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1. はじめに
今年度部門長を拝命いたしました松山です。小職は、
1994 年に三機工業に入社し、以来現在まで 24 年間一
貫して廃棄物処理や資源循環リサイクル分野の技術に
携わってきました。社内では研究職ではなく、いわゆ
るエンジニアリングを手がける技術畑を進んできまし
た。
入社の当時は有害物質であるダイオキシン類が都市
ごみ焼却施設の排ガス中に含まれている事が社会問題
となり、ダイオキシン類の除去としての排ガス高度処
理や、飛灰中の重金属類の溶出について新たな基準値
が設定され溶出防止技術への対応など、ごみ焼却施設

に、長期的な景気低迷による政府の財政難や地方自治
体も同様に人口減少、財源不足の慢性的な状況になっ
てきました。そのような背景の中、長期的な維持管理
補修費の低減や省エネ等のランニングコストの低減化
がますます求められるようになってきました。
2011 年に発生した東日本大震災は、日本のエネル
ギー政策を大きく転換するきっかけとなりましたが、
廃棄物施設にも発電の要望が高まり、さらなる高効率
化とともに、小規模施設にも発電設備を付属するケー
スが増加してきています。また災害時等非常時の防災
拠点としての機能も求められるように変わってきたの
も、この震災以降になります。
これまでの 20 数年間の身の回りの環境を振り返って
も、社会情勢の変化と求められる技術は刻々と変化し

の低公害化が進んだ時期でした。その後、2000 年に
は循環型社会形成推進基本法が制定され、さらには、

てきています。今後についても、少子高齢化や財源不
足の社会情勢の他に、エネルギー問題と社会インフラ

資源有効利用促進法や容器包装リサイクル法、家電リ
サイクル法、自動車リサイクル法、食品リサイクル法
などの個別リサイクル法が相次いで制定され、循環型
社会への移行推進が一気に高まって行きました。

整備は深い関わりを持っていくものと考えています。
環境工学部門においては、学術的なアプローチはも
ちろん、現実的な技術的アプローチも同時に検討しな
がら、人間と環境との調和技術を常に追求する非常に

ごみ焼却の技術はそれまで焼却処理が主流となって
いましたが、最終処分場の埋立残容量の逼迫と資源リ

重要な役割を担う部門であると考えています。広い意
味でのそういった社会インフラをどうしていくべき

サイクルの向上の観点から、焼却灰を溶融スラグ化し
て道路の路盤材等に有効利用する灰溶融施設の設置が
日本各地で進みました。
一方世界的には、1992 年に気候変動枠組み条約が締

か、持続可能な社会システム、つまり、先進サステナ
ブル都市のモデルを異なる専門分野からなる学術者と
技術者により常に提案し続けていく立場にありたいと
思います。

結され、1997 年に京都議定書が発行され、これを機に
地球温暖化の原因と考えられる二酸化炭素等の排出減

2. 環境工学部門について

少が求められるようになりました。
また国内の情勢は 2010 年頃をピークに人口の減少
がはじまり、少子高齢化時代への移行が始まるととも

環境工学部門は機械力学や材料力学、熱力学、流体
力学等の機械学会の核となる専門分野とは違い、部門
横断的な範囲をカバーする部門です。
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環境工学の定義とは、外部への環境負荷の低減、い
わゆる環境保全と、また人間が環境の中で受ける恩恵、

今年度の抱負として少しでもその流れを作れればと考
えています。

いわゆるアメニティの 2 面から構成されていると思い
ます。これらはある意味相反の関係にあると言えます。
これまでの人類の歴史の中で、人類の利便性快適性を

まず、第 1 の課題として学生員の会員数を伸ばすこ
ととして、現在でも行なっている子供向けイベントの
充実により、子供の頃から環境に興味を持ってもらう

追求するあまり、環境への負荷が増大し、公害問題や
地球温暖化などの問題を引き起こしています。しかし
ながら一方では、人類の生活水準も原始生活に戻る事

活動は継続していきたいと思います。
また、部門の最大のイベントである環境工学総合シ
ンポジウムについて、今年度から講演時間を 20 分か

は現実的ではありません。環境工学部門は外部への環
境負荷を抑えつつ、人類が外部環境と共存できるバラ
ンスを見出していく工学とも言えると思います。

ら 15 分として学生員の参加しやすい環境とする事で、
発表の増加と活性化を図ります。
第 2 の課題として、企業会員からの有益な情報提供

環境工学部門はそういった意味で、環境に関連する
あらゆる技術に関わる研究者や技術者の集団で構成さ
れています。現在、
（1）騒音振動抑制技術、
（2）資源循
環廃棄物処理技術、
（3）大気水保全技術、
（4）環境保全

の場を提供していきたいと思います。環境工学総合シ
ンポジウムを活性化するとともに、部門内に設置して
いるロードマップ委員会や先進サステナブル都市ワー
キンググループの活動を通じて、企業にとって有益な

型エネルギー技術、の 4 つの技術委員会から構成され
ており、それぞれの技術委員会の活動とともに部門内

情報を発信していくことで企業会員の増加につながれ
ばと考えています。

での横断的な活動も行なっています。

第 3 の課題として、国際化についてですが、これま
で 5 年周期で開催してきた国際ワークショップを来年
度は東北大学の佐藤岳彦先生を中心に、特に東南アジ
アからのアクセス等に便利な沖縄での開催の準備を進
めています。今後は国際 WS の定着化を目指し、これ
まで 5 年周期で実施してきたものを 3 年周期とすると
ともに場所も沖縄で定着化を図っていきたいと考えて
います。また、毎年行う環境工学シンポジウムについ
ても英語セッションを設置して普段から英語での発表
を促し、学生等に英語での発表の機会を提供していき
たいと考えています。

3. 部門が抱える課題
環境工学部門の特徴として、先に述べた通り、機械
学会の中では部門横断的な位置づけであるため、会員
数についても第 1 登録者より、第 2、第 3 登録者が多
いという特徴があります。また、機械学会の全体とし
ても他学会と同様に、会員数の減少という課題を抱え
ています。特に環境工学部門においては、企業からの
会員数が大学関係者より一層減少している状況にあり
ます。これらは特に最近の環境に関わる企業の市場に
置かれている状況が以前より厳しくなっている状況も
あると考えますが、一方で企業に対して魅力が薄れて
きているのではないかという気もします。
そういった意味で、環境工学部門としては、会員数

5. おわりに
環境工学部門は環境保全を守りつつ快適環境の追求
を求める、環境に関わる数多くの研究者、技術者の集

の維持あるいは増加に向けてより一層魅力のある活動
を継続して行くことが必要と思います。
私のこれまでの環境工学部門での活動から、会員数
増加に向けての具体的な課題は下記の通りと考えます。

団であると思います。環境に関わる分野の異なる技術
交流や意見交換の最大の機会が環境工学シンポジウム
であると考えています。この環境工学シンポジウムを
いかに活性化するかということが、環境工学部門の活

