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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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環境・省エネルギー特集

本誌は再生紙を使用しています。
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お問合せ先：電機システムカンパニー 環境システム事業部 電話（03）5435-7063

豊かな地球社会のために――― 
ソリューションとサービスで 
お応えします。 

富士電機は，地球環境の保護に役立つ新製品，新技術の開発に取り組んでいます。 

その成果は，おいしい水づくりや川や海を汚さない水処理システムに， 

大気の監視や空気をきれいにすることに， 

新エネルギーの活用，省エネルギーの推進などに，生かされています。 

そして最新のIT（情報技術）を結集して，社会や企業の信頼できるパートナーとして， 

それぞれのお客さまに最適なソリューションとサービスでお応えしています。 

本 社 事 務 所 1（03）5435-7111 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）

北 海 道 支 社 1（011）261-7231 〒060-0042 札幌市中央区大通西四丁目1番地（道銀ビル）
東 北 支 社 1（022）225-5351 〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目2番25号（仙台NSビル）
北 陸 支 社 1（076）441-1231 〒930-0004 富山市桜橋通り3番1号（富山電気ビル）
中 部 支 社 1（052）204-0290 〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目19番24号（名古屋第一ビル）
関 西 支 社 1（06）6455-3800 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲一丁目11番19号（富士電機大阪ビル）
中 国 支 社 1（082）247-4231 〒730-0021 広島市中区胡町4番21号（朝日生命広島胡町ビル）
四 国 支 社 1（087）851-9101 〒760-0017 高松市番町一丁目6番8号（高松興銀ビル）
九 州 支 社 1（092）731-7111 〒810-0001 福岡市中央区天神二丁目12番1号（天神ビル）

北 関 東 支 店 1（048）526-2200 〒360-0037 熊谷市筑波一丁目195番地（能見ビル）
首 都 圏 北 部 支 店 1（048）657-1231 〒330-0802 大宮市宮町一丁目38番1号（野村不動産大宮共同ビル）
首 都 圏 東 部 支 店 1（043）223-0701 〒260-0015 千葉市中央区富士見二丁目15番11号（日本生命千葉富士見ビル）
神 奈 川 支 店 1（045）325-5611 〒220-0004 横浜市西区北幸二丁目8番4号（横浜西口KNビル）
新 潟 支 店 1（025）284-5314 〒950-0965 新潟市新光町16番地4（荏原新潟ビル）
長 野 シ ス テ ム 支 店 1（026）228-6731 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
長 野 支 店 1（0263）36-6740 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
東 愛 知 支 店 1（0566）24-4031 〒448-0857 刈谷市大手町二丁目15番地（センターヒルOTE21）
兵 庫 支 店 1（078）325-8185 〒650-0033 神戸市中央区江戸町95番地（リクルート神戸ビル）
岡 山 支 店 1（086）227-7500 〒700-0826 岡山市磨屋町3番10号（住友生命岡山ニューシティビル）
山 口 支 店 1（0836）21-3177 〒755-8577 宇部市相生町8番1号（宇部興産ビル）
松 山 支 店 1（089）933-9100 〒790-0878 松山市勝山町一丁目19番地3（青木第一ビル）
沖 縄 支 店 1（098）862-8625 〒900-0005 那覇市天久1131番地11（ダイオキビル）

道 北 営 業 所 1（0166）68-2166 〒078-8801 旭川市緑が丘東一条四丁目1番19号（旭川リサーチパーク内）
北 見 営 業 所 1（0157）22-5225 〒090-0831 北見市西富町163番地30
釧 路 営 業 所 1（0154）22-4295 〒085-0032 釧路市新栄町8番13号
道 東 営 業 所 1（0155）24-2416 〒080-0803 帯広市東三条南十丁目15番地
道 南 営 業 所 1（0138）26-2366 〒040-0061 函館市海岸町5番18号
青 森 営 業 所 1（0177）77-7802 〒030-0861 青森市長島二丁目25番3号（ニッセイ青森センタービル）
盛 岡 営 業 所 1（019）654-1741 〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通16番21号（住友生命盛岡駅前ビル）
秋 田 営 業 所 1（018）824-3401 〒010-0962 秋田市八橋大畑一丁目5番16号
山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
新 庄 営 業 所 1（0233）23-1710 〒996-0001 新庄市五日町1324番地の6
福 島 営 業 所 1（024）932-0879 〒963-8033 郡山市亀田一丁目2番5号
い わ き 営 業 所 1（0246）27-9595 〒973-8402 いわき市内郷御厩町二丁目29番地
水 戸 営 業 所 1（029）231-3571 〒310-0805 水戸市中央二丁目8番8号（櫻井第2ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（055）222-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
松 本 営 業 所 1（0263）33-9141 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜 松 営 業 所 1（053）458-0380 〒430-0945 浜松市池町116番地13（山崎電機ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（073）432-5433 〒640-8052 和歌山市鷺ノ森堂前丁17番地
鳥 取 営 業 所 1（0857）23-4219 〒680-0862 鳥取市雲山153番地36〔鳥電商事（株）内〕
倉 吉 営 業 所 1（0858）23-5300 〒682-0802 倉吉市東巌城町181番地（平成ビル）
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（088）655-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（088）824-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル別館）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0950 熊本市水前寺六丁目27番20号（神水恵比須ビル）
大 分 営 業 所 1（097）537-3434 〒870-0036 大分市寿町5番20号
宮 崎 営 業 所 1（0985）20-8178 〒880-0805 宮崎市橘通東三丁目1番47号（宮崎プレジデントビル）
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-9530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
回 転 機 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（055）285-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（048）548-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）
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人類は，その繁栄への過程において資源を

消費し廃棄物を排出することで，生命をはぐ

くみ人類を誕生させた地球に大きなダメージ

を与え続けてきた。今や地球環境問題は加速

度的に深刻さを増している。

当社は，「富士電機の環境保護基本方針」

に基づき，自らも環境に配慮した企業活動を

行うとともに，長年にわたって培った豊かな

経験と確かな技術により，地球環境を守るさ

まざまな製品，システム，サービスを提供し

ている。

表紙写真は，自然の象徴である樹木と，豊

かな清流を背景に富士電機の環境シンボルマー

クを浮き立たせ，かけがえのない地球環境と

人類社会の共生をイメージ的に表現したもの

である。

表紙写真



現在は混迷の時期であると言われる。確かに現在の世紀

末における経済状況の停滞や，社会的な暗い事件の頻発な

どが，将来の不透明感と表裏をなしているのである。

将来を展望するのは確かに難しいことであろう。しかし，

これまでの過去半世紀の間の我が国の変貌を振り返って見

ることによって何らかの予見はできないであろうか。

この期間は，およそ前半の25年間の高度成長期，その後

の15年のバブル成長期，最後の10年はバブル破裂後の低迷

期として位置付けられ，経済成長率もこの間 8％台から

3％台へ，そしてゼロ成長へと明確に移行してきたことが

判る。現在，国全体としての成長は停滞しているように見

えるものの，産業構造のミクロな変化は処々に見られると

ころであり，情報技術の展開などに伴い，一層の成熟化に

向けて，社会は種々の脱皮を図りつつあるのである。

生物の成長をはじめとし，一定割合の成長，即ち「ネズ

ミ算」が永久に続くことなどはあり得ず，国の発展もまた

然りである。必ず，ある因子が制限要因となり，成長は頭

打ちとなるのであり，我が国はこの段階に到達している。

我々の世代は，人類の歴史の中で，はじめて『成長の限

界』を知った世代であると言われる。限界を決める制限要

因は地球の示す二つの有限性であり，一つは資源の有限性，

もう一つは環境容量の有限性である。この二つの限界の中

で如何なる形の持続可能な社会を成熟社会として作り上げ

るかが今後の鍵なのであり，次の世紀の目標である。

この具体的な姿が『ゼロエミッション』社会なのである。

ここでは，自然界から工業社会に取り入れられる資源は最

大限に利用し，最終的に自然界に排出されるものは最小限

にする仕組みが必要となる。現在の大量生産・大量消費・

大量廃棄に基づくワンウェイ社会からの大きな意識変革が

求められる。

産業系の廃棄物については，これを他の産業において原

料資源として利用できる仕組みを作っていくことが必要と

される。そもそも，廃棄物とされるのは，生産プロセスか

ら不要物として分離排出されるものであり，その存在がそ

の産業においては収益に寄与しないものとして嫌われる存

在である。生産プロセスにおいては労働生産性，エネルギー

生産性などを上げる為には，メインストリームを如何に効

率良く，無駄なく運転するかが鍵であり，製品については

その流れは十分に管理され，場合によっては顧客の満足度

を如何に高めるかという理念に沿って，下流側の要求に合

わせて生産ラインの調整等が容易になされる体制が準備さ

れる。これに伴い，廃棄物も生産プロセスの構成要素から

種々の形で，種々のタイミングで排出されることとなる。

このような迷惑存在の廃棄物であっても，それ自身は生

産プロセスのバイプロダクトなのである。このような廃棄

物に対して，何らかの価値を見出し，場合によっては変換

技術を介して新たな用途に向けた資源化を行うことが先ず

求められてくる。資源としての価値は，異種の物質と混在

すると極端に低下する。従って，廃棄物を排出する際に，

分別排出を求められるのはその為である。産業廃棄物の場

合は，生産プロセスを構成する各単位工程の内容は明確で

あり，そこで使用される副資材なども判明している。従っ

て，その工程から何が廃棄されるかは運転管理上はハッキ

リと把握されているはずである。すなわち，工程から排出

される段階では未だ価値のある資材となり得るのである。

もちろん，これらを，他のプロセスで原料化するためには，

その量的なマッチングなどのために，一種のバッファー効

果を有する機構なども必要となるであろう。

いずれにせよ，このような種々の検討を介して，異なる

産業間での物質のやりとりのネットワークが構成されるこ

とが望まれるわけである。まさにこれがゼロエミッション

システムの目標なのである。これにより資源の最大限の利

用，無駄の最小化が達成される。

しかしながら，このようなシステムにも問題が無いわけ

ではない。例えば，このような複数の産業の組み合わせか

らなるシステムは簡単なものではない。システムが巨大化

することにより柔軟性が失われるのではないか，巨大シス

テムであることから最適化を図るのが難しくなるのではな

いか，などなどが考えられる。しかしながら，幸いなこと

に最近の情報技術の際立った発展は，物質情報の管理など

を含め，これらの面において大きな働きをすることが期待

される。

このような新しい産業構造を構築し，成熟社会を形作っ

ていく上においても，要素技術をはじめ，情報技術，シス

テム技術の開発などの面で総合的なエンジニアリングの貢

献が必要とされるのである。

ゼロエミッション
成熟した工業社会への道

鈴木　基之（すずき　もとゆき）

国際連合大学副学長 工学博士
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臼井　正和

上下水道における電気・計装設備

のシステムエンジニアリングに従

事。現在，電機システムカンパ

ニー環境システム事業部長。電気

学会会員，計測自動制御学会会員。

岡崎　金造

産業用電源システム，電気加熱シ

ステムのエンジニアリング業務，

開発企画に従事。現在，電機シス

テムカンパニーエネルギーソリュー

ション室長。

赤松　和彦

上下水道・環境システム電気・計

装設備のシステムエンジニアリン

グ業務に従事。現在，電機システ

ムカンパニー環境システム事業部

環境システム技術部長。
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1997年12月に京都で開催された「気候変動枠組み条約第

３回締約国会議」（COP3）において「京都議定書」が採

択され，2000年以降における先進国の温室効果ガス排出量

の削減目標が規定された。

しかし，1999年に開催されたボンでの会議では，COP3

で合意した汚染防止協定をいつ，どのように批准するかに

ついて，米国，欧州連合，開発途上国は合意に達しなかっ

た。

また，二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量は，実際

には多くの先進国で増加しており，国際的な地球環境保全

への取組みは，遅々として進んでいないのが現状である。

国内に目を移してみると，COP3 での数値目標に対応し

て，「地球温暖化対策の推進に関する法律」が1999年 4 月

に公布され，地方公共団体，事業者，国民の責務として，

実行計画の策定・公表，ガス排出抑制，情報公開などの義

務ほかが通達された。また，2000年 5 月の国会では「循環

型社会形成推進基本法」が成立し，2000年が循環型社会元

年と位置づけられている。

COP3 の議長国として持続可能な開発を第一原則とする

地球サミットでのリオ宣言にのっとり，循環型社会の実現

に向けて，日本経済の潮流は環境指向型にシフトし始めて

いる。

富士電機は，1960年代から70年代にかけて整備された各

種の公害対策に対応する形で，エンドオブパイプ型（水質

汚濁防止装置などの対症療法型）の環境ビジネスにいち早

く取り組んできた。21世紀の環境技術は，温室効果ガス排

出の削減をも含めたゼロエミッション指向へと向かうと考

えられる。富士電機は，廃棄物の適正処理，廃棄物リサイ

クル，クリーンエネルギー・省エネルギー，環境情報関連

などの新しい環境分野で，地球環境保全に役立つために，

さまざまな技術開発と環境ビジネスの展開を推進している。

本稿では，新たな環境・省エネルギー技術の動向と富士

電機の取組みを紹介するとともに今後の展望について述べ

る。

各省庁の環境関連予算

2000年度の各省庁における地球環境保全関係予算は，総

額 6,699 億円で前年度比 4.1 ％の伸びとなった。

予算内容別では「国内の持続可能な社会の実現に向けた

取組み」が 17 ％，「調査研究，観測・監視」が 11 ％の伸

びとなっている。さらにその内訳を見ると，地球温暖化対

策事業が 5,531 億円となっており，新エネルギー・省エネ

ルギー地域活動支援事業（通商産業省），環境負荷軽減型

物流システムの開発・整備事業（運輸省），道路維持管理

作業の低公害化（建設省），地球変動予測に関する研究開

発の推進（科学技術庁），地球環境研究総合推進（環境庁）

などに重点がおかれており，このような地球環境保全予算

の拡大傾向は今後も継続されると考えられる。

（社）日本機械工業連合会が1998年度に実施した「環境ビ

ジネスに関する調査研究報告書」によれば，2010年の環境

関連ビジネスの市場は45兆円規模となると予測されている。

図１に環境ビジネスの市場規模を示す。

環境関連の法規制

環境に関する日本の法規制は，1970年代の公害問題に対

応する「公害対策基本法」があったが，環境問題のグロー

バル化に伴い，環境保全の基本理念とこれに基づく基本的
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図１　環境ビジネスの市場規模（通商産業省：産業環境ビジョンより）
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施策の総合的な枠組みを示す「環境基本法」が1993年11月

