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模の問題へと拡大してきました。我が国では、1890 年
頃の足尾鉱毒事件、1910 年頃のイタイイタイ病などが
「事件」として発生していました。それが、1956 年の

はじめに
このたび 2017 年度の環境工学部門の部門長を拝命
いたしました早稲田大学基幹理工学部の齋藤です。ど
うぞよろしくお願い申し上げます。大学を卒業してか
ら四半世紀にわたってヒートポンプ技術を中心として
そのダイナミクスの究明と最適設計・制御に関する研
究を進めてきました。
私が研究を開始した当時、ヒートポンプ技術は住環
境の快適性を向上させる空調技術として急速に普及し
ている状況でした。その後、地球温暖化問題の顕在化
に伴い、わずかな電力で空気熱や未利用エネルギーの
有効利用を可能とする画期的な省エネルギー、環境対
応技術として、世界的に認知されるようになりました。

水俣病あたりから地域、国レベルの「公害問題」とな
りました。レイチェルカーソンが「沈黙の春」を発表
し、公害問題への警鐘を鳴らしたのは 1962 年でした。
1972 年にはローマクラブが「成長の限界」を発表し、
1987 年にはオゾン層破壊物質に関するモントリオール
議定書採択、1992 年にリオデジャネイロで開催された
地球サミットでの気候変動枠組み条約採択で、環境問
題は地球規模で解決すべき課題との認識されはじめま
した。2007 年に開催された IPCC（気候変動に関する
政府間パネル）と「不都合な真実」のアル・ゴア米元
副大統領のノーベル平和賞受賞を契機に、環境問題は
人類共通の課題として認識されるにいたりました。
我が国においても公害問題、環境問題に関する法律
の整備が進められてきました。1949 年の東京都工場
公害防止条例制定を嚆矢とし、1952 年の島根県と山

化石燃料燃焼由来の二酸化炭素排出量が非常に少な
い素晴らしい技術ですが、その一方で動作流体である

陽パルプ・大和紡績との公害防止協定締結などを経て、
1967 年には公害対策基本法を公布、1993 年には地球

冷媒として多用されるフロンの地球温暖化効果が大き
な問題となっています。地球温暖化係数が低い冷媒の
開発や選定も進み、間もなくこの問題も解決されるこ
とと思われますが、オゾン破壊係数、エネルギー効率、
コスト、安全性など様々な要素が複雑に絡み合い、環

規模の環境問題の国際協力に適応するため環境基本法
が制定され、今日にいたっています。
環 境に関する法 体系としては、① 有害 物資規制、
②廃棄物規制、③エネルギー規制に大別されます。有
害物質規制としては大気汚染防止法、水質汚濁防止法、
PRTR 法（特定化学物質）など、廃棄物規制としては

境にとって何が最適かを見極めるのが難しい時代とな
りました。このような時代において、環境工学の役割
がますます重要となっていることは、科学者であれば
誰もが認識していることかと思います。では、環境工
学に求められているのは何でしょうか？
「公害問題」から「環境問題」へ
環境問題は「事件」から「公害」へ 、「公害」から「環
境」へと、限られた地域の問題から国を越え、地球規

廃棄物処理法、家電リサイクル法、フロン類回収破壊法
など、エネルギー規制には省エネルギー法、地球温暖
化対策推進法、エネルギー政策基本法などがあります。
2016 年 5 月 13 日の閣議決定において、我が国は
COP21 パリ協定や 2015 年 7 月に国連に提出した「日
本の約束草案」を踏まえた「地球温暖化対策計画」を
策定し、2030 年度には 2013 年度比で 26％削減すると
の中期目標とともに、長期的目標として 2050 年までに
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80％の温室効果ガスの排出削減を目指す非常に厳しい
数値目標を設定しました。このように法体系の整備が

地域、国家などあらゆるレベルで利害の衝突がみられ、
極めて複雑な様相を呈しています。

着実に進み、今後の方向性も明確化されつつあります。
環境ジレンマ

環境工学として何をすべきなのか ?
このように環境問題が地球規模での課題となった今

このようにルールの整備は進んでいる一方、環境問
題に対し具体的に何をすれば良いか、との問いに答え
るのは簡単ではありません。

日、利害を乗り越え世界各国が一致団結して課題解決
に取り組まなくてはなりません。幸いにして、モント
リオール議定書（オゾン層保護）、パリ協定（地球温

先ほどフロン問題に触れましたが、当初フロンは無
害で究極の冷媒として開発されました。ところが、オ
ゾン層を破壊することが判明し、忽ち環境破壊の主要

暖化防止）、バーゼル条約（有害廃棄物越境移動規制）
などの地域・国家間の取組が着実に進展しています。
このような取組を支えているのは科学的な裏付けに

因の一つとされるようになりました。この問題に対処
すべくオゾン層破壊係数ゼロの代替フロンが開発され
ましたが、地球温暖化物質との指摘に新たなる冷媒の
開発を余儀なくされました。

基づいた知見であり、多くの環境工学の研究者が貢献
しています。これからも時代とともに環境問題の最重
点課題は移り変わっていくでしょうが、問題の本質を
解明し、対応策の科学的根拠を明らかにし、何をすべ

オゾン層を破壊することなく、地球温暖化にも影響
を与えない冷媒の探索は今も続いています。ある時点

きかについての指針を明確にすれば、地球規模の取組
に向けた合意が可能となります。

において最善の結果を得られたとしても、新しい知見
により負の要素が判明する、ということは今後もあり
うると考えておく必要があるでしょう。
人類の最大の関心事である経済活動と環境保全活動
とはトレードオフの関係にあり、いきすぎた環境保全
活動は企業活動のコストを押し上げ、逆に環境保全活
動を萎縮させてしまうことすらあります。先進国にお
いては国民の意識も高く、様々な環境対策も進み、政
策誘導もあり環境保全活動がむしろ経済活動に有利に
働くとみなされるようになりつつあります。
一方、発展途上国においては環境保全活動が経済活
動の足枷になるのを嫌い、先進国からの押し付けだと
して軋轢を生じており、新たなる南北問題とも言うべ
き状況を生じています。
先進国の間でも、すこしでも自国に有利に進めよう

そのためには、私利私欲のない中立的な立場から、
真に何が環境に良いのかを見いだす取り組みが必要で
す。うわべだけの知識の寄せ集めではなく、機械工学
をベースにアカデミックな立場で本質的な科学的事象
に切り込むことが可能な日本機械学会の環境工学部門
こそ、環境問題への対処の中心的な役割を果たすべき
最も重要な組織です。環境問題への対処のために環境
工学がなすべきことは明らかだと確信しています。

との主導権争いが生じており、環境問題は国家間の政
治問題として一人歩きをはじめ、また、アクティビス
トと呼ばれる一部団体による科学的裏付けのない主張
もあり、もはや純粋な科学的知見だけで解決できる問

多岐にわたる環境問題を環境工学という切り口でく
くり活動していくのは、難しいことではありますが、
環境問題解決のために環境工学部門では様々な活動を
進めています。公平公正で本質を突いた情報を皆様に

題ではなくなったと言っても過言ではありません。
環境問題には利便性・快適性との対立もあります。
車、パソコン、空調機器などの普及によって我々の生

提供する機会として多くの行事も実施しております。
是非とも部門の活動、各種行事に積極的にご参加いた
だければと思います。

活における利便性、快適性は大きく向上しました。し
かし、当然のことですがこれらの機器の駆動にはエネ
ルギーが必要で、普及とともにより多くの二酸化炭素

部門にとって最大の行事の一つが環境工学総合シン
ポジウムですが、本年は浜松での開催となります。会
場は浜松駅に直結している浜松アクトシティーで、ア

を排出することになります。
一方で、産業廃棄物の処分場を巡って行政と住民の
間でしばしば係争が生じているように、利便性、快適

クセスは抜群です。また浜松は、多くの産業が生まれ
た産業都市であるだけでなく、本年からスタートした
大河ドラマの井伊直虎ゆかりの地でもあります。そこ

性を享受しておきながら、マイナス面の負担は嫌がる、
いわゆる NIMBY（Not in my back yard）現象もしば
しば見受けられます。このように環境問題は人類の存

で、最先端の環境技術の紹介に加え、井伊直虎が眠る
井伊家菩提寺、龍潭寺の見学会を企画しております。
是非ともご参加いただければと思います。

続のためには避けられない問題でありながら、個人、
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おわりに
環境工学部門は、振動・騒音問題を担当する第一技
術委員会、資源循環・廃棄物処理技術を担当する第二
技術委員会、大気・水環境保全技術を担当する第三技
術委員会、そして環境保全型エネルギー技術を担当す
る第四技術委員会に分かれて活動を行っています。

