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部門長挨拶：2011 年度の活動の抱負
−機械工学の英知を集めて、よりよい都市環境の実現と環境負荷低減を目指して−

長岡 裕

2011 年度 部門長（東京都市大学）

2011 年度の環境工学部門、部門長を務めることと
なりました。実は私は大学で機械工学を修めたもので
はなく、土木工学系の衛生工学（上下水道・廃棄物他
環境部門）の出身です。卒業後も主に、土木学会、日
本水環境学会、日本水道協会、日本下水道協会などと
いった学協会に軸足をおき、浄水処理や下排水処理、
特に、最近世界水ビジネスで注目を浴びるようになっ
ている、膜技術を利用した水処理技術を中心に研究を
してまいりました。15 年程前に、第三技術部門のコー
ディネーターを依頼されたのが縁で、環境工学部門の
活動を始めるようになりましたが、機械工学とは縁が
なかった者を温かく迎えていただいた本部門関係者

究者の方々は、化学工学や土木工学に所属している
ケースがほとんどですが、流体工学など、その基礎と
なっている学問の多くは機械工学であることに気がつ
きます。水処理システム、配水管など水輸送システム
など多くの分野の基礎は機械工学であり、また民間企
業の上下水道関係エンジニアの多くは機械工学科出身
であることが多いのですが、日本機械学会における活
動や全国の機械工学系大学教員の活動として、水環境
分野に関わるものが少ないようで、やや残念に思いま
す。日本に限らず世界で水問題が注目を集めている中、
多くの機械工学エンジニアに水環境改善の問題に取り
組んでいただとともに、学会にはこの分野での先導的

に、まずお礼を申し上げたいと思います。
環境工学部門は他の部門と違って、研究対象や学問

な役割を果たして欲しいと常日頃願っております。
本部門は、「騒音・振動評価・改善技術分野」、「資

分野でまとまっているのではなく、環境工学、すなわ
ち、地球レベルから、地域レベル、オフィス・家庭レ
ベルまでの様々なスケールにおける自然環境、生活環
境を保全し、より住みよい社会の実現を目指すという

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
分野から成り立っていますが、これら 4 部門は個々に
独立しているのではなく、相互に連携しながら、都市

目的を共有する機械工学者が集まる部門です。従って、
他の部門を主部門としている方や、あるいは、私のよ

環境の改善と環境負荷の低減を目的に研究・開発に励
むエンジニア集団です。機械工学はこれらの分野の基

うに他の学協会をメインとしている方も多いというの
が特徴と思います。これは、環境工学の性質を考えれ
ば当然のことで、環境を良くするという目的の前に、
機械工学も電気工学も無いからです。

礎的学問であり、これらの問題の解決には、機械工学
エンジニアの活躍が欠かせません。また、このような
都市環境に関わる 4 つの部門を一つにまとめて活動範
囲としている組織は、大変ユニークであり、他の各協

私の専門分野である水環境や上下水道の世界のこと
を少しお話しますと、例えば、私自身が研究テーマと

会にはないものでしょう。数年前から始まった「先進
サステナブル都市」は部門横断的な活動ですが、本部

している膜利用型水処理も、大学で専門としている研

門の共通の活動目標として相応しいものであり、ぜひ
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その活動を通して、部門の活性化に結び付けたいと考
えています。

の活動をより活性化させることで、学会の他部門のエ
ンジニアにも環境工学への関心をより高めていただけ

また、繰り返しですが、環境工学に取り組んでいる
分野は、他の分野にも多くあります。例えば、毎年開
催されている「環境工学連合講演会」は日本機械学会、

るものと信じています。
今年は例年通り、6 月 30 日〜 7 月 1 日に環境工学
総合シンポジウムを実施しますが、単なる研究発表会

日本化学会、土木学会、日本建築学会はじめ 20 の学
協会の共催です。これからはこのような学協会横断的
な活動も必要になって来るでしょう。その中でも日本

ではなく、多くの会員が将来の環境工学の目指すとこ
ろについて多いに語り合い情報交換をする場にしたい
と考えています。皆様のご協力とご支援をお願いいた

機械学会が主導的な役割を担い、環境工学の発展に寄
与することが大いに期待されています。環境工学部門

します。

2010 年度の環境工学部門を振り返って

小野田 弘士

2010 年度 部門長（早稲田大学）

平成 22（2010）年度の第 88 期環境工学部門長を皆
様のご支援により無事に務めることができました。環
境工学部門の果たす役割が日に日に高まるなかで、大
変貴重な体験をさせていただきました。
現在、低炭素社会や循環型社会の形成に向けて、さ
まざまな議論が展開されています。こうした場では、
産業構造や社会システムの変革をも視野に入れたイノ
ベーションが期待されています。しかしながら、その
一方で、時代の影響もあるのか、誰もその当事者意識
が持てず、
「誰かが新しいマーケットを創出してくれ
る。
」という他人事で先駆的な取り組みを推進する活

さまざまな分野の専門家が一同に会している環境工
学部門は、まさにこうした議論を深化させていく「場」
としてふさわしいものであると考えており、さらなる
活性化を期待してやまないところです。
こうした情勢のなかで、「国際化」も今後、重視す
べき課題であると考えています。今年度は、環境工学
総合シンポジウムを再生可能エネルギー国際会議と併
設で開催する等の新しい試みを行いました。当初、期
待した相乗効果は十分に得られたとはいえませんが、
今後、さまざまな学会や機関と連携した取り組みを活
発化させていくことを期待します。

力が欠乏している場面にも遭遇することも非常に多く
なってきているように感じています。
こうした状況であるからこそ、
「学」の果たす役割

最後となりましたが、部門活動にご協力いただいた
すべての皆様に深く感謝申し上げます。そして、部門
の更なる発展を願います。

を再認識し、学術的な視点に基づく現実を積み上げて
いくことが重要です。先に述べた産業構造や社会シス
テムのイノベーションを推進するためには、個別の技

第 88 期（2010 年度）の主な活動
１．第 20 回環境工学総合シンポジウム 2010
開催日：2010 年 6 月 27 日（日）～ 28 日（月）

術・システムの積み上げだけではなく、複合的なアプ
ローチが求められます。例えば、それは、単にエネル
ギーのみならず、資源循環、水などを地域等における

場 所：パシフィコ横浜
講演論文発表件数：99 件
参加者総数：202 人

フローとして一体的に論じること、さらには、自動車
や個別の機器等単体の性能向上のみを追究するのでは
なく、地域に居住する市民のライフスタイルに適合し

２．共催講演会
（1）第 23 回環境工学連合講演会：4 月 15、16 日開
催／日本学術会議

たアプローチ等が挙げられます。さらには、再生可能
エネルギー等の普及促進を図っていくためには、技術
的なブレークスルーだけではなく、それを推進するた

（2）第 43 回空気調和・冷凍連合講演会：4 月 21 ～
23 日開催／東京海洋大学
３．部門賞贈賞、フェロー賞贈賞報告

めの政策的なアプローチも必須となります。
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功績賞： 田中俊光（成蹊大学）
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研究業績賞：東之弘（いわき明星大学）
技術業績賞：大久保雅章（大阪府立大学）