に成立した。1994年12月には「環境基本計画」が策定され，

そのなかで「21世紀初頭をめどに廃棄物のほとんどすべて

を，単に燃やして埋める処理から極力リサイクルを推進し，

焼却処理の際には熱エネルギーを活用するものへの転換を

進める」などの展望が示された。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正

する法律」（改正省エネ法），「環境影響評価法」（環境アセ

スメント法），「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促

進等に関する法律」（容器包装リサイクル法），「特定家庭

用機器再商品化法」（家電リサイクル法）など，環境・省

エネルギーにかかわる法整備が進められるなか，これに対

応する自治体の環境施策も活発化してきている。国のサス

テナブルシティ（持続可能な都市）構想に基づき，エコシ

ティ（建設省都市局），エコタウン（通商産業省・厚生省），

エコポリス（農林水産省），エコポート（運輸省）などと

いった諸施策が掲げられ，環境配慮型街づくりの取組みが

各地で具体化している。

持続可能な開発に向けたこういった新しい取組みに対し

て，環境・省エネルギーに関する新技術の開発，新事業の

開拓が今，強く求められている。

富士電機グループの環境事業への取組み

1990年代に入ってからの環境保全の新しい潮流に合わせ

て，富士電機グループは1992年に「環境保護基本方針」を

策定し，「ECOLOGYing」を合言葉に社内での環境保全へ

の取組みを強化した。その活動から得た有用な環境保全技

術をエネルギー，水環境，大気環境，ゼロエミッション・

リサイクル，環境情報システムの各分野において適用し，

地球環境保全のための幅広いトータルソリューションを提

供している。図２に富士電機グループの環境・省エネルギー

関連技術と製品を，図３にその適用イメージを示す。

４.１ エンドオブパイプ

有害物質を排出口で処理する技術をエンドオブパイプと

呼ぶ。日本でエンドオブパイプが発達した背景には，1960

年代から始まった公害対策の取組みがあるが，富士電機グ

ループでは，優れた水処理技術，水質・大気分析技術，電

気集じん技術を生かして，これまでに高度浄水処理システ

ム，下水汚泥処理システム，トンネル内換気システム，大

気環境分析装置，最終処分場プラントなどを提供してきた。

近年，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃掃法），

「大気汚染防止法」の改正，環境アセスメント法の制定な

ど，法規制の強化によって，この分野では環境測定関連お

よび浄化処理技術でのソリューションの要望が高まってい

る。

こういった要望にこたえ，バイオアッセイ技術を応用し

た水質センサ，耐環境型小型センサ，無線技術を利用した

エコモニタリングシステムなどを開発・製品化するととも

に，収集された情報をデータベース化し，環境関連情報管

理サービスに活用できるようにシステム化を実現している。

４.２ 廃棄物リサイクル

廃棄物リサイクル分野は，いわゆる静脈産業と呼ばれる

分野で，ゼロエミッション型の産業構造を実現するにあたっ

て，最も重要な位置づけとなる。リサイクルには，減容化，

分別・分解，再利用，再資源化，エネルギー利用などの技

術が必要となる。

富士電機グループでは，従来から粗大ごみ処理向け破枠

設備，誘導加熱技術を応用した廃プラスチック減容化シス

テムなど減容化，分別・分解を対象とした技術・製品を提

供してきた。これらの経験をもとに，新たにマテリアルリ

サイクル・サーマルリサイクルに焦点を当てた，空き缶・

空き瓶・ PET（Polyethylene Terephthalate）ボトルリサ

イクリングシステム，灰溶融システム，廃プラスチック乾

留システムなどの再利用・再資源化，RDF（Refuse De-
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エネルギー 

水 

〔クリーンエネルギー〕 
　燃料電池発電システム 
　太陽光発電システム 
　風力発電システム 
　水素発電システム 
　地熱発電システム 
　波力発電システム 

〔火力発電〕 
　コンバインドサイクル発電 
　ガスタ－ビン発電 
 
〔水力発電〕 
　揚水発電 
　小水力発電 

〔省エネルギー〕 
　コージェネレーションシステム 省エネルギー型自動販売機 
　インバータ エコモニタリングシステム 
　モ－ルド変圧器 省エネルギー診断サービス 
　高効率モータ ISO14001取得支援サービス 
　直列補償型節電装置  
　氷蓄熱システム 

高度浄水処理システム 
下水汚泥処理システム 
下水処理統合管理システム 
し尿処理システム 

放射線機器 

バイオセルカウンタ 
トリハロメタン計 
オゾンCOD計 
海水淡水化システム 

リサイクル 
減容化・無害化 

粗大ごみ処理システム 
ホットバインド 
灰溶融システム 

大気 大気環境分析装置 
煙道排ガス分析装置 

その他 障害波防止用変圧器 

環境情報システム 環境情報支援システム 

オゾナイザ 
水質安全モニタ 
給水水質モニタ 
高感度濁度計 

容器回収処理システム 
生ごみバイオ処理システム 
バイオガス発電システム 

赤外線ガス分析計 
ごみ焼却炉用ガス分析計 

アクティブフィルタ 

動態監視情報サービス 

紫外線消毒装置 
水質計 
自動全リン測定装置 
凝集センサ 

ごみ空気輸送システム 
大出力YAGレーザ 
乾留システム 

電気浸透式パルプモールド形成機 

ダイオキシン類対策用粉じん除去装置 
トンネル内換気システム 

集じん装置 
低濃度NO  除去装置 x

図２　富士電機の環境・省エネルギー関連技術と製品
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rived Fuel）発電プラント，生ごみメタン発酵発電プラン

トなどのエネルギー利用技術にも積極的に取り組んでいる。

４.３ クリーンエネルギー・省エネルギー

地球温暖化防止のための温室効果ガス排出削減に向けて

クリーンエネルギーの導入，省エネルギーの推進が注目を

集めている。

富士電機グループは，太陽電池，燃料電池の技術開発に

いち早く取り組むとともに，風力，地熱，波力発電といっ

た幅広い自然エネルギーを利用し，IPP（Independent

Power Producer）発電事業向けから山小屋ハイブリッド

発電まで多種多様な発電システムを提供している。また，

省エネルギー分野では，インバータ，節電装置，高効率モー

タなどの省エネルギー機器，氷蓄熱，コージェネレーショ

ンなどの省エネルギーシステムを提供するとともに，後で

述べる自社での省エネルギー活動の成果をもとに，省エネ

ルギー診断サービス，ISO14001 取得支援サービスといっ

たソリューションサービスの提供にも取り組んでいる。

４.４ 環境情報支援システム

改正省エネ法，環境アセスメント法などの施行により，

環境・省エネルギーへの対応は待ったなしの状況となって

いる。ここでまず考えなければならないことは，環境関連

情報の把握と活用である。富士電機グループでは，各種の

環境センサと情報処理システムによって構築された環境情

報支援システムを提供する。この特長は，無線を利用した

フレキシブルな環境センシングと，先進の IT（Informa-

tion Technology）を活用した豊富なアプリケーションサー

ビスの統合支援を実現しているところにある。このシステ

ムを活用し，環境報告書の作成，環境会計の実施が可能と

なり，また，インターネットなどのネットワークと結合す

ることで，環境情報の公開システムへと展開することがで

きる。

富士電機の環境保護への取組み

富士電機は，1992年に図４に示す「富士電機の環境保護

基本方針」を制定し，富士電機が取り扱ういかなる事業に

おいても，地球環境との共生を前提として，環境保護への

具体的な目標を立て推進することを基本としている。

５.１ ISO14001の取得

事業活動が環境に与える影響を自らが把握し，自らの意

思で環境への影響を改善することを目的として，富士電機

のすべての工場が環境マネジメントシステムとして，国際

規格 ISO14001 の取得を完了（1998年）し，さらにレベル

アップさせながら地球環境の良き市民として，環境負荷を

低減していく活動を計画的，継続的に実践している。

５.２ 行動計画

オゾン層を守るための特定フロンなどの回収

自動販売機や冷凍ショーケースなどの冷媒として，長年

使用されてきた特定フロンや 1,1,1-トリクロロエタンなど

は，すでにその使用を全廃しているが，現在市場に出回っ
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山小屋浄化槽用 
ハイブリッド発電 

浄水場 

水質安全モニタ 
油膜センサ 

海水浄化システム 

太陽光発電システム 

魚あら処理システム 

排水水質管理 

廃棄物動態監視 

マニフェスト 
管理 

トンネル内 
換気システム 

リサイクルセンター 

下水処理場 

風力発電 

波力発電 

IPP事業 

水質監測所 

維持放流用 
小水力発電 

バイオガス 
燃料電池発電 

生ごみ 
畜ふん 

環境情報センター 

地熱発電 
システム 

サービス 
　省エネルギー診断 
　エコモニタリング 
　システム 
　ISO14001取得支援 
　環境情報支援 

省エネルギー 
　コージェネレーション 
　氷蓄熱システム 
　直列補償型節電装置 

瓶選別機 
廃プラスチック乾留装置 
破砕機 
ホットバインド装置 

ごみ発電システム 
ガス分析計 
エアシャワー 
灰溶融システム 

排水処理 
省エネルギー 
ISO14001取得支援 

煙道排ガス分析装置 
低濃度NO  除去装置 x

下水道管きょ内 
光ファイバシステム 

給水水質モニタ 
水圧調整制御 

浸出水 
処理システム 

最終処分場 

清掃工場 

クリーンエネルギー 
　太陽光発電 
　燃料電池発電 

ヒートポンプ 
消化ガス発電 
省エネルギー機器 

オゾン処理 
コージェネ 
レーション 
小水力発電 
水質センサ 

リサイクル 
　容器回収システム 
　中水処理システム 

図３　富士電機の環境・省エネルギーへの取組み
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ている製品に使用されている特定フロンについても，自治

体や関係団体と協力しその回収について検討している。

地球温暖化を防ぐ省エネルギー化の推進

生産高エネルギー（原単位）を2000年度までに 20 ％削

減（1990年度実績比）することを目標に，製品の製造段階

でのエネルギー消費量の削減に努めている。具体的には，

空調システムや受変電設備，熱処理炉など各種設備の高効

率化，省エネルギー化を推進するとともに，設備投資時の

省エネルギーアセスメントや新エネルギーの導入にも積極

的に取り組んでいる。

産業廃棄物の減量化

紙くず・木くず，廃プラスチック，汚泥，廃油，廃酸，

廃アルカリなどの産業廃棄物の減量・減容化に取り組む一

方，分別回収の徹底や分別後の処理手順を整理し，再利

用・再資源化を推進している。また，解体しやすい製品設

計，再資源化可能な原材料の採用など製品のリサイクル率

向上に努めている。

主要製品に対する製品アセスメントの実施

製品の開発段階で，製品の設計から生産，使用，廃棄に

至る全ライフサイクルにおいて，環境への配慮が十分にな

されているかどうかについて厳しい製品アセスメント項目

に基づいて審査を実施している。

５.３ 環境シンボルマーク

富士電機グループは，環境保護に対して積極的に取り組

む姿勢を表すために，図５に示す環境シンボルマークを制

定している。

あとがき

富士電機の環境・省エネルギーの技術開発・事業化への

取組み，および企業としての環境保全への取組み両面につ

いてその概要を述べた。

以上の詳細については，本特集号の別稿によるが，誌面

の制約があり，富士電機におけるすべての取組みを網羅し

取り上げるに至らなかった。

以下に，今回掲載できなかったその他の富士電機の環

境・省エネルギーソリューションについて，その論文と内

容を紹介する。機会があれば是非ご一読願い，富士電機の

取組みの全容を理解いただければ幸いである。
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　富士電機グループは，地球社会の良き企業市民として企業の社 
会的責任の重要性を認識し，地球環境保護と環境汚染防止を進め 
るにあたり，次の基本方針に基づいて行動します。 
　これによって，グループ全体として健全な事業活動を行うこと 
を通じて，地域，顧客，パートナーとの信頼関係を深め，自然と 
の調和を実現します。 

1. 製品ライフサイクルにおける環境負荷の低減 
 富士電機グループの製品を市場に提供するにあたっては，開発， 
 設計，製造，包装，物流，使用，廃棄などの製品の全ライフサイ 
 クルにわたって，地球環境への負荷をできるだけ少なくするよう 
 に努める。 
 
2. 地球環境保護に貢献する製品・技術の提供 
 富士電機グループが得意とする省エネルギー機器，新エネルギー 
 機器，環境計測機器，環境対策機器およびそれらの関連技術など 
 を市場に提供することによって，地球環境保護に積極的に貢献す 
 る。 
 
