価に関する取り
組みを紹介する。
2．密度の計量標準と PVT 性質
PVT 性質は、平衡状態にある流体の圧力 ・比体
積 ・温度 の相互関係であり、任意の温度・圧力
で密度（比体積の逆数）を測定することによって得ら
れる。
密度の測定に関して産総研は極めて高い測定能力を
有しており、図 1 に示すように、直径約 94 mm、質
量約 1 kg、真球度がわずか 50 nm のシリコン単結晶
製の球体の密度を、光波干渉による直径測定とキログ
ラム原器との質量比較により 7 桁（0.1 ppm）の不確
かさで決定することができる（1）。この球体は、我が国
における密度の特定標準器になっている一方で、X 線
干渉による格子定数の測定と組み合わせて基礎物理定
数のひとつであるアボガドロ定数の決定にも用いられ
ている。
この、SI 単位に直結した固体密度の標準は、流体
の密度計測にも応用が可能である。球体以外の形状の
シリコン単結晶については比較測定により 6 桁
（1 ppm）よりも小さい不確かさで密度や体積を決定
【10】

することができるが、この固体に働く浮力を測定すれ
ば流体の密度が得られる。
広い温度・圧力範囲をもつ冷媒のような物質に対し
ては、1980 年代前後に確立した磁気浮上密度計（2）と
呼ばれる測定技術を用いるのが精度が高く有利であ
る。この装置は、荷重交換用の部品を磁気浮上させ、
シンカーと呼ばれる固体に働く浮力を非接触で電子天
秤に伝えることができ、密閉セル内の流体の密度を、
気液界面の影響を受けずに高温・高圧下でも測定する
ことができる。測定精度はおよそ 100 ppm とされて
いるが、そのほとんどは磁石周辺の部材や流体などが
持つ、ごくわずかな磁性に起因している。これを解決
すれば、前述のシリコン単結晶の密度の精度に近い能
力で測定が可能になると期待され、筆者らにより新し
い磁気浮上密度計が開発された。
詳細は文献（3）に譲るが、磁気カップリング周辺の有
限要素法解析などにより、こうした磁気力の伝達誤差
のほとんどが、測定時の浮上位置の上下動に起因する
ことが判明した。そこで筆者らは、シンカーの載せ換
え前後で浮上位置が変わらない荷重交換手法を開発
し、密度が異なる 2 つのシンカーを用いると、力の伝
達誤差の影響を完全に除去することが可能なことを明
らかにした。この原理を用いた新しい磁気浮上密度計
を図 2 に示す。
3．応用分野
開発した新しい磁気浮上密度計は、流体の密度を高
温・高圧下においても 6 桁の精度で測定できる。これ
により、より正確に冷媒の物性を評価することが可能
となった。
近年、オゾン層を破壊しない HFC（hydroﬂuorocarbon）系の代替冷媒も、温室効果が高いため、炭
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図2

図 1 SI 基本単位とシリコン単結晶の密度のトレーサビリティ

化水素系（小型の冷蔵庫）
、CO2（給湯用途）等への
代替が進んでいる。さらに近年、二重結合を含んだ
HFO（hydroﬂuorooleﬁn）とよばれる冷媒が開発され、
カーエアコン用途以外にも利用される可能性が出てき
た。このように、代替冷媒の種類も多岐にわたってお
り、これらの評価において正確な PVT 性質の計測が
果たす役割は極めて大きいと認識している。気体の音
速から得られる理想気体状態の比熱値と組み合わせる