しい夏休み親子向けイベント：8 月 21 日（土）
東芝科学館、8 月 28 日（土）株式会社神戸製鋼

研究奨励賞：宇田東樹（第 1 技術委員会：鉄道技術
総合研究所）
深澤俊晴（第 2 技術委員会：名古屋工業大学大学院）

所 灘浜サイエンススクエア
（2）特別講演会：次世代エネルギーネットワークシ
ステムへのアプローチ～仙台品質別電力供給シス

阿部将典（第 3 技術委員会：岐阜大学大学院）
川上健太（第 4 技術委員会：広島大学大学院）
フェロー賞
（若手優秀講演）
：吉武翔
（第 1 技術委員会：

テ ム 実 証 施 設 見 学 ～：2010 年 11 月 24 日（ 水 ）
東北大学／東北福祉大学
（3）講習会 : 冷凍空調技術に関するシミュレーショ

長崎大学大学院）
４．発行
（1）部門英文ジャーナル（Journal of Environment
and Engineering）
：論文数 44 件（2011 年 1 月現在）

ン技術、2010 年 9 月 7 日（火）、日本機械学会会
議室
（4） 講 習 会 : 静 粛 設 計 の た め の 防 音・ 防 振 技 術、
2010 年 12 月 3 日（金）、日本機械学会会議室

（2）ニュースレター‘環境と地球’No.21：2010.4
５．講習会、イベント等

（5）講習会：電気・電子機器廃棄物と金属資源リサ
イクル、1 月 28 日（金）、日本機械学会会議室

（1）イベント：手作りで音を楽しもう－環境にやさ

部門賞

受賞者の紹介
環境工学部門功績賞を
受賞して

この度は、受賞の栄誉を賜りましてありがとうござ
いました。大変光栄に存じます。部門が発足したのは
1990 年ですが、その２年後に部門運営委員として第
一技術委員会に参加させて頂いて以来、部門の多くの
皆様方からご指導を受けて参りました。2004 年度の

催し、参加者数の増加につなげることができました。
更に 2005 年度には、故伊藤定祐先生（同年度部門長）
のお骨折りにより室蘭工大での開催が実現され、大変
盛況となりました。なお英文ジャーナル発刊の実現性
についての議論を開始し、これも故伊藤先生が発刊の
運びへと進めて下さいました。ただ大変残念なことに、
伊藤先生はその後体調を崩されて御他界されました。
暖かくかつ強力なご支援や推進力を発揮されました先
生のことを決して忘れることはできません。
ところで、部門の意義として、快適環境の追求と環
境保全を発足時に初代部門長が挙げておられます。そ
れらの重要性はその後も増大の一途であり、本部門の

部門長を拝命しました当時は、より多くの方々に環境
工学シンポジウムに参加頂こうと関係者で協議を重
ね、従前の川崎の産業振興会館から出て前年度部門長

果たすべき役割はこれまで以上に大きくなっていると
考えます。諸先輩の先見性へ敬意を表するとともに、
皆様の更なるご活躍をお祈り致しまして、受賞の御礼

に道筋をつけて頂きました品川の東京海洋大学にて開

とさせて頂きます。

田中 俊光
成蹊大学

環境工学部門研究業績賞を
受賞して

媒の熱物性計測」に関するもので、今まさにタイムリー
な研究テーマと考えています。1980 年代に、オゾン
層破壊が地球環境問題として深刻化し、ODP（オゾ
ン破壊係数）がゼロの冷媒開発が進みました。そして

東 之弘

新しい HFC 系冷媒が普及してきたのですが、今では
この HFC 系冷媒も、地球温暖化問題の側面から改善

いわき明星大学科学技術学部

この度は、たいへん栄誉ある環境工学部門研究業績
賞（2010 年度）を賜り、心から御礼申し上げます。
授賞の対象に選んでいただいた研究は、
「低 GWP 冷

を余儀なくされています。ODP がゼロ、GWP（地球
温暖化係数）もゼロが環境問題の視点から理想の冷媒
になるのですが、性能の維持・向上を目指すと、環境
に適した熱物性が重要となるため、未だ画期的な新冷
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媒の登場がなされていないようです。
我々の受賞に関しては、タイムリーという言葉が
キーワードでした。環境問題の解決が重要視されてい
るこの時期に、体系的に、かつ共同研究という手法を
使い、ハイスピードで研究成果を公表できたことが、
最も評価を受けた要因かと推察しております。環境工

学部門におかれましては、地球の未来を考えた、さま
ざまな研究が今後も進められていくことでしょう。今
回の受賞を励みとして、我々もさらに研究活動に邁進
し、未来の地球環境に貢献できる成果を公表し続けて
いければと考えています。この度は本当にありがとう
ございました。

環境工学部門技術業績賞を
受賞して

で、さらには日常業務で日々時間が細切れに分断され
るなか開発を進め、NOx 排出濃度 1ppm 以下または
バイオ燃料を完全燃焼させ CO2 を 50%削減できるク
リーンボイラシステムを 2011 年度初頭に共同研究企

大久保 雅章

業が市場に投入予定です。今回の受賞において、教育
機関に勤める筆者が「研究」ではなく「技術」を評価
されたことは、特別に意義のあることと思っておりま

大阪府立大学

技術業績賞を受けることになり、誠に名誉なことで、
関係各位に深く感謝申し上げます。受賞技術は「プラ
ズマ複合排ガス処理に基づくスーパークリーンディー
ゼルエンジン及びバイオ燃料燃焼ボイラーの開発」で
す。当該成果は 2006 年度に科学技術振興機構の地域
イノベーション事業の補助を受け、企業との共同開発
を開始し、
本年度完了するプログラムによるものです。
五年あまりの開発期間の中での進捗は山あり谷あり

す。研究開発の手順をほとんど知らない学生を育てな
がら学位論文をまとめさせ、企業に就職する姿を見つ
つ、実用化開発を行うのは本当にやりがいのある仕事
です。最後になりましたが本技術の開発には大阪府立
大学の学生を初めとする若手あるいは熟年の研究者が
深く関わってくれており、あらためて感謝し、彼らの
努力に報いるためにも開発したシステムの広い普及を
願っております。

技術委員会の活動報告と計画
第 1 技術委員会の
活動報告と計画

委員長：高野 靖
㈱日立製作所

第一技術員会では、人間の生活環境における騒音や
振動の問題に取り組んでいます。メンバーは大学の教
官、企業などで騒音・振動問題に取り組む第一線の研
究開発担当者を中心に約 25 名です。
技術委員会では、小学生に音や振動を身近に感じて
いただくため、08 年度より夏休みに「手作りで音を
楽しもうー環境にやさしい夏休み親子向けイベント」
を開催しています。10 年度は関東と関西で 2 回のイ