3. 地球温暖化防止の推進 
 省エネルギー活動をさらに活性化することにより，富士電機グル 
 ープとしてエネルギー使用量の一層の低減を促進し，併せて炭酸 
 ガスの発生量を削減する。これらの施策によって地球温暖化防止 
 を推進する。 
 
4. 資源の節約と再利用の促進 
 地球上の限られた資源を有効に活用するため，製品，製造プロセ 
 ス，包装などの各段階において使用する資源の節約と，これらの 
 段階で発生する廃棄物の削減および回収に努める。 
 
5. 労働環境の向上 
 活力ある職場づくりの前提条件となる従業員の健康と安全を確保 
 するため，労働環境の改善，職場のアメニティーの向上，施設安 
 全の推進，新技術への早期対応などを行う。 
 
6. 新規立地時における環境アセスメントの実施 
 新規立地にあたっては，事前に適切なアセスメントを実施し，環 
 境保護に努める。 
 
7. 公害規制・基準の遵守 
 管理の向上によって，規制・基準の遵守をレベルアップさせ，公 
 害を未然に防止する。 
 
8. 内部監査の実施 
 富士電機グループの環境保護施策を確実にするため，内部監査を 
 実施する。 

図４　富士電機の環境保護基本方針 図５　環境シンボルマーク
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まえがき

21世紀を目前にし，世界は地球環境問題という大きな課

題を背負っている。地球社会が生き続け，経済が機能する

サステナブル社会（持続可能な社会）に到達するためには，

われわれが視点を変え，方向転換をして取り組まなければ

ならない課題が山積している。

さまざまな環境問題が取り巻いているなかで，三つの代

表的な環境問題は何かといえば，第一に地球温暖化問題，

第二に廃棄物問題，第三に有害化学物質問題であるといえ

る（図１）。もちろん酸性雨問題やオゾン層破壊の問題な

どそのほかに重要な問題が多くあることは言をまたない。

影響範囲が大きい課題として上記三つの領域が挙げられる。

第一の地球温暖化問題は，1997年12月に行われた気候変

動枠組み条約第 3回締約国会議（地球温暖化防止京都会議，

COP3）において，「京都議定書」が全会一致で採択され

た。温室効果ガスの排出削減の各国別目標が決まり，日本

は2008年から2012年までの 5年間に1990年との比較で 6％

削減を約束した。これを実行するための方策は温室効果ガ

スのなかで最も大きい割合を占めている二酸化炭素（CO2）

の排出をいかに削減するかであり，省エネルギー活動を全

国民的な範囲で政府として指示，指導，規制を通じて行う

ことが必須（ひっす）である。この対策の一つとして，「エ

ネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法

律」（改正省エネ法）が施行され，指導原理として「トッ

プランナー方式」という初めての画期的な方法論が導入さ

れた。製品の設計段階からの省エネルギー，リサイクル指

向が要求される。また CO2 排出の少ないクリーンエネル

ギーの普及促進が求められている。

第二の廃棄物問題は，地球が廃棄物で覆われてしまい，

住む所がなくなる，あるいは有害物質があふれて生命が危

険にさらされるという観点からの問題である。日本では，

一般廃棄物および産業廃棄物の最終処分場の残余地があと

数年分しかなくなってきているひっ迫した現状にあり，ま

た焼却場から出るダイオキシンによる環境汚染が現実になっ

ている。この問題の解決は，廃棄物の排出を限りなくゼロ

にする「ゼロエミッション」を各自，各事業者，各自治体，

各地域社会が実行することしかない。ゼロエミッションは，

ライフサイクルの視点から，基本的に廃棄物ゼロの社会シ

ステムをめざすものである。そのためには製品の設計段階

から，製造段階，流通段階，消費段階そして廃棄段階まで

考慮して，廃棄物の発生をリデュース（Reduce：削減）

すること，そしてリユース（Reuse：製品・部品を再使用・

再利用）すること，さらにリサイクル（Recycle：再資源

化）することである（図２）。この考え方を，単に企業内

レベルのみならず，企業間や地域レベル（例えばエコタウ

ン構想）で，さらにはグローバルレベルで実現することが

求められている。

第三の有害化学物質問題は，かつての公害問題という特

定地域の問題ではなく，化学製品があらゆる分野のあらゆ

る用途に行き渡った結果，生産やサービスに従事するすべ

ての企業や機関また利用者において，有害化学物質の排出，

漏えいがトータル量として大きな社会環境問題になったと

いえる。昨今の PCB（Polychlorinated Biphenyl）やダイ

オキシン問題に象徴されるように，非常に微量でも人体へ

リサイクル・ゼロエミッションへの取組み
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早川　益壽（はやかわ　ますひさ） 和田　清美（わだ　きよみ） 新貝　和照（しんかい　かずてる）

1.地球温暖化問題 

3.有害化学物質問題 

→ 地球温暖化対策推進法 　（1999年4月施行） 
→ 改正省エネ法 　（1999年4月施行） 
→ 循環型社会基本法 　（2000年5月成立） 
→ グリーン購入法 　（2000年5月成立） 

2.廃棄物問題 

→ PRTR法 　（2000年4月施行） 
→ ダイオキシン対策法 　（1999年7月公布） 

〈注〉PFI促進法が1999年に法制化され，環境施設にも適用が期待されて 
　　　いる。 

→ 容器包装リサイクル法 　（2000年4月完全施行） 
→ 家電リサイクル法 　（2001年4月完全施行） 
→ 再生資源リサイクル法の改正（2000年5月成立） 
→ 食品廃棄物リサイクル法 　（2000年5月成立） 
→ 建設資材リサイクル法 　（2000年5月成立） 
→ 家畜排せつ物利用促進法 　（1999年11月施行） 

図１　環境問題と対策法



リサイクル・ゼロエミッションへの取組み

の有毒性がきわめて強く，ずさんな管理ではまったく取り

返しのつかない事態を引き起こすことが明らかになった。

日本は先進各国に遅れること10年以上といわれながら，

ようやく，有害性化学物質の環境への移動や排出を登録し

公表する法律，「特定化学物質の環境への排出量の把握等

及び管理の改善の促進に関する法律」〔PRTR（Pollutant

Release and Transfer Register）法〕が1999年に制定され，

2000年度から施行されている。さらに新しい化学物質問題

として「外因性内分泌かく乱物質」（環境ホルモン）問題

がある。ごく微量であっても生体成長のある特定の時期に

作用すると正常なホルモン作用をかく乱し，生殖機能など

に重大な影響があることが最近次第に分かってきた。その

科学的な解明は，科学者のこれからの努力にゆだねられて

いる今後の大きい課題である。

これらの環境問題に対し，富士電機グループは各面から

取り組んでいる。本稿では，第二の廃棄物問題への対応の

観点から，社会に提供できるシステム・製品やサービスの

概要を，またその前提としての日本の廃棄物問題を取り巻

く状況，ゼロエミッション化の動向について述べる。

環境リサイクル，ゼロエミッション化の動向

２.１ 日本の廃棄物排出の現状

家庭や事務所などから排出される「一般廃棄物」が年間

約 5千万トン，企業や公共施設などから排出される「産業

廃棄物」が年間約 4億トンあり，ここ10年間量的に大きい

変化はない。

産業廃棄物の業種別の内訳を見ると，最も多いのが，建

設分野，農業分野，公益事業部門である。また種類別では，

第一位が各種汚泥，第二位が動物ふん尿，第三位が建設廃

材である。

わが国では，今後リサイクル化・資源化は必須の課題で

ある。量が多い産業廃棄物は大きな対策が迫られている。

また一般廃棄物では，容積の占める割合が最も大きい容

器・包装のリサイクルが課題となっている。このため次節

に述べるような施策が国をあげて進められつつある。

２.２ ゼロエミッション化を指向する対策・法規制

1999年から2000年にかけてさまざまな環境関連の法案が

成立した。1999年 7 月に「民間資金等の活用による公共施

設等の整備等の促進に関する法律」〔PFI（Private Finance

Initiative）促進法〕，「ダイオキシン類対策特別措置法」

（ダイオキシン対策法）が成立した。PFI 促進法は環境法

ではないが，民間資金や民間のノウハウを生かして公的施

設を整備したり運用したりすることを促進するもので，環

境施設への適用が近年期待されている。

2000年春の通常国会では，「建設廃棄物リサイクル法」，

「食品リサイクル法」，また全体をまとめる「循環型社会形

成推進基本法」（循環型社会基本法），「再生資源リサイク

ル法」の改正，さらに「グリーン購入法」などが成立した。

2000年から「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促

進等に関する法律」（容器包装リサイクル法）の完全施行，

PRTR法の施行が，また2001年 4 月からは「特定家庭用機

器再商品化法」（家電リサイクル法）が本格施行されるな

ど，急速にリサイクル社会，ゼロエミッション化に向けて

国の法規制が整いつつある。

各地には，廃棄物を資源化・リサイクルする「エコタウ

ン」構想を実現すべく手を挙げる自治体が出始めており，

今後の期待がかかっている。

ゼロエミッション実現のための富士電機グルー

プのシステム・設備・サービス提供の取組み

廃棄物ゼロの社会をめざすゼロエミッション化の実現の

ために，生産物や製品のライフサイクルの各段階から排出

される廃棄物の再資源化に使用されるシステム・設備，効

率のよい装置・機器，有効なサービスなど，下記のような

分野を提供するのが富士電機グループの使命と考えている。

ごみの回収・破砕・減容化システム

ごみ種別の判定・選別システム

ごみの資源化システム

ごみエネルギーの有効利用システム

クリーンエネルギーシステム

廃棄物の管理サービスシステム

富士電機および富士電エンジ（株）が提供する環境保全の

ための個別のシステム，サービスを以下に紹介する（表

１）。

３.１ 容器回収処理システム

空き飲料容器を回収し，リサイクルするシステムである。

容器の材質と色を判別し，空き缶をアルミニウムとスチー

ルに分けて破砕し格納する。また PET（Polyethylene

Terephthalate）ボトルを判別し破砕し，格納する。通常

のプレス減容方式とは異なり，対象物を細かく破砕処理す

るため，格納容量が大きい。１缶を約１秒の速度で処理す

るとともに，１台の設備で最大 3,000 本（缶容器の場合）

の大量収納が可能である。

また判別に，バーコード判別式を採用しているため，判

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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リデュース 
（Reduce） 

〈廃棄物の 
　発生抑制〉 
製品の省資 
源化 
長寿命化設 
計 
生産工程の 
改善 

リユース 
（Reuse） 
〈部品などの 
　再使用〉 
部品の再使用 
容易な設計 
部品の統一化 
修理による再 
使用 

リサイクル 
（Recycle） 
〈原材料とし 
　ての利用〉 
（マテリアル 
　リサイクル） 
リサイクル容 
易な設計 
種類別の表示 

サーマル 
リサイクル 

（エネルギー回収） 

土壌や建材 
への転換・還元 

電気エネルギー 
熱回収 

土壌改良材 
建築資材 

製品のライフサイクル 
製造→加工→販売→修理→再利用 

資源の有効な利用 

〈注〉矢印の向きはリサイクル化・再資源化・有効活用化の流れを表す。 

図２　リサイクルの新たな考え方（3R）



リサイクル・ゼロエミッションへの取組み

別性能が高く，異種の缶や PETボトルでない飲料容器を

取り入れない。このため破砕物は材質純度が高く，材料の

リサイクルを可能としている。

カードシステムを内蔵することができ，投入された１缶

ごとに 1ポイントをカードに記録し，利用者へのサービス

を提供することも容易である。

商店街での利用や学校，スーパーマーケット，町役場，

空港などに設置して，市町村の各地域で利用が始まってい

る。

詳細は本特集号の別稿「空き容器回収・再生処理システ

ム」を参照いただきたい。

３.２ ホットバインド

廃プラスチック（以下，廃プラと略す）の処理は，廃棄

物処理の要（かなめ）である。廃棄物のなかに塩化ビニル

などが含まれるため，焼却すればダイオキシンが発生する。

本「ホットバインド」システム（図３）は，焼却せずに，

電磁誘導加熱することにより，減容化し，かつ 40 cm，50

cm，70 cm などの立方形状にすることができる。かさば

る廃プラが1/15～ 1/20にも減容化する。立方形状のブロッ

クのため積んでおくにも便利である。処分場に置くにも，

仮置きの場合でも，かさばらずかつ整然と設置でき，場所

の有効利用が図れるメリットが大きい。

３.３ 灰溶融システム

ごみ焼却灰を直流電気抵抗炉で還元溶融し，無害化する

灰溶融システムである（図４）。本システムは，灰を無害

で高純度，高品質な溶融スラグに再生するとともに，さら

に後工程で熱処理することにより，人工砂利にすることが

でき，建築資材として十分な品質のものを提供できる。

３.４ 乾留システム

廃プラを含む可燃物を乾留（無酸素に近い状態で蒸し焼

き）することにより，炭化物と分解ガスとに分離するシス

テムである（図５）。この分解ガスを冷却すると混合油に

変換できる。燃焼とは異なり，蒸し焼きするために，ダイ

オキシンの発生源となる塩素が存在しても，酸素が供給さ

れないのでダイオキシン類が生成せず，環境に適したシス

テムである。生成物である炭化物と混合油は，有効にリサ

イクルすることができる。

乾留の加熱源として重油などの化石燃料のバーナ燃焼で

はなく，独自の誘導加熱方式を開発した。誘導加熱のため

クリーンな加熱方式であること，投入エネルギー効率がよ

いこと，温度制御が正確にできるため廃プラの種別に応じ

た最適な分解プロセスが実行できることなどの特長がある。

塩化ビニルを含んだ廃プラの処理にも対処可能なシステ
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表１　富士電機グループのシステムとその適用分野 