①学生会員からの会員数を伸ばすため、子供や学生
にも興味を持ってもらう活動
②企業会員にとって魅力のある活動

性化に直接影響するものと考えています。
近年では発表数が減少している技術分野もあります
が、社会の変化に合わせてタイムリーな技術分野につ

③国内にとどまらず、海外に対しても開かれた活動
これらの課題はそれぞれ短期的に簡単にできるもの
ではありませんが、今後一つ一つの活動に対してこの

いてオーガナイズドセッションを設けることで、これ
まで参加してきていない分野の方々にも参加する機会
を持っていただき、シンポジウムの活性化を図ってい

ような方針で活動して行くことが、環境工学部門の魅
力の増加につながり、ひいては会員数の増大や部門の
活性化につながるものと考えています。

きたいと考えています。
今年度は、7 月 11 日～ 12 日にて早稲田大学・西早
稲田キャンパスにて行う予定です。是非とも積極的な

4. 今年度の抱負
部門長としての任期は 1 年であり、上記の課題はい

発表、技術交流や意見交換をお願いしたいと思います。
本部門の活性化と発展に微力ながら協力して参りた
いと思いますので、皆さまのご協力をどうぞよろしく

ずれも短期的になし得るものでは到底ありませんが、

お願いいたします。

【2】

環境と地球 No.29

2017 年度環境工学部門の活動を振り返って

齋藤 潔

2017 年度 部門長
（早稲田大学）

1. はじめに
今年は科学技術としては、AI が大いに再注目され
た年でした。今後、AI のさらなる進化により、車の
自動運転や単純作業の軽減等、この技術を人類は大い
に謳歌することでしょう。一方で、新幹線台車の破断
トラブルのような高度な技術的判断が求められる事態
への技術者としての対応力が低下することが懸念され
ます。
産業界からの機械学会会員が大幅に減少しています。
これは、学会の不甲斐なさもあるかと思いますが、基
礎教育や基礎研究軽視の表れでもある気がしてなりま
せん。AI への過度な依存や学術軽視が続けば、日本
のさらなる技術力低下を招くのではないでしょうか？
世界的には、アメリカのパリ協定脱退宣言、イギリ
スの EU 離脱と、自国中心主義が台頭した一年でもあ
りました。このような状況になれば、環境問題などは
軽視されることが容易に予想されます。
しかし、決して悲観することばかりではなく、気候
変動への取り組みも確実に進展しています。多くの皆
さんが環境工学部門のシンポジウムや講習会に参加い
ただいております。アメリカ政府の方針に反対するア
メリカ企業も続々とでてきています。
2050 年までに 50％ CO2 排出量削減に向けて、世界
は非常に速いスピードで一気に動き出しています。脱
炭素社会（低炭素社会から次のフェーズに移行してい
ます）構築への対応が今後の科学技術の中核となって
いくことは間違いないでしょう。もちろん、世界的に
みれば、環境に対しては、地球温暖化だけでなく、様々
な問題が山積しています。学術界には、このような速
い時代の流れの中でも公平・公正な立場から環境対策
へ取り組むことが強く求められて行くことでしょう。
環境先進国として、これまで世界をリードしてきた
日本がその技術力を維持し、世界の持続的発展に貢献
するためにも、日本機械学会の環境工学部門の役割は
引き続き重要だと改めて実感した一年でありました。
2. 部門活動
本年度も多くの行事を実施することができました。
ご参加いただいた皆様には厚く御礼申し上げます。
本年度は、下記行事を実施いたしました。
7 月：環境工学部門の一大イベントである環境工学総

合シンポジウムを浜松市のアクトシティで
７月 10 日から 12 日に実施いたしました。昨年
金沢で開催されたときには、50 名近い参加者増
があり、200 名となっていましたが、本年度も
ほぼ昨年と同様の参加者がありました。
7 月：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
8 月：夏休み親子向けイベント「熱を体験してみよう」
10 月：見学会「武蔵野新クリーンセンター」
10 月：講 習会「機械の振動・騒音低減と快音設計に
役立つ解析技術」
11 月：見学会「沖縄県海洋温度差発電実証設備」
12 月：見学会「あいかわ再生可能エネルギーと次世代
エネルギー施設」
12 月：講習会「デシカント空調システムの基礎理論と
最新技術」
1 月：見学会「近江八幡市環境エネルギー」
共催として、次の行事を行いました。
4 月：空気調和連合講演会を東京海洋大学で開催
5 月：第 30 回環境工学連合講演会が開催され、近畿
大学の井田先生から部門を代表して、「次世代
バイオ固形燃料：バイオコークスによるゼロ・
エミッション循環型社会形成に向けて」と題し
た招待講演が行われました。
8 月：国際会議 International Sorption Heat Pump
Conference 2017 を早稲田大学で開催
3. 表彰者の紹介
部門活動に貢献いただいたみなさまや前年度の環境
工学総合シンポジウムですぐれた発表を行った方々に
対し、毎年表彰を行っています。2017 年度は以下の
方々が受賞されました。（以下、敬称略）
【部門賞】
功 績 賞：長岡 裕（東京都市大学）
研究業績賞：田中 勝之（日本大学）
技術業績賞：光用 剛（公財鉄道技術総合研究所）
【部門一般表彰】
研究奨励表彰：田淵 聡（神戸製鋼所）
井上 尚子（神鋼環境ソリューション）
及川 港基（東北大学）
八木 勝也（早稲田大学）
【若手優秀講演フェロー賞】
田畑 まどか（名古屋工業大学）
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また、これまでの消音技術に関する研究や学会の運
営等への貢献に対して㈱東芝の江波戸明彦様、ヒート

環境工学部門でも 2019 年度に国際シンポジウムを
開催することになり、国際会議の開催頻度も上げてい

ポンプをはじめとした省エネルギー技術に関する研究
や学会運営等への貢献に対して著者にフェローの資格
が授与されました。

こうと国際的な取り組みを加速しています。
2017 年度は、部門としては、ほぼほぼ例年と同様
の活動を行いました。本年度は、学会が本腰を入れて

4. 最後に
世界が保護主義に走る中で、足並みをそろえて環境

改革に乗り出した一年でもありました。環境工学部門
においても部門改革の一環として環境関連の規格や規
制への対応や部門活性化促進の検討にも入りました。

保全を追求していくことは難しい時代になるのかもし
れません。しかし、例えば発展著しいアジア諸国をサ
ポートしながら彼らとともに世界の環境保全に貢献す

このような活動を通じて引き続き世界の環境保全の
ための活動を活性化させ続けていくことが、地球環境
保全につながると確信しております。

る等、日本ができることはまだ十分にあると確信して
います。

部門賞

受賞者の紹介
環境工学部門功績賞を
受賞して
長岡 裕

東京都市大学 工学部
都市工学科

この度は、栄えある賞をいただき、誠にありがとう
ございます。
私は、もともと土木工学系の学科に所属しており、
機械工学とはほとんどご縁はなかったのですが、水環
境や水処理の研究をしていることから第三技術委員会
の座長を務めるようお誘いいただいたのが、かれこれ
20 年以上前と思います。それから、第三技術委員会
の委員、委員長を歴任させていただき、部門長を務め
させていただくようになったのは、本当に偶然のタイ

環境工学部門研究業績賞を
受賞して
田中 勝之

日本大学 理工学部
精密機械工学科

この度は、環境工学部門研究業績賞を賜り、環境工
学部門の皆様に厚く御礼申し上げます。
対象となったのは、高温ヒートポンプ用冷媒の熱力
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一年間ご協力ありがとうございました。

ミングであったと思いますが、他分野の所属の者をこ
のように暖かく迎えていただいたことに深く感謝いた
します。
ご存知のように環境工学の部門は極めて学際的な分
野であり、機械工学、電気工学、土木工学、化学、生
物学などの理工系分野から、経済学や法学などの文科
系分野まで包含する特異な分野と思います。この中で、
工学のリーダーともいえる機械工学に環境工学部門が
存在することの意味は極めて大きいと思います。先進
サステナブル都市 WG は、このような意味からも、
もっと発展させ、国内外に情報発信するべきかと思っ
ております。
今後も、今回の受賞を励みに、環境工学部門の発展
に貢献するべく頑張っていく所存です。今後ともどう
かよろしくお願いいたします。

学性質に関する一連の研究であり、比較的沸点の高い
フッ素化合物の熱物性値を実験的に測定してきました。
高温ヒートポンプは、工場で需要のある高温の蒸気を
生成するために、工場の廃熱を活用することで従来の
ボイラを用いた場合と比べて省エネルギー化を実現す
ることができます。沸点の高い物質を用いるのは、凝
縮温度が高いため、臨界温度が高い物質を利用するこ
とになるからです。フッ素化合物は、冷媒としてエア
コンや冷蔵庫で使用されていますが、その沸点は低く、
沸点の高い物質の熱力学性質は、ほとんど整備されて
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おらず、高い温度におけるデータを得るための装置も
少ないため、本研究では、高温仕様の装置の製作から

き明星大学で冷媒の研究をされていた東之弘先生に
フッ素化合物を学び、本研究を日本大学で立ち上げる

始めました。
学生時代に慶應大学で蒸気性質の研究をされていた
上松公彦先生に高温域の測定技術を学び、前職のいわ

ことが出来ました。本学理工学部からも多くの研究支
援をいただきました。ご指導ご協力いただきました関
係各位にも感謝の意を表します。

環境工学部門研究業績賞を
受賞して

が行われていますが、今後、更なる高速化を実現して
いくためには、列車から放射される空力音などの騒音

光用 剛

公益財団法人 鉄道総合技術研究所

この度は、栄えある環境工学部門研究業績賞を賜り、
大変光栄に存じます。部門の皆様方をはじめ、これま
でに多大なるご支援、ご指導を頂いた関係各位に厚く
御礼申し上げます。
今回、研究業績賞の対象となったのは、
「新幹線パ
ンタグラフの空力音低減」に関する一連の研究です。
現在、日本の新幹線は最高速度 320 km / h で営業運転

