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部門長挨拶：2012 年度の活動の抱負
─総合技術としての環境工学を目指して─

川島 豪

2012 年度の環境工学部門、部門長をつとめさせて
いただきます。よろしくお願い申し上げます。第 1 技
術委員会に所属し、機械力学、振動制御関係が専門で
す。振動と聞くと抑えなければならないもの、対策し
なければならないものという悪いイメージがありま
す。社会には必要な技術ですが将来を担う若者には魅
力的に映らないようです。誰かが対策してくれれば良
いと考える傾向にあります。そこで、この分野に若者
をひきつけるため、音における騒音と音楽の関係を参
考に、振動の良い面を引き出す「心地よい揺れ」の研

ルギー技術分野」の 4 つの分野から成り立っています。
一つ一つが重要な分野であり、先輩方のご尽力により
かなりしっかりとした組織になっています。しかし、
近年はこれらを総合して考えることでやっかいな問題
を新たな資源に変えるなど新しい発想が求められてい
ます。さらなる部門の発展のためには、このような総
合的な見地から情報を発信できる部門にする必要があ
ると考えます。現在、これら 4 つの分野を横断する
「先進サステナブル都市 WG」を立ち上げ、総合的な
提案をしようと部門として模索しています。本年度も
このワーキンググループの活動をバックアップし、総
合的な情報発信により会員の皆様のみならず学生にも
魅力的な部門にしたいと思います。
また、環境工学部門は企業の方に多く参加していた

究を始めました。その成果の一部を環境工学総合シン
ポジウムで発表させていただいたことが縁で現在まで

だいていることも特徴のひとつと捕らえています。企
業の方に有益な情報を提供し、加えて情報発信の場を

当部門にお世話になっています。最近では、太陽エネ
ルギーの有効利用という観点からエネルギーの地産地
消に適した新しい公共交通システムの提案もさせてい
ただいています。

提供することも重要な課題と考えています。魅力的な
部門に成長させるため、企業の方からの積極的なご意
見をお待ちしております。
本年の環境工学総合シンポジウムは、昨年開催予定

日本機械学会は、材料力学、機械力学、流体力学、
熱力学の機械工学における 4 力学に対応したしっかり

で準備を進めてきましたが東北地方太平洋沖地震によ
る震災の影響で残念ながら中止とした東北大学で開催

とした部門があります。そのなかで環境工学部門はそ
れらを横断する部門として特異な存在といえます。し
たがって、部門登録者数において第 1 位は少ないです
が第 2 位には多くの会員の皆様に登録していただいて
おります。第 1 位の登録者数、特に若い技術者の登録

します。復興に向けて頑張っている地で我々も元気を
いただくと共に、部門として情報を発信してきたいと
考えています。特に、「先進サステナブル都市 WG」
が中心となり、4 つの分野が一体となって環境工学部
門なりのインフラ整備に関する提案をしようと企画し

を伸ばすことが当面の課題と捕らえています。

ています。この企画は、震災復興のみならず、今後起

当部門は、環境問題の種類にしたがい「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

こりうる東南海地震に備え、復興の地で得た教訓を基
に、総合的な防災技術に関する提案にも発展させてい
きたいと考えています。

2012 年度 部門長（神奈川工科大学）
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私の所属する第 1 技術委員会では、津波などに関す
る情報伝達の質の向上、避難所における生活環境の改

また、津波で大きな被害を受け、立ち直りつつある
「仙台市南蒲生浄化センター」の見学も企画しており

善について提案しようと検討しております。加えて、
大学でもキャンパスを防災拠点としたとき、単に避難
場所、そして備蓄食料を提供するだけでなく、研究用

ます。本年のシンポジウムは、情報交換の場である講
演発表に加え、上記のような魅力あるイベントを企画
しております。奮って東北の地で開催されるシンポジ

に導入し、通常は研究に使用している太陽光パネル、
蓄電池、水素発生器、燃料電池、循環型水槽等を結び
付け、非常時のエネルギー供給システムを構築するよ

ウムにご参加ください。
さらに、国際ワークショップの 2014 年の開催に向
けて準備を始めます。環境問題は国境などなく、影響

うな新しい構想なども検討しております。このような
提案に関しては、計画段階の案でも発信できる場を提
供することが重要と考えており、防災拠点作りの参考
にしていただく場を提供する予定です。さらに、震災

を及ぼしあいます。日本の環境おける成果をアジアに
発信して連携しながら共に地球の保全に努力していく
姿勢を示していきたいと思います。
最後に、本部門の発展には皆様のご協力が不可欠で

後の計画停電は記憶に新しいところです。最近は停電
がなくなりましたが今の電力の多くは石油や天然ガス

す。学会の在り方が問われています。昔はボランティ
アでの運営が基本でしたが、業績が厳しく求められる

などの化石燃料から発電しています。原子力問題で関
心が薄くなりがちですが、オゾンホールの原因である
温室効果ガスは大量に排出され、地球をじわじわと痛
めつけています。温室効果ガスの排出削減についても