適用分野 

メタン発酵＋発電システム 

魚廃棄物処理システム 

乾留システム 

粗大ごみ処理・破砕設備 

浸出水処理システム 

灰溶融システム 

RDF発電 

新エネルギー：風力・太陽電池 

コージェネレーションシステム 

情報監視制御システム 

PETボトル飲料缶リサイクル装置 

ガラス選別装置・金属選別装置 

ホットバインド 

動態監視情報サービス 
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リサイクル・ゼロエミッションへの取組み

ムであり，また有機物系の残査や医療廃棄物の処理に適用

が可能である。

詳細は本特集号の別稿「誘導加熱・熱分解技術を応用し

た廃棄物処理」を参照いただきたい。

３.５ リサイクルプラザ
＊1

粗大ごみや資源ごみとして収集された廃棄物は，リサイ

クルプラザやリサイクルセンターと呼ばれる処理施設にお

いて処理し，資源化・リサイクルされる（図６）。

施設は，破砕設備，瓶選別設備，鉄・アルミニウム選別

設備，プラスチック減容化設備などから構成される。

３.６ 最終処分場システム
＊2

廃棄物がリサイクル・中間処理された後の残査物は，最

終的に埋立て処分される。最終埋立て処分場は，管理型に

おいては遮水シートが用いられ，集められた浸出汚水を，

接触ばっ気や凝集沈殿，活性炭による高度処理，砂 過な

＊1，＊2：本システムは富士電エンジ（株）が取りまとめている。

どの方法により環境基準に適合した状態にし，排水路に放

流することができる（図７）。

３.７ 魚あらリサイクルシステム

卸売り市場では，魚のあら（内臓や骨）が多量に排出さ

れる。魚のあらは，もともと栄養価が高く質のよい資源で

あり，有用な肥料となり市場価値がある。これを廃棄物で

はなく，肥料化してリサイクルするシステムを金沢市に納

入した（図８）。

肥料化の工程は，乾燥・粉砕・選別である。脱臭装置や

排水処理設備が装備されており，処理量が 20 t/日と国内

最大規模である。

詳細は本特集号の別稿「食産業での肥料化リサイクルプ

ラント」を参照いただきたい。

３.８ ごみ固形燃料（RDF）発電システム

RDF（Refuse Derived Fuel）は，廃棄物を固形燃料化

して輸送運搬性と貯蔵保管性を高めた燃料である。このた

め各地域拠点でごみを RDF化し，広域のごみを 1か所に

集めて集中して燃焼させ発電することができる。

３.９ バイオガス発電システム

生ごみや家畜ふん尿などの有機物を多量に含んだ廃棄物

から，嫌気性発酵によりメタンガスを発生させ，これを利
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図４　灰溶融システム

図７　埋立地浸出水処理システム

図６　リサイクルセンター

図５　乾留システム



リサイクル・ゼロエミッションへの取組み

用して発電を行うバイオガス発電システムは，廃棄物を電

力という有効なエネルギーに変換できる点から注目されて

いるシステムである。対象とする廃棄物は，家庭や食堂の

厨房（ちゅうぼう）の生ごみ，卸市場や食品工場から発生

する加工食品残査，家畜のふん尿，農作物切れ端，下水汚

泥などと幅広い。

発電システムは，ガスエンジン，ガスタービン，燃料電

池（図９）が使用でき，併せて熱供給を行うコージェネレー

ションとすることができる。

３.１０ 衛星による廃棄物管理システム

衛星通信と GPS（Global Positioning System ：位置測

位システム）とを利用して，廃棄物の電子マニフェスト情

報管理を行うことができる。このシステムを用いると，廃

棄物の運搬経路をリアルタイムに監視することが可能であ

り，廃棄物の適正処理を証明することができ，また配車の

運行管理を行うことができる。衛星通信を介しているので，

山間部をはじめ全国津々浦々がサービスエリアである

（図 ）。

本サービスは，一元的にネットワークセンターで運用さ

れているので，利用者は運搬車両の端末機器をレンタルす

るだけでシステムを利用できる。

詳細は本特集号の別稿「衛星通信を利用した廃棄物動態

監視情報サービス」を参照いただきたい。

あとがき

富士電機グループの提供するシステムとサービスの適用

分野をすでに表１に示した。

2000年は，環境 6法案が国会において成立したこともあ

り，地球温暖化問題，廃棄物問題，化学物質問題への対応

が一段と注目される年になろうとしている。21世紀を目前

にして本格的な環境時代へ入ろうとしており，住民，企

業・事業体，行政のおのおのが責任を果たせる取組みが期

待されている。

今後，富士電機グループは具体的適用を増やすべく努め

ていきたい。ユーザー各位のご指導・ご支援をお願いする

次第である。
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まえがき

国内の廃棄物処理は，減量化と衛生的中間処理として，

また最終処分場での減容化を目的として，焼却処理に重点

をおいた施策が図られてきた。この焼却処理は今日まで主

要な廃棄物処理方法であったが，近年の廃棄物の増加・多

様化により，焼却だけでなく，廃棄物そのものの発生を減

らすとともに，再利用・再資源化による減量化を促進する

施策に転換しつつある。また，焼却処理は排出物による大

気汚染，土壌汚染などの環境への悪影響が問題となり，特

に，ダイオキシン類の発生を防止する高い技術が要求され

ている。

現在，一般廃棄物の発生量は年間 5,000 万トン（うち廃

プラスチック類は約 400 万トン）に達し，その約 75 ％を

焼却しており，焼却に付随する諸問題の解決が重要な課題

となっている。

焼却に代わるダイオキシン類の発生を抑制する技術とし

て，1970年代に開発された熱分解技術がある。これは，有

機物を低酸素中あるいは無酸素状態で加熱し，気体と液体

と固体に分離する技術で，今後の実用化・普及が期待され

ている。

なお，一般的な加熱方式としては，化石燃料（油，ガス，

石炭など）の燃焼熱（熱風，蒸気，排ガスなど）を使用，

あるいは電気抵抗ヒータなどにより熱分解槽を加熱する方

式が使用されている。

富士電機は今般，一般廃棄物処理，リサイクル技術への

利用を主目的とした，燃焼方式に代わる誘導加熱応用キル

ン方式の連続式熱分解実証装置を製作し，廃プラスチック

類の処理実験を実施したので，その概要を紹介する。

プラスチック類の熱分解

２.１ 熱分解のメカニズム

一般的にプラスチック類は，空気（酸素）を遮断した状

態で 200 ～ 400 ℃以上に加熱すると分解し，油とガスにな

ることが知られている。熱分解の進行具合は，プラスチッ

クの種類や熱分解温度によってかなり異なる。その一例を

図１に示す。例えば，ポリ塩化ビニル（PVC）は 200 ～

250 ℃で一次分解，350 ℃付近で二次分解し，塩化水素，

炭化水素（ガス・液状物），固体（残査）を生成する。大

半の高分子化合物は 250 ～ 450 ℃で分解を完了する。

有機化合物を空気あるいは酸素存在下で燃焼すると，二

酸化炭素・水蒸気および残査（灰分）になるが，塩素を含

む PVCなどのプラスチックを燃焼するとダイオキシン類

の生成が問題となる。空気（酸素）を断って熱分解すると，

化学構造や大きさ，熱分解温度や速度の違いなどにより，

生成する成分および気体・液体・固体の生成割合は異なる

ものの，脱塩素や C-C結合，C-H結合の切断，あるいは

再結合などが起こり，炭素および水素，炭化水素，塩化水

素などのガスやベンゼン，トルエンなどの油が生成し，酸

素を含む化合物であるダイオキシン類は生成されない。ダ

イオキシン類の構造を図２に示す。

今回報告する熱分解装置は，酸素，空気，二酸化炭素，

蒸気などのダイオキシン類発生要因となる酸素ガスを遮断

した状態で有機物を加熱し分解する装置であり，いわゆる

乾留装置である。“乾留”とは，有機化合物を低酸素中あ

るいは無酸素状態で加熱し，気体と液体と固体の三つの流

れにするプロセスであり，熱分解と同義語として使われて

誘導加熱・熱分解技術を応用した廃棄物処理

384（12）

中農　勝博（なかのう　かつひろ） 林　　静男（はやし　しずお） 喜田　清則（きだ　きよのり）

100

80

60

40

20

0

300℃/h 昇温 
N2雰囲気 

200 300 400 500

PVC

UF

UR

PF

PMMA

ABS
PS

PP

PE

PVC ：塩化ビニル樹脂 
UF ：ユリア樹脂 
UR ：ポリウレタン 
PF ：フェノール樹脂 
PMMA ：メタクリル樹脂 
PS ：ポリスチレン 
ABS ：ABS樹脂 
PP ：ポリプロピレン  
PE ：ポリエチレン 

温　度  (℃)

質
量
減
少
量
  
(%
)

図１　プラスチックの種類による熱分解温度と質量変化



誘導加熱・熱分解技術を応用した廃棄物処理

いる。図３に熱分解のプロセスを示す。

２.２ 熱分解に対する電気加熱プロセス

富士電機は種々の加熱プロセスに応じた電気加熱システ

ムを製作してきている。今日大きな社会問題となっている

廃プラスチック類の処理においては，いかにダイオキシン

類の発生を予防しつつ，ごみ減容化処理に取り組み，かつ

有価物の回収，ゼロエミッションにつなげていくかが課題

となっている。廃プラスチック類の熱分解はこうした社会

情勢のなかで実用化が期待されている技術である。事業系

ごみのように処理物の特性がはっきりしており，かつ単一

物である場合の処理は，その性状に応じた加熱プロセスを

講じることで最適処理ができるものの，一般廃棄物となる

とその処理方法は一様ではなく，熱分解が必要とされるゆ

えんである。そのために必要となる加熱プロセスとしては

電気加熱が最適であり，なかでも誘導加熱が理にかなった

技術である。

図４に誘導加熱の原理を示す。交流電源に接続されたコ

イルのなかに金属体（キルン本体）を挿入すると，交流電

流によってできる交番磁束がキルン本体を貫通して，電磁

誘導作用により渦電流を発生し，そのジュール熱でキルン

自身が発熱する。これが誘導加熱である。したがって，加

熱する内部雰囲気を自在に管理された状況下に保っておく

ことができ，さらに，きわめて速い温度コントロールがで

きることから，ダイオキシン類の発生を防止できる優れた

加熱プロセスである。

誘導加熱・キルン型連続式熱分解装置

３.１ 装置の構造，システム概要

図５に実証試験に供した熱分解装置の装置構造，図６に

実証試験装置の外観，表１に実証試験装置の仕様を示す。

実証試験装置はプラスチック系ごみをダイオキシン類の発

生を抑制して処理することを目的として製作された。

まず，市町村で集められたプラスチック系ごみは，投入

口からスクリュー式フィーダにて約 1/15 に減容・圧縮さ

れキルン内に送り込まれる。投入口からの空気は圧縮され

たプラスチック系ごみにより自動的に遮断され，シールで

きるよう工夫されている。そして，キルン内部には N2 ガ

スを導入し，きわめて低酸素状態にして外気から遮断した

構造としている。キルンの外径部には誘導加熱コイルが設

けられ，キルン本体は誘導加熱によって直接発熱し，投入

されたプラスチック系ごみを加熱する。キルン内各所は，

熱電対にて温度計測し，設定温度を維持するよう温度フィー

ドバック制御がなされている。投入されたプラスチック系

ごみは密閉空間で急速に加熱，500 50 ℃に高温維持され，

ごく短時間で高温熱分解され，炭化物とガスに分離される。

炭化物はキルン出口のホッパに導かれ，ガスは凝縮器にて

冷却され，凝縮液と可燃ガスに分離する。凝縮液は貯留槽

に集められ，可燃ガスは脱塩装置，逆火防止装置を経て燃

焼炉に導入される。

３.２ 装置の特長

本装置は誘導加熱を利用したものであるところから，多

くの特長を有する。

ダイオキシン類の発生しにくい加熱処理方式

ダイオキシンは酸化雰囲気下で発生が顕著となる。本方

式は炎による燃焼と違って，密閉不活性ガス雰囲気空間で

処理物に直接火炎を与えない間接加熱であるので，O2 介

在によるダイオキシン類発生要因がきわめて少ない加熱処

理方式となっている。

（1）

＋－
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図２　ダイオキシン類の構造

熱 熱 

熱 熱 

有機 
化合物 

固体：炭素，灰分，残査 

可燃ガス 

凝縮液 
（廃油） 

炭化物 

液体： 
  C   H （5≦    ≦20），H2Om m 

気体： 
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  など 
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図３　熱分解のプロセス

