ENVIRONMENTAL ENGINEERING DIVISION
この用紙は、資源保護のため再生紙を使用しています。

日本機械学会環境工学部門ニュース

アメニティ空間の創成

No.４ March 1993
'92 環境工学部門を振り返って

金光陽一
環境工学部門運営委員会委員長（荏原総合研究所）
オゾン層破壊、酸性雨、地球温暖化、砂漠化、などの地球
規模の環境問題あるいは廃棄物処理、公害騒音等の都市環境
問題が毎日マスコミを賑わしています。昨年６月、ブラジル
で開催された‘地球環境サミット’では、持続可能な開発が
世界の共通の課題であることを確認しました。そのなかで、
特に日本は財政と先端科学技術の両面での支援が期待されて
いるようです。
ところで、本環境工学部門は、柏木第 67 期部門委員長、永
田第 68 期部門委員長、北林第 69 期部門委員長が本部門をリー
ドされ、このような機械学会内外の熱い期待を担って、活動
を続けています。機械学会第 70 期（’92 年度）は本部門の第 4
期目となりました。この間歴代委員長のご努力により、機械
学会における環境工学にかかわる学会活動は飛躍的に活発に
なりました。第 70 期は、従来の活動パターンを踏襲し、以下
の行事、企画を実施いたしました。

2．講習会

1．’92 総合シンポジウム

'92 総合シンポジウムの懇親会において、次の 2 名の方に
部門賞の贈賞を行いました。
（1）第 3 回環境部門賞 功労賞
鈴木昭次氏（法政大学工学部）
贈賞理由：昭和 58 年度、昭和 59 年度環境工学委員会委員長と
して、同委員会の充実を図り、環境工学分野の今日の発展に
多大の貢献をした。
（2）第 3 回環境部門賞 研究業績賞
森棟隆昭氏（東京都立大学工学部）
贈賞理由：'91 環境工学総合シンポジウムで発表された“窒
素プラズマを用いた排煙脱硝の研究”は、従来の形式と異な
る新しい脱硝方式であり、画期的な研究発表であった。
なお、今回から部門賞の副賞として、写真中の左右に置い
てある、記念の盾を贈ることにしました。この盾のデザイン
は、田中信雄運営委員（機械技術研究所）が作成した第 1 回
総合シンポジウムのポスターのデザインをベースとしました。

広範囲な環境問題の解決に向けて、（1）音・振動制御技術、
(2)廃棄物処理技術、(3)水、大気汚染防止技 術、(4)空調、冷凍
技術の 4 技術分野での情報の交換を円滑にし、知識の普及を
図るため、第 1 回の総合シンポジウムに引続き、”地球と環
境（エコテクノロジーヘの展開）”をメーンテーマとして、
第 2 回総合シンポジウムを’92 年 7 月 16 日、18 日、川崎市産
業振興会館において、開催しました。この会議では、オーガ
ナイズドセッション、特別講演会、機器展示会などの行事が
おこなわれました。400 名以上の参加者があり、活発な意見
交換が行われました。
引き続き、第三回総合シンポジウムを'93 年 7 月 2 日、3
日に開催することを計画し、北川三郎（ガス協会）組織委員
長、冨岡孝三郎（東京ガス）幹事のもとに、興味深い企画を
立案中です。

基礎的、あるいは最新の技術情報を提供し、あわせて部門
財政を安定させるため、以下の講習会を開催し、たくさんの
若い技術者、研究者の参加を得ました。
大気汚染と環境対策の先端技術
（'92 年 5 月 27 日、東京都立食品技術センター）
機械から発生する音の感性評価とその改善
（'92 総合シンポジウムに併設）
廃棄物処理技術の展望
（'92 総合シンポジウムに併設）
地球環境問題と対策技術の現状と将来
（'92 年 9 月 10 日～11 日、東京大学山上会館）

3．部門賞贈賞
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4．部門マークの制定
機械学会部門協議会において、部門毎に部門マークを制定
できることになりました。そこで本部門でも部門マークを作
成し、部門 IDENTITY 確立の一助とすることにし、部門マーク
制定委員会（委員長 川島豪部門運営委員会幹事）を発足さ
せました。次回の総合シンポジウムの懇親会の場を借りてそ
の発表を行ないます。ご期待ください。

5．各種委員会
部門傘下の以下の委員会は、独自に活発な活動をし、部門
の活性化に貢献していただきました。
第一技術委員会（音・振動制御技術）
委員長 今井章久（武蔵工大）

幹 事 西村正治（三菱重工）
第二技術委員会（廃棄物処理技術）
委員長 鍋島淑郎（玉川大）
幹 事 森本 林（タクマ）
第三技術委員全（水、大気汚染防止技術）
委員長 北川三郎（ガス協会）
幹 事 冨岡孝三郎（東京ガス）
第四技術委員会（空調、冷凍技術）
委員長 松岡文雄（三菱電機）
幹 事 平田哲夫（信州大）
広報委員会
委員長 伊藤定祐（神工大）
幹 事 川崎信彦（月島）
部門賞選考委貝会
委員長 服部 賢（長岡技術科学大学）
’92 総合シンポジウム組織委員会
委員長 松岡文雄（三菱電機）
’93 総合シンポジウム組織委員会
委員長 北川三郎（ガス協会）
幹 事 冨岡孝三郎（東京ガス）
国際交流部会
委 員 大屋正明（資源環境技術総合研究所）
環境問題に対する社会的関心の高まりのなかで、本部門の
果たすべき役割は重要性を増すことでしょう。第 71 期は服部
賢部門長（長岡技術科学大学）の指導のもとに、さらに発展
していくことを期待し、第 7O 期の環境工学部門の活動につい
ての報告と致します。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

】

正確な情報を早く、広く
服部

賢

環境工学部門運営委員会副委員長（長岡技術科学大学）

昨年の 12 月初旬、東南アジアの某都市を訪ねる機会があり
ました。その空港から一歩外へ出た途端、自動車とモーター
バイクによる物凄い騒音と排気ガスの出迎えを受けました。
この都市には鉄道が一本しかなく、しかも駅の位置が不便な
ので、交通は専ら自動車（バス、自家用自動車など）によっ
ているため、交通渋滞も慢性的で、騒音と排気ガス問題はか
なり深刻であるように見受けられました。
環境の問題は、改めて言うまでもなく、現在世界的に大き
な問題の一つとして広く注目を集めています。熱帯雨林の破
壊、砂漠化、酸性雨、有害廃棄物の投棄、それに海洋汚染が
問題になっている地域を世界地図に書き込めば環境問題がま
さに地球規模にわたっていることがわかります。これに加え
て、温暖化とオゾン層破壊は全世界に亘る問題であります。
そして、いわゆる地球環境の問題に比べ規模は小さいが、
我々の周囲にもっと身近に、もっと直接的に存在する環境門