低減が重要な課題となっています。
そのなかでも、パンタグラフの空力音低減は重要で
あり、今回受賞をさせて頂いた形状改良による方法以
外にも、多孔質材を用いた部材の表面性状の改良や、
流れ場制御の適用など、これまで様々なアプローチで
パンタグラフの空力音低減に取り組んで参りました。
今回の受賞を励みに、今後もこれらの研究を実用化
に向けて更に前進させていくとともに、新たなアプ
ローチについても検討を行い、研究を進めていく所存
です。
今後とも、ご支援、ご指導のほど、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：森下 達哉
東海大学

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 25 名のメンバーにて、今年度は以下
の行事を開催しました。
平成 30 年度もさらに充実した企画を検討し、活動

（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 ―
小学生に音や振動に関する体験を通じて理科系に
興味関心を持ってもらえるように、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。7 月に東芝未来科学館（川崎）にて開催し、50
名の参加がありました。本イベントについては毎年
大変好評を得ています。次回が節目の第 10 回開催
となるため、新たな企画の可能性を検討中です。

を推進して参りますので、ぜひご参加ください。
（3）「音・振動快適化技術と新しい評価法」研究会
（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
「機械の振動・騒音低減と快音設計に役立つ解析技

討議テーマに対して、自由に議論する討論形式の
「音・振動快適化技術と新しい評価法」研究会を年
2 回行っています。社会的に関心を集めている話題
を中心に討議テーマとして取り上げています。

術」をテーマに開催し、それぞれ 41 名、36 名の技
術者に受講をいただきました。今後も、基礎的講習

10 月には神奈川大学にて第 18 回 研究会を、1 月
には福岡工業大学にて第 19 回 研究会を行い、技術

と、社会的関心の高い話題を取り上げた講習の二本
立てで講習会を開催する予定です。

委員のレベルアップを図っています。
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第 2 技術委員会の
活動報告と計画

委員長：太田 智久
株式会社タクマ

資源循環・廃棄物処理技術は、現在、資源の積極的
なリサイクル、廃棄物系バイオマス資源の利活用、廃
棄物発電の高効率化、環境負荷の低減化と低コスト化

第 2 技術委員会は、資源循環・廃棄物処理技術分野
を対象とし、技術者や学識者約 20 名からなる委員にて

に向っています。
第 2 技術委員会は、機械工学の視点からこれら技術
の議論を深めるとともに、資源循環・廃棄物処理の今

構成されています。
廃棄物分野は、時代と共に廃棄物の適正処理から循
環型社会の形成を経て、近年では低炭素化・資源循環、

後のあるべき姿について議論していきたいと考え、そ
のための企画・立案を行っていきますので、多数のご
参加をお待ちしています。

さらに施設の強靭化等持続可能な社会づくりへの総合
的な取組を求められています。
また自治体からの発注形態も PPP / PFI 手法に基づ
く発注も増加してきています。
これらの新たな課題に取組むため、今年度は 3 回の
技術委員会を開催し、論点整理と委員間の情報共有を
行いました。また、10 月に「見学会」を開催し、「先
進事例」を学びました。
▶
「武蔵野市新クリーンセンター」見学会
開催日：2017 年 10 月６日（金） 参加者 21 名
見学先：武蔵野市新クリーンセンター
特 徴：最新の焼却・排ガス処理システムで、災害
時も公共施設のエネルギー供給拠点として
の機能も備えている。発注は DBO 方式。

第 3 技術委員会の
活動報告と計画

武蔵野新クリーンセンター

見学風景

第 3 技術委員会は大気・水環境保全技術に関する分

▶「沖縄県海洋温度差発電実証設備」見学会
開催日：2017 年 11 月 13 日（月）9 : 30 ～ 15 : 30
場所：沖縄県島尻郡久米島町字真謝 500 - 1
内容：沖縄諸島の久米島にある海洋温度差発電実証

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、微生物汚染・感染などの環境問題の顕在

設備と海洋深層水に関する工場を見学しまし
た。沖縄県は島しょ地域であるため、化石燃

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ると感じております。
特に近年、大気圧下で低エネルギーにより発生でき

料への依存度が高いことから、化石燃料の代
替えエネルギーとして再生可能エネルギー導
入拡大に取り組んでいます。見学した実証設
備では、海洋深層水と表層水の温度差を利用

る大気圧非熱平衡プラズマは、環境対策、医療技術、
表面処理に対する有用な技術となっています。適用範

して発電する事業を実施しています。また、
海洋深層水は、飲料用のほか多目的な利用・

囲は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ど、その応用分
野は多岐にわたっております。従いまして、環境保全

研究開発が行われています。海ブドウや牡蠣
の養殖、野菜の栽培などが行われており、そ
れらの施設も見学しました。本見学により、
海洋深層水の有用性と海洋エネルギーの研究

委員長：江原 由泰
東京都市大学

型機械の開発に関連して幅広く活用されつつあります。
本技術委員会の今年度の活動としては、沖縄県海洋
温度差発電実証設備の見学会を下記のように開催しま
した。
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えた見学会や講演会を開催し、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。

環境と地球 No.29

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、2017 年度は
以下の行事を主催しました。
また、吸収・吸着系のヒートポンプ関連の最大の国
際会議である ISHPC 2017 も共催しました。
2018 年度につきましても、親子向け行事や、見学会、
講習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 月に日本科学未来館において、
「熱」をテーマに
した親子向け教室を開催しました。
（2）見学会「あいかわ再生可能エネルギーと
次世代エネルギー施設」
12 月に神奈川県相模川水系の再生可能エネルギー
施設群として、宮ヶ瀬ダム、愛川第 1 発電所、愛川
ソーラーパーク、城山発電所を視察しました。

水力発電・ダムの基礎知識、宮ヶ瀬ダムの建設時
状況から現在の運転状況まで幅広くご説明頂き、ダ
ム内部の点検装置や管理設備及び利水放流設備、城
山発電所の構造や設備、発電電動機室、重量物運搬
通路、発電機の起動停止の状況等を視察させて頂く
貴重な機会となりました。
（3）講習会「デシカント空調システムの基礎理論と
最新技術」
12 月にデシカント空調に関する講習会を開催し
ました。デシカント空調は、さまざまな低温排熱や
太陽熱等を利用して快適な湿度空間を作れるため注
目を集めています。一方、利用熱源温度に見合った
デシカント剤の開発と選択、建物の種類や熱負荷に
適したシステムの設計・施工と運転、システムの効
率向上、コストダウンなどの課題があります。
今回の講習会では、デシカント空調の基礎知識か
ら、最新のデシカント剤の動向およびデシカント空
調のオフィスビルへの応用に至るまでの内容を取り
上げ、実務経験の豊富な 6 名の講師によって、基礎
理論と最新技術動向、実用例を紹介しました。

研究会の紹介と活動報告
先進サステナブル都市・ロードマップ委員会
の活動報告
主査：川島 豪
神奈川工科大学

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」が立ち上がりました。
本年度は、「先進サステナブル都市」の具体案を作
成するため、ロードマップ委員会と合同で学会の技術

環境工学部門は、
「騒音・振動評価・改善技術分野」、
「資源環境・廃棄物処理技術分野」
、
「大気・水環境保全
技術分野」
、
「環境保全型エネルギー技術分野」の 4 つ

ロードマップ委員会への参加をとおして将来の環境工
学部門のキーワードを探ってきました。まだ具体的な
キーワード作成には至っておりませんが、「先進サス
テナブル都市」に向けたロードマップの作成を目指し

の技術委員会から成り立っています。一つ一つが重要
な分野であり、活発な活動をしています。

ています。また、環境工学総合シンポジウムにおいて
先進サステナブル都市に関連する基調講演を企画して

しかし、近年はこれらの技術を総合してやっかいな
問題を新たな資源に変える等の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

います。ご期待ください。
なお、皆様からの忌憚のないご意見をお待ちしてお
ります。川島（ kawashima@eng.kanagawa-it.ac.jp）
までお寄せください。
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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

第 2 回目は秀崎先生、鏡池様のご尽力により福岡工
業大学にて、秀崎先生のご講演「あらゆる音に親しん
での 70 年」を聴講し、秀崎先生の収集された 800 点
以上の音響機器や真空管などが動態保存されている
「音とモノづくりの歴史資料館」を見学させていただ