開発した新しい磁気浮上密度計（4）

と、冷媒の熱力学状態曲面全体を評価できることから、
今後は音速測定装置の開発も検討すべきと考えてい
る。
筆者らの研究室では上記の他に、混合冷媒の気液平
衡性質や臨界点の測定環境を整備している。他の大学
等とも協力しながら、代替冷媒の迅速な物性評価を目
指している。
文献
（1）Fujii, K., Metrologia, 41 （2004） S1‑S15.
（2）W. Wagner, et al. Int. J. Thermophys., 16（1995）
399‑411.
（3）Kano, Y., et al. Meas. Sci. Technol. 18（2007）
659‑666.
（4）粥川洋平 , 他 , 日本熱物性シンポジウム予稿集
（2007） B143.
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研究所紹介
循環型社会への再資源化技術開発と
温暖化防止のためのバイオマス活用
住友重機械工業㈱エネルギー環境事業部新居浜研究所
１．はじめに
当研究所は、1973 年ウエルツキルン実証試験を機
に設立され、以来今日まで一貫して高温領域の反応を
扱う技術について開発を行なってきた。この 20 年間
についての代表的な研究開発を簡単に紹介すると、
1980 年代後半に廃乾電池を低周波誘導炉にて溶融し
て亜鉛・水銀・フェロマンガンをリサイクルするオリ
ジナル技術を開発してスイスに実機を納入した。90
年代前半には都市ごみ焼却灰の溶融炉開発、90 年代
後半は都市ごみガス化溶融炉の開発を完了し、今世紀
に入ってからは、資源循環・温暖化防止のテーマでロー
タリーキルンの新用途として各種燃焼形態での金属回
収技術の開発・実証試験ならびに循環流動層ボイラへ
のバイオマス燃料適用の実証試験を行なっている。
２．ロータリーキルンによる資源循環
図１に示すロータリーキルン（内径 1.5〜5m、長さ
7〜15 ｍ）は、入口側のランスバーナにより液状廃棄
物を燃やして炉内を 1 300℃の高温にするもので、
PCB を含む有害廃棄物の高度な分解や溶融スラグ化
による残渣リサイクルなどの特徴を有しており、産業
廃棄物の焼却溶融炉として 70t/d〜320t/d の規模で 7
箇所の実績がある。
2-1．灰溶融用ロータリーキルン
都市ごみ焼却灰の溶融にこのキルンを適用する開発
では、リークエア最小化のためのシール装置開発、ス
ラグ排出部分の長期安定稼動を可能とする装置の開発
を行なった。100t/d の実用機の試運転に先立って、
当研究所内に 10t/d の実証試験機を建設し、運転パラ
メーターの確認を行なった。この実証試験機は、その
後多目的に活用されている。（写真１）

2-2．金属回収用ロータリーキルン
製鋼ダスト・ステンレスダストの溶融還元に、この
ロータリーキルンを適用した。還元剤にコークスを用
い、ロータリーキルンの出口からは溶融金属とスラグ
が分離され、それぞれ再資源化される。埋立処分しか
道が無かったダストを経済的に再資源化させており、
環境と経済の両面で有意義である。
使用済み脱硫触媒から希少金属をリサイクルする技
術について JFE マテリアル㈱殿と共同開発を行い、
ロータリーキルン式焙焼炉を実用化した。この用途開
発では、バッチ式の回転炉（写真２）にて試験を重ね、
脱炭素の完了後に脱硫黄が起こるという知見を得て、
最適条件での連続運転による実証試験を経て焙焼技術
を完成させ、ニッケル、バナジウム、モリブデン、ア
ルミナの乾式精錬による効率的な再資源化の前処理を
担っている。
電気炉ダストと廃プラスチック（還元剤）をロータ
リーキルンに投入し、亜鉛分離回収と鉄分の還元を経
済的に行なうプロセスをバッチ式回転炉と連続実証試
験機を使って開発し、実機建設中である。
３．循環流動層ボイラ
各種バイオマスの燃焼特性について、循環流動層ボ
イラのパイロット試験装置にて、100 時間実証試験を
行なっている。安定稼動、燃焼効率、エミッション（脱
硫性能・脱硝性能）
、ボイラスーパーヒータ腐食傾向
などが、実施設計前に検証されている。
（文責：新居浜研究所長 河上 勇）

写真１
ロータリーキルン
多目的試験機
（10t/d）

写真２
バッチ式
回転炉
図１ 産業廃棄物焼却溶融用
ロータリーキルン
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研究所紹介
わが国における地球環境研究の中核的機関