第 2 技術委員会の
活動報告と計画

委員長：鈴木 康夫

JFE エンジニアリング㈱

第 2 技術委員会は、
「資源循環・廃棄物処理技術分野」
と位置づけられています。従来から横断的で裾野の広
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ベントを行い、合計で親子 40 組 88 名の方に参加いた
だきました。また、現場の担当者の皆さまへの静音化
技術の普及のため、12 月には講習会「静粛設計のた
めの防音・防振技術」を開催しました。当日は悪天候
の中、昨年よりも 5 名多い 38 名の方々に受講いただ
きました。
上記の他、年間 3 回程度の研究会を開催し、技術委
員会メンバーのレベルアップも図っております。11
月と 1 月には音響学会の騒音・振動研究会と共催し、
多方面の方々にも参加していただきました。
11 年度も同様の活動を推進してまいりますので、
ぜひご参加ください。

い技術分野でしたが、昨今の地球温暖化ガス削減や資
源セキュリティーの強化といった流れの中で、バイオ
マス利活用やレアメタル・レアアースリサイクル、
LCA など、いっそう幅広い取り組みが求められてい
ます。1 月には「電気・電子機器廃棄物の金属資源リ
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サイクル」と題した講習会を開催しましたが、金属資
源確保意識が高まる中、タイムリーな企画となりまし

第 2 技術委員会としては、久しぶりのメーカ出身の
委員長となりましたので、2011 年度は現場目線での

た。

講習会などの企画を推進したいと考えています。

第 3 技術委員会の
活動報告と計画

委員長：大久保 雅章
大阪府立大学

通して環境保全技術の展開と普及に取り組んでおりま
す。具体的にはプラズマ排ガス処理技術、各種 NOx

第 3 技術委員会の活動分野は「大気・水環境保全
技術」であり、大気汚染物質の排出防止技術、排ガス

処理、SPM 処理などのトピックスを議論しておりま
す。また、水環境保全技術は水・用水処理技術，下廃
水処理技術、汚泥処理技術、水域浄化技術、土壌・地

処理技術、汚染除去技術、SPM 対策技術、大気汚染
源の除去、処理技術開発や熱及び物質移動とその影響
評価、汚染物性影響評価、環境シミュレーション等を

下水、水循環・制御技術、水環境の整備保全技術など
の展開と普及に取り組んでいます。今後も引き続き、
講演会や施設見学会を企画してゆく予定です。

第 4 技術委員会の
活動報告と計画

委員長：齋藤 潔
早稲田大学

第 4 技術委員会は冷凍空調分野、新エネルギー分野、
ヒートアイランド等の環境分野等を広くカバーしてい
る。H22 年 度 は 2010 年 6 月、9 月、2011 年 3 月 と 3
回の技術委員会を開いた。また、H22 年度には以下の
3 つの行事を主催した。
・講習会「冷凍空調技術に関するシミュレーション
技術」
：9 月 7 日にエアコン等に使われる冷媒、
圧縮冷凍サイクルのシミュレーション手法につい
て講習会を開いた。技術者を中心に多数の参加が
あった。
・見学会つき特別講演会「次世代エネルギーネット

供給システム実証施設見学」：11 月 24 日に東北
大学中田俊彦教授、岡田健司教授による次世代電
力ネットワークに関する講演、NEDO 品質別電
力供給実証試験に関する説明を受けた後、東北福
祉大学に設置されている実際の施設を見学した。
・ジュニア向け行事「熱を体験してみよう」：3 月
下旬に小学生高学年の親子を対象にヒートポンプ
や蓄熱の実験を行う体験学習のイベントを準備し
たが、残念ながら震災の影響により中止となった。
（夏休みの８月に延期）
H23 年度も 3 回程度の技術委員会開催を予定してい
る。また、好評であった「冷凍空調技術に関するシミュ
レーション技術」（続編）を実施するとともに、引き
続き見学会、ジュニア向け行事を開催する予定である。

ワークシステムへのアプローチ～仙台品質別電力

研究会の紹介と活動報告
NEE 研究会の紹介と活動報告
主査

る研究開発」今野雅（東京大学）で、CFD をより簡
便に一般ユーザーに利用してもらうために、例えば複

近藤 明

大阪大学大学院工学研究科

NEE と は Numerical Environmental Engineering
の略称で、数値計算を用いる環境分野の幅広い研究者
が集えるような場所を提供するということでこの研究
会を開催しています。平成 23 年 1 月 26 日に開催した
第 15 回目の研究会では 3 件の講演がありました。（1）
「建築環境 CAE ツールにおける CFD パーツ化に関す

雑な空調吹き出し口のアネモ周辺の気流分布や乱流統
計量をアネモ形状と一緒に部品として登録し、CFD
のプリプロッセサーに張り付けるだけで簡単に計算が
できるという内容でした。（2）「室内 CFD 解析にお
ける厨房機器のモデル化手法」桃井良尚（大阪大学）で、
1 件目の講演と同じく、厨房機器の業務用あるいは住
宅用テーブルレンジ、また業務用回転鍋、寸胴レンジ、
フライヤー周辺の気流、温度、乱流統計量の測定結果
をデータベース化し、CFD に取り込む事により計算
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精度を向上できるという内容でした。
（3）
「費用関数
法による観測値と CFD の融合」近藤明（大阪大学）で、

値を組み込むことで解消しようとする内容でした。
NEE 研究会にご興味を持たれた方の次回参加を歓迎

離散化や乱流モデルの近似、あるいは初期値や境界条
件の不確かさによる CFD 計算の誤差を、CFD に測定

します。

エネルギー有効利用技術の将来動向研究
会の活動報告と計画

ンセプトであった。
また、9 月 24 日に北杜市メガソーラー施設を見学

東京農工大学

した。この施設は中央高速の長坂インターチェンジ付
近の高速道路南側に隣接しており、高速道路からもよ
く見える。北杜市は日本で最も日照時間が長い土地で

研究会ではエネルギー有効利用技術に関する見学会
を中心に、環境工学部門第４技術委員会と協力して活

あり、太陽エネルギーを活用するには適した場所であ
る。NEDO による 2MW の太陽光発電の試験設備で
あり、NTT ファシリティーズが現地の運営管理をし

動を行っている。
平成 22 年度には 3 月 30 日に東京ガス横浜研究所を
見学した。コージェネレーションと再生可能エネル

ている。日本だけでなく世界中から様々なメーカーの
太陽電池を配置し、同じ条件で性能を評価している。
設置角度を変化させたり、追尾装置にのっているもの

ギー源とを地域的に連携したスマートエネルギーネッ
トワークについて説明を受けるとともに、バイオガス
発電設備など個別技術のプラントを見学した。変動を
伴う風力発電と制御可能なガスエンジン等を組合わせ
て安定化を図るなど、先進的な機能が盛り込まれたコ

など種類も様々であり、その大規模さとも相まって非
常にインパクトのある施設であった。
平成 23 年度も引き続き先進的なエネルギー技術の
見学会を実施する計画である。