本年度第 1 回目の研究会は、山崎先生のご尽力によ
り神奈川大学で 10 月に開催しました。

きました。そして場所を休暇村志賀島会議室に移して
「音・振動技術の将来像」に関する白熱した議論を夜

山崎先生のご講演「振動エネルギー伝搬解析による
振動騒音低減のための二段階設計」と、池田先生（東
京工業大学）の「機械構造物に加わる未知加振力の仮

遅くまでしました。
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多くの情報交換が期待で
きる研究会です。

想加振源へのモデル化とそれを用いた騒音低減化設計」、
西口氏（千代田化工建設）の「高流速に伴い発生する
合流配管における流動励起振動の特徴と評価方法」、

皆様の積極的なご参加をお待ちしております。参加

有光先生（中央大学）の「振動と音のマルチモダリティ
認知に基づく競技用ボートの統合デザインに向けた検
討」と題した 3 件の話題提供を聴講し､ 山崎先生の研
究室を見学させていただきました。

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@
toshiba.co.jp）、もしくは、田部幹事（ yosuke.tanabe.
pb@hitachi.com）までご連絡ください。

NEE 研究会の活動報告

ム、壁面緑化など多様な CO2 削減の取り組みの説明を

主査：近藤 明
大阪大学大学院

2017 年 10 月 16 日にヤンマー本社ビルにおいて、
第 21 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 回を開催している。
今回の研究会のキーワードは、ZEB（ Zero Energy
Building ）とした。
講演会の前に、ゼロ CO2 エミッションビルを目標に
建設されたヤンマー本社ビル「YANMAR FLYING-Y
BUILDING」を見学し、太陽熱集熱器、太陽光発電、
ガスヒートポンプエアコン、ガスコージェネレーショ
ンシステム、廃食油をベースにしたバイオディーゼル
燃料で駆動するマイクロコージェネレーションシステ

受けた。ヤンマーの林清史様からは、「ヤンマー本社
ビルにおける省エネとゼロ・エミッションの取り組み」、
大林組の木村員久様からは、「大林組技術研究所にお
ける ZEB とスマートエネルギーシステム」、高砂熱学
の倉田昌典様からは、「ZEB における空調衛生設備分
野の取組」についてご講演を頂いた。
2030 年の CO2 削減目標を達成するためには、民生
部門からの CO2 削減が必要であり、ZEB は益々求め
られる技術であることを痛感した。今回の講演会の参
加者は 30 名であり、その内 15 名が懇親会にも参加頂
き大いに盛り上がった。
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

象を考慮したモデルのみならずシステム全体の特性を
考慮したモデルなど、レベル・規模別に分類し構築し
た数値解析が大いに有効である。

熱システムの解析には、構成する要素内部の物理現

各大学・企業・研究機関が、各自解析コードで行わ
れている計算評価より公正かつ一般化された統合解析
コードを作成し、共有すれば信頼性のある解析結果を

早稲田大学
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持つシステム解析に大いに貢献できる。
本年度には、昨年度に続き、エネルギーシステム解

体的な議論を続けていく。
来年度も引き続き、研究会を開催し、伝熱・数学専

析に必要となる汎用解析ツールの応用に関する議論を
行ってきた。さらに年度末に研究会を開催し、代表的
な熱システムを例として解析コードの作成に関する具

門の先生方とともに議論の場を設け、モデルの作成を
含め、解析ツールの扱いなどに関する知見を得る予定
である。

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

3 回目です。今回は、新規化学蓄熱剤の開発（京都大・
畑田先生）と農業用デシカントシステム（Bahauddin
Zakariya 大・スルタン先生）に関して最新の研究成

主査：宮崎 隆彦
九州大学

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 29 年度は、9 月 19 日
（火）
～ 20 日
（水）
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、
「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。
本ワークショップは、機械工学と化学工学の両研究
分野を中心に、若手研究者と学生が分野の垣根を超え
て交流することを目的として開催しており、今回で第

環境・エネルギー媒体研究会
の立ち上げと活動報告

主査：粥川 洋平

産業技術総合研究所
計量標準総合センター

発電プラント、冷凍空調機器やヒートポンプといっ

果をご紹介頂いたほか、博士取得後のキャリアパス
（タテホ化学工業・大塚様）に関して、学生向けにご
講演いただきました。参加者は、学部学生・大学院生
19 名および大学教員・社会人 13 名（講師 3 名を含む）
の合計 32 名でした。
また、平成 29 年 8 月 7 日（月）～ 10 日（木）に早稲田
大学で開催された国際会議 International Sorption
Heat Pump Conference には、研究会メンバーの多く
が実行委員として参加して運営に協力したほか、関連
する研究成果を数多く発表しました。
同会議には 25 カ国から計 213 名の参加者があり、
盛大な会となりました。
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。

を進めていくことは不可欠であろう。このような目的
のもと、第 4 技術分科会の委員を中心として昨年 8 月
に本研究会を新たに立ち上げた。
同 11 月に、機械学会も協賛となっている日本熱物性
シンポジウム（つくば）の開催とタイミングを合わせ

キャリアとして期待されるイオン液体やハイドレート

て、第 1 回のワークショップ「環境・エネルギー問題
解決に寄与する流体熱物性」を開催した。
同シンポジウムの参加者を中心に大学研究者など
12 名が参加し、研究紹介、ならびに実験・解析にお

など、環境・エネルギー問題の解決に欠かせない流体
の諸性質の解明は非常に重要性の高いテーマである。

ける技術課題や新しい研究テーマについて活発な討論
が行われた。特に、熱関連など機械工学分野と、化学

我が国では、機械工学ならびに化学工学分野におい
てこれらの研究は広く行われているが、以前に比べて
専門性が増している一方で、対象となる流体は多岐に
わたり、温度・圧力範囲や混合組成などの範囲も様々

工学分野の研究者の間でかなり深い議論ができ、期待
以上の成功であったと考える。
次回以降の開催希望がほとんどであったことから、
今後は年 2 回程度のペースでワークショップ・見学会

である。
限られた人的・時間的リソースでこれらのニーズに

を企画する予定である。
また、今年 7 月の環境工学総合シンポジウムにおい

応えるためには、専門性を突き詰めることもさること
ながら、実験的、解析的技術の共有や共通課題の抽出

ても、本研究会によるオーガナイズドセッションの企
画を予定している。

たエネルギー機器、水素やバイオ燃料などのカーボン
ニュートラルな燃料、CO2 吸収をはじめとするガス・
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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 ―
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
未来科学館で開催しました。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 28 日
（金）の午後に開催し、小学校
1 年生～ 4 年生の親子 55 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

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
に大声を出す子供たちが印象的でした。
2008 年度から始めた本イベントは、今回で 9 年目を
迎えました。来年の第 10 回は、少し趣向を変えた内容
にしようと考えております。
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）関係者
各位に感謝いたします。

テーマに、マイク、スピーカ、オシロスコープなどを
使って音の性質を体感してもらいました。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。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や、共鳴パイプ

見学会「武蔵野クリーンセンター」

2017 年 10 月 6 日
（金）に「武蔵野クリーンセンター」
の見学会を実施しました。
この施設は、2017 年 4 月に稼動を開始した施設で、

グッドデザイン賞を受賞しています。
「武蔵野クリーンセンター」は、市役所の真横に隣
接して建てられているため、建設を施工された事業者
の苦労が偲ばれます。
また、見学時間内では、だれでも自由に施設を見学
することができ、開かれた施設としています。そのた
め、階段を上った 2 階がとても開放的な見学者コース

用地選定から基本計画、施設・周辺整備、施設運営ま
で全て市民が決定プロセスに関わっていることが特徴
の一つです。
ごみ処理能力は 120 t / 日で、ごみ発電による最大発

で、見学者通路側はガラス面となっており、映像コン
テンツにより、ごみ処理の流れが理解しやすくなって
います。そして、受付横には Pepper 君も待っています。
今後、解体中の旧クリーンセンター跡地に芝生広場

電出力は 2,650 kW、発電効率は 20.5％です。DBO 方
式で発注が行われ、SPC が 20 年間の運営を行う予定

等も整備されるとのことで、完成した暁にはまた訪れ
たいと思います。最後に、本見学会にご協力頂きまし

です。施設は「環境の保全に配慮した安全・安心な施
設づくり」
「災害に強い施設づくり」「景観及びデザイ
ン、地域社会と暮らしに配慮した施設」
「開かれた施
設づくり」の 4 つのコンセプトから成り立ち、厳しい