題も多くあります。こう云った環境に関する情報は最近新聞
その他いろいろなメディアを通じて数多く語られあるいは報
じられています。
さて、この地球環境問題として地球温暖化とオゾン層破壊
の問題を見ましょう。この二つの問題はいずれも広い空間と
極めて長い時間スパンを持っていますが、それぞれへの対応
は大きく異なっています。オゾン層破壊の問題では、その原
因が知られ、それに対する対策として一応の解答が出されて
います。平成 4 年 11 月コペンハーゲンで開かれたモントリ
オール議定書締約国の第 4 回会合で、特定フロン（クロロフ
ルオロカーボン（ＣＦＣ））はその全廃時期が 1995 年に早め
られ、ＯＤＰ（オゾン層破壊係数）が小さいとされているハ
イドロクロロフルオロカーボン（ＨＣＦＣ）についても 2020
年にその 99.5％削減が決められました。これに至る道程は厳
しく困難なものでしょうが、ともかく答えがでています。
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一方、地球温暖化の問題には答えになるものが見つかって
いません。温暖化の主役とされ、化石燃料の消費によって発
生し大気に放出される二酸化炭素は全世界で約 220 億 ton／
year と言われています。化石燃料は産業革命以来 200 年、工
業の発展と共に消費量を増し、現在エネルギー源のおよそ 90
％を占めています。しかもこれに替わり得るエネルギー源は
見あたらない、と言うのが現在の状況です。（ちなみに 1990
年のわが国では一次エネルギ総供給量 5.26 億 ton（石油換
算）の 85％が化石燃料であった。）近時点の対策として日本
政府は「地球温暖化防止行動計画」で 2000 年におけるCO2排
出量を 1990 年レベルに安定させる目標を示しています。しか
し、日本のエネルギー消費は第 2 次オイルショック以後の
1982 年から年々増加していることも確かなことです。この問
題は、今後 100 年をかけて地球の再生を目指す地球再生計
画」（The New Earth 21）も提唱されているように、極めて息
の長い問題として認識されています。
いま、環境問題は地球規模から都市規模、長い時間スパン
から原因と結果が殆どリアルタイムに起こる騒音の問題まで
きわめて多岐にわたっております。多くの環境問題が顕在化
してきましたが、起こって来る事象の性質、地域あるいは国
毎の事情、先進国と途上国の状況の差などによって問題の取
扱いは大きく異なり、いずれも先行きには困難が予想されて
います。このような状況下にあって、環境工学部門の任務は
環境問題に関連する情報を正確に、早くそして広く伝達する
媒体の役目を果たすことにあろうかと思います。昭和 52 年に
環境工学委員会が発足してから 16 年、環境工学部門に移行し

てはや 4 年を経ようとしておりますが、この間一貫して上記
の目的を果たすべく努力して参りました。
環境工学部門に移行してからは、環境問題を
（1）振動・騒音、
（2）廃棄物処理、
（3）大気・水、
（4）空気調和・冷凍
の主要な 4 分野に分け、それぞれに技術委員会を組織して活
動を行っております。具体的行動として、情報交換の場とし
て、機械学会春の総会および秋の全国大会に環境工学部門企
画の研究発表講演、フォーラム、特別講演などの諸行事を
行って来ました。また、分科会ならびに研究会を設置して、
情報の収集とその研究・評価を行って参りました。これらの
情報を広く敷衍するために講習会があります。そして、一年
間の活動の総括として、また情報交換の場として、環境総合
シンポジウムを開催して参りました。ニューズレターには環
境技術に関する情報、環境データ集を掲載して便を計ってお
ります。
今後は短期・長期の、そして多様な環境問題に対応すべく、
上記の活動を一層充実させると共に、歴代の委員長、委員会
によって示された方向を継承して、部門内の活動に留まらず
機械学会の他部門、他の学協会あるいは海外の団体などとの
連携をもはかって広く社会に責献しうる組織としての体制を
整えて行きたいと考えております。関係各位のご理解とご協
力をお願い申し上げます。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

'92 環境工学総合シンポジウム報告
松岡文雄
環境工学総合シンポジウム’92組織委員会委員長（三菱電機(株)生活システム研究所）

昨年に引き続き '92 年 7 月 16 日（木）～18 日（土）の 3 日
間にわたって、川崎市産業振興会館こおいて、第 2 回環境工
学総合シンポジウム '92 ――“地球と環境”エコテクノロ
ジーヘの展開――を開催しました。
当部門の ’90 期北林部門長の時にシンポジウム組織委員会
が結成され、 ’91 期金光部門長になって実行されました。
《シンポジウム組織委員会》
委員長 松岡文雄（三菱電機）
委 員 第 1（振動騒音防止）技術委員会
今井章久（武蔵工大）
長安克芳（東芝）
第 2（廃棄物処理）技術委員会
森棟隆昭（都立大）
鍋島淑郎（玉川大）
第 3（大気・水保全）技術委員会
宍戸一陽（東ガス）

安楽幸一（前澤工業）
第 4（空気調和・冷凍）技術委員会
田村陸男（荏原）
斎藤武雄（東北大）
その他の担当
“フォーラム”－環境とエネルギー利用－
実行委員長 齋藤武雄（東北大）
“特別展示品コーナー”－地球環境にやさしいソーラ機器－
実行委員 第 3，第 4 技術委員会
‘特別講演会”－地球環境とこれからの技術開発ビジョン－
拍木孝夫（農工大）
“併催チュートリアル行事”
No．920－61 講習会「廃棄物処理技術の展望」
第 2 技術委員会
No．920－62 講習会「機械から発生する音の感性評価と
その改善」
第 1 技術委員会
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“懇親会および環境工学部門賞授与式”
第 3 回環境工学部門賞 功績賞
鈴木昭次（法政大）
第 3 回環境工学部門賞 研究業績賞
森棟隆昭（都立大）
本シンポジウムで発表された論文の数は、合計で 117 件で、
その内訳は振動・騒音防止技術が 30 件、廃棄物処理技術が 21
件、大気・水保全技術が 34 件、空気調和・冷凍が 32 件でした。
また、参加者総数は 441 名となっており、内訳は学校関係
63 名、企業 351 名、官公庁 21 名、招待客 6 名でした。
併催講習会参加者は、No．920-61「廃棄物処理技術の展
望」63 名、No．920-62「音の感性評価とその改善」43 名でし
た。
特別展示品コーナーでは
1．ソーラホンダドリーム号（本田技研）
2．電気自動車 ポールマン（東北電力）
3，天然ガス自動車
（東京ガス）
4．ソーラエアコン
（三洋電機）
5．スーパーソーラー自転車（東北大齋藤研）
がありました。
なお、参加者の所属学協会の内訳は、機械学会（175 名），化
学工学会（20 名）、廃棄物学会（14 名）、音響学会（14 名）、
自動車技術会（8 名）、日本冷凍協会（7 名）、空気調和・
衛生工学会（7 名）、土木学会（4 名）、騒音制御学会（3
名）等でした。
論文発表はすべてオーガナイズドセッションとし、オーガ
ナイザーの方々の御尽力により、各セッション共、多くの参
加者を得て、無事終了することができました。
オーガナイズドセッションのタイトルと発表件数は以下の
とおりです。
1. 振動解析・振動制御
5件
2. 機械騒音の評価の実際
4件
3. 音場解析・音場制御
4件
4. 機械の低騒音・静音設計および対策
10 件

展示用ソーラーカーの運搬
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

サウンドスケープ・環境騒音
7件
ごみ収集・輸送および処理技術
6件
公害防止技術
11 件
資源化および埋立処分
4件
低公害自動車の技術
9件
大気汚染防止の新技術
6件
CO2の低減と省エネルギー技術
4件
水処理の新しい計測と制御技術
2件
水処理の新しい固液分離技術
11 件
水処理の新しい管再生技術および排水収集
システム
2件
15. 省エネルギー
11 件
16. 排熱回収
10 件
17. 熱輸送
11 件
シンポジウム期間中を通して、多くの参加者のもとに活発
な討論が行われました。
環境工学関連の研究者、技術者が毎年一堂に会して、情報
交換を行うことは非常に有意義であり本年も 7 月に開催する
べく企画しております。積極的に参加されるようお願いいた
します。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

'93 環境工学総合シンポジウムのお知らせ

“地球と環境”ェコ・テクノロジーの共有化を進め
新たな展開を
北川三郎
環境工学総合シンポジウム’93組織委員会委員長（日本ガス協会）
開催日 平成 5 年 7 月 2 日（金）～3 日（土）
会 場 川崎市産業振興会館（川崎市）
企 画 日本機械学会環境工学部門
地球温暖化、酸性雨、オゾン層破壊、砂漠化、熱帯林破壊
などの地球的規模の環境問題に対し、世界各国は共同して対
応策を講じる努力を払っています。1992 年にブラジルで開か

れた地球サミットでは、環境技術の国際的な移転を促進する
ことが合意されました。
私達がここに企画するシンポジウムはまさしく、環境技術
に関わる多くの人が情報をひろく交換・共有し、それをさら
に発展させることによって、地球あるいは地域の環境問題に
ついて解決策を見出していこうというものです。
振動・騒音防止、廃棄物処理、大気・水保全、空気調和・
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冷凍の各技術分野での最新のトピックスを揃え、活発な意見
を交わしたいと考えております。
多くの皆様のご参加を斯待しております。