「音・振動快適化技術と新しい評価法」研
究会の活動報告とお誘い

研究会が発足して２年目になる今年は、２回の宿泊
つき研究会を開催しました。
１回目は北村先生のご尽力により山梨大学で開催

動研究会との共催とすることができ、有意義な討論が
できました。
２回目は倉片氏のご尽力により産業技術総合研究所
で開催し、「音質評価に及ぼす加齢の影響・聴覚の個
人差について」、「多チャンネルオーディオを用いた音
場制御の課題―実際空間でのロバスト制御」、「音響空
間と住宅産業の将来」のお話しと討論およびトップレ
ベルの無響室や残響室、実験設備などの施設を見学さ
せていただきました。

し、
「小水力発電施設からの発生音」
、
「航空機騒音の
音質評価」
、
「変動音解析手法を用いた機械音、自然音
の解析」
、
「空力騒音低減の着眼点」、「心地よい揺れの
特徴」のお話と討論および山梨大学ワイン科学研究セ

また、非公認ではありますが、若手だけのざっくば
らんな会も開催しております。なお、宿泊は自由です。
参加ご希望の方は川島（kawashima@eng.kanagawait.ac.jp）までご連絡下さい。皆様のご参加をお待ちし

ンターを見学しました。この会は、音響学会 騒音振

ております。

主査

主査

秋澤 淳

川島 豪

神奈川工科大学
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新幹線のトンネル騒音の実態

◆

トピックス
◆

青木 俊之

九州大学大学院総合理工学府環境エネルギー工学専攻

1．はじめに
近年､ JR 各社により新幹線の高速化が進められて

て計算されたものである。図より、短いトンネルでは
軌道の種類に関わらず､ 微気圧波の強さは列車速度の

おり､ 列車の運行速度が時速 300km を越える時代を
迎えようとしている。これらの高速鉄道の開発におい
てはとくに、列車走行時の騒音を抑え環境へ調和する

３乗に比例して増加する。しかし、長いスラブ軌道ト
ンネルでは速度の増加とともに、微気圧波の強さは３
乗則より上側にずれる。これは圧縮波がトンネル内を

ことなどが要求される。高速列車がトンネルに突入す
ると、図 1 に示すように列車のピストン作用によって
トンネル内の空気が圧縮され、列車の前方に圧縮波が

伝播する過程で、強さは距離とともに減衰するものの
波面の勾配は非線形効果のために急峻になるためであ
る。一方、バラスト軌道トンネルでは波面の減衰が激

形成され音速に近い速度でトンネル内を伝播する。圧
縮波がトンネル出口に到達すると、パルス状の圧力波
がトンネル出口から周囲に向けて放射され、微気圧波
と呼ばれる衝撃性のトンネル騒音が発生する。簡単な
考察によれば、微気圧波の強さは列車速度の３乗に比
例する。したがって、列車の高速化とともに微気圧波
の低減がますます重要になってくる。本稿では、列車
の突入により生成されるトンネル微気圧波に焦点をあ
て、トンネル微気圧波の発生メカニズムについてこれ
までの研究を概説する。

しく、トンネル長さが長いほど波面は切り立たず、微
気圧波の強さは弱くなる。

Pa

500

微気圧波のピーク値 Δp

max

200
100
50

3

V 則

20
10

スラブ軌道 （1660m）
スラブ軌道 （6822m）
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バラスト軌道（3989m）

5
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P

図2

260

280
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微気圧波の強さと列車速度の関係（小沢ら（1991））

Attenuation
Distortion
0

x

Entry compression wave

図1

0
Exit compression wave

x

x 0

Micro-pressure wave

トンネル微気圧波の発生メカニズム

3．微気圧波の解析
微気圧波はトンネル出口に達した圧縮波の波面形状
と密接に関係しており、空力音響解析によれば、微気
圧波の強さは、トンネル出口に到達する圧縮波の圧力

2． 微気圧波の実態
微気圧波の強さは列車のトンネル突入速度、列車と
トンネルの断面積比、軌道の種類、トンネル長さ、ト
ンネル入口と出口の形状、トンネル内の形状等、さま

の時間的勾配に比例する。しかし、有限振幅の圧縮波
が管の開口端から放出されるときは、出口近傍におい
て複雑な三次元の波動が形成され、開口端では完全反
射が起こらない。このため、反射過程を考えるとき開

ざまな要因に依存する。スラブ軌道とバラスト軌道の
それぞれ長短二つの新幹線トンネルの出口より 20m
の地点で測定された微気圧波の強さ（最大値）と列車

口端補正が必要である。解析的に求めた、微気圧波の
強さと圧縮波の波面の長さ（長いほど圧力勾配は小さ
くなる）の関係を、数値計算結果とともに図 3 に示す。

のトンネル突入速度の関係を図 2 に示す。これらはい
ずれも、騒音低減対策がされていない新幹線トンネル
での測定結果である。図の実線は微気圧波の強さが列

図より、トンネル出口における圧縮波の波面の長さが
小さくなる、すなわち列車速度が速くなると、比例関係
が成り立たなくなり、管端補正を考慮する必要がある。

車速度の３乗に比例するという速度の３乗則に基づい
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示している。模型実験において、初期の最大圧力勾配
が比較的小さい場合、実際のトンネルと傾向は一致し

1
Δp max Δpc

r/D=2.22
○：数値計算

ている。一方、初期の最大圧力勾配が大きい場合、非
線形効果は非常に大きく波面勾配は切り立ち、衝撃波
に遷移する。その後、衝撃波は減衰し、圧縮波に逆遷
移し、強さが減衰していくことが示されている。

空力音響解析結果

0.132
0.1

5．初期波形の影響
前節では、波面の圧力勾配すなわち微気圧波の強さ
が最大となるトンネル長さが存在することを示した。
つぎに、波面の非線形伝播特性に及ぼす初期の圧縮波

1

3.5

10
L/D

図3

微気圧波の強さと圧縮波波面の長さの関係

4．長大トンネルの場合
2 節で示したように、スラブ軌道トンネルにおいて、
圧縮波がトンネル内を伝播するとき波面の非線形効果
により、波面の圧力勾配は切り立っていく。すなわち
微気圧波は強くなっていく。しかし、最近、非常に長
いトンネル（長大トンネル、x/D>1000）では、逆に
圧縮波の波面の切り立ちが小さくなっていくことが実
測された。図 4 に実際の長大トンネル、および模型実
Δp

To shock wave

0.012

＝5.80 kPa

c，1

（d
（Δp）/dt ）

max

（d
（Δp）
/dt）max，1
2.34 kPa/ms
4.11 kPa/ms
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6.55 kPa/ms
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10.08 kPa/ms
V＝248 km/h

0.01

0.008

形の影響は相対的に小さいといえる、初期波面の最大
圧力勾配が比較的大きい場合、波面の最大圧力勾配の
最大ピーク値は、初期波面の圧力勾配のピーク形状の
幅が大きいほど強く、幅の影響は小さくない、最大ピー
ク値で比較すれば、２倍程度の違いがあることがわか
る。
20

type

Δpi＝6kPa
kPa/ms

0.1

2a
2.6a
4a
7a
100a
2.15b
4b
100b
2.15c
4c
100c

15

max

0.01

の波形の影響を図 5 に示す。図の実線は、初期の圧縮
波の強さを一定とし、初期の圧力勾配を３種類、初期
波面のなだらかさを変えた数値解析結果である。図よ
り、初期の最大圧力勾配が比較的小さい場合、初期波