た、武蔵野市様、荏原環境プラント様にこの場をお借
りしてお礼申し上げます。

第 2 技術委員会

太田 智久

株式会社タクマ

排ガス自主規制値をクリアする最新の焼却・排ガス処
理システムを備えた施設で、通常時は近隣公共施設に
電気と蒸気を供給して、大規模災害時等電力の供給が
途絶えても施設が自立運転できるように常用兼非常用
発電機（ガス・コージェネレーション設備）と中圧ガ
ス導管を採用しています。
町並みに配慮するため、施設の高さを 15 m に抑えて
コンパクトとし、さらに武蔵野の雑木林をイメージし
た外観デザインとしています。この施設は、2017 年度
【10】
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見学風景
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見学会「沖縄県海洋温度差発電実証設備」
第 3 技術委員会

江原 由泰

東京都市大学

2017 年 11 月 13 日
（月）
に、沖縄諸島の久米島にある
海洋温度差発電実証設備と、海洋深層水に関する工場
の見学会を開催しました。
海洋温度差発電は、太陽からの熱エネルギーにより
温められた表層水と、海洋を循環する冷たい深層海水
との温度差をタービン発電機により電力に変換する、
再生可能エネルギーによる発電のひとつです。
低い温度域を利用するため、タービンを回す流動体
として、沸点の低い媒体（アンモニアや代替フロン）
が用いられています。久米島の近海には深い海域があ
り、表層との温度差も大きく、海洋温度差発電に適し
ています。本設備は沖縄県による「海洋深層水の利用
高度化に向けた発電利用実証事業」において、Ｈ24 年
に着工し、Ｈ25 年から発電しています。
見学会では海洋深層研究所の屋内で、本設備の運転
管理をしている㈱ゼネシスの岡村盡様より、海洋深層
水の特性やその利活用状況、海洋温度差発電について
概要説明がありました。その後、屋外にて海洋温度差
発電実証設備や研究所敷地内を案内して頂きました。
研究所から約 2 キロを超える長さの取水パイプで、
600 メートル強の深さの海底から温度 8.5 度の深層水を

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

取水しています。表層水と深層水の約 20 度の温度差
を利用して、50 kW の発電をしています。この設備の
熱交換器には、伝熱性能の高いチタン板を新たに採用
して、発電効率の向上に取り組んでいます。
海洋深層水研究所では、深層水の 1 日の取水量が
1 万 3000 トンと日本最大規模であり、研究所敷地内
および近隣に、海水を活用したクルマエビの養殖など
の施設があります。
その中で、海洋深層水を活用した海ブドウ養殖場と
化粧品製造工場を見学させて頂きました。
本見学会を通じて、今後の再生可能エネルギーの地
産地消による環境負荷の低減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
頂いた沖縄県海洋深層研究所の皆様に、この場をお借
りして深く御礼を申し上げます。

▲海洋温度差発電実証設備
海ブドウの養殖▶

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、2017 年 8 月 23 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

また、参加者には体験学習後に、日本科学未来館の
常設展を見学してもらいました。
体験キットを用いて参加者が実際に手を動かすこと
で、身近にあっても目に見えない「熱」の性質や身近
な工業製品がこれらの「熱」の性質を利用して製作さ
れていることを子供たちばかりでなく、保護者の方々
にも楽しみながら理解してもらうことができました。
ご参加いただいた皆様からは、好評をいただいてお

京都江東区にある日本科学未来館で開催しました。
身近にあっても目に見えない「熱」の様々な性質を

り、今後も本イベントを継続していきたいと考えてお
ります。最後に、体験キットをご提供頂いたヒートポ

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、今回
は 7 回目です。小学校 1 年生から中学校 2 年生と幅広
い世代の子供に参加頂き、参加者数は 9 組 11 名でした。

ンプ・蓄熱センター、日本科学未来館、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、日本科学未来館 7 階コンファレンス
ルーム海王星にて 10 時 00 分より行いました。
はじめに、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
で熱についての実験を楽しみました。
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◆

トピックス

能動音響制御の将来展望

◆

雉本 信哉

九州大学大学院 工学研究院

1. はじめに
能動音響制御（Active Noise Control, ANC）は騒
音に対して逆位相、同振幅の制御音を干渉させること
で騒音の低減を図る手法である。ANC は比較的古い
技術ではあるが現時点での身近な応用例としてはノイ
ズキャンセリングヘッドホンがよく知られている程度
で、それ以外の実用場面としては残念ながらそれほど
多くないのが現状である。
ANC の応用を考えるとき、騒音低減技術としてだ
けではなくより広く捉えることで適用できる場面があ
ると考えている。本稿では「ANC を適用することで
将来的にどのようなことが実現できるか」を念頭に現
在実施している音声マスキングに関する研究内容を中
心に紹介する。
2. ANC を利用する音声マスキング
音声マスキングは対象音声に別の音（マスキング音、
マスカー）が重畳することで聞き取りにくくなる現象
である。日常生活において、病院・薬局の窓口、銀
行・役所などでの会話音声が近くの第三者に聞き取ら
れる情報漏洩が問題となる場合がある。また職場や家
庭内においては他者の会話音声が自身の作業効率、集
中力の低下の原因となることはよく経験するところで
ある。このような状況でマスキング現象を積極的に利
用できれば問題の改善が見込まれる。ただし単純にマ
スカーを重畳させると、結果として音圧が増大するた
めにうるさくなってしまう。この問題を解決するため
に、マスキングと ANC を併用することで低騒音のマ
スキング手法の実現を目指している。
音声認識において重要なパラメータとしてフォルマ

図1

日本語母音のフォルマント周波数

このため提案手法で適切に制御されれば、制御後の
音声スペクトルが平坦になり、結果として音声認識が
困難となることが期待できる。
提案手法による制御のシミュレーション結果を図 2
及び図 3 に示す。図 2 は時系列信号で図 3 は周波数
スペクトルである。両図とも色線（ ― ）が提案手法の
結果、黒線（―）が従来手法による結果である。
提案手法による平均減音量は 20.8 dB であり、従来
手法による減音量 22.6 dB とほぼ同等となっている。

ント周波数がある。これは音声スペクトルの概形に見
られる複数の振幅ピークに相当するもので、日本語母
音では低い周波数から第 1 及び第 2 フォルマントが重
要である［1］ことが知られている。
図 1 に、五つの母音のフォルマント周波数の関係を
示す。このフォルマントの関係（音韻性）を崩すこと
ができれば母音の認識が困難となる。従来の ANC が
制御後の音圧スペクトルの二乗和を評価量とするのに
対し、本稿で説明する手法は制御後の音圧スペクトル
の分散を評価量とする。
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図2

制御結果（時系列）
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表2
Uncontrolled

実験結果
Conventional

Proposed

Syllable Vowel Syllable Vowel Syllable Vowel

図3

制御結果（スペクトル）

一方でスペクトルの分散については提案手法が 70.2
に対して従来法では 144.6 と大きく低減できている。
図 3 の結果からも制御後にスペクトルが平坦になって
いることがわかる。

Subject
1

93.8

100

48.8

97.5

66.3

86.3

Subject
2

94.4

100

43.1

92.5

55.0

80.0

Subject
3

94.4

100

55.0

91.3

71.3

85.0

Subject
4

95.0

100

53.1

98.1

74.4

93.1

Subject
5

93.8

100

35.0

93.8

55.0

83.1

Subject
6

95.6

100

50.6

93.8

67.5

90.0

Subject
7

95.6

100

50.6

95.0

63.1

90.0

Subject
8

96.9

100

44.4

93.1

68.8

91.3

Average

94.9

100

47.6

94.4

65.2

87.4

3. 聴取実験
従来手法と提案手法について制御後の音声を用いた
単音節認識率を聴取実験によって測定した。ヘッドホ
ンによって音声を提示しキーボードから回答させる方
法で実験した。実験に使用した音声データは、NII 音
声資源コンソーシアムの FW03［2］である。実験条件を
表 1 に、8 人の被験者に対する実験結果（認識率％）
を表 2 に示す。
表 2 は音節全体（子音＋母音）の認識率と音節の母
音部分を正しく聞き取れたかという観点で母音部の認
識率を示している。この表より音節全体としての認識
率は従来法の結果が優れているものの母音部の認識率
に限っては提案手法の結果が全被験者について優位で
あることが示された。また五つの母音について認識率