オーガナイズドセッションおよび併催企画
振動・騒音制御技術
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

乗り心地
音質・心理評価
ＯＡ機器の静音設計
家庭電化製品の静音設計
工場設備の低騒音化
建設機械・工法の低騒音化
音場解析・制御
振動解析・制御
居住・作業環境

大気保全技術
13. 低公害自動車の技術
14. 大気汚染防止の新技術
15. 地球規模大気保全技術（CO2の低減・固定化、省エネル
ギー、大気循環のモデリング）
16. フロン使用削減対応技術（代替フロンの大気中分解、回
収フロンの破壊）
フォーラム(or パネルディスカッション)
“地球温暖化問題への対応（仮題）”
パネリスト 小宮山宏（東大）ほか

水保全技術
17. 上水・用水の最新技術（高度処理・膜処理）
18. 下水・廃水の最新技術（高度処理・膜処理）

空気調和・冷凍技術

廃棄物処理技術
10. ごみ収集・輸送および処理技術（収集から中間処理の
範囲全般）
11. 公害防止技術（排ガス処理、排水処理、灰処理、ダイオ
キシン対策等）
12. 資源化および埋立処分（物質回収、エネルギー回収、廃
車回収、RDF）
特別講演会 講師 後藤典弘（国立環境研）

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

省エネルギー（新技術）
省エネルギー（ヒートポンプ）
排熱回収（未利用エネルギー）
排熱回収（地域冷暖房）
熱輸送（地域冷暖房）
熱輸送（コージェネレーション）
熱輸送（その他）
フロン使用削減対応技術（代替フロン製造、非フロン使
用）

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

海外レポート

柏木孝夫
（東京農工大学）
欧州は環境調和型のエネルギーシステムや技術開発が盛ん
である。つい最近、オランダ、スイス、ドイツなどをまわり、
興味深い知見を得た。その中でも、我国にあまりなじみの薄
いスイスでの 2 つの事例を紹介しよう。
まず、スイス・ツェルマットの電気自動車について述べた
い。ツェルマットはマッターホルンヘの登りロに当たる人口
約 3,000 人の観光の町で、標高約 1,600m に位置しており、
欧州で唯一、夏スキーが可能な地域である。この町は、環境
浄化のため、20 年程前から電機自動車以外の車を市内から
シャットアウトしていることで有名であり、市内には 170～
200 台の電気自動車が走行している。個人では所有できず、
ホテルの送迎用、あるいは店舗の荷物運搬用などの商用に限
定されている。私の宿泊先であるホテルアレックスでも 1 台
の電気自動車を所有しており、ホテルの設備技術者に話を聞
いたところ、12 年前に約 700 万円で充電器込みで購入したと
のことである。駅からホテルまでの送迎時に乗ってみたが、

電気自動車タクシー
走行速度は 20～25km／時で、遊園地の乗り物といった感じで
あった。1 日かけて、ソーラーバスやタクシーに乗り、タク
シーの運転士に、私の今回の目的が電気自動車の調査である
旨を伝えたところ、電気自動車の現状について多くを話して
くれた。タクシーは走行距離が長いため、1 回当たり 5 時間
充電、5 時間走行を繰返し、毎日 2 回の充電を行っており、
1 回当たりの走行距離は 100～200km でバッテリー残量計
（％表示）が 24％以下になると停止するため、ガソリン自動
車に比較すると何とも不便なものであると言う。では、なぜ
このように電気自動車の利用に関する条例がこの町で施行さ
れたのであろうか。私はこの疑問を何人かの専門家にぶつけ
てみた。それらの答えを総合すると、次のようであった。
「ツェルマットに電気自動車の使用とガソリン車等の使用
規制に関する条例が施行されたのは、今から 20 年以上も前の
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ことであり、当時は、いま程モータリゼーションも進んでな
く、町でガソリン車を保有している者がいなかった。また、
観光の町であることから空気の浄化が求められていたこと、
などから条例の施行に大きな反対もなく承認された。現在で
あれば、ツェルマットであれ、導入は不可能であったに違い
ない。しかし、我々住民はいまの条例に満足している。この
条例があったからこそこのように空気のきれいな町ツェ ル
マットが守られているのだから。」
これらを踏まえ、我々日本人がツェルマットの電気自動車
に学ぶべきことは、電気自動車の技術では決してなく、20 年
前の技術的に未成熟な時期においてさえ、その技術とコスト
のバリアを超越したこと、つまり、電気自動車の社会的導入
を決意した行政側の勇気と住民側の理解、そして大気浄化と
いう明確な目的意識に基づく両者の電気自動車コミュニティ
建設への意欲なのではないだろうか。
ツェルマットでの訪問を終え、私は週明けの月曜日早朝次
の訪問地、マルティニー市へ向かった。現地には CREM
（Center De Recherches Energetious Et Municipales：市立
エネルギー都市システム研究所）の本部があり、その所管で
ある下水バイオ施設に寄り、CREM が開発を進めた「コンバイ
ンド・ウインドミル・バイオマス・システム」や「下水バイ
オマス利用型コージュネプラント」の施設を視察した。
マルティニー市はローヌ・アルプス麓の盆地にあり、夏の

午後に強い風が吹く。そして附近は有数の酪農地帯であり、
有機飼料廃棄物が多く、下水汚泥にかなりの飼料廃物が含ま
れ、下水処理場に集積する。地球温暖化対策の一つとしての
再生可能エネルギー開発が切望されていた。当プロジェクト
は市により企画され、IEA（国際エネルギー機関）の援助のも
とにスイス 連邦技術研究所と CREM により実行されたものであ
り、①都市下水汚泥を原料とするバイオマス発電システム、
②地域特有の風力を利用する風力発電システム
とのハ
イブリッドシステムにしたところが特徴である。目標は、下
水処理場における電力・熱エネルギーの全需要を賄い、再生
可能エネルギーによる電力を最大限系統に供給すると共に、
海岸地域など風力の豊富なエネルギー供給孤立地域における
適用可能性を検討することである。特に注目すべき点は、バ
イオガスエンジン発電システムからの排熱をバイオガス生成
のための熱源として活用しており、完全自立分散型のエネル
ギーコミュニティを構成していることである。1988 年に設置
され、ほぼ順調に稼動しているが、バイオガス、風力による
実績発電量は当初見込みをかなり下回り、約半分程度である
ことは、再生可能エネルギーの実用化に困難な面が未だ多い
ことを物語っている。日本人の訪問は私達が初めてであった
こともあり、所長以下、全スタッフと納得のいくまで討論で
きたことはこの上もなくうれしく、末永く情報交換をするこ
とを約束し、次の訪問地へと向かった。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

日本音響学会大阪国際シンポジウム

トピックス

音環境の評価と計測一快適音環境の創造一会議報告
桑野園子
第1技術委員会（振動・騒音）（大阪大学）

日本音響学会主催の国際シンポジウム「音環境の評価と計
測－快適音環境の創造－」が、1992 年 9 月 13 日～14 日に新大
阪ワシントンホテルとメルパルク大阪で開催された。参加者
は延べ約 230 名であった。
本シンポジウムは人間の感性に即した音環境を創造するた
めに、音響学がいかなる役割を果たすべきか、また音にたず
さわる企業や行政はいかなる面で実践的サポートをなすべき
かを考え、討議することを目的として開催された。そのため、
国内、国外から、また大学、企業、行政関係から、広く社会
的問題にも現実的対応の経験がある音響学者の参加、協力を
得た。本シンポジウムの講演者、並びに演題のリストを
Table 1 に示す。各講演の概要は下記の通りである。
なお、本シンポジウムでは参加費を無料としたこと、
Proceedings に邦訳をつけたこと、また、司会者が発表内容
と discussion の内容について要約を日本語で紹介したことな
ど、参加者の便宜をはかり、大変好評であった。
Schick は、絵画と音楽を一つの統合した芸術作品として融
合させようとした Bauhaus の芸術家の例、Art Nouveau にお
ける騒音の新しい概念、都市風景画と具体的な音とを結びつ
けようとした Italian Futurists、騒音芸術の試み、などの
例を紹介し、芸術デザインの対象と手法としての騒音と音響