（d（Δp）/dt）

管端補正を考慮した
空力音響解析結果
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図4

伝播する圧縮波の最大圧力勾配の変化

伝播する圧縮波の最大圧力勾配に及ぼす初期波形の影響

6．おわりに
今日、高速鉄道システムにおける騒音問題は列車の
高速化とともに新しい局面に遭遇し、今後、ますます

験で得られた測定結果を示す。縦軸は無次元化された
波面の最大圧力勾配で、圧力勾配が大きくなるほど微

クローズアップされ、その取り扱いが重要になってく
ると予想される。今回はその中のトンネル騒音の発生
メカニズムについて紹介した。実際の新幹線トンネル

気圧波は強くなる。実際の長大トンネルでは、伝播と
共に圧力勾配は増大し最大値に達した後、徐々に小さ
くなっていく。これは、長大トンネルではトンネル長

ではさまざまな騒音対策が提案実施されており、新幹
線は世界でもっとも環境対策が進んでいる高速列車シ
ステムであると言って良い。本研究室でも、トンネル

さが長いほど微気圧波の強さは弱くなっていくことを

騒音対策のさらなる研究を行っていく予定である。
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◆

トピックス

豊島不法投棄廃棄物の処理状況と生成物の資源化状況

◆

後藤 謙治
株式会社クボタ

1．はじめに
瀬戸内海の豊島では、1980 年代から 1990 年にかけ
て大量のシュレッダーダストや廃油、汚泥等の産業廃
棄物が持ち込まれ、
不法投棄や野焼きなどが行われた。
この地に残された約 56 万m3 の廃棄物に対して溶融処
理を主体とする中間処理を行い、全量再資源化すると
いう豊島廃棄物等処理事業は 2003 年 9 月にスタート
し、以来 7 年が経過した。本稿ではこれまでの処理状
況とともに資源化の状況を紹介する。
2．豊島廃棄物等処理事業の概要
豊島廃棄物等処理事業は、大きく不法投棄が行われ
た豊島処分地での掘削・均質化、大きな岩石や金属な
どの分離・洗浄処理、並びに豊島から約 8km 離れた
直島の中間処理施設での溶融処理の二つに分けられ
る。中間処理施設では、主に 100t/日の溶融炉 2 基で
豊島から運搬された廃棄物等を溶融処理している。
溶融処理により生成された溶融スラグはコンクリー
ト用骨材、溶融スラグ中の銅は銅製錬原料として売却

図1

されている。また鉛、亜鉛などの非鉄金属を多く含む
溶融飛灰は、隣接の非鉄製錬所に送り山元還元される。
この処理事業の特徴は次の通りである。
①豊島処分地の廃棄物全量を掘り起こし、処理後の
生成物全量を資源化している。
②主要生成物である溶融スラグは約 900t（約 1 週
間分）毎に品質検査を実施し、安全性と骨材的品
質を確認した上で製品として出荷している。
③処理プロセスの自動計測データ等を 1 時間毎に Web
上でリアルタイムで表示（※ 1）するとともに、トラブ
ル発生やその原因と対策についても情報公開し、周
辺住民等関係者とのリスクコミュニケーションを
図っている。
※1

http://www.pref.kagawa.jp/teshima/internet/

3．処理実績と見込み
平成 21 年度までの処理実績と処理事業完了までの
見込みを表 1 に示す。廃棄物層直下の土壌については、
平成 23 年度から汚染の程度に応じて水洗浄処理を行

豊島廃棄物等の処理の流れ
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う予定であり、平成 24 年度末で全量処理が完了する
見込みである。平成 21 年度末時点で、約 37 万トンの

スラグクレーン

表1
単位

H22
64.9

キルン炉（24t/日 ×1 基） 千トン

9.1

6.0

その他（水洗浄処理等）

千トン

0.6

0.2

発生量 千トン

207

販売量 千トン

174

発生量 千トン

14.4

処理量

361

溶融飛灰
生成物量

銅
アルミ
鉄
仮置土

（熱処理後）

処理量 千トン

14.4

発生量

トン

3,373

販売量

トン

3,362

発生量

トン

1,109

販売量

トン

118

発生量

トン

2,226

販売量

トン

2,056

発生量 千トン

3.3

処理量 千トン

3.0

H23

H24

合計

62.7

554

6.0

4.0

25

44.1

44.2

89

64.9

1）表中の H△△は平成△△年度を示す。
2）平成 15 年度は 4 月から 9 月は試運転
期間、9 月から本格処理がスタートした。
実績の数値は試運転期間を含む。
3）溶融スラグは試験研究のための使用分
や水分ロス
（ストックヤードでの水切り）
等のため、
発生量＞販売量となっている。
4）溶融飛灰の処理量とは、山元還元のた
め非鉄製錬所に搬送した量（乾ベース換
算）である。
5）アルミは再選別（破砕、選別）後に販
売している。
6）平成 20 年より豊島処分地の整地等で
発生した仮置土を溶融不要物とともに
ロータリーキルン炉で混合処理を開始し
た。仮置土の処理量とは、ロータリーキ
ルン炉で熱処理した後の仮置土をセメン
ト原料として有効利用した量である。

表 2 にユーティリティーと溶融処理日数の実績を示
す。平成 21 年度のユーティリティーの原単位は、重
油 172L/t、電気 278kWh/t、上水 1.2m3/t であった。
なお、2 炉とも耐火物の張替え補修を行った平成 19
年度を除いて、年間約 300 日の溶融処理（主燃焼室温
度 1250℃以上で処理）を安定的に行っている。
表2
項目
重油
電力
上水
溶融処理日数

単位
kL

ユーティリティーと運転日数
H16
H17
H18
9,520 11,934 13,177

H19
H20
H21
9,924 11,950 12,335

L/ 処理 t
MWh

172
212
244
178
192
172
19,909 20,087 19,976 19,488 19,750 19,910

kWh/ 処理 t
m3

360
356
369
349
318
278
55,748 69,303 79,405 65,865 65,790 84,987
1.0
1.2
1.5
1.2
1.1
1.2
302
301
298
285
298
317

m3/ 処理 t
日

破砕スラグ
分配機
銅分離装置
（比重分離）

アルミ選別機
（振動選別）

見込み

H15 〜 H21

溶融炉（100t/日 ×2 基） 千トン

溶融スラグ

スラグ破砕機

処理実績と見込み
実績

項目

破砕スラグ
切出装置

スラグ切出装置

豊島廃棄物等を処理し、約 21 万トンの溶融スラグと
約 1.4 万トンの溶融飛灰が生成され、金属類を含めた
これら生成物全量が資源化されている。

注１）溶融処理日数とは主燃焼室温度 1250℃以上で溶融処理した時間を日数に換算した数値で
あり、表中の数値は 1 号溶融炉と 2 号溶融炉の年間溶融処理日数の平均値を示している。
注２）原単位は、各ユーティリティーを溶融炉及びロータリーキルン炉の処理量で除して算出し
ている。なお、処理量には直島町一般廃棄物処理量（全処理量の約３%）も含んでいる。