4. 能動遮音壁と将来展望
本稿では音声マスキングについて説明してきたが、
将来的に ANC の利用を想定している場面としてオー
プンプランオフィス内で使用可能な能動遮音壁につい
て最後に簡単に触れておく。これはパーティションに
ANC を付加したもので、上部で回折する音声を低減
しオフィス内の音環境を改善しようとするものである。
パーティションに ANC を組み合わせることで制御要
素をパーティション上部に配置することができ効果的
な制御が期待できる。
また、本稿で述べたマスキング手法を同時に搭載す
れば他者の会話音声によって作業効率が低下してしま
うことを避けることが可能になると考えている。この

を調べると、母音によって制御後の認識率に違いがあ
ることも判明した。今後は音節から文章へと適用範囲

能動遮音壁については現在、上部回折音の双方向同時
制御を目的に研究を進めているところである。

を広げ、さらなる認識率の低減を実現する予定である。
表1

実験条件

被験者

20 代の男子学生 8 名

実験場所

等価騒音レベル 33.8 dB の一般居室

制御対象

FW03 収録の日本語単音節 40 種
（ア、カ、サ、タ、ナ、ハ、マ、ラ行）

話者

発話訓練を受けた男女 4 名

制御状態

非制御、従来法制御、提案法制御

提示音圧

非制御時：約 60 dB

※理想状態での制御が行えるよう、十分に適応した制御系を
用いる

謝辞
本稿の内容は、九州大学大学院修士課程修了・石川
尚ノ助氏（現㈱IHI）の研究成果に負うところが大き
く、ここに謝意を表する。また本研究の一部は JSPS
科研費 25289051 の助成を受けたものである。ここに
記して謝意を表する。
〔参考文献〕
［1］板橋秀一. 音声工学. 森北出版株式会社, 2005
［2］天野, 近藤, 坂本, 鈴木, 親密度別単語了解度試験用音声
データセット FW03, NII 音声資源コンソーシアム, 2006
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環境本部 企画管理部 開発グループ

1. はじめに
当社は 2003 年より、廃棄物処理施設の監視制御装置
（DCS：Distributed Control System）のリモートメン
テナンスサービスを開始し、横浜本社より通信回線で
接続している施設の DCS ソフト改良等のリモートメ
ンテナンスを行っている。現在、その施設は 20 施設
を超えている。
廃棄物処理施設では、施設の建設に加え、建設後 20
年程度の運営も民営で行う DBO（Design Build Ope
rate）方式等の採用と共に、稼動中の施設においても、
長期包括運営方式に変更する施設も増加し、各メーカ
はこの領域へ IoT を活用した遠隔支援システムを強化
している。
この対応として、当社ではプラントの操業等を遠隔
から支援するリモートサービスシステム、「 JFE ハイ
パーリモート」※ 1 を運営事業に活用している。
JFE ハイパーリモートは従来のリモートメンテナン
ス機能に加え、横浜本社の技術者と技量の高い運転員
が施設の最適な操業支援を行える“プラントの最適操
業支援システム”である。
以下に、廃棄物処理施設の安定で安心な操業の強化
という視点から、本システムの概要と運営事業で活用
している事例を紹介する。
2. システム概要
2.1 リモートサービスセンター
JFE ハイパーリモートは、横浜市鶴見区本社内の
リモートサービスセンターに装備されている。
当センターは 2014 年 9 月に開設し、その運用を
開始し、現在は 9 施設の遠隔支援を行っている。

ここでは各施設の中央制御室で行っている 24 時
間連続の運転監視と操作業務を、遠隔から支援する
ことで、最適な運転の維持と安心操業の強化を行っ
ている。写真 1 にリモートサービスセンターから
の支援状況を示す。
2.2 システム構成と機能
JFE ハイパーリモートの全体構成概要を図 1 に
示す。

図1

JFE ハイパーリモートの全体構成概要

リモートサービスセンターと全国に点在する廃棄
物 処 理 施 設、 一 部 施 設 の 電 力 取 引 先 と な る PPS
（Power Producer and Supplier：特定規模電気事業
者）※ 2 とは VPN（Virtual Private Network）接続
をしている。
この回線には、各施設の中央制御室に配備されて
いる、DCS の監視操作端末情報と ITV（ Industrial
Television）モニタ映像を接続している。
現在の高速光回線網の通信能力とその技術を活用
したことで、リモートサービスセンターの DCS で
は画面監視、操作、トレンドや警報確認ができると
共に、ITV モニタ映像も常時リアルタイムで監視
できる。更に、当システムでは IoT 技術を活用し、
様々な機器によるコミュニケーションを強化するた
めの通信接続を行っている。
例として、タブレット端末、ネットワークカメラ、
PC 等のネットワーク接続機器を各施設の中央制御
室とリモートサービスセンターに配備している。
これにより、離れた場所にいる運転員がお互いの

写真 1
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顔を見ながら、同じ部屋にいるような環境にてリア
ルタイムコミュニケーションを実施し、お互いの状

支援施設毎に様々な警報適正化対策を実施。結果と
して、支援施設全体の日々の警報数は 2016 年下期に

況や支援内容の確認を行い、スムーズで適切かつ安
全な操業支援を実施している。

対策をした後、以前に比べ半減している。この結果、
警報の確認作業が低減し、警報の見落としもゼロに
近づけていける。

3. システムの特徴
3.1 JFE ハイパーリモートの特徴
3.1.1 安定操業の維持

もう 1 つは AI 活用に向けたデータ分析に活用し
ていることである。熟練の運転員は様々な運転管理
基準を遵守するために、必要時には燃焼を主とする

複数施設の操業状況を技量の高い運転員が現地と
同様の交代勤務により 24 時間常時監視し、状況を
把握することで、問題点などの早期発見と操業改善

補正操作を行う。この補正操作がどのようにされて
いるかを様々な運転データから分析し、AI の技術
と融合させ、安定操業を強化できる取組みを進めて

に繋げている。
3.1.2 迅速な対応
高速通信回線によるリアルタイム応答性と常時コ
ミュニケーション機器により、万一のトラブル発生

いる。
4. おわりに
今回ご紹介した JFE ハイパーリモートによる遠隔

時は運転員に加え、本社の技術者からも専門的な領
域において、迅速な対応を行うことができる。

支援を開始してから 3 年が経過したが、並行して本シ
ステムを更に高度化するために IoT、ビッグデータ、

3.1.3 ビッグデータ収集
施設では様々な施設運転に関するデータが管理さ
れている。従来は施設内でのみ管理していた様々な
データを JFE ハイパーリモートでは高速通信回線
を通じて自社で管理するクラウド領域にリアルタイ
ムに保存している。これらのデータは利用権限のあ
る当社の施設運営とリモートサービスセンターの関
係者のみが必要時に本社内で閲覧や活用ができる。

AI 技術の活用を強化している。
これら取り組みによりさらに安定した最適燃焼制御
方法、不具合やトラブルの予測と回避手法の提示、機
器の寿命予測を現できる総合システム等々の構築を目
指して開発を進めている。現在取り組んでいる今後の
遠隔支援強化イメージを図 2 に示す。

3.2 システムの導入効果
3.2.1 安定操業の維持
従来、操業の状況を確認し改善を行うためには、
本社の技術員が現場へ出張して対応することが主体
であった。本システムを活用することで、リモート
サービスセンターから操業情報をリアルタイムに入
手し現場状況の把握ができる。これにより、出張に
係わる拘束時間も大幅に減少できる。すなわち、操
業支援の効率化が図られる。これらの効果はプラン
ト建設時における試運転調整の効率化、ならびに引

廃棄物処理施設を主とする環境プラントの操業の支

き渡し後のアフターサービスにも大きな威力を発揮
している。
3.2.2 トラブル時の迅速な対応

援を IoT の活用により、操業安定化と運営経費削減
に貢献できることを実例にて示した。今後も支援施設
は増加してゆき、来年度には 10 施設を超える施設へ

万一、各施設の機械設備や電気設備で、過去に経
験したことのない重大なトラブルが発生した場合、
リモートサービスセンターから技術者がそのトラブ

の展開を予定している。本システムを通して、より一
層の顧客満足の向上に努めると共に、社会インフラで
ある廃棄物処理施設を始めとした環境プラントの安心

ルの状況を従来に比べより詳細に把握できること
で、適切かつ迅速な対応ができ、復旧時間も大幅に
削減できる。

で安全な運営事業を今後とも拡大し、強化していく所
存である。

3.3.3 データの活用
収集データは運営や運転業務の効率化と強化に役
立てている。1 つ目は DCS の警報適正化である。
本社で蓄積されている警報データを整理・分析し、