独立行政法人国立環境研究所 地球環境研究センター
１．地球環境研究センターの任務
地球環境研究センターは、人類が地球環境におよぼ
す影響を科学的に解明し、環境保全に対する的確な対
策を講ずるための基礎となる研究を行うため、国立環
境研究所内に 1990 年に発足しました。
地球環境研究には長期間に蓄積された観測データに
よる実態把握が欠かせません。当センターでは地上観
測ステーションや船舶・航空機などを利用した大気・
海洋、森林などにおける温室効果ガスや炭素収支など
のモニタリング、国際的な連携の下、先端的な高品質
データを取得してのデータベースシステムの構築・運
用、データ解析支援ツールの開発・提供なども行って
います。また地球温暖化など地球環境の変動を予測す
る研究を支援するためのスーパーコンピュータ（SX‑
8R）を運用しています。このスーパーコンピュータ
は次にご紹介する「いぶき」プロジェクトのデータ処
理にも今後大いに貢献することになります。
また、当センターでは、研究所の重点研究のひとつ
「地球温暖化研究プログラム」を推進しています。温
室効果ガスの観測による炭素循環の解明、モデルに基
づいた地球温暖化の将来予測の研究、社会経済システ
ムを温室効果ガスの排出の少ないものへと変革するた
めのビジョン・シナリオ研究などを実施し、研究成果
は「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」や国の
審議会や検討会などを通じて、国内外の地球温暖化対
策に活用されています。
２．温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」
2009 年 1 月 23 日 12 時 54 分 ( 日本時間 ) 種子島宇
宙センターから温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」
（GOSAT）が H-IIA ロケット 15 号機により打ち上げ
られ、16 分後、軌道に投入されました。
「いぶき」は主要な温室効果ガスである二酸化炭素
とメタンを宇宙から観測する世界初の衛星で、宇宙航
空研究開発機構・環境省・国立環境研究所の共同プロ
ジェクトとして実施されています。
「いぶき」には「フー
リエ変換分光器（FTS）
」と「雲・エアロゾルイメー
ジャー（CAI）」という 2 つのセンサーが搭載されて
います（センサー仕様は表参照）。FTS は地表面によ
り反射された太陽光と地球大気や地表面から放射され
る光のスペクトルを観測します。CAI は大気と地表
面の状態を昼間に画像として観測し、そのデータから
エアロゾルや雲の分布・特性などを算出します。この

データを FTS から得られるスペクトルに含まれる雲
とエアロゾルの影響の補正に利用します。
これらの情報を統合し、雲やエアロゾルの少ない観
測点において二酸化炭素とメタンのカラム量を算出す
るとともに、大気輸送モデルを利用した解析により、
全球における二酸化炭素の吸収・排出量の分布と二酸
化炭素の三次元分布を推定するのが、「いぶき」プロ
ジェクトにおける当センターの役割です。
「いぶき」のデータから二酸化炭素とメタンのカラ
ム量を算出する手法の開発、二酸化炭素の吸収・排出
量を推定するモデルの開発などの世界最先端の研究、
またそれと並行して「いぶき」の観測データの処理を
行うためのデータ処理運用施設（DHF）の開発を、
打ち上げに間にあうようすすめてきました。
「いぶき」から本格的なデータ取得が開始されるの
は 3〜6 ヶ月後になりますが、当センターではプロ
ジェクト体制を組み、さらなる研究開発や衛星データ
の検証、データの定常処理、ユーザーへの情報提供に
関する事業を連携して推進していきます。世界初、最
先端の科学技術を結集した「いぶき」の成果にどうぞ
ご期待下さい。
３．「ココが知りたい温暖化」
当センターは国際・国内連携の中核として国内外の
地球環境研究者の交流・組織化といった活動も行って
います。そして、最新の成果を研究者や関係機関はも
表１ フーリエ変換分光器（FTS）のセンサー仕様
バンド１
波長範囲［μm］