4．資源化の状況（資源化量は表 1 に併記）
（1）溶融スラグ

再処理後
資源化

アルミコンテナ

銅製錬の原料
として資源化

コンクリート用骨
材として資源化

図2

スラグ破砕選別の流れ

（2）銅
豊島廃棄物にはシュレッダーダストが多く含まれて
いることから、銅分離装置（比
表 3 銅コンテナ物中の
金属粒子の成分
重分離）により、溶融スラグ
項目
単位 金属粒子
から銅を主体とする金属粒子
Cu
%
82.7
Fe
%
3.8
を回収している。回収物中に
Ni
%
2.6
は 40％程度の金属粒子が含
Ag mg/kg
930
Au mg/kg
20
まれており、その金属粒子に
Pt
mg/kg
5
80 ～ 90%程度の銅と微量の
金、銀などが含まれている（分析結果の一例を表 3 に
示す）。銅コンテナ物は全量売却している。
（3）溶融飛灰
重金属類が濃縮されている（鉛 5%程度、亜鉛 9%
程度含有）ことからスラリー状（固液比 1：3）にして、
隣接する非鉄製錬所に送液し、山元還元している。
（4）資源の回収状況について
廃棄物中の各成分がどの程度回収でき、生産側の工
程、即ち動脈側に戻せたかについて試算を行った。
廃棄物中の量については、平成 7 年と平成 10 年に

実施された廃棄物の調査結果に基づく各成分濃度と平
成 21 年度末までの処理量を用いて算出した。動脈側
に戻すことができた量については、生成物中の各成分
濃度と発生量から算出した。なお、金属アルミや金属
鉄については、廃棄物中に含まれていた量が不明確な
ため、試算の対象外とした。試算結果を表 4 に示す。

溶融スラグは約 900t（約 1 週間分）毎に、
安全性（土
壌環境基準、土壌汚染対策法での基準）並びに骨材的
物性（コンクリート骨材基準）に関する検査を行い、
基準を満たしていることを確認した上で、公共事業に
使用するコンクリート用骨材として全量販売している。

銅コンテナ
スラグヤード

表4

資源の回収状況

H21 年度末までに処理し
動脈側に戻すことができた 動脈側に戻すことができた
た廃棄物中に含まれていた
量 [t]
割合 [%]
と考えられる資源の量 [t]
①
②
②÷①×100
1,552
1,450
93
銅
410
757
184
鉛
1,355
1,323
98
亜鉛
項目

注１）①の量は、平成 7 年の公害等調整委員会調停委員会による調査結果と平成 10 年の豊島廃棄物等
処理技術検討委員会による調査結果に基づく各成分濃度と平成 21 年度末までの処理量より算出
した。
注２）②の量は、生成物の各成分濃度と発生量より算出した。
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5．おわりに

各成分の移行割合 [%]

100

60
煙突排ガス
溶融飛灰
溶融スラグ

40
20
0

図3

溶融技術は廃棄物を減容化、無害化するだけでなく、
混在する多様な成分を分離排出して資源としての利用
価値を高めることができる。一般的に溶融処理はエネ

80

Si

Al

Ca

Fe

Cl

Br

Pb

Zn

Cu

シュレッダーダスト溶融処理実験時の各成分の移行割合

約 6.9 万m2 に分布していた不法投棄廃棄物の各成分
量を正確に把握することは困難であるものの、銅、鉛、
亜鉛の概ね 90%以上が生産側の工程に送られたもの
と考えられる。過去に実施したシュレッダーダストの
溶融処理実験結果でも銅がスラグ中に、鉛・亜鉛が溶
融飛灰中に、いずれも 90%以上移行することが確認
されている（実験結果の一例（1）を図 3 に示す）。ま
た、銅コンテナ物中の金、銀濃度からの推算ではある
が、約 28kg の金と約 1400kg の銀も動脈側に戻すこ
とができたことになる。

◆

トピックス

ルギーを多く消費すると言われているが、最近活発に
議論されている容器包装等のプラスチック類を代替燃
料として利用することで現状の焼却・埋立処理と同程
度のコストと CO2 発生量で最終処分量を大幅に減ら
すことができると試算されている（2）。廃棄物中の有
害物質を環境中に拡散させることなく、資源として回
収できることが溶融技術の大きな特徴であり、資源循
環型社会の目指すべき方向の 1 つの解と考える。
参考文献
（1）財団法人廃棄物研究財団、廃棄物処理過程にお
けるダイオキシン類縁化合物の挙動と制御に関す
る研究 平成 16 年度報告書（平成 17 年 3 月）、
pp.3-48 ～ 3-132
（2）寳正他 4 名、都道府県・市町村の一般廃棄物処
理の現状分析と溶融処理導入による影響評価、第
20 回廃棄物資源循環学会研究発表会後援論文集
（2009）、pp.11-12

月島機械株式会社研究所紹介

◆

遠藤 久

月島機械株式会社

1．はじめに

移転しました。また、2000 年には大型焼却実験や特

当社は東京湾の埋立地の一つである月島で 1905 年
に創業しました。創業から大正末期までの研究開発の

定の大型パイロット設備に対応した施設として、同じ
市川市内に環境プロセス開発センタを建設し環境保全

取組に関する記述は残されていませんが、1939 年に
は社内に研究課が設置され、開発が行われていたよう
です。
初期の開発として、1938 年ごろから発酵技術に取

技術に対応した研究開発体制が整えられています。

り組み、蒸留技術の導入、微生物を利用してのアセト
ン・ブタノール製造の技術開発が行われていました。
戦後は月島にあった東京工場併設の実験室から始ま
り、佃島の実験棟でさかんに実験や研究開発が行われ
ました。しかし佃島の研究所は周辺が住宅地域であっ
たため臭気・騒音対策に配慮が必要となり、1990 年
に市川市塩浜の当社市川工場敷地内に新研究所として

研究所外観
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バイオマス原料
廃建材，剪定枝等

M 破砕
硫酸

ヘミセルロース変換工程
KO11
Ｃ５発酵

１次加水分解
（１次前処理）
Ｃ５糖液回収

蒸留
脱水

酵素

酵母
エタノール

酵素生産

環境プロセス開発センタ外観

粉砕
（２次前処理）
酵素糖化・Ｃ６発酵
（同時糖化発酵）

酵素法プロセス

図1

廃水
リグニン残渣

セルロース変換工程

酵素法プロセスフロー

2．研究所の機能
当社の過去の研究開発は単位操作機器の適用開発が

酵素法のプロセスは前処理（酸処理）したセルロー
スを含む酸処理原料に酵素（セルラーゼ）による糖化

主体であり、お客様のテスト要望に合わせた設備を組
み上げプロセスの最適化を目指して各種テスト条件に
てテストを行っていました。

と酵母によるエタノール発酵を同時におこなう糖化発
酵工程を付加したものです。酵素コスト、エタノール
収量等の個々のプロセス条件を最適化し競争力ある製

現在でも晶析、分離、乾燥など単位操作技術の実験・
評価や廃棄物処理、排ガス処理、リサイクルなど環境
技術の実証・開発を行う機能を研究所に集約してお客
様のニーズに合わせたテストを行い、設備設計に反映
しています。現在は研究所の施設機能を分社化し月島
テクノソリューション㈱を設立しました。新規技術開
発についてはその機能を本社の企画開発本部に置き将
来に向けての新技術開発を行っています。