図2

遠隔支援強化イメージ

※ 1：
「JFE ハイパーリモート」および「JFE Hyper Remote」
は、ジェイエフイーホールディングス㈱の登録商標で
ある。
※ 2：現在は JFE エンジニアリングが設立した
アーバンエナジー株式会社
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文部科学省 科学技術・学術政策研究所 科学技術予測センター
名古屋大学、岩手大学、岐阜大学客員教授、放送大学講師

1. 研究所の概要
科学技術・学術政策研究所（ National Institute of
Science and Technology Policy：NISTEP）は、科学
技術や学術振興の政策立案プロセスの一翼を担うため
に設置されたいわゆるシンクタンクである。
科学技術基本計画に掲げられているような政策形成
において、エビデンスに基づく合理的で透明性の高い
プロセスが求められており、NISTEP はこれらのデー
タ・情報基盤の構築に取り組んでいる。科学技術イノ
ベーションの実現に向けた制度や仕組みの検討、産学
官連携や地域におけるイノベーション活動、大学・公
的研究機関や民間企業など様々なセクターにおいて日
本や世界をリードする科学技術人材育成の問題点や課
題の把握、研究者の活動を把握するための論文分析だ
けではなく、研究環境や研究者の意識変化などを俯瞰
する科学技術指標の開発と科学計量学の研究、そして
外部とのネットワーク（約 2,000 名が登録）も活用し
て最新の動向を見いだし、定期的に情報発信している。
また、面接調査やインターネットを利用して、例えば
東日本大震災やノーベル賞受賞といった大きなイベン
ト前後の意識変化など、科学技術に関する市民の意識
変化も含めた調査も実施している（1）。
各グループから出される研究成果は、HP だけでは
なく当所主催によるレビューセミナーや国際シンポジ
ウムなどを通じて広報している。近年は新聞だけでな
くテレビなどでも取り上げられることが多くなった。
蓄積されたデータがディスカッションの際のエビデンス
として利用されるケースが広がっている証拠であろう。

予測・スキャニングユニット

ている。第 3 期までの技術オリエンテッドから、未来
の社会を想像・創造し、よりよい社会を導くために必
要な科学技術へ重点的に投資する計画が立てられてい
る。NISTEP では、現在から過去の分析だけではなく、
科学技術とその成果がもたらす将来を見通すため、
1971 年から約 5 年ごとに大規模な科学技術予測調査
（通称フォーサイト）を実施しており、近年は基本計
画策定に合わせて調査を行っている。
今後 30 年間という中長期の未来展望を、理・工学
系専門家だけでなく、ニーズ側の視点と人文・社会科
学の専門家の視点も取り入れた広範な議論を行い調査
している。第 7 回まではデルファイ法＊ による技術の
実現時期などを問うアンケート調査が中心であったが、
現在は複数の手法を組み合わせ、30 年後に目指すべき
社会の姿を描き、その実現に貢献する科学技術を抽出
し、具体的戦略をシナリオライティングする調査を実
施している（3）。この調査は毎回全国の研究者、技術者
を対象として実施、約 4,000 名からの回答をまとめて
報告されている。
3. デルファイ調査と実現度
これまで実施したすべてのデルファイ調査結果は、
データベースとして公開されている（4）。
例えば「機械」で検索すると、110 課題がエネルギー
や材料のみならず、インフラ、フロンティア、環境、
医療、サイエンス分野などでも挙げられた。
表 1 は、その中から課題とその社会的実現時期を
一部抜粋したものである。課題によるが、調査年から
8 〜 17 年で実現が予測されている。また当時の研究

2. 科学技術政策と予測調査
NISTEP は現在から過去の分析だけではなく、未来

環境や技術レベルなどが垣間見られ、特に最近はあま
り取り上げられることのない「夢」がある課題も見ら

を見据えた予測調査も実施している。
わが国は、1970 〜 80 年代はアメリカなどの先進国
へのキャッチアップ、そしてバブルが崩壊した 90 年代
からは景気の低迷時期で、この頃科学技術基本計画（2）
が策定され、以降 5 年ごとに基本計画が創られている。

れ大変興味深い。予測と言えば気になるところは実現
度であるが、図 1 に示すのは 2010 年に実施した過去
の課題の実現度評価である。分野によって違いはみら
れるが、全体的に 70％近くの課題が何らかの形で実現
している結果となった（5）。

第 2 〜 3 期基本計画では重点分野（ライフ、情報、環
境、材料）が決められ、主にこの分野に投資がされた。
そして第 4 期からは、分野と言う概念から課題解決型
への投資にシフトし、第 5 期も同様なデザインとなっ

4. 未来に向けて
現在、フォーサイトは政策立案を目的として世界中
で実施されており、EU や APEC といった国際的な組
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表1

科学技術トピックと社会的実現予測調査時期

調査回（年）

課

題

社会実現時期

1
（1971）

大容量・安価で（磁気テープ、磁気ディスク程度）機械的なアクセスの必要がな
く、それらよりもより高速度でアクセスのできるデータファイルが実用化される。

1984

2
（1977）

最新の航空機、製鉄所等で現在実用化されている、同軸ケーブルや光ファイバー
を用いたバスライン方式の配線システムが一般機械、構築物等にも普及する。

1986

3
（1982）

土木工事現場へトンネル掘削、水中作業、高所作業等の各種作業を行う知能ロボッ
トや大型建設機械が導入され、工事の合理化、安全化が大幅に進められる。

1994

4
（1987）

機械化・自動化の導入による、生協とは異なる新業態の会員型のチェーンストアー
が各種誕生する。

1996

5
（1992）

トンネル掘削、水中作業、高所作業等の各種作業を行う知能ロボットや大型建設
機械が土木工事現場に導入され、工事の合理化、安全性が大幅に進められる。

2000

6
（1997）

マルチメディア（視覚と聴覚に関連づけられた人間のアナログ的な認知の世界と、
コンピュータや通信のディジタル処理の人工物の世界をつなぐインターフェイス）
技術が生産・機械の世界に大きな変革をもたらす。

2006

7
（2001）

林地の地ごしらえとポット苗の植付けが同時に行える自走式植付け機械が実用化
される。

2014

8
（2005）

電気粘性流体などの機能性物質の利用により把持剛性や減衰特性などを大幅に制
御することのできる機械要素技術

2022

9
（2010）

人間・ロボット・機械が仕事場所を共有し、安全・安心に仕事をするために必要
な技術と制度

2027

0

実現したトピックの割合（％）
20
40
60
80
100

材料・プロセス
情報・エレクトロニクス
ライフサイエンス
宇宙
素粒子
海洋・地球

ただき、感情や感覚では無く現状を把握してエビデン
スベースでのディスカッションの一助となれば幸いで
ある。

鉱物・水資源
エネルギー
環境
農林水産

＊デルファイ法：専門家にアンケート調査を行い、その
結果を回答者にフィードバックして、結果を元に再度
同じ質問を繰り返すことで意見の収束が図れる手法。

生産
都市・建築・土木
通信
交通

〔参考文献〕

保健・医療

（1）NISTEP 報告書一覧

社会生活

http://www.nistep.go.jp/library/reportlist

対象全課題
実現
図1

ど多くない。そうした中で、当所が実施している科学
技術予測調査は、未来を創造するツールとして、企業
における戦略作りや大学の方向性作りにも利用できる。
世界では政府機関での予算決定におけるプロセスへ
のエビデンスとして採用されている例がある。当所で
の膨大なデータおよび調査結果は、すべてホームペー
ジに掲載（6）されている。フリーなので、ぜひ活用い

一部実現

1992 年に予測された科学技術の実現率
（2010 年評価）

織、そしてアジアでも国から都市レベルまで実施され
ている。50 年近く予測調査を実施しているわが国は、
過去の技術の実現度を評価できる世界で唯一の国であ
ることから、デルファイ調査は海外からも高い評価を
受けている。
論文分析や特許分析など、過去の評価をするための
データは多く存在するが、未来を示すデータはそれほ


（2）科学技術基本計画［内閣府］
http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html
（3）国際的視点からのシナリオプランニング
http://data.nistep.go.jp/dspace/handle/11035/3079
（4）デルファイ調査検索
http://data.nistep.go.jp/delphi/index.html
（5）横尾 , 過去の予測調査に挙げられた科学技術は実現した
のか：http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/jpn/stfc/stt
112 j /report2.pdf
（6）科学技術予測調査
http://www.nistep.go.jp/research/science-and-techno
logy-foresight-and-science-and-technology-trends
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◆