現在ではなかなかボランティア活動では済まされなく
なってきています。有益な情報が得られ、発信できる
場、ギブアンドテイクが感じられる場を提供していく
ことが重要と考えます。是非とも、ご協力のほど、よ

忘れずに提案していきたいと思います。

ろしくお願い申し上げます。

2011 年度の環境工学部門の活動を振り返って

長岡 裕

2011 年度 部門長（東京都市大学）

2011 年度は、東日本大震災の影響を大きく受けた 1

応のための環境予測 ･ 改善技術」
「陸と海の方舟構想
─復旧と復興の両立─の 4 つの提案を行うことができ
ました。このような部門横断型の提言をまとめること
ができましたことは、環境工学部門のこれからの活動

年でした。6 月 30 日～ 7 月 1 日に東北大学片平キャ
ンパスにて開催予定であった環境工学総合シンポジウ
ムも震災の影響から開催が危ぶまれたため、3 月末に
代替の開催場所を探さなければならない状況となりま
したが、当初の予定と全く同一日程で、産業技術総合

の方向性を示す大きな一歩ではなかったかと思います。
その他の部門行事としては、特別講演会 1 件、見学
会 3 回、夏休み親子向けイベント 2 回、共催行事 2 件
などを実施することができました。環境工学部門の活
動も年々活性化されていることを感じておりますし、

研究所 臨海副都心センター別館で会場を確保するこ
とができました。発表件数は 107 件（内発表取り消し

部門活動自己評価（2006 年度～ 2010 年度）においても、
国際学会の活動などが評価され、「ほぼ予定通りの活

9 件）、参加者 200 名という例年通りの規模で無事開
催できましたこと、改めて、産業総合研究所の関係者
に厚く御礼申し上げます。
シンポジウムでは、当初予定されていなかった、
「東

動ができた」、との評価を受けております。2012 年度
は、これまでの活動に加えて、2014 年度に開催が予
定されております国際会議の準備に取りかかるととも
に、先進サステナブル都市ＷＧの活動の更なる充実な

日本大震災復興に向けたワークショップ」を先進サス
テナブル都市ＷＧの企画として催し、第 1 ～第 4 の各

どに取り組む必要性を感じております。
なお、2011 年度の部門賞、一般表彰およびフェロー

技術委員会から各部門の専門性に基づいた震災復興へ
向けた提言、具体的には、
「防犯・防災における音の役
割」防災拠点の中心施設としての清掃工場」
「震災対

賞の受賞者を下記のとおり決定しましたので、これを
記して、受賞者の方々の 2011 年度ならびにこれまで
のご活動に敬意を表したいと思います。

【2】

環境と地球 No.23

○部門賞
功 績

賞：故

伊藤 定佑 氏（神奈川工科大学）

研究業績賞：佐藤 岳彦 氏（東北大学）
技術業績賞：飯田 明由 氏（豊橋技術科学大学）
○一般表彰
・研究奨励表彰
小林 健太 氏（神奈川大学）

部門賞

土井 淳生 氏（名古屋大学大学院）
田中 光太郎 氏（東京大学環境安全センター）
交河 茂晴 氏（大阪大学大学院）
近藤 諭 氏（慶應義塾大学大学院）
○フェロー賞
宮城 潤平 氏（広島大学大学院）

受賞者の紹介
環境工学部門功績賞
故 伊藤 定佑 先生
神奈川工科大学名誉教授
第 4 技術委員会：

参加者があり大成功であった第 15 回環境工学総合シ
ンポジウムを室蘭工科大学で開催するとともに、部門
将来構想検討委員会を設置し、技術委員会の壁を取り
払って自由に情報交換する機会として「環境工学サロ

伊藤定佑先生は今から約 4 年前の 2008 年 1 月 10 日
に肝臓のご病気でご逝去されました。神奈川工科大学
で太陽エネルギー関連のシンポジウムを企画されてお
り、その準備に追われ、とても仕事ができるお体では
なかったにも係わらず奥様に運転してもらい大学と自
宅を行き来されていたなかでのご逝去であったとお聞
きしたように記憶しております。国際太陽エネルギー
学会副会長や日本太陽エネルギー学会の要職も務めら
れており、お亡くなりになる数日前に事務局に連絡さ
れたとき冗談のように「僕はもう死ぬんだよ」と本当
のことを告白されていたとのことです。最後の最後ま
で力を振り絞って太陽エネルギー利用のために命を賭

ン」を企画するなど、これらは全て伊藤部門長の熱意
の賜でした。さらに 4 年後の部門設立 20 周年となる
2009 年には国際会議をするようにと 50 万円を機械振
興事業資金に組み入れてくださるなど、部門の将来を
見据えた卓見により、現在の環境工学部門の礎を築い
て頂きました。
お陰様で先生が熱意をもって進められた自然エネル
ギー利用への期待が世界的に高まってきております。
2009 年には「環境と技術に関する国際ワークショッ
プ」を開催することができました。そして、部門将来
構想検討委員会は、「部門組織・企画委員会」として
定着し、新たな分野横断型の活動拠点として「先進サ
ステイナブル都市 WG」を産み出し、昨年度は東日本
大震災復興提案を行うなど、お陰様で先生の引かれた
レールに沿って部門がここまで大きく発展したことを