本年度も環境工学部門をよろしくお願いいたします。
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2016 年度環境工学部門の活動を振り返って

高野 靖

2016 年度 部門長
（株式会社日立製作所）

しました。夏休み期間には「手作りで音を楽しもう」、

1. はじめに
昨年は、8 月のリオデジャネイロオリンピックや 9

「熱を体験してみよう」という二つの子供向けのイベ
ントも開催しています。
このほか、全国各地にある普段は見ることができな

月のパラリンピックでの日本人の活躍がマスコミで大
きく取り上げられましたが、秋以降は次回の東京大会
の経費削減問題が大きな注目を集めました。日本の人

い全国各地の環境関連施設の見学会も実施していま
す。2016 年度は、豊島の不法投棄廃棄物の処分地及
び処理施設、富山市の廃棄物発電を利用した次世代園

口減少が続く中、将来のサスティナブル社会を実現す
るため、我々は何をレガシーとして残すべきかなどの
議論が、ますます重要となると思います。

芸施設、甲府市の米倉山太陽光発電所などを訪問しま
した。

近年、毎年のように“前例の無い”自然災害が発生
しています。また、我々人類の環境破壊による、気温
や降水量の変化などにより貴重な動植物の生息域が減
少していることも報告されています。深刻さを増す地
球環境問題の解決に向けた対応が必要なことは我々の
共通認識であると思います。しかし、英国や米国での
選挙に見られたように、問題の解決のために自分たち
の生活環境を犠牲にすることは、なかなか受け入れら
れません。改めて環境工学の最大の課題が、快適性を
維持・向上しつつ環境問題を解決できる技術を開発す
ることであることを再認識しました。

3. 2016 年度の表彰者の紹介
部門活動に貢献いただいた方々や、前年度の環境工
学総合シンポジウムですぐれた発表を行なわれた方々
に対し毎年表彰を実施しております。2016 年度は以下
の方々が受賞されました。（以下、敬称略）

2. 部門の活動
日本機械学会の環境工学部門では機械を取り巻く幅
広い環境問題の議論の場として、部門所属の 4 つの技
術委員会が集まる環境工学総合シンポジウムを毎年開
催しています。
2016 年度、金沢市で 6 月 29 日から 7 月 1 日まで開
催された 29 回目のシンポジウムには、2015 年に開業

【部門賞】
功 績 賞：佐藤 春樹（慶応義塾大学）
技術業績賞：坂東 茂（電力中央研究所）
【部門一般表彰】
研究奨励表彰：松尾 充（九州大学）
小林 太一（早稲田大学）
早川 幸男（岐阜大学）
宇田川 陽介（NTTファシリティーズ）
木下 拓真（大阪府立大学）
【若手優秀講演フェロー賞】
神山 秀人（東北大学）
また、機械学会技術賞を受賞した「高温ガス化直接

した北陸新幹線効果もあり、事前の講演申込数が 100
件となり都内で実施した昨年度より約 40 件増加しま

溶融炉の開発」などが評価され 2014 年度の環境工学
部門長を務めた JFE エンジニアリング㈱の鈴木康夫

した。JR 西日本白山総合車両所の見学会を含む参加
者も 200 名を超え約 50 名増加しています。さらに 9 月
に九州大学で開催された年次大会では流体工学部門と
機械力学・計測制御部門と合同の OS「流体関連の騒

氏に対し、機械学会フェローの資格が授与されました。

音と振動」にて 20 件の講演を幹事部門としてとりま
とめました。また、4 月の「第 50 回 空気調和・冷凍
連合講演会」
、5 月の「第 29 回環境工学連合講演会」

ます。環境工学部門も 2007 年をピークに減少が続いて
います。一人でも多くの方が、環境工学に興味をもっ
ていただけますよう、今後も努力してゆく所存です。

の二つの講演会を幹事学会の担当部門としてとりまと
めています。
講習会・講演会は、6 月と 10 月に「静粛設計のため

講演会、講習会、見学会などを企画してまいります
ので、環境工学部門の HP を随時ご確認ください。ま
た、企画に対してご意見、ご希望・ご提案などがあり

の防音・防振技術」
、「目からうろこ、話題の騒音対策
技術」
、12 月に「大気圧プラズマの産業応用」を実施

ましたら HP の“お問い合わせページ”より事務局ま
で連絡お願いいたします。

4. 最後に
多くの日本の学会で、会員の減少が問題となってい
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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
佐藤 春樹

慶應義塾大学理工学部
システムデザイン工学科

この度は誠にありがとうございます。人類は自分に
快適な環境を創造しても、自然にとっても良い環境を
創造することは容易でないようです。それでも 50 年
前の公害まっただ中の時代を思い浮かべるとき、今は
随分綺麗な水と空気を取り戻し、静かで清潔で、快適
で安心な環境を築いています。そんな時代に貢献した
環境工学委員会の最後の幹事と、部門としてさらにグ
ローバルでレジリエントな視点からの環境創造に応え
るべく最初の部門幹事を続けて務めさせて戴いた 4 年
間が最初の係わりです。

環境工学部門技術業績賞を
受賞して
坂東 茂

一般財団法人

電力中央研究所

この度は、環境工学部門技術業績賞を受賞すること
になり、まずは部門の皆様方をはじめ、関係各位に厚
く御礼申し上げます。今回、技術業績賞の対象となっ
たのは、デマンドレスポンス（DR）に関する一連の
研究であり、2 つの方向性の研究で構成しております。
1 つ目は国内外の DR の取り組み状況の動向調査や、

環境工学部門は、人と自然の両方に良い環境を実現
することを目標に平成元年（1989 年）に誕生致しまし
た。平成と共に歩んでいます。
2005 年に登別温泉で、専門の異なる技術委員会の皆
様と会食をしながら語り合う第 1 回環境工学サロンを
開催させて頂きました。原子力発電所の話題でホット
な会合でした。4 年目のサロンでは、
「調和」と「先進
サステイナブル都市」の概念について語り合い、先進
サステイナブル都市 WG が設置されました。お陰様で
部門長を仰せつかった 2009 年度には、その概念をベー
スに沖縄で環境工学総合シンポジウムを、横浜で国際
ワークショップ IWEE2009 を開催することができま
した。
自然環境と調和して持続できる循環型社会システム
を構築することが部門の使命と思っています。小さい
ながらも私の部門への功績を認めて頂いたことに深く
感謝します。至福の喜びです。

DR の電力系統上における費用便益分析といった、
DR の社会的な影響力を計測する研究であり、2 つ目
は DR により複雑化する料金体系に対応して需要家に
最適な設備運用を提案するツール開発です。
学生時代は熱流体工学をベースにして、研究室の中
で実験と数値計算に没頭していた私ですが、最近では
工場等のエネルギー管理部門の方へのインタビュー等、
研究所の外で人と接する研究をする機会が増え、以前
とは異なる面白さを感じる反面、計算や実験から遠ざ
かる感覚が寂しくもありました。今回の受賞は自分の
技術面の研究の足跡として大変うれしく、励みとして
さらに技術面も精進いたしたく存じます。皆様のご鞭
撻を今後ともよろしくお願い申し上げます。

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：林 秀千人
長崎大学

第 1 技術委員会では、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。大学の教員、企業
の研究者を中心に 24 名のメンバーにて、今年度は以
下の行事を開催しました。
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平成 29 年度もさらに充実した企画を検討し、活動
を推進してまいりますので、ぜひご参加ください。
（1）技術講習会
機械の設計・開発の技術者を対象に、6 月には、
「静粛設計のための防音・防振技術」を、10 月には、
「目からうろこ、話題の騒音対策技術」をテーマに
開催し、それぞれ 31 名、36 名の技術者に受講をい
ただきました。
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（2）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 ―

（3）「音・振動快適化技術と新しい評価法」研究会
討議テーマに対して自由に議論する討論形式の研

小学生に音や振動を身近に感じていただくため、
毎年夏休みに企業・大学と連携し、体験型イベント
を実施しています。

究会を年 2 回行っています。
12 月には神奈川工科大学にて「第 16 回 音・振動
快適化技術と新しい評価法」を、1 月には東京理科

7 月に関東（川崎）にて開催し、50 名の参加があ
りました。

大学にて「第 17 回 音・振動快適化技術と新しい評
価法」を行い、技術委員のレベルアップを図ってい
ます。

第 2 技術委員会の
活動報告と計画

委員長：松山 智哉
三機工業株式会社

第 2 技術委員会は廃棄物処理・資源循環技術分野の
技術者や学識者の約 20 名の委員にて構成されていま
す。今年度は、6 月に実施した環境工学総合シンポジ
ウムの運営の他に、3 回の技術委員会を実施いたしま
した。また、企画行事として 3 月、10 月、11 月と 3 回
の見学会を開催いたしました。
▶
「西秋川衛生組合 熱回収施設」見学会
開催日：2016 年 3 月 10 日（木） 参加者：16 名