についての考えを述べた。
平松は、サウンドスケープ研究の歴史、概念について紹介
するとともに、社会調査における調査者の影響について言及
した。さらに鳥越の行った神田地区、平松の行った京都地区、
藤本の行った福岡地区のサウンドスケープ研究を紹介した。
Blauert と Genuit は、音が空間的に分布している場合（現
実場面では多くの場合にそうであるが）、従来の 1 つのマイ
クロホンで捕らえたＡ特性音圧レベルなどのような測定法で
は、限界があり、バイノーラル技術を用いて測定する必要性
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とその技術について報告した。
Pollack は聴覚の周波数弁別について複合音の相互作用に
関する研究を紹介し、聴覚の基準的な観点からみた音の評価
について報告した．
Rakowski はピアノの音が近隣騒音源になる可能性があるこ
とから、アップライトピアノの音について種々の防音効果を
検討した結果を報告した。彼の実験によれば、ピアノを空中
につるし、固体伝搬をなくすと、階下で、低周波数域では 10
dB 以上、500～3200Hz の範囲でも 3～10dB の低下がみ
られ、また、弾性支援を用いても同様の効果がみられるとの
ことである。
Jansen et al．は、生理学的測定法による快適音環境の評
価の試みについて報告した。同じ音圧レベルの音でも、バイ
ノーラル技術により拡がり感を与えると、指先容積脈波の反
応が異なること、音楽に対する循環器系の反応が、騒音に対
する反応と異なること、relaxation と心拍数、呼吸数、筋肉
の電気活動、脳波のα波など種々の生理的パラメータとの間
に関連がみられることなどから、快適音環境も生理学的指標
により数量的に測定しうる可能性があることが示唆された。
山口らは、“ゆらぎ現象”が快適性のキーファクタとなる
可能性を見いだしたことから、“振幅ゆらぎ”、“周波数ゆ
らぎ”、“周期のゆらぎ”の 3 つの測定項目のいずれにも対
応するとともに、“ゆらぎ特性”、“変動の中心”、“変動
の大きさ”の 3 つのゆらぎパラメータを同時に演算・表示す
る「ゆらぎ分析器」の開発について紹介した。
Taylor はトロントの国際空港における滑走路増設計画に
関連して、滑走路の増設とそれに伴う航空機の変動による騒
音暴露の変化がもたらす身体的、精神的健康への影響と一般
的な福祉への影響について検討した結果を報告した。さらに、
航空機騒音のように、時空間的に変動の大きい騒音について、
平均的な“量－反応”関係から騒音の影響を予測する場合の
問題点を指摘した。
Chen は中国における騒音汚染と保護に関する状況の概要を
紹介した。北京で測定された騒音マップ、および自動車交通

騒音、鉄道騒音、航空機騒音、工場騒音など音源別こみた騒
音レベル測定結果と睡眠妨害を中心とするアンケート調査結
果との対応など興味探いデータが多い。
五十嵐は日本における騒音問題について、戦後の騒音問
題の概要、騒音に係る環境基準の設定、交通騒音の対策、交
通騒音に関する社会調査の比較などを紹介し、騒音対策の経
過について、その技術的側面と環境基準を達成するための問
題点を報告した。
Table １
Schick (Oldenburg University, Germany)
“芸術デザインの対象と手法としての騒音と音響”
－その歴史的展望－
平松 幸三（武庫川女子大学）
“日本におけるサウンドスケープ研究”
J． Blauert （Ruhr University, Germany）and K．Genuit
（Head Acoustics，Germany）
“バイノーラル技術を用いた音環境の評価”
I． Pollack（The University of Michigan．U.S.A.）
“複合音の相互作用”
A. Rakowski（Chopin Academy of Music, Poland）
“騒音源としての楽器”
G． Jansen, G．Notbohm and S．Swchwarze
（Dusseldorf University, Germany）
“音環境の評価手法としての生理学的測定法の
適用”
山口公典（小野測器），田原靖彦，宮島徹（清水建設）
“音環境評価のための測定機器の開発”
S．M．Taylor（McMaster University, Canada）
“騒音の許容レベルの決定－科学的リサーチの役割”
T． Chen（中国科学院声学研究所）
“中国における騒音問題とその対策”
五十嵐寿一（小林理学研究所）
“日本における環境騒音対策の進展”
A.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

トピックス

ごみ焼却炉からの飛灰
野津征一郎
第2技術委員会（廃棄物処理）（川崎重工業㈱）

1.はじめに
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正され、平成
4 年 7 月 4 日に施行された。この改正の中で、「1 日当りの
処理能力が 5 トン以上のごみ焼却施設のうち、焼却灰とばい
じんが分離して排出されるものに設けられた集じん装置で捕
集されたばいじん」（以下飛灰と称す）が、特別管理一般廃
棄物に指定され、厚生大臣の定める方法で処理する場合を除
き埋立処分を行ってはならないこととなった。
ここで言う「厚生大臣の定める方法」とは、平成 4 年 7 月
3 日厚生省告示第 194 号第一号により、①溶融加工、②セメ

ント固化、③薬剤処理により重金属類が溶出しないよう化学
的に安定した状態にする方法、あるいは④酸その他の溶媒に
重金属を十分に溶出させたうえで脱水処理をすること、と定
められた。
また、今回の改正の主旨には含まれていないが、この飛灰
には焼却灰よりかなりの濃度で DXN が含まれているので、こ
のことも考慮した飛灰の無害化処理方策が望ましいものであ
るが、現状は必ずしも十分なものとはいえない。各処理方法
を中心に考察する。
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表１ 飛灰の組成例

(wt%)

表2

飛灰の溶出試験結果

表3

飛灰溶融スラグの重金属成分 （mg／kg）

表4

表5

飛灰の薬品添加処理結果

飛灰中のDXNの熱分解処理結果
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る。

2．飛灰の性状と処理目標
飛灰の組成の例を表 1 に示す。都市ごみ焼却プラントにお
いては、排ガス中の HCl 除去のため集じん設備の前段階で石
灰を噴霧するシステムも多いので、このケースも示した。ま
た、表 2 に総理府の定める埋立処分する場合の有害重金属類
の溶出の規制値及び飛灰の溶出値の例を示した。今回の飛灰
の処理はこの規制値をクリアーするものでなければならない。

3．処理方式の現状
3－1 溶融処理
溶融処理方法は主として焼却灰の減容化、安定化、さらに
は有効資源化を目標として開発されてきた。加熱方式として
は、油、電気（アーク炉）等が実用の域に達しているが、い
ずれにしても被処理物を 13OO℃以上の高温にする過程を経る
ので、低沸点物の気化はまぬがれない。現在飛灰のみを溶融
処理している実績はないが、実験ベースでの飛灰溶融スラグ
の重金属類を中心にした分析値を表 3 に示す。元組成と比較
して Pb，Cd，As，Hg 等の減量が目につく。
溶融スラグはSiO2の網目構造の中に重金属類を包み込んだ
形で固化し、きわめて安定なガラス質となり重金属類の溶出
は通常全く認められない。
飛灰の処理設備として本方法を見た場合、塩類並びに重金
属類の揮散に対しどう対応するかが課題となっている。

3－2

セメント固化

本方式は、飛灰中の重金属類の安定化およびハンドリング
中や埋立後の飛散防止の目的で実用化され、実績も多い。
セメント中のアルカリ成分による重金属類の水産化物化や
物理的封じ込等により重金属類の溶出を防止しようとするも
のであるが、多量の塩類を含む一部飛灰については、現在行
われている環境庁告示第 13 号による溶出試験では、Pb などの
溶出防止が不完全なことがあるので注意を要する。なお、現
在固化に先立ち前処理や薬剤注入により重金属類の溶出防止
性能を高めることが行われ、欠点を補っている例もある。