けて頑張りぬいた先生に、尊敬と哀惜の念を抑えるこ
とができません。
2005 年度の第 83 期部門長を先生がされていたとき
に、環境工学部門の活性化に邁進され、英文ジャーナ

ご報告したいと思います。
お亡くなりになってから 3 年以上も経って、大変遅
くなりましたが、功績賞という形で部門に係わった者
達全員を代表して、伊藤定佑先生に心からの感謝の気

ルの発行準備を進め、また、近年になく 300 名以上の

持ちを謹んで顕したいと思います。

佐藤 春樹

慶應義塾大学

環境工学部門研究業績賞を
受賞して

支援ご鞭撻を頂いた方々並びに関係者各位に心より御
礼申し上げます。受賞対象は、大気圧プラズマ流と生

佐藤 岳彦

パンデミックや院内感染、食中毒などが社会問題化し
ていますが、プラズマ流を利用してこれらのリスクを
安全・簡便に低減できることが明らかになりつつあり
ます。2009 年にプラズマ医療国際学会（ISPM）が創

東北大学流体科学研究所

この度は、2011 年度環境工学部門研究業績賞の受
賞という栄誉に拝し、大変光栄に存じます。今までご

体の相互作用に関する基礎研究ならびにプラズマ流の
殺菌・医療分野への応用です。近年、インフルエンザ

立されるなど、治療法への発展も進められている新し
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い分野です。まだ、世界的にも研究者が少なかった
10 年ほど前からプラズマ殺菌の研究を始め、それま

究分野を創成してきたことが評価されたのであれば、
大変嬉しく思います。今後も、本研究の受賞を励みに

で基盤としてきたプラズマ流体工学と融合すること
で、化学輸送機構や細菌の不活化機構などを解明して
きました。これまで、環境工学部門において新しい研

し、次世代低温殺菌装置の開発など、病原性細菌やウ
イルスなど我々の健康を脅かす問題の解決に向けて全
力で取り組んでいく所存です。

環境工学部門技術業績賞を
受賞して

この分野の研究に携われたこと、それをずっと続けら
れたことが良かったと思っています。基礎実験用の風

飯田 明由

豊橋技術科学大学

この度は、たいへん栄誉ある環境工学部門技術業績
賞を賜り、心から御礼申し上げます。受賞対象となっ
た技術は「空力騒音に関する実験解析技術」であり、
音環境の快適化という社会のニーズとあったことが受
賞につながったと考えております。私が空力騒音に関
する研究に携わったのは、大学を卒業して日立製作所
に入社した 1989 年からになります。当時、国鉄が分
割民営化されたことにより、「より早く、より安全に、
より快適」にとサービス面での競争が激しくなりまし
た。これに対応して新幹線の騒音、特に空力騒音に関
する研究開発が重要となりました。国内での空力騒音
に関する研究が盛んになった非常に良いタイミングで

洞開発やマイクアレイを用いた実車試験、空力騒音計
測技術の開発やコンピュータシミュレーションなど、
現在よりも技術自体が稚拙であった分、すべてにかか
わることができたことが良かったと考えています。私
自身の専門は流体工学ですが、環境工学部門を通じて、
振動・音響解析の専門家と交流することができたこと
も技術の幅を広げていくのに役立ちました。学会を通
じてご指導してくださった皆様に感謝いたします。空
力騒音の分野も数値解析による研究が盛んになってき
ております。「京」に代表される次世代スーパーコン
ピュータを用いて、自動車の空力・振動・音響連成解
析に関する取り組みもスタートしております。今回の
受賞を励みとして、さらに研究活動に邁進し、豊かな
音環の都市づくり、製品づくり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。

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：飯田 明由
豊橋技術科学大学

を出した活動を継続していきたいと考えております。
年間 3 回程度の研究会を開催し、技術委員会メン

第 1 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

バーのレベルアップや意見交換も活発に行っておりま
す。若手を中心とした交流会なども行っております。
3 月の大震災以降、多くの方が自分にできることは
なんだろうか、学会として行うべきことはなんだろう

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

かと自問されたと思います。第 1 技術委員会のメン
バーは音と振動に携わる業務をしていますので、その
中で何ができるかを検討しました。昨年度は津波が来

年度より夏休みに「手作りで音を楽しもう─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。
11 年度は関東（川崎）と関西（神戸）で 2 回のイベン
トを行い、合計で親子 44 組 110 名の方に参加いただ

るまでの時間でどのような避難放送、状況説明ができ
るのか、野外における音の伝わり方の問題点、避難場
所における音環境、プライバシーの確保と確実な情報
伝達に関して多くの議論がなされました。12 年度は、

きました。技術委員会の委員だけでなく、徳島大学、
神戸大学の学生にも協力いただきました。科学イベン

これらの議論をどのようにして具体化、社会に役立て
行くかを検討する予定です。多くの方に議論に参加い

トが多くなっている昨今ですが、学会や大学、企業と
連携して“音”と“環境”をキーワードとして独自性

ただき、委員会活動を活性化していきたいと思います。
ぜひご参加ください。
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第 2 技術委員会の
活動報告と計画