きています。エネルギー回収の高効率化と環境負荷の
低減化、さらには災害時の防災拠点としての役割や強
靭な長期的な寿命を求められるようになってきました。
東日本大震災以降、日本のエネルギーシステムのあ
るべき姿が見直される一方で、本技術分野に求められ
るものも少しずつ変化しています。
第 2 技術委員会としては、環境工学部門の観点から、
社会インフラ全体としての循環型システムとして、こ
れまでの技術を振り返るとともに、今後の廃棄物処理
システム、資源循環システムのあるべき姿について引
き続き議論を深め、タイムリーな見学会や講習会を企
画していきたいと考えております。

▶
「豊島不法投棄廃棄物の処分地及び処理施設」見学会
開催日：2016 年 10 月 14 日（金） 参加者：20 名
▶
「㈱富山環境整備」見学会
開催日：2016 年 11 月 16 日（水） 参加者：12 名
本技術分野では、発電システムを付属したエネル
ギー回収や廃熱の有効利用、様々な公害物質の排出抑
制を含めた環境負荷の低減や、資源の積極的なリサイ
クルなどについて、議論しています。
近年では、ストーカ式焼却施設の低空気比燃焼制御
技術の進展やメタンガス化技術などの技術も浸透して

第 3 技術委員会の
活動報告と計画

委員長：江原 由泰
東京都市大学

㈱富山環境整備

次世代園芸施設視察

特に近年、大気圧プラズマ技術を適用した研究活動
が活発であります。自動車や船舶で使用されるディー
ゼルエンジン排気ガスの処理技術や、揮発性有機化合
物の除去、さらには病原性微生物殺滅法と医療応用な

第 3 技術委員会は大気・水環境保全技術に関する分
野を対象としています。
近年のグローバルな大気汚染や水質汚染、微生物汚

ど、その応用分野は多岐にわたっております。
今年度の活動としては、この大気圧プラズマ技術に
関する特別講演会を下記のように開催しました。

染・感染などの環境問題の顕在化や震災などにおける
緊急時の生活環境保全への対策が課題となっているこ
とから、当技術委員会の社会的な責務も高まりつつあ

大気圧プラズマの産業応用に関する特別講演会
開催日：2016 年 12 月 5 日（月）13 : 00 〜 17 : 15

ると感じております。

場所：日本機械学会会議室
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内容：4 名の講師が、以下のテーマで講演を行い
23 名の方々が参加されました。
1. 大気圧プラズマの産業応用に関する技術動向
PM 2.5 に関する世界各国の情勢や製品の実例を
俯瞰的にレビューし、解説しました。
2. 大気圧プラズマを用いた大気環境保全（NO, SO2 ,
N2O, H2 , Hg ）における応用技術
大気圧プラズマを用いてアンモニアを励起し、低
温で無触媒脱硝・脱硫を行う技術解説しました。

第 4 技術委員会の
活動報告と計画

委員長：佐々木 正信

東京電力エナジーパートナー株式会社

第 4 技術委員会は冷凍空調、新エネルギー等の環境・
エネルギー分野を広くカバーしております。
温室効果ガスを大幅に削減するためには、エネル
ギー供給側の低炭素電源導入拡大と需要側のエネル
ギー消費が大きい空調・給湯分野での高効率機器導入
拡大の２つの相乗効果を発揮することが必要であり、
双方にイノベーションが求められています。
さらに、昨年のモントリオール議定書締約国会合で
は温暖化対策として HFC の段階的削減義務等が採択
され、冷凍空調機器の低 GWP 冷媒活用の動きも加速
しています。
これらの背景の中、本委員会がカバーする技術分野
に関する活動は益々重要になりつつあります。
2016 年度は以下の行事を主催しました。また、2017
年度につきましても、親子向け行事や、見学会、講習

3. プラズマ複合排ガス処理技術の基礎と産業応用
プラズマ複合技術を用いた、エンジンとボイラの
燃焼排ガス処理について解説しました。
4. 大気圧プラズマによる病原性微生物殺滅法と医療応用
プラズマ殺菌技術を基盤とした治療法の最先端の
研究や実用化例を解説しました。
来年度につきましては、特別講演会ならびに見学会
を開催し、大気・水環境保全に関する情報発信に努め
たいと考えております。

会の開催を計画しております。
（1）夏休み親子向け行事「熱を体験してみよう」
8 月に東京都の（一財）ヒートポンプ・蓄熱セン
ターにおいて、「熱って何だろう（熱の性質の話）」、
「ヒートポンプを体験してみよう！」、「ものがかた
まるとき、なにがおこるの？」、「水飲み鳥（ハッ
ピーバード）の原理を知ろう」というテーマで小学
生を対象にした親子向け教室を開催しました。
（2）見学会「山梨県次世代エネルギーシステム」
1 月に山梨県の国内最大規模の米倉山太陽光発電
所および、雨水利用小水力発電設備、再エネ電力に
よる CO2 フリー水素製造設備を視察しました。
なお、米倉山では、政府のロードマップにおいて
2040 年頃とされる「CO2 フリー水素供給システム確
立」実現の大幅前倒しを目指した P 2 G（Power to
Gas）の NEDO 実証事業が始まっています。

研究会の紹介と活動報告
先進サステナブル都市ワーキンググループ
の活動報告と計画
主査：川島 豪
神奈川工科大学

環境工学部門は、
「騒音・振動評価・改善技術分野」、

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。このような見地から、安心・安全を
最優先に人の快適性を追求する先進的な技術により、
経済性も含めた持続可能な都市を提案する「先進サス
テナブル都市 WG」を立ち上げてきました。

「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
の技術委員会から成り立っています。

本年度は、昨年までの主査である秋澤先生（東京農
工大）のご尽力により、2016 年 6 月に開催された環境
工学シンポジウムにおいて、㈱日本設計・田島氏によ

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。

る「日本のスマートシティ動向─都市デザイン分野か
ら見たテクノロジーの可能性─」、㈱富山環境整備・
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高田氏による「次世代施設園芸：富山拠点の取組につ
いて」と題した特別講演を実施しました。スマートシ

しつつ、先進サステナブル都市に向けた環境工学部門
のロードマップを作成していくことになりました。

ティ構築のためのノウハウ、廃棄物処理と園芸の融合
などの有益なお話を聞くことができました。
この成果を一区切りとし、本年度より先進サステナ

現在、2050 年に向けてのロードマップを作成するた
め 30 年後の未来の姿をまとめています。
皆様の忌憚のないご意見を川島まで（kawashima@

ブル都市ワーキンググループと部門ロードマップ委員
会が合同で、学会のロードマップ委員会の動向を注視

eng.kanagawa-it.ac.jp）お寄せください。お待ちして
おります。

NEE 研究会の活動報告

「排熱回収による給湯省エネルギー対策」のタイトル
で、未利用エネルギーである下水熱回収に関する一般

主査：近藤 明
大阪大学大学院

2017 年 1 月 31 日にグランフロント大阪ナレッジ
キャピタルにおいて、第 20 回 NEE 研究会を開催した。
NEE とは、Numerical Environmental Engineering の
略称で、NEE 研究会は、環境分野の研究に数値計算を
用いている幅広い研究者が集えるような場所を提供す
ることを目的に、年 1 ～ 2 回開催している。
今回の研究会のキーワードは、ヒートアイランドと
した。神戸大学の竹林英樹様からは、
「街路スケール
における都市環境気候図作成のための気候解析」のタ
イトルで、道路方向と建物形状によって、樹木による
日射遮蔽効果が異なること、都市の風通しの良し悪し
はグロス建蔽率と関連性があることについて、講演を
いただいた。大阪市立大学の鍋島美奈子様からは、