交番磁束 
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被加熱物 
（キルン本体） 

電源 

図４　誘導加熱の原理
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急速加熱，温度制御の容易さ

誘導加熱の急速加熱特性はダイオキシン類の発生しやす

い低温（200 ～ 300 ℃）領域を急速に通過することが可能

であり，かつ温度応答性に富んでいるため，きめ細かな温

度管理と加熱部位を必要温度に保持することが可能な設備

となる。

高いエネルギー効率

誘導加熱により，キルン自身を発熱体にすることにより，

他方式に比較して加熱効率が 85 ％と高く，かつ燃焼式に

見られるようなすすが付くことによる効率低下がない。

処理対象物に制限がない

プラスチック系廃棄物のなかに缶くず，土砂などが混じっ

ている場合でも問題なく加熱処理ができ，処理物を選ばな

い。

連続運転からバッチ処理まで広範な運転が可能

24時間連続運転から，毎日加熱，冷却を繰り返すバッチ

処理にも対応可能な処理設備であり，一般企業から個人規

模まで設置ができる。

安価な設備費

大規模処理設備のように高温煙道を設置する必要がなく，

バーナによる排ガス量の増大がないため，後処理設備が簡

素となり，総設置費用を安価にできる。

３.３ 実証試験結果

A市，B市から提供していただいた廃プラスチック系ご

みで実証試験を継続中であるが，現状での結果を報告する。

表２に実証試験結果の一例を，図７に試験材料（投入プラ

スチック）と実験生成物を，図８に誘導加熱・熱分解装置

の概念と物質収支を示す。

廃プラスチック処理における減量，減容化としては，熱

分解温度が 500 50 ℃の範囲内で，炭化物は質量ベースで

約 1/10 に減量し，ダイオキシン類も規定値以下を確保で

き，炭化度も 96.0 ％以上となっている。凝縮油性液と可

燃ガスの生成比率は熱分解温度によって著しく変化し，

550 ℃以上になると，可燃ガスの生成量が極端に多くなる。

凝縮油性液は比重 0.87 の原油レベル並みで，発熱量は 12

kcal/g である。塩素濃度が若干多いが，アルカリ水で後

処理することにより低減可能である。再生油，燃料油とし

ての利用可能性は非常に大きい。可燃ガスは二次燃焼させ

ているが，排ガス中のダイオキシン類も規定値以下である。

小型ボイラなどの燃料として利用できる可能性は大きいと

考えられる。興味深いのは炭化物残査中に残るアルミニウ

ムを中心とした金属残査である。食品包装に使われている

極薄膜物が酸化せずに金属として回収できている。

＋－

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）
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スクリュー式フィーダ 

投入口 キルン 

誘導加熱コイル 

熱分解装置 炭化物ホッパ 凝縮器 脱塩装置 逆火防止装置 焼却炉 

図５　熱分解装置の装置構造

図６　実証試験装置の外観 表１　実証試験装置の仕様 

項　目 

廃プラスチック類処理能力 

キ ル ン 加 熱 温 度 

熱 　 分 　 解 　 温 　 度 

加　　熱　　方　　式 

廃プラスチック類投入方式 

キ ル ン 外 形 寸 法 

キ ル ン 内 雰 囲 気 

脱　　塩　　処　　理 

加　熱　電　源　能　力 

仕　様 

100kg/h 

450～700℃ 

500±50℃ 

誘導加熱 

スクリュー押込み機構 

φ500×長さ3,500（mm） 

N2ガス充てん 

キルン内加熱後後段で処理 

100kW
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誘導加熱・熱分解装置の応用分野

本装置は，ダイオキシン類の発生を抑制した熱分解装置

であり，廃棄物処理，リサイクル処理装置としての応用分

野は広範囲である。温度制御，雰囲気制御によって，廃棄

物処理装置，リサイクル前処理装置などへの応用を含め，

廃棄物処理に多くの問題を抱えている環境社会に貢献でき

る技術と確信する。図９に適用可能な応用技術範囲を示す。

あとがき

誘導加熱・キルン型連続式熱分解実証装置における試験

はほぼ完了し，当初目標とした，ダイオキシン類抑制と，

廃プラスチック類の減量，減容化については達成できたと

考えている。これをベースにして実用化可能な装置設計に

進み，環境社会の大きな問題となっている，廃棄物処理，

リサイクル処理の分野に貢献できれば幸いである。

参考文献

廃棄物の熱分解・ガス化溶融システムの開発動向，エヌ・

テイ・エス社（1998）

廃プラスチックのサーマルリサイクル技術基礎データ，プ

ラスチック処理促進協会（1996）

（2）

（1）
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図７　試験材料と実験生成物

表２　実証試験結果の一例 

項　目 

廃プラスチック類投入量 

熱　分　解　温　度 

生　成　炭　化　物　量  

炭 化 物 の 炭 化 度  

炭 化 物 中 塩 素 濃 度 

炭化物中ダイオキシン類 
濃度 

測定値 後処理後 

300kg 

520℃ 

32.9kg（10.9％） 

96.0％ 

62g/kg

4.5mg/L

0.016ng-TEQ/g以下 

凝　縮　油　性　液　量 182.8kg（60.9％） 

凝 縮 油 性 液 性 状 比重：0.87　原油レベル 

凝縮油性液量中塩素濃度 218mg/L

凝縮油性液量中 
　　ダイオキシン類濃度 

0.040ng-TEQ/g以下 

凝縮油性液の発熱量 12,000kcal/kg

可　燃　ガ　ス　量 84.3kg（28.2％） 

可燃ガス燃焼排ガス中 
　　ダイオキシン類濃度 

0.98ng-TEQ/m3N以下 

廃プラスチック類 

投入 
 100kg

ス
ク
リ
ュ
ー 

式
フ
ィ
ー
ダ 

誘導加熱・熱分解装置 

加熱温度：500±50℃ 
希薄酸素状態（窒素封入） 

ガス 

炭化物 

10～16kg 60～80kg

油性物 脱塩槽 

冷却 

液
体 

可燃ガス 

4～24kg

図８　誘導加熱・熱分解装置の概念と物質収支

資源化施設（リサイクル 
プラザ）廃プラスチック 
類を含む可燃物処理 

農水産廃棄物処理 
産業廃棄物処理 
有価物回収装置 

ガス化溶融前処理装置 
油化前処理(脱塩素)装置 

誘導加熱・ 
熱分解装置 

活性炭製造炭化装置 

木材炭化装置 

小型焼却炉の代替装置 

医療廃棄物処理装置 
低汚染物処理装置 

図９　乾留装置の応用範囲

処理前の廃棄
プラスチック

処理後の生成炭化物

菓子袋などから回収した
金属，アルミニウム

処理後の凝縮油性液
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まえがき

「ごみの散乱」「最終処分場のひっ迫」「環境負荷の悪化」

「処理費の地方財政圧迫」など環境に関する問題は，今取

り組むべき重大な課題となっている。一般ごみ（家庭や事

業所から排出される一般廃棄物）の容積比で 60 ％を占め

る容器包装ごみをリサイクルすることを目的として1995年

６月に「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に

関する法律」（容器包装リサイクル法）が公布され，2000

年 4 月からは，対象となる品目も拡張され，完全施行され

ている。この法律の基本的な考え方は，消費者（住民），

市町村，事業者の責任分担を明確化することにあり，消費

者には「分別排出」，市町村には「分別収集の責任」，事業

者には「リサイクルの責任」を求めている。消費者，市町

村，事業者が一体となって循環型社会を構築していくこと

をめざしている。このような国の動きに伴って，最近，消

費者のごみに対する被害者意識が加害者意識に変わってき

ており，ごみとして扱われてきた空き容器を資源として回

収する気運が高まっている。

このような背景のなか，容器の回収から再生までのトー

タルな仕組み（システム）作りが求められている。特に

PET（Polyethylene Terephthalate）ボトルに関しては，

回収率が徐々に上がってきているものの，まだまだ低迷し

ている状況であり，また，回収してきた PETボトルの劣

化（品質が悪く再生が困難），それを保管する場所，再生

する設備の不足など十分な仕組みが構築されていないのが

現状である。本稿では，PETボトルの回収率向上，再生

PETの品質向上を狙いとした住民参加型のリサイクルシ

ステムを中心に説明する。

PETボトルのリサイクル状況

PETボトルは，瓶と違い落としても割れず，軽くて持

ち運びが容易であり，ふたができ外気との遮断性が高く衛

生的ということで人気のある容器である。日本においては，

1977年にしょうゆ用ボトルとして，1982年に清涼飲料水用

ボトルとして認可され，その後も調味料用，酒類用，洗剤

用，化粧品用など用途は広がっている。特に近年になって

自粛ムードが強かった小型 PETボトル（350mL，500mL）

も，輸入ミネラルウオーターをきっかけに，若者文化（飲

みかけでもまた飲める，缶に比べて衛生感がある）にマッ

チしたため，急速に普及してきている。今後も欧米並みに

利用度が上がると予想される。しかし，品質のよい PET

ボトルの回収ができず，リサイクルの採算が取れないのが

現実であり，品質のよい PETボトルの回収率を上げるこ

とが，PETボトルのリサイクル上の緊急課題であること

はいうまでもない。またそのように回収された PETボト

ルは，再生プラントによりフレーク化，ペレット化して繊

維製品（衣服類，カーペット，水切り袋など），シート類

（箱の中仕切り，ブリスターパック，果物パックなど），成

形品（洗剤用ボトル，文具類など）に再生される。PET

ボトルは，アルミ缶のように再生してまたアルミ缶に戻す

という技術は確立しておらず，再生して PETボトル以外

の製品になっているのも事実である。したがって，PET

to PETの技術開発も PETボトルリサイクルの大きなテー

マの一つである。

現状のリサイクルの仕組み

PETボトルのリサイクルは始まったばかりであり，各

地でいろいろな取組みがなされている。容器包装リサイク

ル法にのっとった回収・再生ルートには，店頭回収中心の

自主回収ルート，自治体からの分別収集を処理する指定法

人ルート，独自ルートの三つのルートがあるが，現在，最

も多く実施されているのが「指定法人ルート」である。東

京都は，店頭回収を中心として自治体側の負担を軽くした

「東京ルール」を実施している（図１参照）。また，この両

方を併用する「大阪ルール」も実施されている。アメリカ

では，デポジット制度を取り入れている州において回収率

が非常に高くなっている事実もあり，日本においてもいろ

いろな取組みがなされている。東京都八丈町においても，

島という閉鎖エリアのなかで他のエリアからの容器の流入

空き容器回収・再生処理システム
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のない形で，清涼飲料水に10円上乗せして販売し，容器返

却時に10円返すというデポジットを実施し，回収率の向上

を実現している。今後，日本全土でデポジットを実施する

ためには，検討課題も多い。回収率を上げるためのさらな

るシステム作りが必要である。

PETボトルリサイクルシステム

デポジット制度などのシステムを導入することにより，

リサイクルは採算ベースになると考えられるが，現状では

その実施が難しいため，回収率がアップし，実施の可能性

があるシステムを説明する。本システムは，回収拠点に設

置する PETボトル回収処理機とその処理機を遠隔から管

理するネットワーク管理システム，回収した PETチップ

を再生してフレーク化する PETフレークプラントの組合

せにて構成される。図２にシステムの概要を示す。

４.１ PETボトル回収処理機

PETボトル回収処理機は，人口密度の高い所や人の集

まる拠点に設置し，回収拠点機能を果たす。回収処理機は，

自動販売機サイズで，住民が持参した PETボトルを投入

口に入れると独自のセンサとバーコードリーダにより，無

色と有色の選別，異物〔PVC（Polyvinyl Chloride）ボト

ルほか〕の除去を行い，破砕したうえで保管する。この一

連の動作を 1本約 2秒という高速で処理することが可能で

ある。回収処理機の特長は，PETボトルを認識するため

にバーコードを採用していることにある。PETボトルか

ら読み取ったバーコード情報は，三つの機能として使用さ

れる。一つ目は，無色と有色を選別のために使用しており，

二つ目は，燃やすとダイオキシンを発生する PVCボトル

など PETボトル以外の異物を除去するために使用してい

る。三つ目は，バーコード単位の処理個数が把握できるた

め，そのデータの活用が可能である。今回，説明している

システムでは，カードによる住民還元方式をとっているが，

引換券方式やコイン方式も対応可能である。回収処理機の

外観を図３に，処理機の仕様を表１に示す。

次に本 PETボトル処理機を設置した場合のメリットを

記す。

４.１.１ 住民のメリット

空き容器をいつでも出せるため，一時的に保管する必

要がない（回収日が決まっていない）。

空き容器は，そのまま投入すればよい（現状はキャッ

プ，ラベルは取り除き，洗ってつぶす必要がある）。

参加することにより，何らか（生活雑貨，商品券など）

の還元が受けられる。

（3）

（2）

（1）
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分別排出 運　搬 回　収 中間処理 再商品化 

特定事業者 自治体 消費者 

特定事業者 自治体 小売店 消費者 

〈容器包装リサイクル法の指定法人ルート〉 

〈東京ルール〉 

分別排出 店頭回収 運　搬 中間処理 再商品化 

図１　現状のPETボトルリサイクルフロー

商品化 
事業者 

フレーク 
売却 

PETフレーク 
プラント 

有色 
PET

PET 
ボトル 
投入 

公衆 
回線 

ネットワーク 
管理システム 

PETボトル 
回収処理機 

各市町村 広域市町村圏 

カードに 
点数 

破砕品 
運搬 

消費者 

発電 
燃料 

図２　PETボトルリサイクルシステムの概要

表１　PETボトル回収処理機の仕様 

項　目 

対象容器サイズ 

処　理　能　力 

処　理　方　式 

収　納　個　数 

分　別　機　能 

電　源　仕　様 

外　形　寸　法 

その他の仕様 

仕　様 

3,000mL以下のボトル 

30ボトル/分 

破砕またはプレス 

1,600ボトル（破砕），470ボトル（プレス） 
：500mLボトル換算 

無色/有色 

AC200V（三相），20A，50/60Hz 

813W×813D×1,829H（mm） 

バーコードリーダ内蔵 
処理対象外容器リジェクト機能 
自己診断機能 
還元機能：カード，コイン，チケットから選択 
上位コンピュータ通信機能対応可能 
遠隔操作機能対応可能 