JFE エンジニアリング㈱

ての清掃工場」の発表を行ったことを皮切りに、津波
被害を受けながら斬新なエネルギー利用をおこなって
いる「奥羽クリーンテクノロジー」の見学会と、特別

「資源循環・廃棄物処理技術分野」と位置づけられ
ている第 2 技術委員会は、震災以降多くの課題に直面

講演会「廃棄物やバイオマスのエネルギー利用を考え
る」を実施してきました。いずれも各方面から注目さ
れ、専門誌にも掲載されたので、ごらんになった方も

する分野となっています。なかでも、廃棄物処理とエ
ネルギー問題は従来に増して密接な関係が必要になっ
ており、幅広い知見が求められています。

あるでしょう。
委員長 2 年目となりますが、日本機械学会の部門な
らではの特徴を生かし、微力ながら本年度も各位の注

これを受け、第 2 技術委員会では、環境工学総合シ
ンポジウムにて提言として「防災拠点の中心施設とし

目を受けるような企画を進めていきたいと考えていま
す。

第 3 技術委員会の
活動報告と計画

委員長：鈴木 康夫

委員長：大久保 雅章
大阪府立大学

今年度も、技術委員会を開催し、総務委員会の報告
などを行いました。また下記の２つの行事を開催しま
した。
（1）委員講演
「プラズマ流と生体の相互作用解明に向けた
流体工学的取組」
講 演 者：東北大学 佐藤岳彦氏
開催日時：2011 年 12 月 22 日（木）14：00～17：00
会
場：日本機械学会会議室（第 5 会議室）
（2）見 学 会

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

「髙尾鉄工所
─プラズマハイブリッドクリーンボイラシステム」
開 催 日：2012 年 3 月 9 日（金）13：30～15：30
見 学 先：㈱髙尾鉄工所
（大阪府豊中市島江町 1-3-29）
説 明 者：大塚馨一氏、田中敦氏
参 加 者：28 名
いずれの行事でも活発な意見交換、質問がなされ、
大気・水環境浄化やその生体への影響に関する新しい
知見を、機械学会会員に広めることができました。来
期は委員長が交代し、佐藤岳彦委員長（東北大学）の
下での活動となります。講演会、見学会など積極的に
企画し、より活発な活動に務めたいと考えております。

ショップを開催し 16 件もの講演がなされまし
た。ここでは、40 名程度の参加がありました。

第 4 技術委員会は、冷凍空調、新エネルギー、ヒー
トアイランド等の環境・エネルギー分野を広くカバー
しています。本年度は、7 月の環境工学シンポジウム、

3 ．11 月 15 日（火）～ 16 日（水）には、「安定的な電
力供給に貢献する再生可能エネルギー発電の最
前線」と題した見学会を開催し、バイオマス発
電プラントである日田ウッドパワーと日本最大
の地熱発電所である九州電力八丁原発電所を見

9 月の年次大会、11 月の九州における見学会の期間中
と 2012 年 3 月に技術委員会を開催しました。ここでは、

学しました。ここでは、18 名の方々が参加さ
れました。

第 4 技術委員会で主催するワークショップ、ジュニア
向け行事、講習会の内容の検討をはじめとした様々な
テーマについて活発な議論がなされました。
また、本年度は次のような行事を実施しました。す

今年度も次のような行事を企画しております。ご参
加をお待ちしております。
1 ．5 月に「冷凍空調技術に関するシミュレーショ
ン技術Ⅱ」と題して冷凍空調分野における各種

べての行事が大変好評でした。
1 ．8 月 4 日
（木）にヒートポンプ・蓄熱センターに

システムのシミュレーション方法を中心に講習
会を実施する予定です。この講習会は 2010 年

おいて「熱を体験してみよう」と題してジュニ
ア向け行事を実施しました。小学生 5 名、保護
者 4 名が参加しました。
2 ．9 月 12 日
（月）の年次大会において「産業用途

にはじめて実施し、大変に好評であった講習会
を引き継いでおりますが、吸収、吸着、デシカ
ントシステムを中心とする予定です。
2 ．前年度好評であったジュニア向け行事 「熱を体

に向けたヒートポンプ利用」と題したワーク

験してみよう」を本年度も7 月に実施の予定です。
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3 ．9 月に北海道で勇払ガス田（苫小牧市）におけ
る見学会を計画中です。

研究会の紹介と活動報告
先進サステイナブル都市 WG の
活動報告と計画

より住みやすい都市空間創出など、これからの都市の
あり方に対して機械工学が主体的に取り組む対象を明

慶應義塾大学

らかにし、環境工学部門だけでなく、他部門とも協働
できる枠組みとして、日本機械学会の学術分野の新規
開拓に貢献することにも期待しています。

このワーキンググループ（WG）は、2009 年に開催
し た International Workshop on Environment and

2011 年度は、3 月 11 日に東日本大震災があり、そ
の復興を願う声に応えたいとの背景から、6 月 30 日
と 7 月 1 日に東京で開催した第 21 回環境工学総合シ