的な説明と大阪市の下水熱ポテンシャルの賦存量につ
いて、講演をいただいた。奈良女子大学の吉田伸治様
からは、「指向性反射を考慮した放射・CFD 連成解析
による熱線再帰性反射フィルムの評価」のタイトルで、
再帰性反射フィルムの説明とその反射の幾何学過程を
扱える AND モデルと CFD の連成解析から、再帰性
反射フィルム使用の屋外熱環境改善効果について講演
をいただいた。今回の講演会の参加者は、23 名であっ
た。
NEE 研究会は、数値計算を研究に応用している研究
者のサロン的な役割を目的とし、環境という幅広い分
野の講演を企画しています。
日頃聞くことが出来ない研究について触れる機会を
得ることが出来ますので、多くの方の参加を歓迎いた
します。なお、今までの NEE 研究会の講演概要は、
下記 HP から見ることが出来ます。

［http://www.see.eng.osaka-u.ac.jp/seeea/seeea/NEE/index.html］

エネルギーシステム汎用数理モデル研究会
の活動報告

主査：齋藤 潔
早稲田大学

のか、どのような数値解法を適用しているのか不明な
点が多い。このため、一般化された数理モデルや解析
コードを本研究会で作成し、公開・共有できれば、合

近年スマート化、デマンドレスポンスなどのキー
ワードに代表されるようにエネルギーシステムの分野

理的に信頼性のある数値解析を実現できる。
本年度には、エネルギーシステム解析に必要となる
汎用解析ツールの構築を目指し、システムを構成する
要素内部の物理現象のモデル作りから、数値解析方法、

においては、システムの大規模、統合化が進められて
いる。このような状況では、実験的アプローチが困難

結果の表現方法まで含めて検討をしてきた。
今後は、発電システムの更新診断や建築系の空調計

なため、数理モデルを構築し、これを用いた合理的な
数値解析による検討が有効となる。
現状エネルギーシステムの数値解析は、各研究室や
企業が所有している解析コードを利用していることが

算方法、自作解析ソフトのメインテナンスの問題など、
各大学・企業・研究機関が有する課題を明確としてい
く必要もあり、来年度も引き続き研究会を開催し、文
献調査も含めて、エネルギーシステム解析の共有化に

多い。このため、どのような数理モデルを用いている

必要となる知見を共有する予定である。
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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
主査：川島 豪
神奈川工科大学

本年度第 1 回目の研究会は、神奈川工科大学で 12 月
に開催しました。
石濱先生（神奈川工科大学）の「タイヤの騒音」に
関する講演、西口先生（神奈川工科大学）の「ピアノ
の音響学」と題した講演を聴講し、原氏（日立製作所）
の「電圧型インバータの PWM 方式による分布巻永久
磁石同期モータの振動発生要因の検討」
、田部氏（日
立製作所）の「瞬時周波数分析による高圧燃料ポンプ
の音源分離」と題した話題提供をいただき、参加型討
論会を実施しました。
最後に先進技術研究所の西口研究室、KAIT 工房、
自動車工学棟を見学しました。

吸収・吸着を用いた環境制御技術の高度化
に関する研究会の活動報告

2 回目は、朝倉先生のご尽力により、東京理科大学
（野田キャンパス）で 1 月に開催しました。
朝倉先生の「波動理論に基づいた時間領域差分法に
よる振動音響解析」の講演と、長倉氏（鉄道総研）、
北川氏の「鉄道騒音に関する最近の研究動向」、久野
氏（九州大学大学院）の「集中系モデルを用いた音響
空間のモデル化と能動制御」、林先生（長崎大学）の
「遠心ファンの騒音源の探査」と題した 3 件の話題提
供を聴講し、活発な意見交換をしました。
研究会の最後には、意見交換会を設けて自由な雰囲
気で語れる場を提供するなど、非常に興味深い内容の
研究会です。
皆様の積極的なご参加をお待ちしております。参加
ご希望の方は、川島（kawashima@eng.kanagawa-it.
ac.jp）、もしくは江波戸幹事（akihiko.enamito@toshi
ba.co.jp）までご連絡ください。

本研究会は、吸収・吸着現象を利用した環境エネル
ギー技術について、分野横断的な情報共有、人材交流
を目的とした研究会であり、幅広い分野の研究者・技
術者をメンバーとして平成 26 年 10 月から活動してい
ます。
平成 28 年度は、12 月 2 日（金）〜 3 日（土）の 2 日間、
化学工学会エネルギー部会熱利用分科会との共催で、

本ワークショップは、両研究分野の若手研究者と学
生が分野の垣根を超えて交流することを主目的に、八
王子セミナーハウスにて合宿形式で実施しているワー
クショップです。
今回は、吸着冷凍操作（金沢大・汲田先生）、化学
蓄熱・ヒートポンプ（名古屋大・窪田先生）、吸収冷
凍機（早稲田大・井汲先生）に関する基礎から実践に
亘るご講演に加え、海外から、ナノ流体研究（インド
ネシア Sebelas Maret 大学・Wijayanta 准教授）、さ
らに異分野からの招待講演として、DNR、RNA を利
用したナノ構造設計（電気通信大・関先生）のご講演
をいただき、幅広い情報交換・人材交流を行いました。

「若手研究者のための熱利用・環境技術ワークショップ」
を開催しました。

大学関連だけでなく、産業界からもご参加をいただ
き、講演会後は、フランクな雰囲気で様々なディスカッ

機械工学と化学工学の分野では、吸収・吸着現象、
化学反応等を利用したエネルギー関連技術が一研究領
域を形成しています。

ションが交わされました。
研究会への参加に興味をお持ちの方は、宮崎（tmiya
zak@kyudai.jp）までご連絡ください。

手作りで音を楽しもう

来科学館で開催しました。

主査：宮崎 隆彦
九州大学

― 環境にやさしい夏休み親子向けイベント―
第 1 技術委員会

土肥 哲也

一般財団法人 小林理学研究所

第 1 技術委員会では、環境に関する身近なテーマで
ある音に興味をもっていただくことを目的として小学
生向けのイベントを行いました。この企画は毎年夏休
みに実施しているもので、今年度は川崎駅前の東芝未
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内容は、音の原理や仕組みの説明、工作、ゲームな
どで、身近な「音」の性質を楽しみながら知ってもら
う体験型イベントです。
今年度は 7 月 27 日
（水）
の午後に開催し、小学校 1 年
生〜 4 年生の親子 50 名にご参加いただきました。
1 時間目の「音の話」では、音ってなんだろう ? を
テーマに、音の高さや音の速さなどの音の性質を体感
してもらいました。
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3 時間目は、一方向にしか音が伝わらない超音波を
用いた指向性スピーカーや、共鳴パイプを使った楽器
演奏を体験してもらいました。
そして、最後の時間は、身のまわりの音の大きさを
ビンゴの数字に置き換えた音ビンゴゲームを実施しま
した。騒音計に向かって目標の音の大きさになるよう
に声を出す子供たちは真剣そのものでした。
2009 年度から始めた本イベントは、今回で 8 年目
を迎えました。環境・機械工学の普及と啓蒙の一助に
なったものと考え、今後も企業との連携体制のもと、
地域密着事業として発展継続させていきたいと考えて
2 時間目の「工作」では、アフリカの民族楽器であ
るボンゴラピアノを各自製作し、音が出る仕組みや音
程の調整の仕方を学ぶことで、自分で楽器を作る楽し
さを体験してもらいました。

見学会「豊島不法投棄廃棄物の処分地
及び処理施設」
第 2 技術委員会

富田 康弘

三井造船株式会社

2016 年 10 月 14 日
（金）
に香川県の豊島処分地、直島
環境センター中間処理施設の見学会を開催しました。
本施設は、戦後最大級の産業廃棄物不法投棄事件とし
て注目を浴びた豊島の廃棄物を処理するために建設さ
れました。
豊島廃棄物等処理事業は、
「共創」の理念のもと、積
極的な情報公開を行いながら、豊島の廃棄物等を直島
に輸送し、焼却・溶融方式によって処理するとともに、
その副成物の再生利用を行っています。
2003 年に処理を開始して以来、13 年が経過し、今年
度末までに豊島からの廃棄物等の搬出が完了する見込
みです。

います。
最後に、機械工学振興事業資金より助成を頂いたこ
と、また、ご協力頂いた東芝未来科学館、環境工学部
門所属（東芝、千代田化工、中央大学、山梨大学、東
海大学）関係者各位に感謝いたします。

処理に伴って発生する飛灰やスラグ等の副成物を再資
源化し有効利用するほか、プラント排水等を再利用す
るなど、完全循環型の施設となっています。
溶融設備には、炉体の回転により処理対象物を安定
的に供給し溶融する回転式表面溶融炉（100 トン / 日・
炉× 2 基）が採用されています。中間処理施設では、
施設内部に入り、スラグの流れる様子も確認すること
ができました。
本見学会を通じて、今後の循環資源のあり方や関係
者とのコミュニケーション手法を考える貴重な経験と
なりました。
最後に、本見学会の実施に際し、ご協力頂いたクボ
タ環境サービス ㈱ 様に、この場をお借りして深くお礼
をさせて頂きます。