3－3

3－4

抽出法他

重金属類は PH 値を 7 以下にすると溶媒中への溶出性が著し
く増大する。ドイツで開発された 3R プロセスは、ごみ焼却
排ガスの湿式スクラバからの酸性廃液を使って飛灰中の重金
属類を抽出し、これから Cd，Zn，Cu を再生するプロセスを組
込んでいる。抽出後の残留物は約 60ｗt％で安定なものである
と報告している。
酸抽出法の他、重金属顆の安定化の方法として PH9～10 の
状態で不溶性の水酸化物ないしは塩を形成させる方法がある。
東京都を中心に開発された燃焼排ガスによる飛灰溶解水の中
和プロセスは、当初の目的は排ガス中の炭酸ガスにより、灰
汚水中のアルカリ分を中和炭酸塩化してスケール発生を防止
することにあったが、重金属類の安定化にも効果をあげてい
る。
しかしこれらの方法はいずれも、排ガス処理と飛灰処理を
含めたトータルなものとして選定し、物質バランスやユー
ティリティー面を十分に検討しておく必要がある。

3－5

その他

飛灰中の DXN の処理に関する研究はまだ新しく、目下開発
途上といえる。
現在報告されている処理方式の主なものは DXN の熱による
分解が中心である。
先述した灰溶融法では溶融スラグに残る DXN は元の 0.2％程
度であり溶出はないと報告されている。
飛灰中では、250～400℃の酸素過剰雰囲気において
Deuova 合成により DXN が生成されるが、低酸素雰囲気では分
解が進む。表 5 はパドル式電気加熱分解装置により、酸素濃
度 1％以下の雰囲気で 350～400℃で約 1 時間処理したとき
の DXN の減少率を示すもので、98～99％となり、実用化され
てきた。
今後は熱分解のみならず、薬剤による安定化等の開発が進
むであろう。

4．おわりに

薬剤添加

飛灰の安定化処理法として、簡単かつ有効な方法を目標と
して開発されてきた。本方式は重金属固定剤、凝集剤等の薬
品、さらに必要に応じて PH 調整剤を添加して加湿混練するも
ので、重金属類の溶出防止に十分な効果が得られる。電気集
じん機により捕集した飛灰の処理結果の一例を表 4 に示す。
セメント固化で問題のあった Pb 等についても効果は十分であ

飛灰の処理方法はまだまだ流動的なものが多い。諸兄の活
発な研究・開発活動を期待する。

参考文献：
廃棄物研究財団 WI21C，灰の安定化等処理技術開発プロ
ジェクト報告書，他

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

トピックス

地球温暖化対策としてのCO2分離・固定技術
井上博雄
第3技術委貞会（大気・水）（石川島播磨重工業㈱）

1．地球温暖化現象
（1）はじめに
1980 年代の終り頃から地球温暖化が地球規模の問題として
大きく取り上げられ、国際的な話し合いが行われて来た。

1992 年 6 月にブラジルで開催された地球サミットで気候変動
に関する枠組み条約が調印され、現在批准に向かって手続き
が行われている。この条約が発効すると、先進国は 2000 年ま
でに一国または共同で温室効果ガスの排出量を 1990 年の排出
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水準に戻す努力が義務付けられることになる。

①化学吸収法

（2）温室効果の原理

工業的に多くの実績があるモノエタノール・アミン水溶液
などを吸収剤として使用し、排ガスとの直接接触によりCO 2

地球は、太陽から波長 0.2～2μm の放射光を受ける一方
で、波長 4～30μm の赤外線を宇宙に放射しており、このバ
ランス関係が地球の気温に大きな影響を与えている。
即ち、太陽光線は殆ど吸収されずに大気を透過するが、地
球からの放射赤外線は大気中の水蒸気、二酸化炭栗（CO2）、
メタンガス、フロンガス、亜酸化窒素等に吸収されるため、
太陽からの入射熱に比べ宇宙への放射熱が少ないので、地球
の平均気温は約 15℃に保たれてきた。
このように地球からの放射赤外線が大気中に含まれるガス
により吸収され、宇宙への放射量が減少して地球が温暖に保
たれることを温室効果と呼んでいる。
地球温暖化問題では、一般に温室効果のあるガスから水蒸
気を除いたCO 2 、メタンガス、フロンガス、亜酸化窒素等の
ガスを温室効果ガスと呼んでいる。

（3）温室効果ガスの大気中濃度の現状
温室効果ガスの大気中の濃度および年増加率を表 1 に示す。
温室効果ガスの濃度は最近急速に増加しており、現在CO 2 に
換算して産業革命以前より約 50％増大している。既にこの蓄
積分だけで地球の平均気温を 11℃上昇させる効果を持つと考
えられている。

353 ppm

0.5

%

メタン

1.72 ppm

0.9

%

フロン－11

280 ppt

4

%

フロン－12

484 ppt

4

%

310 ppb

0.25%

亜酸化窒素
（備考）

1．出典：ＩＰＣＣ報告書
2．濃度はすべて体積率表示

2．CO2分離・固定技術
（1）

②物理吸着法
ゼオライトなどの吸着剤にCO 2 を吸着させ、吸着したCO 2
を吸着剤から脱離することにより分離する方法で、吸着・脱
離を圧力を変化させて行うＰＳＡ法（Pressur Swing Adsorption）と、温度を変化させて行うＴＳＡ法（Temperature
Swing A dsorption）がある。いずれの方法も多くのエネル
ギーを必要とするので、双方を組み合わせた改良型のＰＴＳ
Ａ法も研究開発されている。
開発課題はエネルギー消費量の削減、分離したCO 2 濃度を
高めること、および大型化である。

③

膜分離法

高分子膜などを使用し分離する方法で、分離性能のよい分
離膜の開発が実用化の鍵となっている。

（3）CO２固定技術
ボイラ排ガスから分離したCO 2 を固定する方法は、発電所
から排出される量に対応できるものでなければならない。こ
こで、一例として出力が 100 万ｋW の石炭火力で設備利用率を
70％、排ガスからCO2を 90％分離・回収する場合を想定する

表１ 温室効果ガスの大気中濃度と増加量
温室効果ガス
現在濃度
年増加率
CO2

を吸収剤に吸収させる。CO 2 を吸収した吸収剤は加熱により
CO 2 を分離・再生し再使用される。化学吸収法は吸収剤の再
生の際に多量の熱を必要とする。
開発課題はエネルギー消費量の削減、吸収剤の劣化防止、
吸収剤による装置の腐食防止である。

はじめに

CO 2 、メタン、亜酸化窒素、フロンなどの温室効果ガスに
よる気温上昇分の内約 50％はCO2によるものと推定されてい
る。日本のCO 2 排出量は全世界の約 5％で、このうち火力発
電所から排出される割合は約 30％である。
火力発電所はCO 2 の固定発生源であることから、国内の電

と、CO2回収量は一年間に約 450 万トンとなり、これだけの
量を固定化する必要が生じる。
CO 2 の固定方法として藻類などの光合成による方法、化学
的に固定する方法が考えられるが、大量処理を期待するには
問題も多い。
大量のCO 2 処理 が可能な方法として、海洋での処理、涸渇
した油田・ガス田への注入、油田からの回収率を高めるため
のＥＯＲ法（Enhanced Oil Recovery）への利用が候補として
考えられている。ＥＯＲはすでに米国を中心に実用化されて
いる方法である。
これらの方法のうち海洋の容量が最も大きいことから、現
在CO 2 を海洋で処理する研究 開発が国内の電力会社を中心に
進められている。

力会社を中心にCO 2 対策に関する研究開発が現在行われてい
る。
火力発電所からのCO 2 排出量を削減する方法としては、石
炭 からＬＮＧへの燃料転換、発電プラントの高効率化等がある
が、それぞれ天然ガスの可採年および技術面から来る限界が
あるので、さらにCO 2 排出量を削減するには、ボイラの排ガ
スからのCO2分離・固定が必要になる。

（2）CO2分離技術
ボイラの排ガスからCO 2 を分離する方法として次の三つの
方法が将来の候補として、現在研究開発されている。
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トピックス