委員長：佐藤 春樹

Engineering（環境と技術に関する国際ワークショッ
プ）のテーマである Advanced Sustainable Cities（先
進サステイナブル都市）を引き継いだ形で、西村正治
初代委員長のもとに組織されました。持続可能な環境
共生社会を実現するため、その技術面において環境工
学部門が先導的な役割を果たすことを目的にして、4
つの技術委員会委員が協働する場として設けられまし
た。また、部門活動自己評価書にあるように、自然環
境および都市の環境保全、より快適な都市環境創造、

ンポジウムにおいて、4 つの技術委員会から 4 枚の復
興ビジョンあるいは復興に役立つ技術をポスターとし
て掲示し、「東日本大震災復興に向けたワークショッ
プ」を企画致しました。引き続き 2012 年度も、7 月 4
日から 6 日に東北大学片平キャンパスで開催予定の第
22 回環境工学総合シンポジウムにおいて、震災に関
連したフォーラムを企画しています。皆様のご参加を
お願い申し上げます。

NEE 研究会と私の研究
近藤 明

究・開発しています。現在、琵琶湖・淀川流域を対象
に、これらのモデルの統合化を目指して研究を進めて
います。研究事例として、硫酸塩の月平均濃度、年間
降水量、1988 年と 2007 年の底質鉛濃度（右から）の
計算結果を示します。ここで示した研究のメソγス

NEE研究会は、環境数理工学（Numerical Environmental

ケール（ 2 ～ 20km）は、機械工学環境分野の発生源対

Engineering）の略称で 10 数年間に渡って研究会を実
施してきています。今回は研究室の研究紹介をさせて
頂きます。研究室では、いくつかの環境動態モデル、
気象・大気質モデル、河川水文・水質モデル、湖沼水
文・水質モデル、運命予測モデルを長年にわたって研

策の研究に比べてかなり大きなスケールです。環境動
態モデルは機械工学の基礎科目である流体力学、熱力
学、輸送現象論に基礎をおいています。基礎学問は共
有しているので、環境動態モデルと機械工学環境分野
を繋ぐ研究を発展させることが必要と考えています。

NEE 研究会主査

大阪大学大学院工学研究科

教授

nmol/L

0.000 ‑ 0.001
0.002 ‑ 0.010
0.011 ‑ 0.100
0.101 ‑ 0.500
0.501 ‑ 1.000
1.001 ‑ 2.500
2.501 ‑ 5.000
5.001 ‑ 10.000
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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
主査

動を行っています。
平成 23 年度には第 4 技術委員会が 11 月 15 日～ 16

秋澤 淳

東京農工大学

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

「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

日に企画した株式会社日田ウッドパワーによる木質バ
イオマス発電所および九州電力八丁原地熱発電所の見
学に合流することによって研究会を開催しました。
平成 24 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す。

開催し、「軽量化と高音質化の追求（吸遮音材の音響

川島 豪

連成振動と性能）」と題した田中先生のご講演および
研究室見学をさせていただきました。参加型討論会で
は、7 月に開催する環境工学総合シンポジウムにおけ

2011 年度は、宿泊つき研究会と日帰りの研究会を
それぞれ 1 回開催しました。

る特別企画での提案を目指して、災害への準備、避難
誘導、避難場所における生活環境の向上などについて
音を中心に話し合いました。
宿泊付きの研究会でも宿泊は自由です。参加ご希望

宿泊付研究会は、石原先生のご尽力により 10 月に
徳島大学で開催し、
「現場で経験する振動・騒音問題」
と題した石原先生のご講演および研究室見学をさせて
いただきました。また、参加型討論会は「防災におけ
る音の役割」と題し、震災復興に音・振動分野でどの
ような貢献ができるかを討論しました。
2 回目は田中先生のご尽力により 2 月に成蹊大学で

の 方 は 川 島（kawashima@eng.kanagawa-it.ac.jp） ま
でご連絡下さい。皆様のご参加をお待ちしておりま
す。
また、非公認ではありますが、若手のざっくばらん
な会も催しております。参加ご希望の方は若手代表の
江波戸幹事（akihiko.enamito@toshiba.co.jp）までご
連絡ください。

主査

神奈川工科大学

◆

トピックス

東北新幹線 E5 系「はやぶさ」の騒音低減技術

◆

栗田 健

東日本旅客鉄道株式会社 JR 東日本研究開発センター 先端鉄道システム開発センター

1．はじめに

（パンタグラフの空力音など架線・パンタグラフ系か

JR 東日本では 360km/h を目標速度として新幹線の
高速化に取り組んでいる。高速化の大きな課題の一つ
は沿線騒音の抑制である。全体騒音に対して寄与の大
きい集電系および車両下部音の低減対策を中心に開発

ら発生する音）、先頭部空力音、車両上部空力音（車
両連結部の空力音など）、車両下部音（転動音、台車
周りの空力音など）、構造物音（高架構造物からの振
動放射音）に分類することができる（図 1 ）
。従来の