はじめに訪れた豊島では、シュレッダーダストや汚
染土壌などの多様が不均一に混在する廃棄物等の焼却・
溶融処理を効率的に行うために、掘削・混合・運搬作
業等を行っています。
混合された廃棄物等は、直島の中間処理施設で処理
するために、豊島〜直島間を 1 日 2 往復して、1 日約
330 トンの廃棄物等を海上輸送しています。
当日は、廃棄物等の掘削現場、中間保管・梱包施設、
高度排水処理施設等を見学しました。
次に訪れた直島環境センター中間処理施設は、溶融
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大気プラズマの産業応用に関する
特別講演会
第 3 技術委員会

江原 由泰

東京都市大学

大気圧下で省エネルギーに形成できる大気圧低温プ
ラズマは、近年、環境対策、医療技術、表面処理 に
対する有力なツールとなってきています。
適用範囲は燃焼機器、エンジン、殺菌装置、空気清
浄機、成膜、表面処理など多岐にわたり、現在新興国

ら平易に解説しました。講師は 4 名で各 1 時間、以下
のテーマで講演しました。
1. 大気圧プラズマの産業応用に関する技術動向
2. 大気圧プラズマを用いた大気環境保全における
応用技術
3. プラズマ複合排ガス処理技術の基礎と産業応用
4. 大気圧プラズマによる病原性微生物殺滅法と医
療応用
参加者は 23 名で、所属は大学・研究機関が 13 名、

で問題となっている PM 2.5 除去のための有効な手段
でもあり、環境保全型機械の開発に関連して幅広く活
用されつつあります。

自動車 2 名、重機械 2 名、材料 2 名、船舶 1 名、空調
1 名、エネルギー 1 名、電機 1 名でありました。
参加者へのアンケート調査では、参加動機は現行の

第 3 技術委員会ではここ数年、この大気圧プラズマ
技術に関する特別講演会を開催し、好評を博しており
ます。

研究の参考や大気圧プラズマの将来性の把握などが多
く、参加のきっかけは、上司・先生・知人の紹介が大
部分を占め、Web ページが数人でした。

今年度も 12 月 5 日（月）に日本機械学会会議室にて
「大気プラズマの産業応用に関する特別講演会」を開
催しました。本講演会では、環境、医療、表面処理と
いう大気圧プラズマの三大産業応用分野を中心に、産
業界のニーズに対して講演者が直接携わった研究を主
要なトピックスとして取りあげ、幅広い応用を基礎か

満足度に関しては、概ね満足したが多く、今後の希
望行事では、プラズマによる水処理におけるラジカル
計測など、新規性、革新的な計測技術の講演会などが
多く記載されていました。このアンケート結果をもと
に、次回の講演会をより有意義な内容とするように致
したいと考えております。

夏休み親子向けイベント企画
「熱を体験してみよう」の開催

次世代を担う子供たちに機械や工学、エネルギーに
興味を持ってもらうために、2016 年 8 月 24 日
（水）に
夏休み向け親子イベント「熱を体験してみよう」を東
京都中央区にある（一財）ヒートポンプ・蓄熱センター

ついての実験を楽しみました。
普段の業務とは異なり、専門用語を使わずに説明す
ることは、教える側も学ぶことが多いですが、ご参加
いただいた子供たちの最後まで飽きることなく積極的
に手を動かし耳を傾ける姿勢や好奇心にも助けられ、
子供たちばかりでなく保護者の方々に熱の性質を理解
いただけました。
ご参加いただいた皆様からは、好評をいただいてお
り、今後は参加人数の拡大を図るために事前の周知方

で開催しました。
身近にあっても目に見えない「熱」の様々な性質を

法や運営方法を改善しつつ本イベントを継続していき
たいと考えております。

説明や体験キットにより知ってもらう体験型イベント
です。本イベントは 2011 年から開催しており、6 回目
の今回は、8 組 10 名の児童ならびに保護者の方が参加
しました。

最後に、ご協力頂いたヒートポンプ・蓄熱センター、
関係者各位に感謝致します。

第 4 技術委員会

内山 聖士

三機工業株式会社

イベントは、ヒートポンプ・蓄熱センターにて 14 時
15 分より行いました。
はじめに、一般的な熱の性質の説明を聞き、ヒート
ポンプ体験模型やヒートポンプ体験キットを使って、
空気の圧縮と膨張による空気の加熱と冷却の原理を体
験しました。
そのあとは熱で動くおもちゃのひとつである水飲み
鳥（通称ハッピーバード）の工作と動作の仕組みを通
じて蒸発熱を体験したり、エコカイロを使って物が固
まるときに発熱することを体験したりすることで熱に
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◆

トピックス

航空機機体騒音低減技術の飛行実証プロジェクト

◆

高石 武久

宇宙航空研究開発機構（JAXA） 航空技術部門

1. はじめに
2010 年に羽田空港の再国際化が始まって以来、2020

ことで、孔を通過する際に生成される後流の下流側に
設置された車軸付近に当たる流速が緩和され、この部

年のオリンピック開催に向けて航空機の発着回数の増
大が見込まれている。
空港周辺における航空機騒音の低減は世界各国にお

分から発生する空力音が低減することがわかった。
前縁側

ける共通の課題であり、ICAO（国際民間航空機関）
の騒音基準は、社会的要請に合わせて段階的に厳しく
なっている。ファンの大型化によりバイパス比を向上
させることでジェットエンジン騒音の低減が進む中、
これまで未対策だった高揚力装置や脚などから発生す
る機体騒音の占める割合が、相対的に高くなってきて
いる。約半世紀ぶりに国産旅客機の開発が進む中、宇
宙航空研究開発機構（以下、JAXA）では、2015 年 1
月に「機体騒音低減技術の飛行実証（FQUROH：フク
ロウ）プロジェクト」を立ち上げ、国内の航空機メー
カや脚メーカが参画した体制で、次世代の旅客機への
適用をめざした研究開発を進めている。
本稿では、JAXA 実験機「飛翔」を用いて実施した
飛行実証の概要について紹介する。
2. 低騒音化デバイスの設計
機体騒音は、フラップやスラットといった高揚力装
置や脚周りの空気の流れが乱れ、非定常な渦が放出さ
れることによって発生する。航空宇宙分野では 3 次元

Side-edge fairings

フラップ

前縁側

フラップ

後縁側

後縁側
Protruding rounded lower-edge

主翼

フラップ

流れ

現状

主翼

フラップ

流れ

低騒音化デバイス装着時
図1

フラップの低騒音化

低騒音化デバイス

CAD の導入が進んでいる背景もあり、本プロジェクト
における低騒音化の概念検討には、先進的な数値流体
解析技術を積極的に導入し、解析結果に基づいた形状
修正作業を繰り返し実施した。このようにして作られ
た低騒音化デバイスの候補を、3D プリンタを用いて
短期間で試作し、風洞試験を実施して騒音レベルの評
価を行うことで、最終的な形状を決定した。
図 1 は、フラップから発生する空力音の低騒音化の

流れ

様子を示している。現状では、フラップ側方端面での
剥離によって渦が放出され、空力音の発生源となって
いる。そこで、端面の下面側に丸い膨らみを持たせる
ことで剥離を抑えるとともに、可動部周りの凹凸に
フェアリングを取り付けることで、スムーズな流れを
作り出し、騒音を低減することができた。
図 2 は、主脚から発生する空力音の低騒音化の様子
を示している。多孔板の低騒音化デバイスを装着する

現状

流れ

低騒音化デバイス装着時
図2

主脚の低騒音化
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3. 実験機を用いた飛行実証
低騒音化デバイスの効果を実証するため、2016 年 9
〜10 月に石川県能登空港にて、飛行試験を実施した。
使用した JAXA 実験機「飛翔」は、全長 19.37m、全
幅 19.24 m、全高 6.08 m のセスナ社製ビジネスジェッ

エンジンナセル
（低騒音化の対象外）

トである。図 3 に示すように、空港の着陸帯に 35 m
×35 m の木製の設置台を仮設し、その直上 30 〜 60 m
の高さを実験機が通過する際の音を計測した。設置台
上には、直径 30 m の範囲に 13 本のアームを放射状に
配列し、各アームあたり 15 本、計 195 本のマイクロホ
ンを、中心からの距離が等比数列になるように配置す
ることで、マイクロホンアレイを構築した。マイクロ
ホンアレイは、音波が各マイクロホンに到達するまで
の時間差をもとに音源の位置を算出するが、マイクロ
ホンの配置と信号処理のアルゴリズムを工夫すること