分光分解能［cm−1］ 0.6
観測対象

バンド２

0.758〜0.775 1.56〜1.72
酸素

バンド３
1.92〜2.08

バンド４
5.56〜14.3

0.27

0.27

0.27

二酸化炭素
メタン

二酸化炭素
水蒸気

二酸化炭素
メタン

瞬時視野及び衛星
直下での観測視野

瞬時視野： 15.8 mrad、観測視野：直径約 10.5 km

1 走査データの
取得時間

1.1, 2.0, 4.0 秒

表２ 雲・エアロゾルイメージャー（CAI）のセンサー仕様
バンド１

バンド２

バンド３

バンド４

波長範囲（中心波長）0.370〜0.390 0.664〜0.684 0.860〜0.880 1.56〜1.65
（0.380）
（0.674）
（0.870）
（1.60）
［μm］
観測対象

雲・エアロゾル

観測幅［km］

1000

1000

1000

750

衛星直下での空間
分解能［km］

0.5

0.5

0.5

1.5
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とより、広く国民のみなさま方へお知らせする活動に
も力をいれています。例えば、月刊「地球環境研究セ
ンターニュース」の連載企画「ココが知りたい温暖化」
はたいへん好評をいただきました。連載は終了しまし
たが、過去の内容は全て当センターホームページでご
覧いただくことができます。また、まもなく書籍化さ

れる予定ですので、書店で見かけられましたら是非お
手にとっていただければと思います。
当センターの詳細につきましては下記のホームペー
ジを参照下さい。
（http://www-cger.nies.go.jp/index-j.html）

第 19 回環境工学総合シンポジウム 2009
のご案内
今年の市民フォーラムでは、琉球列島をメ

開催日

2009 年 7 月 9 日㈭〜11 日㈯

インフィールドとして野生生物の撮影で活躍

開催地

財団法人おきなわ女性財団・沖縄県

されている写真家 湊和雄様をお迎えして、
琉球列島の自然環境の視点から環境問題を取
り上げてみたいと思います。
新たな試みとして、シンポジウム一般講演
に企画セッションとして「4. 1 環境共生型次

男女共同参画センター「てぃるる」
市民フォーラム
7 月 9 日㈭ 午後
「沖縄で考える環境問題」
入場無料で一般の方の参加を歓迎します。

世代作動流体と先端冷凍・ヒートポンプ技術」

懇親会

を設けました。キーノート講演として、新規

一般講演

7 月 10 日㈮ 18 時〜20 時を予定

冷媒物質として注目されている HFO‑1234yf

1. 騒音・振動評価・改善技術

の最新の熱物性値情報をお話しいただきま

2. 資源循環・廃棄物処理技術分野

す。自動車用エアコンや多くの空調機の作動

3. 大気・水環境保全技術

流体として用いられているフロンが地球温暖

4. 環境保全型エネルギー技術分野

化に大きく影響を与えることから、その代替
が切望されています。HFO‑1234yf はその代
替物質として注目されています。
このほか従来通り、環境工学部門を構成す
る騒音・振動改善技術、資源循環・廃棄物処

参加申込方法
環境工学部門ホームページ（http://www.
jsme.or.jp/env/）をご覧の上、お申し込み
下さい。

理技術、大気・水環境保全技術、環境保全型
エネルギー技術などの先端技術に関して多く
の研究発表を予定しております。
自然環境と調和する安心・安全な快適環境

〒160‑0016 東京都新宿区信濃町 35 番地
信濃町煉瓦館 5 階／日本機械学会 環境工

を実現するための情報交換および討論が目的

学部門
（担当職員 宮原ふみ子）／電話
（03）

のシンポジウムです。快適環境、地球環境に

5360‑3505、FAX（03）5360‑3509, E-mail:

関心のある多くの皆様のご参加をお待ち申し

miyahara@jsme.or.jp

上げます。詳細はホームページをご覧くださ
い。http://www.jsme.or.jp/env/
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2009 年環境工学国際ワークショップ
のご案内
環境工学国際ワークショップを、環境工学部門
の開設 20 周年記念行事として初めて企画いたし
ました。
日本機械学会において、1970 年代に象徴され
る都市公害対策の技術開発の時代から環境工学委
員会として活動を始めましたが、1989 年に部門
として発足して以降、騒音や不快な振動のない寧
ろ快適な音や制振の生活空間環境を創造し、ごみ
の資源化など物質循環型社会へ貢献し、安全で清
涼な水や空気を供給し、自然環境と共生できるエ
ネルギー利用を可能とする都市基盤に関する科学
技術について学会活動を行って参りました。現在
は、社会的貢献に加えて、分野複合的且つ多視点
をもつ新たな「実学としての学術」を根付かせる
べく活動しております。この国際ワークショップ
を機に、さらにグローバルな課題解決を視野に入
れた学会活動を進めていく所存です。
さて、環境工学国際ワークショップは、「先進
サステイナブル都市」の実現にかかわるあらゆる
分野を包含する情報交換の場です。初代部門長の
柏木孝夫先生をはじめ、海外から 2 名程度の研究
者・技術者を招待して特別講演を御願いする予定
です。また、皆様の研究発表は、口頭発表および
ポスター発表のほか、 WEB による公開、論文は
Journal of Environment and Engineering（JEE）
誌の特集号および一般号に順次掲載予定です。
環境工学に少しでも関連する基礎から応用まで
の幅広い分野の優れた研究・技術成果をおもちの
方は是非応募してください。また、これまで日本
語で発表した内容を英語にして世界に発信された
い方も是非ご応募ください。
産官学および一般市民の皆様が一堂に会して、
分野にとらわれずに、持続可能な社会ビジョンに
ついて意見・情報交換されることを願っておりま
す。皆様、お誘い合わせの上ご参加ください。
2009 年環境工学国際ワークショップの概要案
を以下に紹介いたします。

2009 年環境工学国際ワークショップ
International Workshop on
Environment & Engineering 2009（IWEE2009）
テーマ：先進サステイナブル都市
Advanced Sustainable Cities （ASC）
主催：日本機械学会環境工学部門
共催：慶應義塾大学グローバル COE プログラム
「環境共生・安全システムデザインの先導拠点」、
慶應義塾先導的快適安全基盤整備プロジェクト
KLASI 2008
日程：2009 年 11 月 24 日㈫・25 日㈬
場所：横浜市（開港 150 周年）慶應義塾大学日吉
キャンパス「協生館および来往舎」
（東横線、横
浜市営地下鉄グリーンライン「日吉駅」徒歩 2 分）
発表申込：
1．研究発表（8 件程度の口頭発表とポスター発表）
2．WEB ポスター発表
（正式な発表とはなりません）
発表申込締切：2009 年 7 月 15 日㈬
アブストラクト
（英文500語程度）をWEB上で提出
原稿締切：2009 年 10 月 15 日㈭
1．口頭発表、ポスター発表に係わらず、論文原
稿（英文）を提出（JEE の書式に従う）
2．WEB ポスター（英文）を提出
※ 研究発表者でポスター発表になった場合は、
国際ワークショップ当日の午前までにポス
ターを持参して所定のパネル位置に貼ってく
ださい。
懇親会：2009 年 11 月 24 日㈫ 18 時〜20 時
慶應義塾大学日吉キャンパス 来往舎
見学会：2009 年 11 月 25 日㈬午前
世界最高効率の川崎火力発電所を予定しています。
※ 詳細はホームページをご覧ください。
http://www.jsme.or.jp/env/
問合せ先： 慶應義塾大学 理工学部 佐藤春樹
電話 （045）566‑1729、E-mail hsato@sd.keio.ac.jp
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編集後記 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
環境工学部門は、
「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」の４つの技術委員会から構成されて
おります。これらの技術委員会を通して、環境に対
する機械工学として果たすべき役割を日々検討して
おります。
環境工学部門では、研究成果公表の場、研究交流
の場を積極的に増やすべく、2009 年度は、沖縄に
おいて環境境工学総合シンポジウムを開催いたしま
す。また、国際ワークショップの開催等の企画して

おります。是非とも部門が開催いたします各種行事
にご参加いただければ幸いです。
一方で、メーリングリストの充実等まだまだ課題
が残されており、ご迷惑をおかけしております。今
後の活動等に御意見等がございましたら、ご連絡を
いただければ幸いです。
最後になりましたが、記事をご執筆いただきまし
た皆様にこの場を借りて御礼申し上げます。
文責 広報委員長 齋藤 潔
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