を進め、2005 年からは約 5 年間にわたって新幹線高速
試験電車 FASTECH360 による走行試験を行い、一定

営業車両 E2 系が 275km/h から 360km/h に速度向上
した場合には、全体騒音が 6dB 以上増加し、音源別

の成果を得ることができた。これらの開発成果は 2011
年 3 月に東北新幹線にデビューした新型車両 E5 系に
反映されている。本稿ではその概要について紹介する。

にみると、集電系音、車両下部音の順に寄与が大きい
（後述の図 5（a）参照）。FASTECH360S（新幹線専用
車）では、次章に述べるとおり、集電系音と車両下部
音の低減対策をメインとした車両対策を開発し、走行

2．新幹線の音源と音源別寄与度
新幹線走行時の騒音源は、その発生源別に集電系音

試験を行った。
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Aerodynamic noise from upper part of cars

Pantograph noise

Aerodynamic noise from train nose
Concrete-bridge noise

Noise from lower part of cars

(a)
図1

新幹線の騒音源

側スカート
(b) 床下フサギ板
図 4 車両下部吸音パネル

3．FASTECH360S の騒音低減対策の概要

4．FASTECH360S の騒音性能
走行試験の結果、FASTECH360S（360km/h）の騒

（1） 集電系音対策
2 種類の低騒音パンタグラフを開発し（図 2 ）
、集電
系音の沿線への伝播経路対策としてパンタグラフ遮音

音は E2 系（360km/h）と比較して（図 5 ）、全体騒音
では 5dB 程度低減できた。音源別にみると、集電系
音は 7dB 程度、車両下部音は 1dB 程度低減できたと

板を併用している。またパンタグラフは 1 編成あたり
2 基搭載しているが、そのうち 1 基を折りたたんで遮
音板の遮音効果を最大限に利用している。これにより、

推定している。

(a)

PS9037
図2

(b)
低騒音パンタグラフ

PS9038

5

6.5dB

0
‑5
‑10
‑1

0

1

2

Relative A-weighted sound pressure level
(slow) [dB] (diﬀerence in level from
overall level of E2-1000 at 275 km/h)

Relative A-weighted sound pressure level
(slow) [dB] (diﬀerence in level from
overall level of E2-1000 at 275 km/h)

1 編成 1 パンタグラフで集電することになることから、
離線によるスパーク音発生を抑えるために、架線への
追従性能の良い多分割すり板を開発した（図 3 ）。

Overall noise
Aerodynamic noise from train nose
Noise from lower part of cars
Aerodynamic noise from upper part of cars
Pantograph noise
Concrete-bridge noise

3

5
0
‑5
‑10
‑1

0

1

2

3

Time [s]

Time [s]

(a) E2-1000, 360 km/h

(b) FASTECH360S, 360 km/h

図5

FASTECH360S の騒音性能（360km/h）

Contact strip
Spring
Auxiliary
contact strips

main contact strips
(10 pieces)

図3

Low-noise pantograph

Pantograph-noise insulation plate

Auxiliary
contact strips

多分割すり板

（2） 車両下部音対策
床下機器下面高さまでの台車側面カバーを装備し、
さらに車両・防音壁間の多重反射過程において下部音
を低減させるために、台車側面カバーを含めた車体側

Circumferential diaphragm

Bogie side cover

図6

Sound-absorbing panel

E5 系の騒音低減技術

スカートおよび床下フサギ板などの車両下部に吸音パ
ネルを適用した（図 4 ）。
（3） その他の音源対策

5．E5 系の騒音低減技術
一連の開発結果およびコストと効果のバランスから

先頭部空力音対策としては台車側面カバー、乗務員
ドア手すり部の平滑化、スノープラウカバーなどを、
車両上部空力音対策としては車両連結部に全周平滑ホ

E5 系の最高速度は 320km/h に決定し、車外騒音対策
と し て は、 多 分 割 す り 板 付 低 騒 音 パ ン タ グ ラ フ
（PS9037 ベース）
（ 1 パンタグラフ走行）、パンタグラ

ロを使用し、その他の側引戸、窓などについても車体
外板と平滑になるようにしている。

フ遮音板、車両下部吸音パネル（台車側面カバーを含
む側スカート部のみ）、全周平滑ホロなどが採用され
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ている。E5 系は 2011 年 3 月より東北新幹線において
最高速度 300km/h の運転を行っており、2012 年度末
には国内最高となる 320km/h 運転を開始する予定で
ある。

◆

トピックス
◆

参考文献
Takeshi KURITA, Development of External-Noise
Reduction Technologies for Shinkansen High-Speed
Trains, Journal of Environment and Engineering, Vol. 6,
No. 4, (2011), pp. 805-819.