図３　PETボトル回収処理機の外観
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高速に処理するため，機械の前で待たされることがな

い。

４.１.２ 自治体のメリット

住民のリサイクル意識を向上させられる。

散乱容器がなくなり，環境美化が図れる。

減容化により回収頻度が減り，回収費用が削減できる。

ストックヤードがいらない。

回収された PETチップは，処理機の内部で保管され

るため，劣化が少ない。

カードを持っている住民のみが使用可能なため，他市

町村からの空き容器の流入を防げる（住民還元方式は他

市町村からの流入が多々ある）。

４.１.３ 後処理工程のメリット

破砕により減容化され，以降の物流コストを軽減でき

る。

回収時点で選別されるため，後処理プラントへの負担

（処理工程）を軽減できる。

™無色と有色を選別して保管する。

™PETリサイクルの妨げとなる PVCボトルを除去する。

品質のよい PETチップを受け入れることにより再生

品の品質も向上する。

読み取ったバーコードを利用して情報管理ができる。

４.２ ネットワーク管理システム

ネットワーク管理システムは，大別して運営管理機能と

メンテナンス管理機能（回収管理を含む）からなり，PET

ボトル回収処理機と公衆回線で接続し，点在する回収処理

機の面的管理を遠隔から効率よく行うことが可能である。

これにより，処理機の回収量が把握でき，物流効率を上げ

コストを削減できるとともに，処理機の状況を定期的に把

握し，故障を予知して対策（予防メンテナンス）を行うこ

とが可能である。処理機のユーザーが，常に快適に使用で

きるように管理されている。また，今後のデポジット制度

が実施された場合にも，スムーズな移行が可能な拡張性を

備えている。回線は，一般回線と PHS（Personal Handy-

phone System）回線で接続することが可能である。図４

に回収処理機に接続する PHS データ通信装置の外観を示

す。

以下に，ネットワーク管理システムの機能について述べ

る。

４.２.１ 運営管理機能

個人別データ管理

カード発行管理，累積点数状況，景品交換履歴

処理状況管理

日別・月別処理状況，場所別比較，素材別比較，メーカー

別処理状況

印刷機能

各種データの日報，月報，旬報

４.２.２ メンテナンス管理機能（回収管理を含む）

処理機状態監視

異常（故障）内容把握，異常（故障）履歴

回収管理

処理機別収容量把握，回収時期表示

メンテナンス状況管理

メンテナンス履歴管理，メンテナンス部品在庫管理，補

充管理

システム管理

プログラム，各種データ（バーコードほか）の更新

印刷機能（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（4）
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図４　PHSデータ通信装置の外観
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図５　PETフレークプラントの処理概要



空き容器回収・再生処理システム

各種データの日報，月報，旬報

４.３ PETフレークプラント

PETボトル回収処理機によって破砕されたチップは，満

杯になった時点で回収ボックスごとに回収される。回収時

期は，ネットワーク管理システムにて管理されており，回

収処理機ごとの回収量の違いを吸収し効率よく回収するこ

とが可能である。回収された破砕チップは，さらに細かく

破砕され，ラベル分離，洗浄・乾燥，色選別，金属類分離

を自動的に行い，フレーク状 PET樹脂として再生される。

回収する PETボトルは，PETボトル回収処理機による破

砕チップだけではなく，現行の指定法人ルートの形式

（PETボトルを圧縮し，ひとくくりにしたもの）も受け入

れられるように考慮している。回収から再生までのトータ

ル効率を考慮し，回収地域に見合ったプラント規模を設定

する必要がある。また，リサイクルマーケットを育成し，

再生事業を安定化させるためにも品質の高い再生 PETフ

レークの提供が望まれる。図５に PETフレークプラント

の処理概要を，表２，表３に PETフレークプラントの仕

様，再生 PETフレークの品質について示す。

あとがき

住民，自治体，事業者の個々の役割分担のなかでリサイ

クルシステムを新たな社会インフラストラクチャーとして

定着させるために，以下のような仕組み作りと具現化のた

めの製品化技術，プロセスのエンジニアリング技術，トー

タルマネジメント技術のテクニカルミックスを今後も継続

していく必要がある。

住民の排出分担の意識向上（参加意欲の高揚を図るた

め，回収処理機の機能アップ）

™処理スピードのアップ

™還元機能の向上

™投入のしやすさ

運搬のしやすさ，効率の向上

™減容化とハンドリングの容易化

™作業者への環境配慮

™回収量に比例した輸送方法とコスト

保管時の周辺環境への影響軽減

™回収資源の臭気，汚水，かびなどの二次公害の防止

対策

™搬送方法，回収イメージの地域住民への美観的配慮

再生処理プロセスの指導

™再生マーケットの拡大につながる処理技術の高度化

™施設運営の能力化（自動化）

™コストパフォーマンスの追求

™再生資源と再生商品とのリンケージ

このような技術の確立により，真の循環型社会の構築に

貢献したいと考える。

参考文献

プラスチックごみ最適処理技術研究会：プラスチックごみ

の減量化とリサイクル（1996）

プラスチックごみ最適処理技術研究会：プラスチックごみ

の処理処分（1996）

リサイクル法令研究会：容器包装リサイクル法（1999）

掛本道子：地球環境問題とリサイクル，東京教学社（1999）（4）
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表２　PETフレークプラントの仕様 

項　目 

処　理　能　力 

PP：Polypropylene

受  入  PET

プラント受電容量 

運　転　要　員 

設 置 ス ペ ー ス 

排　　水　　量 

廃　　棄　　物 

仕　様 

1,000t/年（8時間稼動） 

クリア破砕PET（ラベル，キャップ付き可） 

AC460V，60Hz，500kVA

約500m2 

65m3/日（成分：か性ソーダ，糖分，しょうゆほか） 

自動化ラインによる少人数運転 
（粉砕ライン2人，洗浄ライン2人：計4人） 

紙，PPキャップ，ラベルフィルム， 
アルミキャップ，有色PETほか 

表３　再生PETフレークの品質 

項　目 

樹 脂 サ イ ズ 

樹 脂 含 水 率 

IV　　　　　値 

PVC 含 有 量 

HDPE  ・  PP 

金 属 含 有 量 

紙　含　有　量 

有　色　PET  

そ　　の　　他 

仕　様 

直径9.5mm 

平均0.35% 

最小0.75 

10ppm以下 

10ppm以下 

10ppm以下 

10ppm以下 

50ppm以下 

10ppm以下 

IV：Intrinsic Viscosity 
HDPE：High-Density Polyethylene
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まえがき

産業廃棄物の不法投棄など廃棄物による環境汚染が取り

ざたされるなか，警察庁も「環境犯罪」として環境を破壊

する行為に対する取締り強化を指示し，無許可業者に処理

を委託するような違反に対する排出者責任を明確にする動

きは日増しに強くなってきている。

一方，一般廃棄物についても処理費用の安いごみ焼却工

場に，他市町村からごみが不法に持ち込まれる問題が深刻

化している。持ち込まれた側の自治体が，多額の処理費用

の負担を強いられ，結果的には，市民が経済的な負担をさ

せられるだけでなく，猛毒のダイオキシンに見られるよう

に，健康や環境問題に対しても深刻な問題に発展している

状況にある。

（株）ニスコムは，このような廃棄物処理業界の体質改善

や近代化を図るべく，1993年度に（財）日本産業廃棄物処理

振興センターで行われた「産業廃棄物総合管理システム」

の試行実験を踏まえて，1997年 9 月から「産業廃棄物電子

マニフェスト情報管理システム」の商用化を開始した。

富士電機は，1998年から（株）ニスコムと業務提携し，上

記システムを基にした新規応用システムの開発を実施し，

共同してそれを活用した環境情報ビジネス「スコム（SCM

：Satelite Communications Management）情報サービス

事業」の普及に努めている。以下，このサービス事業につ

いて紹介する。

スコム情報サービス事業の概要

スコム情報サービスのシステム概要を図１に示す。

サービス概要（1）

衛星通信を利用した廃棄物動態監視情報サービス

392（20）

宗木 好一郎（むねき　こういちろう） 中村　光宏（なかむら　みつひろ）

GPS衛星 

通信衛星(JCSAT)