主脚
フラップ

前脚
（低騒音化の対象外）
低騒音化デバイスなし

で、高分解能で信号雑音比の高い音源分布を得ること
ができるようになった。
図 4 は、低騒音化デバイスの装着前後での 1 kHz バ
ンドにおける音源分布を示したものである。装着前は、
両舷合わせて 6 枚に分割されているフラップの各側方
端部、左右の主脚、前脚、右舷のエンジンナセル付近
が強い音源になっていたが、フラップ側方端面と主脚
に、図 1、図 2 に示した低騒音化デバイスを装着する
ことによって、これらの部位から発生する音を低減す
ることに成功した。
4. 今後の展開
今回の飛行試験は、低騒音化設計や改造後の試験
飛行許可取得といったプロセスを確立することを重視し、
予備実証との位置付けで実施された。今回得られた知
見をもとに、さらに高い目標の低騒音化を狙った 2 回
目の飛行実証を、2017 年秋に予定している。また、プ
ロジェクトの後半には、国産旅客機 MRJ を用いた飛行
実証も計画されている。これらの活動を通じて培われる
技術が、空港騒音の低減と日本の航空機産業の国際
競争力強化につながるよう、推進していく予定である。
実験機

エンジンナセル
（低騒音化の対象外）

主脚
フラップ
前脚
（低騒音化の対象外）
低騒音化デバイスあり
図4

飛行試験における騒音源の比較
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図 3 飛行試験の様子
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◆

トピックス

飼料化バイオガスプロセス

◆

富田 康弘

三井造船株式会社

1. はじめに
当社では、食品残さを加熱乾燥し、家畜の飼料原料

3. 試験結果
（1）脱水機による食品残さの固液分離性能

としてリサイクルする食品残さ飼料化プラントを製品
化している。食品残さを飼料として活用することは、
資源循環という点においては大変意義がある。

食品残さ及びパッカー車ドレン排水を採取し、固
液分離機（スクリュープレス）に投入すると、投入
した食品残さに対して、固液分離後の固形物の水分

一方で、食品残さは含水率が高く、乾燥には多くの
エネルギーが必要となる。飼料化バイオガスプロセス
は、飼料化設備にバイオガス設備を付加し、食品残さ

は約 4％低下した。
（2）バイオガス発生量

の含水率を低減し、かつ、これまで未利用であった排
水中の有機物をメタン発酵するプロセスである。
以下に具体的な内容を紹介する。

固液分離後の分離液を原料としたメタン発酵試験
を行った。分離液中の VS 1 t 当たり、800 m3 N のバ
イオガスが発生した。また、このときバイオガス中
のメタンガス濃度は 65 vol ％であった。

2. 特徴
飼料化バイオガスプロセスの概略フローを図 1 に示
す。搬入された食品残さは、破砕後に固液分離し、固
形物だけを飼料化する。分離液は可溶化槽で凝縮水及
び、ドレン排水と混合し、バイオガスの原料としてメ
タン発酵槽に定量供給され、得られたバイオガスをガ
ス発電機により、電力と排熱回収による熱エネルギー
を得るプロセスである。
これにより、飼料化時の油温減圧式乾燥装置での蒸
発水分（= 凝縮水）量が減少し、蒸発のために必要で
あった燃料を削減できる。
また、凝縮水とパッカー車のドレン排水を

4. 従来技術との比較
（1）飼料化システム
飼料化プロセスにおいて、食品残さの受入量を
100 t /日と仮定した場合の物質収支を図 2 に示す。
飼料化プロセスでは、100 t の食品残さを受け入
れて処理した場合、食品残さに含まれている 77 t の
水は蒸発し、飼料として出荷されるのは 21 t 程度と
なる。

飼料化設備

可溶化槽に受入れバイオガスの原料とするこ
とで、有機物を無駄なく利活用できるととも

蒸発水分

に排水処理設備の負荷低減が可能となる。
発電により得られた電力は、固定価格買取
制度（FIT）を利用して売電し、また、得ら
れた熱エネルギーは、メタン発酵設備の加温
のほか、冬季の融雪エネルギーとしても有効
再利用可能である。
食品残さ

油温減圧式
乾燥装置

分離油

固形物

凝縮水
排水処理設備

ごみ収集車

固液分離機

排水

バイオガス設備
電気
バイオガス

可溶化槽
図1

製品
（飼料）

油分離装置

ボイラ

分離液
ドレン排水

コンデンサ

メタン発酵槽

ガス発電機

脱水機

熱
ろ液

脱水
汚泥

飼料化バイオガスプロセスの概略フロー
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食品残さ

飼料

100 t

21 t

5. 事業性の評価
（1）飼料の乾燥コスト
飼料化システム単独では、100 t の食品残さから
21 t の飼料を製造するのに、77 t の水を蒸発させる

夾雑物

5

必要があり、必要エネルギー量は 2.0×10 MJ /日で、
これは重油 5,000 L にも相当する。

1t
凝縮水

排水

77 t

78 t

一方、飼料化バイオガスプロセスでは、同じ 100 t
の食品残さに対して蒸発させる水の量は 40 t で済む
5
ため、必要エネルギー量は 1.0×10 MJ/日、重油使
用量 2,600 L となる。

ドレン排水
1t
図2

（2）メタン発酵槽の加熱コスト
メタン発酵槽を発酵に最適な温度である 37 ℃に

飼料化プロセスの物質収支

（2）飼料化バイオガスプロセス
同量の食品残さを飼料化バイオガスプロセスにて
処理した場合の物質収支を図 3 に示す。飼料化バイ
オガスプロセスを導入することで、飼料化時に蒸発
させる水分が 40 t と従来の約 52％まで減少する。ま
た、固液分離後の分離液及び、パッカー車ドレン排
水、飼料化設備で発生した凝縮水中に含まれる有機
物は、メタン発酵槽内で微生物の働きにより分解さ
れて 6,000 m3 N 程度のバイオガスに変換される。
また、飼料化バイオガスプロセスを導入すること
で、飼料化設備の処理量は 55 t となり、新規設置で
あれば、飼料化設備部分がコンパクト化でき、既設
の飼料化プラントへのバイオガス設備追加であれば、
既設飼料化設備の負荷が下がるため、余裕のある運
転が可能となる。

食品残さ

固形物

飼料

100 t

55 t

14 t

保つためには、原料である食品残さの分離液及びド
レン排水を加温する熱量と発酵槽からの放熱分を補
う熱量を加える必要がある。
このときに必要な熱量は、バイオガスの発電時に
同時に発生する温水を使って賄われる。このため、
バイオガス設備は、プロセス外から化石燃料等によ
り補完することなく、熱的に自立した設備となる。
（3）売電収入
プラント規模が食品残さ受入量 100 t /日のとき、
バイオガス設備があることで 1 日当たり 6,000 m3 N
程度のバイオガスが発生し、これを発電・売電する
ことで 1 日当たり約 50 万円程度の収入となる。
6. おわりに
飼料化バイオガスプロセスを導入することで、従来
の飼料化プロセスへの負担を削減するとともに、メタ
ン発酵設備から発生するバイオガスを用いて発電を行
い、固定価格買取制度（FIT）にて売電することで事
業性を向上させることができる。
本システムは、既に札幌飼料化リ
サイクルセンターに追加設備として

夾雑物
1t
8t

凝縮水
40 t
分離液
44 t

ドレン排水

バイオガス
7（≒6,000
t
m3 N）

ロセスの最適化を図り、環境負荷の
低減や資源循環型社会への貢献のた

32 t
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めに積極的に取り組んでいきたいと
考えている。

発酵液

残さ

70 t

14 t

凝集剤溶液

ろ液

排水

22 t

78 t

86 t

1t
図3

導入されており、平成 26 年 3 月より
FIT にて売電を開始している。
今後も市場動向や顧客ニーズを取
り入れ、更なる技術改良を加え、プ

飼料化バイオガスプロセスの物質収支
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温室効果ガスの削減に寄与する高効率ごみ焼却発電

◆

トピックス
◆

山口 尚夫

クボタ環境サービス株式会社

1. はじめに
2016 年 11 月にパリ協定が発効し、地球規模で温室

当プラントでは、基幹改良前は昼間にガスタービン
を稼働し、その排熱で過熱蒸気を高温化することに

効果ガスの削減に取り組むことになった。
この中で、主体となるのは燃焼に起因する CO2 発生
抑制であるが、ごみ焼却炉ではごみ処理量が同じであ
る限り、ごみ由来の CO2 は減らすことはできない。そ
こで、焼却するごみからできるだけ多くのエネルギを