代替フロン冷凍機をめぐる動向
成田勝彦、前川哲也
第4技術委員会（空気調和・冷凍）（東京電力(株)）

フロン規制が強化され、CFC についてのみ定められていた
生産停止スケジュールが HCFC についても定められることが、
1992 年 11 月 23 日からコペンハーゲンで開催された会議で決定
された。CFC 規制に対応して、代替冷媒を利用した冷凍機の
開発に取り組んでいた世界各国の冷凍機メーカーは新たな対
応を迫られている。
ここで CFC とはクロロフルオロカーボン（Chloro Fluoro
Carbon）の略称で、この分子中の塩素原子が太陽エネルギー
により放出され、オゾンと反応してこれを酸素に変えていく。
これがフロンによるオゾン層破壊である。H CFC はハイドロク
ロロフルオロカーボン（Hydro Chloro Fluoro Carbon）の略
称で、塩素原子とともに水素原子も含まれているため、オゾ
ン破壊の可能性が CFC の 1 割程度以下と低い値となっている。
従来のフロン規制への対応を迫られていたのは、CFCll を
冷媒としていたターボ冷凍機、CFC12 を冷媒としていた冷蔵
庫やカーエアコンなどであるが、このうちターボ冷凍機につ
いては HCFC123 と HFC134a のふたつが代替冷媒として検討さ
れている。
HCFC123 はもともと CFCll の代替品として開発されてきたも
ので、低圧冷媒であることが大きな特徴である。そのため既
存のターボ冷凍機（CFCll を使用しているもの）を現場で改
造して HCFC123 対応機器とすることもできる。また、CFCll
と HCFC123 の両方を利用できる機器（当面は CFCll で運転さ
せ、将来 HCFC123 に切り替える）も既に 200 台以上販売され
ている。HCFC123 は既存機器からのスムーズな転換をはかる
意味では好ましい冷媒ということができる。また高圧ガス取
締法の対象とならない冷媒であるため、その運転に冷凍保安
責任者を必要としないというメリットもある。
しかしながら、HCFC は今回の会議で 2020 年に生産停止とな
ることが決定されており（冷媒用は 2030 年に生産停止）、長
期的には代替されていくものである。ただ、2030 年まで 38 年
もあり、これはターボ冷凍機の耐用年数の 2 倍以上である。
とすれば、今世紀中に設置される機器の冷媒としては、十分
にその必要条件を備えていると言えよう。なお、HCFC123 の
毒性について嫌疑が報道されたことがあったが、この 3 月に
正式に報告される予定の毒性試験結果は「毒性が認められな
い」というものであると言われている。
HFC134a は CFC12 の代替冷媒として開発されたもので、オゾ
ン破壊係数が 0 であるという大きな利点を有している。その
ため、カーエアコンには既に実用化されており、大型冷凍機
にも展開されようとしている。これまでに日立製作所が平成
5 年 4 月以降の受注を表明したのをはじめ、国内メーカーの
多くは平成 6 年度中にはこの冷媒を用いた冷凍機の販売を計
画している。また海外においては、アメリカのトレーン社の

欧州子会社はすでに HFC134a をターボ、スクリュー、スク
ロールの各圧縮機に採用しており、生産を始めている。今の
ところ 900RT までが用意されており、その COP もターボ冷凍
機で最大 5.7 が達成されている。また、冷媒そのものの毒性
試験結果も良好であったと言われており、平成 5 年 3 月には
正式に報告される予定である。
HFC134a は CFC12 の代替冷媒であるため、高圧ガス取締法
の適用を受ける。そのためその運転に際して日本では冷凍保
安責任者の専任が必要となる。もともと日本ではこの規制を
避ける意味でも、ターボ冷凍機の多くが低圧冷媒である CFC
ll を使用してきたので、CFC12 を利用したものは少ない。
つまり高圧冷媒を用いたターボ冷凍機は少ないため、2030 年
の HCFC 生産停止をにらんで、高圧冷媒の定着をはかることが
今後の課題である。
高圧冷媒機器が高圧ガス取締法の規制を受けるのは、もと
より安全性の観点からであるが、空調用高圧冷凍機に関する
事故は例えば平成 2 年には 2 件あっただけで、また死亡事故
はここ数年発生していない。この規制の大幅緩和が望まれる
ところである。既に昨年の国会で法律改正が行われ、それに
基づいた政省令の改正作業が現在行われているが、フロン規
制という新たな状況の中で、更なる緩和も期待されるところ
である。
さて、以上のように冷媒として用いられる代替フロンは、
化学的に合成された新しい物質であるが、もともと自然界に
あったものでも冷媒になりうるものがある。例えば、アンモ
ニアはフロンが一般的になる前には普通に使われていた冷媒
であるし、水（H20）や二酸化炭素（CO 2 ）なども、圧力の問題
は残るものの、有力メニューのひとつとして検討されている。
フロン問題は一般ニュースに取り上げられる頻度も増え、
ある種のブームとも呼ぶべき状態になっている。しかしなが
ら規制スケジュールは決して対応不可能なものではなく、冷
静な議論を踏まえた判断が、メーカーにもユーザーにもまた
規制当局にも望まれるところである。
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〔騒音・振動〕
労働安全衛生規則の改正及び「騒音障害防止のためのガイドライン」
今後の騒音性難聴の発症の防止を図るために，労働安全衛
生規則の騒音に関する条項が 1992 年 10 月 1 日に改正された。そ
れに関連して「騒音障害防止のためのガイドライン」が通達
として出された。安衛則の主な改正点は，①強烈な騒音を発
する屋内作業場であることの標識の明示，②等価騒音レベル
を 6 月以内毎に 1 回，定期に測定，③防音保護具使用の標識の
明示等である。これに関連して作業環境測定基準が次のよう
に改正された。①Ａ測定（6m メッシュの交点での測定，5 点以
上）及びＢ測定（音源に 近い位置での測定）の二つの測定を規
定，②10 分間以上の等価騒音レベルを測定する。
「ガイドライン」は、安衛則に基づく措置を含め，事業者
が自主的に講ずることが望ましい騒音障害防止対策を体系化
したものである。そこに示される最も重要な事項は，対象の
作業場が従来の 8 屋内作業場に加えて，52 の屋内及び屋内以外
の作業場が示された。それによるとほとんどの工場が対象と
なり，産業界へのインパクトは大きい。この追加の作業場が

安衛則の中に組み込まれなかったのは，今回の改正が非常に
幅広く，直ちに測定等の義務を規則の中で明文化するのは中
小零細企業に対して時期尚早であり，ガイドラインの中で旨
導していくのが先決であるという考えからである。非公式で
はあるが，数年後には定着の程度を考度して規則化したい意
向もだされている。
ガイドラインには，等価騒音レベルの測定結果の評価とし
て，管理区分が明示された。それは一般に用いられている 85
dB／8h（管理すべき騒音レベルの下限値）及び 90dB／8h（騒音
低減対策をすべき騒音レベルの下限値）の 85 と 90 の数値が一
応取り込まれている。しかし，労働省は，作業者の個人騒音
暴露を考えるのではなく，作業場の平均的な騒音状態を考え
ているので，10 分間以上の等価騒音レベルで管理区分を規定
している。また，健康管理として雇入れ時及び定期聴力検査
を明示したことも重要な事項である。
大熊恒靖（リオン株式会社）

【12】

環境と地球 No.4

〔廃棄物処理〕
東京都清掃工場のダイオキシン測定値

注）1．毒性等価換算濃度は、平成元年度及び平成2年度はＥＰＡ法、平成3年度は国際法による。
2．平成元年度及び平成2年度調査結果のうち、Ａ、Ｆ、Ｊ、Ｍ工場が平成元年度の調査結果、Ｃ、Ｈ、Ｉ、Ｋ、Ｌ工場が平成2年度
の調査結果である。

【13】

環境と地球 No.4

〔大気・水〕
CO2排出量の現状(1985 年)

日本における業種別CO2の排出量
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〔空気調和･冷凍〕
オゾン層保護と地球温暖化制御を主な目的として特定フロ
ン CFC 類の規制が実施されている。1992 年 11 月にコペンハー
ゲンで開催された第 4 回締約国会議において代替フロン HCFC
類の規制計画が決定され、2004 年から削減が実施されること
になり、HCFC-22（CHCIF2）は 2020 年から、HCFC-123（CHCl2・