位置検出 

運搬車両 

GPSユニット 

衛星通信端末 

車載端末（バーコードリーダ） 

車載器 

① 積載情報 
　 車両ID，積み下ろし情報，位置，時刻 
　 など 

② 運行情報 
　 車両ID，位置，車速，高速道路・一般 
　 道路走行など 

積載情報管理の目的 

対象車両 

一般廃棄物 
収集運搬車両 

産業廃棄物 
収集運搬車両 

危険物・毒劇物 
運搬車両 

衛星通信センター ネットワークセンター 

ネットワークセンターの役割 

① 積載情報管理 
　 積み下ろし履歴の記録・一覧作成，積載位置の指定 
　 地域内かどうかの確認など（一般廃棄物監視の場合） 

② 運行情報管理 
　 運転日報の記録・作成，走行履歴の記録・作成 

③ 緊急通報（自動ファクシミリなど） 
　 指定地域外積載の場合の通報など（一般廃棄物監視 
　 の場合） 
④ 運行航路のリアルタイム追跡およびマッピング機能 

11：52

11：08

10：38

通過位置 
時刻 

積載位置 
時刻 

目　的 

一般廃棄物の越境搬入および 
産業廃棄物混入の監視 

産業廃棄物の不法投棄監視お 
よびマニフェスト情報管理 

事故発生時の緊急措置対応 
迅速化のための積み荷通報 

図１　スコム情報サービスのシステム概要



衛星通信を利用した廃棄物動態監視情報サービス

GPS（Global Positioning System）と衛星通信を利用し

て，車両および車両に積載される廃棄物が適正処理されて

いることをユーザーに代わって追跡監視し，各種情報をユー

ザーへ提供するサービスである。

通信インフラストラクチャー（インフラ）

このサービスで使用するインフラは，米国の大手通信会

社であるクアルコム社が開発したトラックの運行管理シス

テム「オムニトラックス」をベースに，廃棄物管理システ

ムに応用したものである。すでに米国では二十数万台，日

本国内では約 2,000 台の実績と十数年の運用実績があり，

性能と耐久性が保証されているものである。ちなみに通信

衛星は日本の南東 36,000 kmの高度に静止している「JCS

AT」を使用している。

車両搭載機器

車両にはクアルコム社製衛星通信制御装置とアンテナ，

（株）デンソー製 GPS 測位ユニット，バーコードリーダお

よび専用端末が搭載される。

特　徴

全国を網羅するサービスエリア

衛星通信を使用しているため，不法投棄が行われる山

間部や地方など日本全国どこでもサービスが受けられる。

規模に適したシステムを提供

収集運搬業者は，会社の規模に合わせて必要な台数分

の車両取付機器を，レンタルするだけでサービスが受け

られる。

業務処理システムの近代化を促進

廃棄物処理にかかわる業務処理を近代化することによ

り，事務経費と時間を大幅に省力化できる。

このスコム情報サービスの具体的適用例として，廃棄物

運搬車両の動態監視情報サービスがある。廃棄物は，大き

く分類して産業廃棄物と一般廃棄物に分類されるが，以下

それぞれのサービスについて紹介する。

産業廃棄物への適用

３.１ 産業廃棄物処理における課題

マニフェスト管理制度

産業廃棄物は廃棄物処理法により，処理の流れを伝票で

管理する「マニフェストシステム」（産業廃棄物処理伝票

方式）の運用が義務づけられている。これは，マニフェス

ト伝票と呼ばれる伝票に産業廃棄物の種類，名称，取扱い

上の注意などの必要事項を記入し，排出事業者から，運搬，

処理業者に必要な情報を伝えるとともに，最終処分者から

戻ってきたマニフェスト伝票で，運搬・処理が適正になさ

れたことを確認・記録することを義務づけたものである。

しかし，一部では不正マニフェスト伝票が横行しており

形がい化しているという一面もある。

排出事業者責任の強化

廃棄物処理法が改正され，廃棄物が最終的に処分される

までその責任を負うことを義務づけることにより，排出事

業者責任がより強化された。すなわち，排出事業者は廃棄

物自体が確実に処分工場へ搬入されたか，また処理された

かの確認を要求されるようになってきている。

３.２ 産業廃棄物動態監視情報サービス

このサービスは，上記課題を解決するために，マニフェ

スト伝票の管理と同時に，産業廃棄物自体の運搬・処分が

適正に処理されていることを，排出事業者に代行して監視

するものである。

運用方法（図２）

排出事業者の作業（図２①）

排出事業者が排出した廃棄物の種類，発生部門などを

基に，その内容をバーコード化した特別なシール（ハザー

ドマーク）を排出事業者が購入し，発生部門ごとに，こ

のハザードマークを従来の専用廃棄物容器または収集・

運搬車両に張る。

収集運搬業者の作業（図２②）

収集時に，排出事業者が張り付けたハザードマークと，

受け取ったマニフェスト伝票に印刷してあるバーコード

を，車両に搭載したバーコードリーダで読み取り，この

情報を通信衛星を介して送信する。

処分業者の作業（図２③，④）

工場に設置した地上端末で，ハザードマークおよびマ

ニフェスト伝票に印刷してあるバーコードを読み取り，

（c）

（b）

（a）

（1）

（2）

（1）

（c）

（b）

（a）

（4）

（3）

（2）
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排出事業者 

製造部 

管理部 

診療所 

①保管時 

部署別保管 

②排出時 

収集運搬車両 

③搬入時 

通信衛星 

中間処理業者 

④処理時 

② ③ 

④ ネットワーク 
センター 

図２　産業廃棄物動態監視情報サービスの運用方法



衛星通信を利用した廃棄物動態監視情報サービス

この情報を通信衛星システムで送信する。

サービスの内容

上記の運用により，事業所から排出された廃棄物の種類

と質量，収集車両が走行した運行航跡履歴，処分工場へ持

ち込まれた廃棄物の種類と質量などの情報が，衛星通信を

介してネットワークセンターに集約される。収集時のデー

タと工場に搬入されたデータを瞬時に照らし合わせ，万一

アンマッチングデータが発生した場合には，排出事業者，

収集・運搬業者などに連絡する。場合によっては監督行政

（許可行政，排出事業者を管轄する行政）に連絡すること

により，事故を未然に防止するだけではなく，アンマッチ

ング発生（紛失，不法投棄などの事故）の原因も短時間で

究明可能となる。

また，排出事業者，収集運搬業者，処分業者はそれぞれ

行政に対する報告書提出が義務づけられているが，その報

告書作成代行業務も情報サービスに含まれる。

導入の効果

マニフェスト伝票，廃棄物，および運搬車両の 3者を追

跡監視することにより，マニフェスト管理の事務処理合理

化と同時に排出事業者として，適正処理していることを確

実に証明できる。

また収集運搬業者にとっては，各車両の運行管理・運転

日報の自動作成など，業務代行による運行効率の改善とマ

ニフェスト管理の事務処理合理化が実現できる。

３.３ 部署別集計管理システムとの連携

スコム情報サービスは，排出事業者から出た廃棄物が適

正に処理されていることを確認・証明するためのものであ

る。一方，排出事業者は事業所内で発生する廃棄物（有価

物も含む）の種類，および発生部署別の計量管理によるリ

サイクル活動の活性化・ごみの減量化を模索している。本

節に述べる部署別計量管理システムは，上記ニーズへのソ

リューションを提案している。

部署別排出量管理システム

図３に示すように，各部署から分別排出する小袋に品目

と部署名のバーコードシールを張り，ブロック集積所にて

そのバーコードを読み取ると同時に質量を自動計量する。

収集されたデータはサーバにて一元管理され，部署ごとお

よび品目ごとに月間集計すると同時に部門クライアントへ

の情報公開もサポートする。

マニフェスト管理連携システム

分別収集された廃棄物を収集運搬業者へ委託する際のマ

ニフェスト伝票およびハザードマークを印刷し，スコム情

報サービスとのシームレスな連携を可能にする。また，収

集された廃棄物のなかで今回委託するものと次回へまわす

ものとの区別も管理する。また，発行・回収したマニフェ

（2）

（1）

（3）

（2）
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マニフェスト伝票作成機能 
SCMSネットワークセンターのデータベースから 
マニフェスト情報を取り込み，バーコード付きマ 
ニフェスト伝票に必要事項を印刷。 

SCMSネットワークのデータ 
ベースから品目，形状情報を 
取り込み，バーコード付き管 
理シールを印刷。 

マークシール作成機能 

委託管理機能 
委託する廃棄物の選別管理。 

集積所にて品目・部署 
バーコードを読み込み， 
計量器で自動計量する。 

集計・解析・分析機能 

ブロック集積所から各部署別 
の品目，形状，質量を収集 

廃棄物データ分析・解析 
報告書管理機能 
月別・部署別排出量報告 
情報公開機能 
社内公開情報 

図３　部署別集計管理システムの概要
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スト伝票情報を基に行政へ提出する報告書を作成する。さ

らに，廃棄物委託費用の経費処理ソフトウェアとの連携も

可能である。

一般廃棄物への適用

４.１ 一般廃棄物における課題

一般廃棄物は，産業廃棄物とは異なり各市町村が処理責

任を負っている。処理は各市町村が管理運営する清掃工場

で行い，工場への廃棄物の持ち込みは車両許可制により管

理されている。

ところが，複数の市町村にまたがって一般廃棄物収集運

搬業の許可を取得している収集運搬業者が，処理コストの

安い市町村の清掃工場へほかの市町村の一般廃棄物を持ち

込む，いわゆる「闇（やみ）ごみ搬入問題」や，産業廃棄

物の中継保管施設や中間処理施設に集まった産業廃棄物が，

事業系一般廃棄物に混入されて各市町村の焼却施設へ持ち

込まれる，「産業廃棄物混入問題」がマスコミなどに数多

く報告されている。

４.２ 一般廃棄物動態監視情報サービス

一般廃棄物動態監視情報サービスの概要を図４に示す。

運用方法

ごみ収集車両には，GPSおよび衛星通信装置以外に，ご

み積み込み装置（パッカ）の起動を検知するセンサ，ごみ

を排出するためのダンプ作業を検知するセンサを搭載し，

各センサの起動を検知したタイミングで，その情報に

GPS 測位データ（緯度・経度情報）を付加し通信衛星を

介してネットワークセンターに送信する。

これらの情報により，ネットワークセンターでは，どの

市町村のどこで収集したごみが，どこの清掃工場に下ろさ

れたかのデータをすべて管理し，違反の有無をチェックす

る。違反があった場合には，以下に記す情報を事前に清掃

工場へ提供することにより，違反ごみの搬入を未然に防止

する。

サービス内容

越境ごみの通知サービス

初回にパッカが起動された時の GPS 測位データ（緯

度・経度情報）からこの車両の作業市町村を特定する。

その後，パッカが起動された場所をそのつど精査し，

その車両が作業市町村以外の場所で積載したかどうかを

常時チェックする。違反した場合には，清掃工場へ車両

番号と他市町村で積載したことをファクシミリ通報する。

産業廃棄物混入の通知サービス

産業廃棄物の中継保管施設などを警戒地として登録す

ることにより，そのエリア内で産業廃棄物が積載された

ことを検知し清掃工場へ車両番号と違反積載したことを

ファクシミリ通報する。

特定車両の追跡監視データの提供サービス

各市町村が運営する清掃工場内に設置したパーソナル

コンピュータから，特定車両を指定することによって，

その車両の運行情報（運行履歴や運行航跡図など）をリ

（c）

（b）

（a）

（2）

（1）
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図４　一般廃棄物（事業系）動態監視情報サービスの概要



衛星通信を利用した廃棄物動態監視情報サービス

アルタイムに提供する。

あとがき

本稿では，スコム情報サービスの廃棄物運搬車両への適

用について紹介した。そのほかにも，毒劇物などの危険物

運搬車両の事故発生時に，積み荷情報および処理方法，被

ばく時の処置方法などを迅速に通報し，人命救助や事故処

理を遅滞なく行えるようにするとともに，二次災害の防止，

近隣住民の安全確保を達成できる危機管理情報サービスに

も取り組んでいる。

今後とも，トータルな環境情報ビジネスとして，スコム

情報サービスの適用範囲を拡大することにより，広く顧客

の問題解決に寄与していけるように尽力していく所存であ

る。

参考文献

産業廃棄物総合情報管理システム調査報告書，日本産業廃

棄物処理振興センター（1994-3）

環境白書 平成11年版，環境庁（1999）

小川光昭：通信衛星を使った監視システム（ヤミごみ越境

問題などの解決のために），月刊廃棄物，p.93-97（1998-4）

化学物質管理促進法対象物質全データ，化学工業日報社

（2000）

（4）

（3）

（2）

（1）

396（24）

富士時報 Vol.73 No.7 2000

技術論文社外公表一覧

二酸化チタン光触媒による低濃度脱硝装置 富士電機総合研究所
〃

西方　　聡
西村　智明

CD-ROM版 光触媒技術動向
（2000-6） 技術情報協会

2000年度春季低温工学・超電導学会（2000-5）

１kWh高温超電動 SMESの概念設計
ー マグネット設計ー（1）

富士電機総合研究所
〃
〃

原 子 力 事 業 部

富岡　　章
坊野　敬昭
能瀬　眞一
今野　雅行

シリコーン油中ガス分析のヘッドスペース
法の適用

変電システム製作所
〃
〃
〃

富士電機総合研究所

斎藤　文人
西山　彰一
三橋　貞臣
和田　元生
仲神　芳武 石油学会・第20回絶縁油分科会研究発表会

（2000-6）

１kWh高温超電動 SMESの概念設計
ー 経済性の検討ー（2）

富士電機総合研究所
原 子 力 事 業 部

能瀬　眞一
今野　雅行

新植物系絶縁油の変圧器への適用検討

富士電機総合研究所
〃
〃

富士電機千葉テック

仲神　芳武
清水留美子
宮本　昌広
宮　　良一

３相一括バネ操作形 GCBの動作特性の解
析

富士電機総合研究所
〃
〃
〃

恩地　俊行
遠藤　　弘
高尾　宣行
杉山　修一

電気学会 高電圧・開閉保護合同研究会（2000-6）

ディスク基板検査のための複屈折分布計測
システム 富士電機総合研究所 管野　敏之 日本光学測定機工業会 光計測シンポジウム

（2000-6）

IGBTの低損失・低ノイズ化駆動技術 富士電機総合研究所 滝沢　聡毅 電気学会 パワーデバイス高性能化・高機能化技
術調査専門委員会（2000-6）

3.6MJ 高温超電導 SMESの概念設計

富士電機総合研究所
〃
〃

原 子 力 事 業 部

富岡　　章
坊野　敬昭
能瀬　眞一
今野　雅行

電気学会 超電導応用電力機器・回転機合同研究
会（2000-6）

燃料電池の現状と課題 事 業 開 発 室 中島　憲之 電気化学会 北海道支部（2000-6）

標　　　　　題 所　　属 氏　名 発　　表　　機　　関



河野　　元

電動機応用，メカトロニクス，FA，

CIM，生産管理，IT ソリュー

ションなどの技術開発に従事。現

在，電機システムカンパニー産業

システム営業本部全国システム営

業推進部技術支援部長。

目崎　雅彦

FA環境システムにおける受注活

動および営業活動に対する技術支

援，現地試験業務に従事。現在，

富士電エンジ（株）情報制御統括部

制御技術部主任。

竹本　克己

各種プラント設備のエンジニアリ

ング業務および取りまとめ業務に

従事。現在，富士電エンジ（株）北

陸支社営業技術部主任。電気学会

会員。

富士時報 Vol.73 No.7 2000

まえがき

最近の食産業では，製品製造の過程から出る環境に影響

を与える一切の廃棄物をゼロにしようとするゼロエミッショ

ンの動きが活発になってきた。世界的な地球環境の改善が

叫ばれる状況のなかで，この動きをいち早く業界が取り入

れて，企業のイメージを高めるだけでなく，収益も向上さ

せようとする意志が感じられる。一般の業界だけでなく，

市や県などの官公庁でも，環境対策とリサイクルを導入す

る動きが活発化しており，ISO14001 の取得も盛んに行わ

れている。

このような状況のなかで，金沢市は中央卸売市場を中心

に排出される魚あら（主に魚の内臓と骨）を収集し，肥料

にリサイクルするプラントを他市に先駆けて完成させた。

富士電機は，雪印ローリー（株）経由北工電気（株）を通じて

本プラントの駆動装置と監視・制御装置を納入した。

本稿では，漁業廃棄物リサイクルプラントの先駆けであ

る本プラントについて紹介する。

魚あら肥料化リサイクルプラントの概要

本プラント用設備は，魚あらを効率的・経済的に処理し

リサイクルを図るとともに，設備の安全性および臭気対策

をはじめとする公害防止対策が十分に考慮されている。

設備は，魚あら投入工程，乾燥・選別工程，粉砕工程，

製品計量充てん工程に大別されるが，各工程とも自動運転

による効率運転を図るとともに，POD（Programmable

Operation Display）装置を備えた操作性のよい自動制御

装置により安全かつ経済的な設備運転が可能となっている。

原料・製品の流れに沿ってプラント概要を説明する。

魚あらの受入れと搬送

収集した魚あらはコンテナに収納されてトラックで衛生

センターに持ち込まれる。図１のようにコンテナはフォー

クリフトで垂直・水平搬送用の移載コンベヤに移され，投

入量を計量した後乾燥機へ投入される。

魚あらがこぼれないように受入ホッパが設置されている

が，このホッパは受入れ時のみ自動的に乾燥機投入口（マ

ンホール）位置に下降する。

副資材の投入

魚あらは油分が多いため，図２のように脱脂用副資材の

投入用サイロと供給ホッパが設けられている。副資材は乾

燥機への魚あら投入後，受入ホッパから供給される。

乾燥機

図３のように，設備の中心は回転ドラム式の乾燥機であ

る。この乾燥機は 1基あたり 10 t の処理能力を持つわが

国最大の規模で 2基設置されている。

減圧平衡乾燥機を採用しており，減圧乾燥で沸点を下げ

熱効率向上を図るとともに，かき上げジャケットによりか

くはんを繰り返し乾燥効率を向上させ，省エネルギー化を

実現している。

密閉バッチ乾燥機なので，運転中は人手の介入を必要と

せず，効率的な乾燥運転が可能となっている。また，乾燥

機から排出されるドレンの量や乾燥完了までの時間は，投

入した原料の総量と含水率から演算により決定される。

乾燥機からの払出しときょう雑物の除去（4）

（3）

（2）

（1）
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図１　魚あら受入れ・搬送・投入
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魚あらには釣り針やロープなどが混入するため，これら