放射能汚染への対応
関東環境技術センターでの活動
大上 政視

中外テクノス株式会社 環境事業本部 技術部

1．はじめに
平成 23 年 3 月 11 日の東北地方太平洋沖地震に伴っ

体への影響です。
したがって、受け入れを検討する自治体等は、廃棄

て発生した災害廃棄物であるガレキ類の量は、東北３
県で約 2,247 万トンと言われています。しかし、震災
から１年が経過した現在においても、約５％程度しか
処理できていません。その量から判断して東北３県で
は処理できないことから、国を挙げて広域的な処理を
推進しているところです。しかしながら、多くの自治
体では住民感情から受け入れが困難となっているのが
現状です。

物及び処理施設での排ガスや排水等の測定結果、処理・
処分の方法、人体への影響等を正確に情報発信し、地
域住民の方々に安心感を持って頂くことが重要となり
ます。

2．進まぬガレキの処理
なぜ、住民から懸念の声が上がるのか？
これは、原子力発電所の事故により放射性物質が放
出され、周辺環境を汚染したことに起因します。国は
人体への影響をふまえた基準を定め、これを下回る廃
棄物は処理が出来るようにしていますが、国民の多く
が不安を払拭できず受け入れ反対となっているのが現

4．放射性物質を測る
関東環境技術センターでは、シンチレーションサーベ
イメーターおよびゲルマニウム半導体検出器を導入し、
福島県並びにその周辺地域の空間線量率や食品および
環境試料等の放射能を測定、モニタリングしています。
①ベクレル（Bq）で測る。（放射線を出す能力単位）
災害廃棄物であるガレキ類や脱水汚泥、土壌、地下
水、処理排水等の放射性物質濃度は、検査用の試料を
粉砕機で前処理を行った後に、放射能レベルに応じた
量を専用の容器に入れてゲルマニウム半導体検出器で
測定します。

状です。

図2
図1

災害廃棄物の現状（環境省資料より）

ゲルマニウム半導体検出器

また、廃棄物焼却施設排ガスは、煙道内にシリカ製
円筒ろ紙等を装填したホルダーを挿入してばいじんを

3．放射能のモニタリング
受け入れ側の周辺住民にとって必要な情報は、持ち

捕集するとともに、後部に設置した蒸留水でろ紙を通
過した物質を捕集します。これらを個別にゲルマニウ

込まれる廃棄物と処理過程での放射性物質の拡散と人

ム半導体検出器で測定します。
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た、輸出の際、製品が汚染していないかの確認や到着
した分析試料の一次検査としても測定しています。
＊ 測定にあたっての注意点
・機器が安定してから測定する。
・機器を汚染させないよう養生する。
・障害物等周辺に注意する。

図3

排ガスの測定

さらに、破砕施設等による周辺環境での放射性物質
濃度を測定するには、敷地境界においてハイボリウム
エアサンプラーで粉じんを採取し、ゲルマニウム半導
体検出器で測定します。
＊ 放射能の分析は物質濃度ではありません。環境測
定のようにセシウムの濃度を測定しても検出でき
ません。
分析にあたっての注意点

＊

・試料は容器に密に詰める。
・常に校正された機器を使用する。

図4

粉じん測定

②シーベルト（Sv）で測る。
（放射線を受けたときの影響を表す単位）
震災廃棄物を受け入れた処理施設の作業場や、周辺
環境にどの程度の放射線が飛んでいるかを測ります。
県などが汚染マップとして公表しているものです。ま

◆

トピックス

図5

空間線量率測定

5．最後に
ガレキ類の処理・処分については、地域住民の理解
や安心なくしては進みません。測定、モニタリングを
行い、正確な値を迅速に公表していくことが信頼に向
けた合意を得ることに繋がります。
関東環境技術センターでは長年培ってきた「はかる」
技術をベースに、短時間で正確な測定結果を提供して
います。また、広範囲にわたる測定や試料採取の経験
を基に地図上で測定値を表示することができる GPS
搭載ポータブル放射線モニタリングシステムを開発し
ました。
未曾有の災害に対し、皆で助けあって一刻も早い復
旧を願うとともに微力ながらお役に立ちたいと考えて
います。
参考資料：