CF3）は 2030 年から全廃となる見込みである。HCFC-22 の代替
冷媒はまだ確定していないが、HFC 類の HFC-32，HFC-125
（CHF2・CF3）を主体とする混合冷媒、アンモニア、プロパン
などが用途と性能にあわせて検討されている。HFC－32 の飽和
表を次に示した。 小口幸成、矢田直之（神奈川工科大学）

Table HFC-32の飽和表

環境工学部門マーク作成中
川島

豪・部門マーク制定委員長（神奈川工科大学）

日本機械学会が部門制を施行したことにともない各部門
ごとに部門マークを作ることができるようになりました。
環境工学部門でも金光委員長の音頭で部門マークを制定す
ることとなりました。これをうけて運営委員会に部門マー
ク制定委員会がつくられ、環境工学部門にふさわしい部門
マークをと検討が重ねられてまいりました。その結果、環
境工学部門では部門マークのデザインをデザイナーにお願
いすることになりました。
そして昨年 11 月、三菱電機の松岡委員にご紹介いただい

たデザイナーに、部門マークのキーワードを
環境、熱・太陽、大気・空気、水、
廃棄物・森林、音・振動
として、部門マークのデザインが依頼されました。この
ニュースレターが皆様のお手元に届く頃には原案ができあ
がっている予定です。
部門マークのお披露日は平成 5 年 7 月に川崎で開催され
る「環境工学シンポジウム’93」において行われます。
どのようなマークとなるか、ご期待ください。
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分科会完了報告
P-SC178機械振動と音響アメニティに関する研究分科会
城戸健一
分科会主査（千葉工業大学）
本研究分科会は、平成元年 10 月に 3 年間継続の予定で設置
され、15 回の研究会を開催したほか、平成 3 年 7 月の環境工
学部門全国大会において、「音と環境」シンポジウム、パネ
ル討論「3 次元音場アクティブコントロールの現状と将来」
およびそのデモンストレーションを行い、1 年の期間延長を
して研究分科会の内容を深め、平成 4 年 10 月に完了した。
機械振動の発生・伝達・機械系に対する影響ならびに発生
・伝達の防止についての研究は、主として機械工学の分野で、
振動を原因とする音の発生、伝搬とそれに基づく騒音防止に
関しては、主として音響工学の分野で、音響の人間への影響
に関しては、主として心理音響学、生理音響学の分野でとい
うように、同じ機械振動に基づく問題でもそれぞれ異なった
立場から研究が進められてきたのが実情である。それぞれの
立場で多くの研究成果があがり、学会などで発表されてきた
が、研究者の立場が微妙に異なるため、その成果を人間を対
象とする環境の快適さの確保、増進に役立てるには、必ずし
も効率的な研究態勢があったとはいえない。
そこで、上記の各分野からの研究者を集め、相互の研究発
表と討論を行い、異なる分野の研究者の間の協力関係を深め
て、将来の技術の向上に資するようにしようという目的で、
本分科会が発足した。

この目的を達成するため、機械工学・音響工学・音響心理
学の諸分野にわたる 27 名の委員を委嘱した。その半数は大学
・研究所で、残りの半数は機械・電気・音響関係のメーカー
で、振動、音響に関する研究に携わっている研究者であり、
なかには心理学、教育学を専門とする委員も含まれている。
研究分科会は、第 1 回を平成元年 10 月 20 日に行い、以降、
毎回 2 件の話題提供を委員あるいは委員外の適当な研究者に
お願いして行い、それをもとに活発な討論がなされた。また、
都合がつくときには、見学会を催した。最後の研究分科会は、
平成 4 年 7 月 16 日に行い、まとめの方法と今後の発展の方向
についても議論した。
15 回にわたる研究分科会では、振動と音響に関する種々の
角度からの話題提供が行われ、各委員とも、日頃の研究では
耳にすることがほとんどない、異なる分野の研究者からみた
振動と音響およびその人間への影響に関する研究についての
理解を深めることができた。それを参加した委員だけのもの
にすべきではないので、本分科会で行われた話題提供と討論
に用いた資料を、一般会員に目を通していただけるようにま
とめ、本学会の図書室に保管していただくこととし、さらに
機を見て別の形の研究委員会に発展させるべく、その準備を
始めることにした。

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

P-SC179 音環境の快適化に関する研究分科会

今井幸久
分科会幹事（武蔵工業大学）
平成元年 11 月以来、期間を 1 年延長し、3 年間に P-SC178
との 2 回の共催を含め、15 回の分科会を開催した。毎回 2 件
の話題提供の後、多様な意見交換、討論が活発に行われた。
「地球環境」がいろいろと取り上げられている中で、水、
大気は地球規模で影響を与えるが、音は局所的である。また、
音は人間・心理的影響が大きいのに対して、他は人間以外・
肉体的影響が大きい。人間にとって快適な音とは。どのよう
な音が不快な音、鳥肌の立つ音として遺伝子に組込まれてい
るのであろうか。
昔はエネルギー源が人間だけであり、騒音も小さかった。
機械からの発生騒音は、実験式に基づいた予測は可能である

が、CAD には乗らない。現在の騒音対策は過去の経験に基づ
いたことしかわからない経験工学である。機械からの発生騒
音を小さくしても、そのエネルギーは僅かであり、機械の効
率は上がらない。逆に、音を小さくするためにエネルギーが
使われている。人間が騒音から逃れるためのロボットも考え
られよう。
作業環境、特にオフィスはストレスが生じないよう、音環
境の快適化が望まれる。温熱など、他の環境要素とのバラン
スが重要になろう。
分科会で提供された話題および委員名を以下に示す。
〔題目〕環境：「快適な音環境雑感」「騒音のニューサンス
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－環境の価値－」「猿から見た人間のアメニティ」「美術と
音」「働く場の音環境」「環境問題とエンジニアリング」
「騒音の社会的な問題の歴史－騒音防止の変遷－」、聴覚、
心理：「車内騒音の評価法」「家電機器・OA 機器における
音質評価の試み」、計測：「音響計測史（電気以前）」「音
響インテンシティー法によるパワーレベル測定」「残響室音
場の電気的拡散化」、騒音・振動制御：「木造床衝撃音の低
減」「冷蔵庫のアクティブノイズコントロール」「バスの室
内騒音低減手法」「大型車の排気騒音の低減」「ダクト網の
騒音予測技術の現状」「建設機械における快適追求の試み」
「機械式立体駐車場の騒音」「振動制御と信号処理」「ロ
ケット・人工衛星の音響・振動環境と構造設計」「大規模石

油化学工場の振動公害源の探査」「アクティブ吸音スピー
カ」、その他：「INTER NOISE 91 報告」
[主査]：鈴木昭次（法政大工）、〔委員〕：赤松克児（三
菱重工）、稲塚 徹（ダイキン）、今井章久（武蔵工大）、
入門 寛（日本電気）、江嶋聞夫（小松製作所）、大熊恒靖
（リオン）、金光陽一（荏原総研）、荘 美和子（騒音防止
協会）、田中英晴（三菱電機中研）、寺尾道仁（神奈川大
工）、中島岩雄（日野自動車）、長安克芳（東芝機械・エネ
ルギー研）、早川良和（日産中研）、古沢章良（千代田化
工）、麦倉喬次（鹿島技研）、山下充康（小林理研）、山下
恭弘（信州大工）、矢野博夫（東大生研）、山田伸志（山梨
大工）