造コストを目指して日々開発を進めています。木質系
バイオマスからのエタノール製造技術を確立すること
で第２世代のバイオエタノールの利用普及、地球温暖
化対策への貢献に取り組んで行きます。
（2）下水汚泥燃料化技術
本技術は下水汚泥を炭化することにより、火力発電
所の燃料として汚泥を有効利用する技術です。当社の
他、日本下水道事業団、電源開発㈱、メタウォータ㈱
と共同で開発を行ったものです。プロセスは、汚泥乾
燥－外熱キルン式炭化炉になっており、従来よりも低
温の 300℃程度で炭化を行い、汚泥中の可燃分を極力
燃料として再利用できるようにした技術です。詳細内
容はニュースレター「環境と地球」No.19（2008 年版）
に掲載したのでご参照ください。
（3）過給式流動焼却技術
過 給 式 流 動 燃 焼 シ ス テ ム は 気 泡 流 動 炉 に過給機

3．最近の研究開発テーマ
研究開発の分野としては、エネルギー関連（新エネ
ルギー技術、
未利用エネルギー利用技術、省エネルギー
技術等）
、環境技術関連（大気環境保全、水環境保全
技術等）
、製造技術関連（主に産業関連の製造プロセ
ス向けの単位操作、プロセスの開発）としています。
最近の代表的な研究開発テーマをここに紹介いたしま
す。
（1）バイオエタノール製造技術

（ターボチャージャー）を組み合わせて構成されてい
ます。下水汚泥を約 0.15Mpa-G の圧力下で燃焼させ、

本技術は非可食系バイオマスである木質・草本系原
料のリグノセルロースから石油代替エネルギーのひと
つである燃料用エタノールを製造するものです。本技
術 は 2001 年 に 希 硫 酸 加 水 分 解 法 と 組 換 え 大 腸 菌

その燃焼排ガスにより過給機（ターボチャージャー）
を駆動して圧縮空気（燃焼空気）を製造します。それ
によって従来必要であった流動ブロワと誘引ファンに
よる送風動力は不要になり、大幅な電力消費量の削減

KO11 による五炭糖発酵を特徴とするプロセスの技術
導入に始まり、国内向けに廃建材、海外向けにバガス

が可能となります。
本技術は独立行政法人土木研究所、独立行政法人産

を原料としたエタノール製造設備に携わってきまし
た。これらはいずれもヘミセルロース利用に重点を置
いたエタノール生産設備であり、セルロースについて
は未利用のままでした。現在、世界の潮流でもあるセ

業技術総合研究所および三機工業㈱との４者にて共同
開発したもので、基礎研究の後に環境プロセス開発セ
ンタにパイロットプラントを建設し各種データ採取を
行いました。基礎データを元にスケールアップし、

ルラーゼを用いた酵素法を付加した燃料用エタノール
の一貫プロセスの開発に取り組んでいます。図 1 に酵
素法をベースとしたセルロースエタノールのプロセス

NEDO の補助を頂いて実証プラントを建設し、2 年間
実証運転を行い開発を完了したものです。また、東京
都下水道局とも共同研究により温室効果ガス削減効果

フローを示します。

や耐久性等の実用化検証を行っております。
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過給機

煙突

過給式流動炉

炭の改質に取り組んでいます。従来から当社で保有し
ている乾燥技術をベースに、低品位炭の乾燥に適した
装置開発をパイロットテスト機を用いて実施中です。
空気予熱器 集塵機

排煙処理塔
白煙防止ファン

定量フィーダ

図2

◆

トピックス

（4）最近の取組
未利用エネルギーとして最近注目されている低品位

過給式流動焼却プロセス

4．おわりに
当社はエネルギー、環境保全技術、製造プロセス関
連等の技術開発に取り組み「かけがえのない地球環境
を守り、豊かな社会の礎になる諸産業に寄与すること」
を念頭に社会に貢献する技術を提供することを目指し
ていきます。

「スマートグリッドとデマンドレスポンス」

◆

坂東 茂

電力中央研究所 社会経済研究所

現在私は「デマンドレスポンス（DR）」と呼ばれる
技術（制度）の導入可能性についての研究を行ってい
る。特に米国で注目を浴びている技術であり、スマー
トグリッドに関連する学会では盛んに研究発表がなさ
れている。この技術では空調システムを利用した研究
を行っているものが多いので、環境工学部門でも既に
ご関心をお持ちの方、これからお持ちいただける方も
多いのではないかと思い、紹介させていただく。本稿
では、まず背景となるスマートグリッドと DR の関係
を述べた後に、DR として空調システムの活用を考え
た最近の研究事例をいくつか簡単に紹介する。

いるのでそちらを参照されたい。
わが国においては、次世代の電力供給システムでは
低炭素化を目指し、再生可能エネルギーの大量導入や、
ベース電源である原子力発電の発電量を高めることが
目指されている。
周波数

供給
（生産性）

需要
（消費量）

図1

周波数と電力の需給バランスの関係

1．スマートグリッドとは
国内外問わず、すっかり定着した感のある「スマー

出典：経済産業省 2）

トグリッド」という言葉であるが、実際には世界共通
の定義付けもまだうまく行われていない。原因は「ス
マートグリッド＝次世代電力システム」と理解されて
いる言葉のため、グリッドの完成型は国や地域によら

2．スマートグリッドと系統周波数
交流の電力システムは、一般に需要と供給がバラン
スしていないと火力機などの回転機の回転数が変化
し、運動エネルギーを放出して需給を合わせるため、

ず、低炭素をキーワードにしたグリッド（系統）形成
が行われるとしても、異なる特性を持つ現状のシステ

周波数が変化する。図 1 にその特徴を表した図を示す。
系統運用者は周波数をほぼ一定に保つため（日本では

ムから完成型へと至る軌跡である次世代システムの特
色は大きく異なり、現状のシステムに必要な対策には
大きな違いが生じることによる。国別地域別スマート
グリッドの類型化については、栗原ら 1） がまとめて