よって、ガスタービンによる発電量増加だけでなく、
汽力発電の発電量も増大できるスーパーごみ発電を

取り出すこと（= 高効率ごみ発電）が求められている。
大阪府堺市のクリーンセンター東工場第二工場（以
下「当プラント」
）は、1997 年の稼働開始からスーパー
ごみ発電システムによって高効率発電を行ってきた。
その後老朽化が進み、主要機器等を更新する基幹的設
備改良事業（以後「基幹改良」という。詳細後述）に
よって、ごみ処理量当たりの CO2 排出量を 30％削減
した。
本稿では、スーパーごみ発電の概要、竣工後 15 年
が経過した 2014 年の基幹改良でどのように CO2 を削
減したか、そして大気・水環境をどのように保全して
いるかについて述べる。
2. スーパーごみ発電
燃焼排ガスで蒸気タービンを駆動する発電（= 汽力
発電）では蒸気の温度と圧力を高くするほど高い発電

行っていた（図 1）。
一方で、ガスタービンの燃料である都市ガス由来の
CO2 が発生するという問題があった。
3. 基幹的設備改良事業による CO2 の削減
当プラントは以下に述べる基幹的設備改良事業で、
都市ガス由来の CO2 削減および発電量増大効果と併せ
て、基幹改良前と比べてごみ処理量当たりの CO2 排出
量を 30％削減した。
（1）基幹的設備改良事業とは
燃焼（溶融）設備、燃焼ガス冷却設備、排ガス処
理設備など、ごみ焼却処理施設を構成する重要な設
備や機器について、概ね 10 〜15 年ごとに実施する
大規模な改良事業。
国庫交付対象となる事業には、単なる延命化だけ
でなく、省エネや発電能力の向上など CO2 削減に資
する機能向上が求められる。（「平成 22 年 3 月 廃棄
物処理施設の基幹的設備改良マニュアル」による。）

効率が得られる。
ガスタービン
発電機

蒸気タービン
発電機

独立過熱器

過熱器

独立過熱器出口蒸気
2.15 MPa / 380 ℃

復水器

脱気器

炉
図１

蒸気タービン
発電機

ガスタービン
排ガス
給水加熱器

焼却炉排ガス
ボイラ

ガスタービン
発電機

復水器

（非常用発電機）

脱気器
過熱器出口蒸気
4 MPa / 400 ℃

節炭器

炉
図２

排ガス

過熱器

ボイラ

過熱器出口蒸気
2.7 MPa / 300 ℃

基幹改良前の蒸気と排ガスの流れ

復水器の
能力増強

節炭器

ボイラの能力増強

基幹改良後の蒸気と排ガスの流れ
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表１

蒸気圧力 / 温度

蒸気タービンの熱落差の改善
基幹改良前

基幹改良後

2.7 MPa / 300℃

4.0 MPa / 400℃

2.15 MPa / 380℃

―――

− 81.7 kPa

− 86.0 kPa

STB 340

STB 410 ＋火 SUS 310J1

過熱器出口
独立過熱器出口

蒸気タービン出口蒸気圧力
過熱器の材料

（2）化石燃料由来の CO2 の削減
先述したスーパーごみ発電では、ガスタービンを
稼働することにより CO2 が発生していた。
これを、図 2 のようにボイラ能力を増強するこ
とにより、ガスタービン排熱を用いないで蒸気を高
温・高圧化し、ガスタービン由来の CO2 発生量を削
減した。

の温度上昇を抑えていた。
基幹改良後は、図 4 のように炉壁の背面に空気
を流して炉壁を直接冷却し、吸熱した空気を炉下
から供給する空気に合流させた。このような対策
により、燃焼排ガス量を減らして燃焼排ガスが持
ち出すエネルギを削減した。また燃焼用空気を加
熱するために要する蒸気量も減少したので、この
分の消費エネルギが削減できた。

（3）発電量増大による CO2 の削減
以下に示すように発電量自体の増大（A）、および
これまで廃棄していたエネルギの削減（B）の両方に
より、発電量を増大して CO2 を削減した。
① 蒸
 気タービン入口蒸気の高温・高圧化および出
口蒸気の低圧化（A）
蒸気タービンにおける熱落差を増大させるため
に、ボイラと復水器の能力を増強し、過熱器の材
料を改良することによって、蒸気タービンの入口
蒸気を高温・高圧化し、同出口蒸気を低圧化した
（表 1）
。
②

燃焼排ガスが持ち出すエネルギの削減（B）
基幹改良までは、図 3 のように炉壁から常温空
気を炉内に吹き込むことにより、対流による炉壁

4. 大気・水環境の保全技術
（1）有害物質の低減
ごみの焼却に伴って様々な有害物質が発生するが、
代表的な有害物質が窒素酸化物（NOx）および酸性
ガス成分（HCl、SOx）であり、大気汚染防止法の
規制対象になっている。
窒素酸化物は炉内にアンモニアを吹き込み（無触
媒脱硝）、さらに、バグフィルタ（BF）の後の低温
域では触媒を用いて還元・無害化している（触媒脱
硝）。
4 NO + 4 NH3 + O2 →

4 N2 + 6 H2O

酸性ガス成分は消石灰 Ca（OH）
2 を BF 入口の排
ガス中に吹き込んで中和し、カルシウム化合物とし
て BF で飛灰とともに集塵する。

燃焼排ガス

燃焼排ガス

※

炉壁冷却空気

炉壁冷却空気

炉壁冷却空気

炉壁冷却空気

※

※
空気予熱器
燃焼用空気
図3
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空気予熱器
蒸気による加熱

炉壁冷却空気の炉内への吹き込み

蒸気による加熱

燃焼用空気
図4

炉壁の背面空冷
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消石灰
煙 突

触媒脱 硝 塔

アンモニア

減温塔

エコノマイ ザ

ボイラ

バグフィルタ

集塵飛灰
キレート添加

最終処分場へ

図５

有害物質処理のフロー

2 HCl + Ca
（OH）
→ CaCl2 + 2 H2O
2
（OH）
→ CaSO3 + H2O
SO2 + Ca
2
なお、Pb、Zn 等の重金属は集塵飛灰中に凝縮さ
れるため、キレートを添加することによって安定化
後、最終処分場に埋め立てる。
有害物質処理のフローを、図 5 に示す。

二次エア

二次エア

燃焼ガス

ごみ焼却に起因する有害物質として、上記の他に
ダイオキシンがよく知られているが、多くの異性体
があるので、正しくはダイオキシン類という。
ダイオキシン類は炉内では完全燃焼によって発生
を抑制するが、ボイラ以降の温度域で再合成される。
そこで、減温塔で排ガスを急冷して再合成温度領域

図6

炉内のガス流れの熱流体解析

以下にすることによって再合成を抑制している。

5. おわりに
本稿では、CO2 削減を促進するための発電効率の向

（2）炉内の完全燃焼
炉内で完全燃焼を促進するためには、燃焼ガスが

上だけでなく、後半では大気・水環境の保全を併せて
進めた事例を紹介した。

高温下で酸素（空気）とよく混合・撹拌されること

今後、この両課題がさらに重要になる状況を踏まえ
て、地球環境の改善に貢献していく所存である。

が重要である。
当プラントでは、図 6 に示す熱流体解析を用いる
ことにより、炉内に二次エアが吹き込まれた後、排
ガスが瞬時に混合されて一様な流れになるように、
炉形状と二次エアの吹き込み方を決めた。

謝辞
本稿執筆にあたり、ご協力いただいた堺市クリーン
センター東工場の皆様に感謝いたします。
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地球環境モニタリングのための海水の絶対塩分評価技術
の開発
粥川 洋平