環境省

災害廃棄物の広域処理に関するチラシ
廃棄物関係ガイドライン
放射性物質の環境汚染について

ソーラークーリングシステムの概要と実証試験結果

◆

岡 雅博

東京ガス株式会社 都市エネルギー事業部 空調・業務用機器部

1．はじめに
2010 年 6 月に策定されたエネルギー基本計画にお

供給安定性の面で課題はあるものの、環境負荷が小さ
く、多くが国内で調達可能なエネルギーであり、エネ

いては、再生可能エネルギーは、現時点ではコストや

ルギー源の多様化や新たな市場・雇用機会の創出と
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いった効果も期待できることから、積極的な利用拡大
を図る方針となっている。世界的にも、再生可能エネ
ルギーは 2020 年に必要とされる CO2 削減量 3.8Gt の
うち約 20％、2030 年に必要とされる削減量 13.8Gt の
うち約 23％とされており、省エネ対策の次に削減可
能量の大きい対策として対応が求められるエネルギー
システムとされている。この中でも太陽熱利用は、技
術的に利用可能な資源量が大きい太陽エネルギーを高
い捕集効率で得ることが可能なため、その利用拡大が
強く望まれるエネルギー利用形態のひとつに位置づけ
られる。また、業務用分野でのエネルギー消費に着目
すると、その約 30％を占める空調用途のエネルギー
削減は急務とされている。
このような背景の中、当社は自社ビルでのデモプラ
ント実証試験を通してソーラークーリングシステムの
開発を行った。本稿では、その概要と実証試験につい
て報告する。
2．ソーラークーリングシステムの概要
ソーラークーリングシステムの基本フローを図 1 に
示す。本システムの主な構成要素は、太陽熱集熱器（以
下「集熱器」
）
、ソーラー吸収冷温水機、暖房熱交換器
となっている。本システムにおいては、80℃以上の温
水が必要になる条件が発生するため、高温条件でも高
い集熱効率を有する真空ガラス管形集熱器を採用して
いる。冷房時には集熱器からの 50 ～ 90℃の温水を吸
収冷温水機に投入して冷熱に変換し、暖房時には集熱
器からの 50 ～ 60℃の温水を暖房熱交換器を介して温
熱として利用する。太陽熱を冷熱に変換する熱源機と
しては、太陽熱利用のために専用設計されたソーラー
吸収冷温水機が吸収式メーカ数社から既に商品化され
ている。本機器は、従来の排熱利用機器と比較して、
より低い温度で太陽熱を利用できる機能や太陽熱が不
足した場合にガスで高効率にバックアップする機能を
有している。これらの構成機器により、年間を通して
の太陽熱利用が可能となり、業務用空調システムの省
エネルギー性向上や CO2 削減に大きく貢献する。

3．導入事例及び実証試験結果
自社ビルである中原ビルにソーラークーリングシス
テムのデモプラントを構築し、2009 年度より実証試
験を開始した。以下にデモプラントの概要を示す。
（1） 建物概要
建物概要を表 1 に示す。
表1
所在地

神奈川県川崎市中原区

建物構造

鉄筋コンクリート

延床面積

約 3,900m2

建物用途

事務所・ショールーム

建物竣工年

1966 年

デモプラント稼動時期

2009 年 9 月

（2） 主要構成機器およびシステムフロー
中原ビルに構築したソーラークーリングシステムの
主要構成機器を表 2 に示す。
2009 年度は国内外 3 社の真空ガラス管形集熱器を
採用し、その集熱性能等の評価を行った。英国製（A
社）、日本製（B 社）、独国製（C 社）の集熱器を合計
185m2（総面積基準）設置し、各系統は熱交換器を介
してソーラー吸収冷温水機（開発試作機）および暖房
熱交換器で熱利用するフローとなっている。2010 年
度については、集熱器および施工費の低コスト化を目
的として、集熱器の入れ替え（中国製）および設置傾
斜角度の変更を行った後、システム稼動データを評価
した。（集熱面積 204m2）2010 年度におけるデモプラ
ント外観およびシステムフローを図 2、図 3 にそれぞ
れ示す。
表2

主要構成機器

2009 年度
集熱器

真空ガラス管形集熱器

総面積

総面積

185m2

ピーク時集熱量
ソーラー

2010 年度

真空ガラス管形集熱器

204m2

100kW ピーク時集熱量

108kW

同左

開発試作機

吸収冷温水機 冷房能力

422kW

暖房能力
暖房熱交換器 100kW 相当

太陽熱集熱器

建物概要

同左

暖房熱交換器
建物空調負荷

冷温水

空調利用

太陽熱温水
ソーラー吸収冷温水機

図1

ソーラークーリングシステムの基本フロー
図2

デモプラント外観
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ソーラー吸収冷温水機
（開発試作機）

暖房熱交換器

集熱器
24枚
56m2

集熱器
32枚
109m2

集熱器
8枚
39m2



図4
図3

デモプラントシステムフロー（2010 年度）

（3） 実証試験結果
年間を通しての冷暖房合計の一次エネルギー消費量
および CO2 排出量の削減効果の評価結果を表 3 に示す。
2010 年度については、猛暑、厳冬の影響で空調に
必要なエネルギー量が増加したため、多少試算値より
実績値が下回ったがほぼ計画通りの結果が得られた。
また、2010 年度における年間の集熱効率の推移を
図 4 に示す。2010 年度における平均集熱効率は 39.8%
となった。
表3

年間稼働評価結果

一次エネルギー削減率

CO2 削減率

試算値

実績値

試算値

実績値

2009 年度

20.0%

22.0%

18.0%

19.0%

2010 年度

21.7%

19.7%

18.1%

16.0%

日射量、集熱量、集熱効率の推移

4．おわりに
ソーラークーリングシステムのデモプラントを構築
し、実証試験を行った結果、適正な設計、施工、運用
を行うことにより、省エネルギー性の向上および CO2
削減に寄与することが定量的に確認できた。
今後、システムの普及拡大には機器費・施工費のコ
ストダウンが重要となってくることから、引き続きシ
ステムのコストダウンを推進していく予定である。
参考文献
1） World Energy Outlook 2009：IEA
2） 本間立：“東京ガスのソーラークーリングシステム”、
太陽熱利用空調 ･ 給湯システム、日本工業出版
3） 梶山啓輔他：“業務用太陽熱空調システムの開発と実
証”、日本冷凍空調学会年次大会講演論文集、（2011.9）
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