東日本の 50Hz、西日本の 60Hz）に、需要の変化を予
測しながら供給側機器を運用する。需要の変動の周期
はごく短時間（秒単位以下）のものから、1 日単位の
ものまで混ざっている。秒単位で常に需給バランスを
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取り続けるのは至難の業であるため、周波数がある一
定の範囲に収まるように供給側機器の制御が行われ
る。
従来、不確実な特性を持っていたのは需要側であっ
たが、将来的に太陽光発電や風力発電が大量に導入さ
れると、不確実な特性を持つものが供給側にも多く持
つこととなってしまう。不確実性が増す中で、需給バ
ランスを保つ機能は増大しなければならないが、一方
でベース電源として活用する原子力発電の発電量が増
えると、その役割を担う（図 1 の供給側の分銅を調整
する役割をする）制御可能な発電機の発電割合が減っ
てしまう。そのため、電力供給の低炭素化対策が、電
力系統運用の安定性に大きな影響を与えてしまうので
はないかという観点から、発展を続ける通信技術を用
いて、きめ細かいエネルギー需給マネジメントを行う
技術の研究開発が盛んに行われている。
3．DR とは
エネルギー需給マネジメント手法の一種として、デ
マンドレスポンス（DR）という手法が注目されている。
これは、需要家に価格などの情報を与え、電力需要と
して反応することを予測して系統の運用に生かすこと
であり、いわば最終判断を需要家に任せた電力需要の
緩い制御である。その予想される用途については、
①周波数制御に用いる方法
②平常時に系統の事故等に備えて待機させておく電
源（予備力）の代替として用いる方法
③事故時や、
供給力の限界まで需要が伸びた時など、
予備力を発動しても供給不足に陥りそうな緊急時
の需要削減手法
などが考えられている。図 1 に例えると、①は需要
側での分銅の秒単位の調整を表し、②は急な変動が起
きた時に備えて軽くしても良いと取り決められた常備
の需要側分銅、③は、②の分銅を除いても安定しない
場合に除かれる緊急用の分銅である。

建物・機器についても対象とされ、冷凍倉庫、室内ス
ケート場、電気給湯器、鉄筋コンクリート建築物内空
調システムなどが考えられている 3）。空調システムが
注目されている理由は、どの需要家にも設置されてい
る設備であり、DR の対象負荷として活用できると判
断されれば、その対象規模が大きく広がるためである
と考えられる。
空調システムを対象にした DR の研究は、過去にも
たくさん存在するが、2011 年 1 月後半の 1 週間の間
に参加したスマートグリッドに関する 2 つの学会で複
数の成果を目にしたので、実験系・シミュレーション
系問わず紹介しておく。
・系統周波数が下がってきたことを検知されると空調
設定温度を 2.8℃上げ、周波数が戻ると設定温度を
元に戻す制御システムを多数導入することにより、
系統周波数変動への効果を評価する研究 4）
・エアコン、照明、換気の出力にそれぞれ許容する変
化幅を持たせ、風力発電・太陽光発電との電力需給
バランスの統合制御を行う研究 5）
・需要家が快適と感じる空調の条件をシステムが学習
し、快適性を担保しながら需要削減を試みる研究 6）
・空調設定と外気温から、空調システム消費電力の変
化特性をモデル化する研究 7）
・将来、大量導入された太陽光発電の余剰電力対策と
して、地冷システムの活用を検討する研究 8）
海外の研究では、ヒートポンプ内部には on-off 制御
が施されているため、ヒートポンプの台数制御により
電力需要を自在に操ることができる。しかし、日本の
場合はインバータ制御が施され、消費電力も連続的に
変化するため、工夫が必要であろう。
日本においての系統安定化を目的とした DR の可能
性は全くの未知数ではあるものの、将来の再生可能エ
ネルギー大量導入時代に備えて知見を調えておくこと
は重要である。空調システムを用いる検討もまだ始
まったばかりであり、快適性の保持や、低コストで導
入可能な DR 方策など、研究要素は非常に多いと認識

4．DR の対象負荷と空調システム
系統安定化のための DR は、指令のタイミングが予
測できないため、需要家自らが家電等のスイッチ操作

している。専門家の皆様のご意見をいただきつつ当該
分野の研究を進めていきたい。

をしてはいられない。系統からの信号を受け取り自動
で反応するシステムが必要である。DR の対象電力負
荷としては、前述の①〜③のどの用途に使うかにもよ
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第 21 回環境工学総合シンポジウム 2011 のご案内
本シンポジウムは、日本機械学会環境工学
部門を構成する、騒音・振動改善技術、資源

す。多くの関係者の積極的な参加をお願いい
たします。

循環・廃棄物処理技術、大気・水環境保全技
術、環境保全型エネルギー技術の各分野から

開 催 日

の最先端の研究・技術開発成果の発表や会員

開 催 地 （独）産業技術総合研究所

2011 年 6 月 30 日
（木）
、
7月1日
（金）
臨海副都心センター（東京都）

相互の情報交換を通して、自然環境と調和す
る安心・安全な快適環境を実現するための工

一般講演

6 月 30 日
（木）
、7 月 1 日
（金）

学の発展に寄与することを目的とするもので

特別講演

6 月 30 日
（木）

す。

震災復興ワークショップ

本年度は、当初、6 月 30 日〜 7 月 1 日に

懇 親 会

6 月 30 日
（木）

6 月 30 日
（木）

東北大学での開催を準備しておりましたが、

詳細は、環境工学部門 WEB サイト（http://

このたびの震災の影響により開催が困難とな

www.env-jsme.com/）をご覧ください。

り、急遽、東京都内の産業総合研究所にて開
催することとなりました。また、このような

問合せ先

状況のなか、被災地の一日も早い復旧を心か

〒 160-0016

東京都新宿区信濃町 35 番地

ら願うとともに、本部門としても震災復興に

信濃町煉瓦館 5 階

対してどのような寄与ができるかを考える目

日本機械学会 環境工学部門
（担当 村山ゆかり）

的で、部門横断の震災関連ワークショップを

電話
（03）
5360-3500、
FAX
（03）
5360-3509

企画することとなりました。

E-mail: murayama@jsme.or.jp

シンポジウムの開催要領は以下のとおりで
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編集後記 - - - - - - - - - - - - - - - 東北地方太平洋沖地震により被災された皆様に心
からお見舞い申し上げます。言葉では言い尽くせな
い状況を目の当たりにして、深い悲しみの気持ちで
編集後記を執筆しています。皆様のご苦悩・ご苦痛
はいかばかりかとの思いであります。物心両面にわ
たりご不自由な生活を強いられておられる被災地の
皆様の実情を知るにおよび、座しては居られない気
持ちであります。一日も早く復興が進み、皆様が平
穏な生活に戻られますことを切に念じております。
今回の大震災のため、東北大学で開催が予定され
ていた環境工学総合シンポジウムも、東京地区での
開催に変更になりました。原子力発電所の事故もあ

環境と地球
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り、大気、海洋、土壌などに関する汚染、廃棄物処
理など環境問題にも注目が集まっています。電力不
足から省エネ、代替エネルギーにも関心が寄せられ
ています。皮肉な面もございますが、日本機械学会
の環境工学部門の果たす役割もさらに大きくなって
いると感じています。
最後になりましたが、無理を聞いていただき、ご
執筆いただきました方々には感謝いたしておりま
す。ニュースレターの編集に不慣れなこともあり、
当初の発行予定から遅れてしまい、皆様にご迷惑を
お掛けしましたことをお詫び申し上げます。
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上林 史朗（クボタ）
遠藤 久（月島機械）
君島 真仁（芝浦工業大学）