国立研究開発法人産業技術総合研究所

1. はじめに
地球温暖化を考えるときに最初に思い浮かべるもの
は、年間平均気温の上昇や温室効果ガス濃度の増加と
いった、
「大気」に関することではないだろうか。し
かし、海洋が気候に与える影響は想像以上に大きい。
小指の先ほどの面積 1 cm2 あたりで考えると、大気
の質量は、ほぼ 1 kg である。一方、海洋の平均深度は
3700 m であるから、海水の単位面積あたりの質量は
空気の 400 倍、熱容量は 1600 倍にもなる。海水の運
動は大気に比べてゆっくりとしたものだが、エルニー
ニョ現象と冷夏の関係などを見てもわかるように、海
水温度の気候に対する影響は非常に大きい。
このように、地球温暖化メカニズムを正しく理解す
るには、海洋の運動を正確に把握することが必要であ
る。しかしながら、光の届かない深海の様子を探るこ
とは容易ではない。そこで、現在の海洋科学では多数
の海洋観測データをもとに数値シミュレーションを行
い、海洋の運動を解明するといった取り組みが行われ
ている。
2. 海水の塩分測定
現在、各国の海洋研究機関の観測船が世界の海を航
海し、海洋観測を行っている。上に述べた海洋の運動
を把握するうえで特に重要なのは、海水の密度である。
一般的に海水は等密度線に沿って流れていると考え
られるので、様々な地点での深度ごとの海水密度がわ
かれば、海洋のメカニズムを解明することができる。
しかしながら、海中で海水の密度を精密に測定するこ
とは容易ではない。そこで、海水の塩分が密度に代
わって重要な役割を果たしている。
塩分とは、単位質量の海水に溶け込んでいる溶質の
総量のことであり、絶対塩分（S A ）と呼ばれる。しか
し、これを正確に測定することも困難であるため、実
用塩分（S P ）が定義された。これは「 1 kg 中に 32.4356 g
の塩化カリウムを含む溶液と 15 ℃、1 気圧において
電気伝導度が等しい海水の塩分を 35 とする」と定義
されている。実用塩分は電気伝導度測定から得られる
ので、分解能が高く、またセンサを海洋中に沈めるこ
とが可能であるという利点がある。
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このような背景から、海水の塩分センサとして電気
伝導度を用いたものが広く普及しているが、例えばケ
イ酸塩や硝酸塩の濃度は電気伝導度に影響を与えない
のでこれらを測定することができない。海洋科学分野
では、海水の平均的な組成をもとに実用塩分を補正し
た Reference composition salinity（S R ）が用いられ
ているが、海域によっては絶対塩分との差が無視でき
ず、特に北太平洋では 0.03 g / kg の誤差を生じている。
したがって、電気伝導度センサによる海洋中での測定
と平行して、観測船上または陸地で密度を測定するた
めに、採水ボトルによる海水のサンプリングが行われ
ている。
3. 海水の密度測定
採水した海水の密度測定には振動密度計が用いられ
る。これは、液体の入ったガラス管の固有振動数から
密度を求める方法であり、最も高分解能な機種の最小
表示は 0.000 001 g / cm3 である。海水の測定ではこの
レベルの密度の測定不確かさが要求されるが、校正に
用いられる純水との密度差はおよそ 3 ％前後と大きく、
計器の非直線性の影響などが懸念される。
産業技術総合研究所（産総研）では、海洋研究開発
機構（ JAMSTEC）の依頼を受け、振動密度計の正確
な校正に必要な、標準海水の密度絶対測定のための液
中秤量装置を開発した（図 1）
。液中秤量とは、液体中
で固体（シンカーと呼ばれる）に働く浮力を測定し、
アルキメデスの原理から液体の密度を求める方法であ
る。この装置では、密度が比較的小さい（約 2.3 g /
cm3）、単結晶シリコン製のシンカーを用いている。
シリコン単結晶は、高純度のものが容易に入手でき、
長期間安定で、熱膨張率や圧縮率といった体積補正に
必要なパラメータが正確に知られているといった利点
があり、日本の計量法における密度の特定標準器にも
シリコン単結晶が用いられている。シンカーの真の質
量（真空中における質量）や体積は産総研 計量標準総
合センターの密度標準に関する校正設備を用いてあら
かじめ測定されている。シンカーの海水中での見かけ
の質量は、直径 0.1 mm の極細のワイヤーを介して電
子天秤で測定する。
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図1

海水用液中秤量装置

（産総研 計量標準総合センター）

シリコンシンカーの質量測定や、カウンターウェイ
トを用いた電子天秤の校正の際の空気浮力の影響を低
減するための技術改良を行った結果、密度の測定不確
かさは 0.000 001 3 g /cm3 を達成した。現在は、この装
置を用いた標準海水の測定を行い、海水密度測定にお
ける精度向上を目指した取り組みを行っている。
4. 海水の屈折率測定
前項で述べた密度標準海水によって、サンプリング
海水のより正確な密度測定が可能になるが、海洋中で
海水の塩分を直接測定する方法としては電気伝導度セ
ンサに代わるものがないのが現状である。しかしなが
ら近年、海水の屈折率から塩分または密度を求めよう
という研究例が複数報告されるようになってきた。電
気伝導度は特に温度の影響をうけるため、電気伝導度
による塩分センサは温度・圧力センサとセットで使用
する必要があった。一方、屈折率はもともと密度と相
関の高い物理的性質であり、密度との線形性は電気伝
導度のそれよりもはるかに良いことが知られている。
産総研では液体の屈折率標準の開発・供給も行ってお
り、この知見を活かして塩分測定用の屈折率センサの
開発に取り組んでいる。
図 2 に、産総研で開発された光波干渉式液体屈折率

図2

光波干渉式液体屈折率測定装置

（産総研 計量標準総合センター）

測定装置の写真を示す。屈折率は一般的に、測定サン
プルとガラスや空気などとの界面における屈折角から
求められるが、この方法では相対不確かさを 10 −5 より
も小さくすることは難しい。
図 2 の装置ではマイケルソン干渉計を用いて、等し
い空間的距離を移動するミラーの位置を、真空中およ
び液体中で光波干渉測定することで、光路長変化の比
−6
から屈折率を求めており、その相対不確かさは 10
である。筆者らは、このような光波干渉の技術を利用
した、小型でより分解能の高いセンサの開発を行って
おり、将来、電気伝導度センサに代わる塩分センサと
して実用化を目指している。
5. おわりに
一般の方にとって、密度や屈折率の計量標準は身近
なものではないかもしれないが、本稿で述べた海洋モ
ニタリングや、2009 年のニュースレター（No. 20）で
も紹介したヒートポンプや冷凍空調機器用の冷媒物性
評価などに応用されている。今後も精密測定技術を通
して地球環境問題の解決に貢献するとともに、新たな
応用分野の開拓にも注力したいと考えている。流体の
物性測定に関するご要望等あれば、ぜひ気軽にお問合
せいただきたい。
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第27回 環境工学総合シンポジウム 2017 のご案内
■企

画：環境工学部門

■開 催 日：2017 年 7 月 10 日
（月）
～ 7 月 12 日
（水）［ 7 月 10 日（月）は見学会のみ開催］
■開 催 地：アクトシティ浜松

研修交流センター（静岡県浜松市中区中央 3 - 9 - 1 ）

〔http://www.actcity.jp/sponcer/seminar/〕
■開催趣旨： 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などに関するシンポジウムです。
 先端技術を駆使することにより、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情報
提供、および、専門家による最先端の研究・技術開発成果の発表と討論を通して、サステナブル社会
へのブレークスルーのきっかけを見出していただくことが目的です。皆様の積極的なご参加をお待ち
いたしております。
■見 学 会：7 月 10 日
（月）13 : 00 〜 17 : 00（予定）【先着 40 名】
「オムロン フィールドエンジニアリング ㈱ 、龍潭寺」
■特別講演：7 月 11 日
（火）15 : 30 〜 17 : 30（予定）
講演 1：
「環境改善のためのビジネスモデル」 ── 東海学園大学 経営学部 教授

西村 眞 氏

講演 2：
「MHI の再生可能エネルギーと火力も含めたエネルギーマネジメント」
── 三菱重工業 ㈱ エネルギー・環境ドメイン 技術統括室 次長

渡部 正治 氏

■ Online 参加登録期限：2017 年 6 月 26 日
（月）
■問合せ先：環境工学部門（担当職員：遠藤 貴子）

編集後記 - - - - - - - - - - - - - - - 環境工学部門は「騒音・振動改善技術」
「資源循環・

現在、ホームページのリニューアルを実施してお

廃棄物循環技術」「大気・水環境保全技術」「環境保

り、よりタイムリーにわかりやすく情報を発信して

全型エネルギー技術」の 4 つの技術委員会で構成さ

いきます。是非とも環境工学部門の活動、各種行事

れており、騒音などの生活環境から地球規模の環境

にご参加、ご協力をお願い申し上げます。

問題まで広範囲にわたる課題に取り組んでいます。

最後に、本ニュースレターの発行に際して、ご協

2017 年度も最大の行事である環境工学総合シンポ

力いただいた執筆者ならびに関係の皆様にこの場を

ジウムをはじめとして、研究会、見学会、子供向け

借りて御礼申し上げます。

イベントを開催します。
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