トピックス

ファスト・デマンドレスポンスの米国の動向について

◆

坂東 茂

一般財団法人 電力中央研究所

エネルギーイノベーション創発センター

昨年、本部門において栄えある技術業績賞をいただ
いた際の筆者のコメントにて、
「最近は計算や実験よ

前章で説明した平常時の周波数調整・予備力等のアン
シラリーサービス供給は、現在、火力発電・水力発電

りも調査研究をすることが増えた」と触れたが、この
原稿は、まさに調査研究の紹介となることをお許し願
いたい。

等が中心的に担っているが、再生可能エネルギーの出
力変動によって、平常時のアンシラリーサービスの所
要量が増大する可能性もある。

2011 年 4 月に本欄にて、デマンドレスポンスに関す
る記事を掲載していただいた。その後、筆者は空調機
や給湯機を用いたデマンドレスポンス（DR）、とくに

また、予備力に関しては、再生可能エネルギー出力
の急激な減少、増加に備えて、上げ代・下げ代の両者
の備えが必要となる可能性もあるが、従来アンシラ

Fast DR と呼ばれる、素早い反応が必要な DR に注目
して、米国のアンシラリーサービス市場において導入
された Fast DR の制度や実事例の調査を進めている。
日本では 2020 年を目処に導入される調整力市場におい
てアンシラリーサービスが取り扱われると考えられる
が、本稿では、まずアンシラリーサービスと DR につ
いて説明し、米国の制度・事例を続けて紹介する。

リーサービスの供給を中心的に担ってきた火力発電の
発電量が減少し、他の新たな手段（需要側リソース、
蓄電池の利用など）でアンシラリーサービスの必要量
を確保しなくてはならない可能性がある。

1. アンシラリーサービスとは
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、周波
数が変化する。系統運用者は周波数をほぼ一定に保つ
ため（日本では東日本の 50 Hz、西日本の 60 Hz）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が、秒単位で常
に需給バランスを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。
アンシラリーサービスとは、電力を安定的に供給す
るために必須な一連のサービスのことを指す。周波数
を保つための制御の中には、周波数調整といって、数
秒毎に指令を受信して需要側の変動を補償する役割
や、予備力といって、不意の事故に対応するために平
常時に出力を抑えて待機する役割などがあり、これら
の役割はアンシラリーサービスの一部である。
2. 再生可能エネルギーの大量導入への対策
再生可能エネルギー電力の固定価格買取制度（FIT）
の導入により太陽光発電の大量連系が進む中、系統運
用上は予測困難な変動出力への対応が迫られている。
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3. 米国の市場に見るファスト・デマンドレスポンス
米国においては、2000 年代中盤より、連邦エネル
ギー規制機関（FERC）の指示により、系統運用に需
要側リソースを活用することを各市場に要求しており、
多くのアンシラリーサービス市場において、需要側リ
ソースが参加できる制度を定めている（1）。
ａ）Fast DR の登録状況についての米国 PJM の事例
最大の市場規模となる PJM（管轄は米国中東部 13
州にまたがり、最大規模は約 1 億 6 千万 kW、日本
全体と同等規模である。）のアンシラリーサービス
市場における需要側資源の参加状況を示す（図 1、
（2）～（5）
。ここで、製造業とは、製造業の生産工
図 2）
程における DR を表しており、発電機は、需要家の
所有する分散型リソースを示している。
運転予備力・周波数調整のどちらにおいても 2016
年までは 1 年ごとに参加資源量が増えてきていたが、
2017 年に変化が見て取れる。運転予備力の需要側
リソース容量は 2016 年の登録量は予備力 570 MW
であったが、2017 年には 540 MW へとやや縮小し、
周波数調整は 50 MW から 120 MW へと倍以上の伸
びを示した。
運転予備力に関しては、需要側リソースにより全
体の必要量の 20％程度を占めており、それなりの導
入量になりつつあるが、周波数調整については必要
量の 2％を占める程度であるため、まだまだ導入は
これから、という評価が適当であろう。
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図1

米国 PJM の予備力市場への
登録リソース種別の月平均容量

（文献データ（2）～（5）を基に筆者作成）

ｂ）登録されている需要側リソースの種類について
どのような需要側リソースが使われているかに注
目すると、予備力では主に製造業の負荷が用いられ
ており、周波数調整では、電気温水器と蓄電池が用
いられている。
秒単位での制御が必要な周波数調整において、応
答性の高い蓄電池が登録されるのは当然であろう。
電気温水器はヒーター式であり、かつインバータ制
御のものではないため、多数台をアグリゲートすれ
ば、消費電力の上げ下げの指令に対する応答性が高
いと考えられる。
図 1、2 ともに、アンシラリーサービス市場に登
録されているリソースの情報であるため、実際にど

図2

米国 PJM の周波数市場への
登録リソース種別の月平均容量

（文献データ
（2）
～
（5）
を基に筆者作成）

この場合インバータの影響で、外部からの消費電
力の指令に対する応答性は機械内部の制御により、
それほど高いものにはならない可能性があり、米国
の事例と同様には進まないのではないか？ 対して、
蓄電池はポスト FIT の影響により、家庭などで蓄
電池の導入が進むと考えられており、電気自動車も
普及するとされていることから、有力なリソースと
なろう。また、製造業における熱を伴う工程なども
今後の調査の対象と考えている。
引き続き、皆様のご指導をいただきつつ、当該分
野の研究を進めていきたい。
〔参考文献〕

のくらいの規模のリソースが登録されているのか、
どのくらいの頻度で入札しているのか、そしてどの
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くらいの成績を残しているのかについての情報収集
が必要であると考えている。

（2）James McAnany,“2014 Demand Response Operations

の需要側資源の活用動向”,電中研報告, Y14003,（2015）
Markets Activity Report”,PJM ホームページ（2015）
（3）James McAnany,“2015 Demand Response Operations

ｃ）日本では Fast DR はどのような絵姿になるか？
この研究の終着点は、日本での適用事例を予想す

（4）James McAnany,“2016 Demand Response Operations

ることである。例えば、先ほどの電気温水器の例で

Markets Activity Report”,PJM ホームページ（2017）

言えば、日本では電気を使った温水器と言えば、主
にヒートポンプ給湯機が該当する。

（5）James McAnany,“2017 Demand Response Operations

Markets Activity Report”,PJM ホームページ（2016）

Markets Activity Report”,PJM ホームページ（2017）
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第28回 環境工学総合シンポジウム 2018 のご案内
■企

画：環境工学部門

■開 催 日：2018 年 7 月 11 日
（水）
～ 7 月 12 日
（木）
■開 催 地：早稲田大学 西早稲田キャンパス（東京都新宿区大久保 3 - 4 - 1 ）

〔https://www.waseda.jp/fsci/access/〕
■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の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。また、各種表彰制度により、環境工学の発展を
加速する機会ともなっております。奮ってご参加下さい。
■特別講演：7 月 11 日
（水）15 : 45 〜 17 : 45（予定）
講演 1：
「 LCA をとおして考える環境最適化（仮題）」
── 国立研究開発法人 産業技術総合研究所  安全科学研究部門 副研究部門長

講演 2：
「 EV 時代における電力供給（仮題）」
── 東京電力エナジーパートナー㈱  経営企画室 部長 佐々木 正信 氏

玄地 裕 氏

■ Online 参加登録期限：2018 年 6 月 29 日
（金）
■問合せ先：環境工学部門（担当職員：遠藤 貴子） E-mail：endo@jsme.or.jp
TEL（03）5360 - 3506 ／ FAX（03）5360 - 3509

編集後記 - - - - - - - - - - - - - - - 環境工学部門は、様々な環境問題の解決のために、

ションを設けます。これまで参加されていない分野

「騒音・振動改善技術」「資源循環・廃棄物処理技術」

の方々にも参加する機会を持っていただき、シンポ

「大気・水環境保全技術」「環境保全型エネルギー技

ジウムの活性化を図っていきたいと考えています。

術」の 4 つの技術委員会を中心にして、幅広い視点

環境工学に関心のある方の参加をお待ちしておりま

から活動を行っています。

す。

環境工学部門の最大のイベントである環境工学総

最後になりましたが、本ニュースレターの発行に

合シンポジウムについて今年度から新たな取組とし

際して、ご協力いただいた執筆者ならびに関係の皆

て、講演時間の短縮や、社会の変化に合わせてタイ

様にこの場を借りて御礼申し上げます。

ムリーな技術分野については、オーガナイズドセッ
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