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

P-SC193 音楽と機械工学に関する研究分科会
（1990年8月－1992年7月）

下郷太郎
分科会主査（慶応義塾大学）
音楽と械械工学との接点としては、(1)発音体としての楽器
の力学、(2)機械音の利用による音楽、(3)楽器の設計と製作、
(4）自動演奏楽器の開発、(5)空間音楽、(6)コンピュータ音楽、
(7)その他、を挙げることができる。この研究分科会で発表さ
れた話題を上述のような項目で分類すると、(1)に属するもの
が最も多かった。それは分科会に参加した委員には振動学や
音響学の専門家が多かったせいであろう。委員は主とし機械
学会と音響学会の会員で占められていたが、機械学会の研究
者たちがどちらかといえば音楽を趣味として楽しんでいるの
に対して、音響学会の研究者たちは音楽を研究対象として真
面目に取り組んでいるという印象が強かった。それは音楽音
響学という分野はすでに確立しているが、音楽機械学という
分野はまだ存在していないせいであろう。しかし、両学会の
会員が音楽を通じて、振動学や音響学に関する情報や意見を
交換することができたのも成果の一つである。
一般に機械騒音は低く押さえなければならないが、そこに
現われる摩擦音、衝撃音、共鳴音、流体音などはすべて楽器
の発音機構と同じである。機械屋はその発生機構を解明して
騒音対策を講ずるわけであるが、音楽家はその発生機構を工
夫して楽しむわけである。われわれ機械屋も機械騒音を積極
的に楽しめるものに仕上げる工夫をしたいものである。とこ
ろが楽器の研究が古くから行われてきたにも拘らず、未解明
な問題が山積しており、音楽の底の深さにいまさらながら驚
かされたのも分科会の成果の一つである。空間音楽やコン
ピュータ音楽には将来の発展の楽しみが残されており、音楽
と機械工学の接点としての重みがますます増える分野であろ
う。
分科会の研究成果は、一冊の資料集としてまとめられ、機
械学会に保管されているから、興味をおもちの会員はいつで
もその写しをとって閲覧していただきたい。内容目次は下記
の通りである。なお、メカライフ（1993 年 3 月号）は「音楽

と機械工学」の特集号として出版される。
目
まえがき
委員名簿
研究経過
1
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次
下郷太郎

主査

鈴木英男

幹事

楽器その他
ピアノ
ピアノの音響学
中村 勲 委員
Acoustics of Pianos
鈴木英男 幹事
円形断面棒の横振動におよばす
ねじりモーメントの影響
久納孝彦 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ
1.2 弦楽器
a 和洋楽器の駒の振動特性
岸 憲史 委員
b チェロにおける運弓と発音の
関係について
梶谷 誠 委員
1.3 管楽器
a フルート音の演奏者による差異
－特にビブラートについて
中村 勲 委員
b 楽器の非線形振動－木管楽器に
ついて
井戸川徹 委員
c パイプオルガンの音響学
吉川 茂 委員
d オルガンパイプとキャビティ共
鳴器における発音メカニズム
同上
1.4 打楽器
a 鐘よもやま
久納孝彦 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ
1.5 その他
a ガスオルガンの開発
永田勝也 委員
b アークの音源への応用
大西慶三 委員
c 光と音のディスプレイ装置
1.1
a
b
c
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“アークサウンド
同上
d 円錐振動板の独特な音
井上東南 委員
e 膜モデル円錐振動板の等価回路
と各部寸法の効果
同上
f 膜理論によるコーンスピーカの
特性計算における計算量軽減の
試み
同上
g 楕円型コーンスピーカ －その
技術的な性質と社会的に要求さ
れている性質の乖離－
同上

分析的研究
同上
e 総一郎氏の球形音楽堂構想
同上
3．2 建築と音楽
a 舞台音響の研究課題とその背景
（独唱者への音響帰還の最適化
とその評価法の確立を目指して） 中村俊一 委員
b コンサートホールの流れ
長友宗重 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ
4
音楽と心理
a 人間の思考について
渡辺利夫 委員
5

2

3

演奏
a オーケストラ楽器の自動演奏
b 楽器演奏ロボット

音楽とコンピュータ
コンピュータミュージックとは
何か
岩竹 徹 委員
b Setagaya Art Museum Summer
Festival ’87
同上
a

梶谷 誠 委員
梶谷 誠 委員

音楽と空間
3.1 空間音楽
a 空間音楽について
北村音一 委員
b 九州芸術工科大学における空間
音楽の研究について
同上
c 正面方向に対する距離感と音圧
レベル
同上
d 空間音響に関する表現語の因子

6

音楽と機械工学
a 「音楽研究 第 3 号 機械と音
楽特集 1936 共益商社書店」の
紹介
北村音一 委員
b 機械と音楽
－その音楽的必然性－
藤原義久 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

環境工学部門関連行事カレンダー
第 7O 期通常総会
オーガナイズドセッション
「環境工学」
「冷凍機の最新の動向と新技術」
「新エネルギーシステム」
場所：東京都立大学（八王子市）
期間：平成 5 年 3 月 31 日（水）～4 月 2 日（金）
環境工学総合シンポジウム '93
場所：川崎市産業振興会館（川崎市、予定）
期間：平成 5 年 7 月 2 日（金）～3 日（土）
第 71 期全国大会
オーガナイズドセッション
「アーバンエネルギー環境」
場所：広島大学（東広島市）
期間：平成 5 年 10 月 2 日（土）～4 日（月）

講習会
「熱機器の小型化と騒音対策」
場所：川崎市産業振興会館（川崎市、予定）
期間：平成 6 年春
第 71 期通常総会
パネルディスカッション
「自動車騒音に関するパネルディスカッション」
場所：工学院大学（東京）
期間：平成 6 年 4 月はじめ頃
環境工学総合シンポジウム '94
場所：未定
期間：平成 6 年 7 月項
○設置検討中研究分科会
「設計段階からのリサイクル」

講習会
「複合化によるエネルギーの有効利用」
場所：東京
期間：平成 5 年 10 月 15 日（金）～16 日（土）
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部門登録者数一覧
第0区
第1区
第2区
第3区
第4区
第5区
第6区
第7区
第8区
第9区

平成 3 年 4 月末現在
東京、神奈川、埼玉、群馬、千葉、茨城、
山梨の各都県
東北支部：宮城、福島、岩手、青森、山形、
秋田の各県
北海道支部
東海支部：三重、愛知、静岡、岐阜の各県
関西支部：京都、大阪、兵庫、奈良、滋賀、
和歌山の各県
鳥取、島根、岡山、山口の各県
中国四国支部：
徳島、香川、愛媛、高知の各県
北陸信越支部：新潟、長野、福井、石川、富山の
各県
九州支部：長崎、福岡、大分、佐賀、熊本、宮崎、
鹿児島、沖縄の各県
海 外

環境工学部門
平成元年 4 月末
1位

2位

3位

0区

339

283

308

1区

13

23

19

2区

7

13

3区

116

4区
5区

平成 2 年 4 月末
1位

2位

3位

930

347

293

314

55

14

24

20

18

38

9

13

71

75

262

113

158

119

138

415

15

24

35

74

6区

6

5

10

7区

2

18

8区

17

9区

0

合計

673

平成 3 年 4 月末

平成 4 年 4 月末

1位

2位

3位

合計

1位

2位

3位

合計

954

374

314

339

1,027

410

631

672

1,713

58

12

25

24

61

20

35

50

105

18

40

9

11

17

37

13

20

33

66

72

81

266

140

77

93

310

84

161

169

417

163

122

140

425

168

136

164

468

158

249

229

636

13

26

37

76

13

26

39

78

25

52

66

143

21

5

5

8

18

8

4

9

21

10

15

24

49

18

38

2

19

19

40

3

19

20

42

19

33

39

91

36

46

99

19

36

47

102

20

45

52

117

31

80

118

229

1

1

2

0

1

1

2

0

3

2

5

0

0

2

2

593

668

1,934

685

611

685

1,981

747

660

759

2,166

773

1,276

1,402

3,451

合計

合計

本ニュースレターを作成するに当たり、多数の方々にご

使うのが最適と考えました。また、緑色から植物を連想し、

多忙の中、原稿を執筆していただきました。お蔭様で予定

紙質と合わせて素朴さも感じられるものとなっております。

していた時期に発行することができました。用紙は従来か

執筆者および資料提供者の皆様のご尽力により、最新の情

ら緑色の再生紙が使用されており、他部門の上質紙を使っ

報が多く盛り込まれた内容の濃いものになったと思います。

たニュースレターに比べて、見栄えしないように思われま

ご協力に心から感謝申し上げます。

したが、環境を重視する本部門にとってはやはり再生紙を
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環境と地球編集室
日本機械学会環境工学部門 広報委員会
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