を乾燥後に排除する必要がある。乾燥機からの排出物は，

振動フィーダと振動スクリーンによって粉体と骨・きょう

雑物に分けられる。粉体はストックサイロへ直接搬送・投

入し，骨やきょう雑物はターンテーブルできょう雑物（釣

り針など）のみを除去した後，骨破砕機で一次粉砕し骨粉

サイロへ搬送・投入される（図３）。

骨粉・粉体の混合と粉砕

骨粉と粉体は，定められた比率で製品破砕機により混

合・粉砕しサービスサイロへ搬送する。

製品袋詰めと立体倉庫への搬送・収納

製品は 500 kg のフレコンバッグ（500 kg の袋）へ袋詰

めされ，立体倉庫との間のシャッタとインタロックをとり，

搬送コンベヤで倉庫へ自動的に収納する（図４）。

魚あら肥料化リサイクル設備の特徴

本設備（金沢水産衛生センター：図５）は操業の効率化

と安全確保を期すために次の特徴を備えている。

３.１ 乾燥機への搬送・投入

乾燥機への搬送・投入制御

直径が約 2.5m ある乾燥機へ魚あらを投入するために，

コンテナはチェーンドライブでいったん乾燥機投入口高さ

まで上昇させ，その後水平搬送してチャッキング（傾動の

ための固定）後に受入ホッパの位置で傾動される。垂直移

動から水平移動へ，またはその逆の動作へ移るとき，コン

テナの位置決めを正確に行って自動運転を行い，傾動時に

は，確実にコンテナをチャッキングして転倒防止を行い，

安全運転を確保している。

フォークリフトから移載コンベヤに載せられたコンテナ

は，自動制御により計量から投入動作を繰り返すが，この

間コンテナが確実に所定の位置にあることが確認できるよ

う，機械の位置合わせに対応したセンサの数や取付け位置

を決定し，センサ動作確認後のタイミングも最適設計して

（1）

（6）

（5）
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図３　乾燥と払出し工程
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図４　製品破砕から製品充てん

図５　金沢水産衛生センターの全景
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いる。また保守のために必要箇所に透明のアクリル板が設

置され，動作状態が確認できる。

受入データ処理

収集した魚あらの処理費用は排出事業者から徴収される。

このため，収集場所ごとの累積質量を月ごとに演算して

徴収費用を算出する必要がある。コンテナには収集場所に

対応したコンテナ番号が付けられており，コンテナ移載後

この番号を PODのタッチパネルから入力してデータ処理

システムに伝送できる。風袋込みの質量を上昇前に計量し，

投入後の空の質量を帰りに同じ場所で計量して，正味の質

量（コンテナ単位の受入れ正味質量）をデータ処理システ

ムで演算・記憶することにより，自動的に処理費用の帳票

が作成される。

３.２ 乾燥機の操業運転

乾燥機（図６）は乾燥運転中は自動運転されているが，

原料受入れ時と払出し時には手動操作が介入するため，製

品の品質の確保と操業者の安全確保のためにさまざまな配

慮が必要となる。

操業パターンの厳守

原料投入のために設置されている受入ホッパは，受入れ

時に自動的に下降し投入完了後上昇する。このため，乾燥

機のマンホールが開放の状態で垂直位置（0度）に位置決

めする必要がある。この後，約45度の位置に回転してマン

ホールを位置決めする。その後，約 100 kg のふたを装着

するため，エア駆動装置を用い，タッチパネルで下降操作

をするとマンホール部へふたが挿入される。ふたを乾燥機

へ装着完了するため，先端の磁石部のレバーを無励磁方向

へ操業者操作（操業者自身の手で）して，エア駆動装置を

退避位置へ手動運転（タッチパネル操作）で後退させる。

さらに，乾燥機が回転したときに落下しないように，ふた

の上から操業者操作でハンドルで締め付ける（ハンドルは

操業者が持ち運び可能な質量）。

一方，製品を払い出すときは，逆にまずハンドルを操業

者操作で外し，エア駆動装置を下降してふたに密着させ，

磁石のレバーを操業者操作で励磁方向に操作してふたを着

脱装置へ吸着してから装置を退避位置へ後退完了させ，乾

燥機を回転させて払い出す。

乾燥工程ではこのような操業者操作が自動運転途中に割

り込んでくるため，運転の手順を正確に守らないと製品の

品質が確保できない。したがって，途中でタッチパネル操

作に変えた場合も，制御装置で実行している運転パターン

を正確にトラッキングして，手順どおりの運転が実行でき

るようにしている。

安全の確保

魚あらの投入や乾燥後の払出しなどで操業者操作を行う

場合，機械同士の衝突，ふたの落下，内容物の漏れ出し，

回転しているマンホール部への人体の接触などの危険が伴

うので，安全対策が重要である。

ふたの着脱の際には，安全マットを設置したステップ上

からハンドルの締付け・取外し操作を行い，安全マット上

に人が乗っているときは乾燥機の運転ができないようにイ

ンタロックを施している。また，ステップ上に人が乗って

いるときにふたの着脱装置が下降すると，乾燥機との間に

操業者が挟まれる危険性があるので，この場合にも，ふた

の着脱装置は下降しないようにインタロックを施している。

３.３ 乾燥機からの製品払出しとターンテーブルの運転

乾燥機からの製品払出しは，マンホールを開いた状態で

乾燥機を回転させながら自動運転で行われる。しかし，製

品が乾燥機から払い出される量は払出しの時間経過で一定

ではなく，払出し開始時の方が 1回転あたりに払い出され

る量が圧倒的に多い。ターンテーブルでのきょう雑物除去

作業は操業者の手作業で行われるため，乾燥機の払出し量

のパターン化を行い，払出し開始から完了まで効率的な製

品払出し作業が行えるように，乾燥機を自動待機運転させ

ている。

各乾燥機の払出し側の振動・ふるい設備は，それぞれに

設置されているが，きょう雑物ターンテーブルは共通に１

台としている。したがって，いずれかの乾燥機が払出し完

了しないと次の乾燥機からは払出しできない。きょう雑物

の除去は手作業のため，現場作業の効率向上と安全性を考

慮して，乾燥機からの払出停止・開始を現場で介入できる

よう設計している。

３.４ 製品の袋詰めと立体倉庫への搬送

サービスサイロのレベルにより，操業者の判断で 500 kg

のフレコンバッグへ計量充てんを開始する。最後は，ストッ

クサイロ，サービスサイロとも空となり，端量の状態で袋

への充てんが完了する。正規の質量（500 kg）を充てんさ

れたフレコンバッグは，立体倉庫とのシャッタの開閉とイ

ンタロックを取りながら自動的に倉庫へ搬送され棚へ収納

される。端量の袋は次の乾燥機からの払出しで正規の質量

とする。ただし，２台の乾燥機から払い出しても最終では

やはり端量になるので，翌日追加して正規の質量とする

（図７）。
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３.５ 保守・点検時の安全確保

乾燥機の保守点検時には，保守員が空の乾燥機のなかに

入り込んで部品などの取替えを行う。本システムでは，乾

燥機内部が空で，マンホールがほぼ真横（少々上を向く）

を向いている状態で，“手動運転”操作が選択されていな

ければ，点検保守は行えないようにインタロックが施され

ている。

保守を行うときの位置決めは，乾燥機を超低速でのみ運

転できる。保守員が乾燥機のなかへ入る場合は，ロック状

態にして鍵（かぎ）を持って入り，他の人が運転できない

ようにしてある。

本設備は魚あらの搬送・投入から製品の立体倉庫への収

納までの完全自動化（一部手動割込みあり）を実現した。

これにより，この間の工程を二人の操業者によって運転

可能とし，十分な安全確保が保証された効率的・経済的施

設運用の実現に貢献している。

開発的要素

環境リサイクル設備は，完全に完成された技術ではなく，

手探りで開発する部分が残されている。特に乾燥機の駆動

方式と位置決め制御には，以下の工夫を施している。

乾燥機の駆動方式

乾燥機は蒸気で内部の温度を上昇させるため，軸・径方

向に膨張する。このため，タイトな結合よりも逃げのある

駆動方法が適しておりチェーンドライブ方式が採用されて

いる。機械の据付け構造上，蒸気を吸入する非駆動側は比

較的余裕を持たせて固定化し，駆動側（ドラムの軸方向の

長さは 8m）へドラムが伸びても逃げられるように設計さ

れている。

マンホール位置決めの精度向上

マンホール（魚あらの投入口）の必要位置決めポイント

は，次の 5点になる。

①　魚あら投入時の垂直位置（0度）

②　ふたの取外し位置（約45度）

③　製品払出し時の真下の位置

④　乾燥機内部の保守時に，保守のために人が入る位置

⑤　投入原料を乾燥機内部で均一にするためのスウィン

グ位置（左右約45度）

このうち，①，②は精度が要求される。

このため，駆動方式には PWM（Pulse Width Modula-

tion）インバータ可変速方式を採用した。そのため停止精

度を確保，超低速制御と高調波を設備外部へ出さない工夫

が実現できた。停止位置決め精度は，垂直位置で 10mm，

45度位置（乾燥機のふたの開閉をする位置）ではさらに高

い精度が要求されると考えられるため，位置検出に乾燥機

１回転で32回転する仕様のアブソリュートエンコーダを採

用し精度向上を図った。乾燥機周辺速度を 30m/min とす

る必要があったため，ベルト比と減速機の減速比との組合

せでアブソリュートエンコーダの取付軸の回転が32回転に

少しでも近づくようにして高い分解能の確保をめざした。

32回転に一致しない分，確保できた回転数で乾燥機の 1回

転と対応させるため，原点復帰相当の絶対位置センサを準

備した。ただし，乾燥機停止時の周速は常に一定ではなく，

制御装置の制御応答性にも限界（10ms）があるため，通

常のアブソリュートエンコーダの位置検出による停止制御

では所定の誤差内に収めることは難しかった。

この解決のために，絶対位置検出センサを複数個取り付

け，アブソリュートエンコーダは，停止位置決めパターン

信号（前述①，⑤）で乾燥機の回転速度変更（停止前の超

低速運転への移行）に使用し，位置決め停止は絶対位置検

出センサの信号で行った。

乾燥機は，内部機器の配置によって回転軸に対してラジ

アルな方向に質量のアンバランスがある。

この質量アンバランスによって停止後ブレーキが動作す

るまでの微妙なタイミングの間に，逆転あるいは正転方向

に位置ずれを起こしてしまう。そこで，停止精度を上げる

ためにブレーキを掛けるタイミングと駆動装置の運転指令

を切るタイミングに工夫を凝らしている（特許出願中）。

あとがき

このようなプラントは，環境改善とリサイクルの目的に

適合しているので今後とも増加するものと思われる。この

経験を生かして継続的な環境改善に寄与していく考えであ

る。最後に，貴重なご意見・ご指導を賜った金沢市役所の

関係各位に対して感謝する次第である。

＋－

（2）

（1）
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まえがき

現在，さまざまな化学物質が生産され，その多くのもの

が何らかの形で環境中に放出されている。水環境に注目す

ると，浄水の水源においても，これらの化学物質の混入を

避けることは困難である。また，浄水の処理過程でも有害

な物質が生じることがある。さらに，人間生活から生ずる

廃棄物，病原菌による湖沼・河川の汚染が大きな問題となっ

ている。

一方では，環境に放出する温室効果ガスが重大問題となっ

ている。このため，温室効果ガス（主として二酸化炭素）

削減と化石燃料に代わる代替エネルギーの利用の推進が迫

られており，公共団体および民間に対する新エネルギー導

入の補助事業が新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）や（財）新エネルギー財団（NEF）などの公的

機関により急速に進められている。図１は，発電種別ごと

の二酸化炭素排出量の比較グラフである。新エネルギーが

温室効果ガスの削減上有利であることが分かる。

自然環境保全が，地球規模のグローバルな視点から論じ

られ始め，このような動きは個々の環境保全技術に対する

思考にも影響を及ぼし始めている。水環境については，今

までの「規制」から，「より快適な水環境」「より安全な水

質」の追求へと移行し始めている。その期待にこたえるた

めに，水処理に携わる技術者には，水質，処理技術，運

転・管理，給水網における水の挙動などの総合的知識が要

求されるようになり，計測技術と処理技術の融合が不可欠

になる。このような環境保全技術に対する考え方の変化は，

「水道施設の技術的基準を定める省令」（2000年 2 月23日）

にも現れている。このなかでは，今までの「規制」にこた

える技術から「水質の改善」を前提にした性能基準が示さ

れている。下水分野でも積極的に民間で開発された技術の

評価を行って，新しい技術の導入を図っている。

本稿では，水環境における問題点を取り上げ，富士電機

が問題解決のために提供している水質計器，技術を紹介す

ると同時に，自然環境保全のグローバルな問題であるエネ

ルギー対策を取り上げ，ミニ水力発電システムと，太陽

光・風力ハイブリッド発電システムを紹介する。

水環境における汚染物質

２.１ 重金属・微量有機汚染物質

重金属は環境中の濃度が厳しく規制されているために，

環境水中に多量に見いだされることはない。しかしながら，

電子機器部品や電池など身近なところでもさまざまな重金

属が使用されている。ヒ素は硫化物として鉱石に含まれ，

天然に広く存在しており，深井戸などで問題になることが

ある。時には，鉛のように金属の配管から溶出することも

ある。めっき産業は，シアンや大量の重金属を使用する。

また，微量有機汚染物質として農薬の問題がある。農薬の

多くは，水田，畑地やゴルフ場に散布される。これらの農

薬が降雨により水域に流入する恐れがある。水環境は，常

に，これらの汚染物質が混入する危険にさらされており，

その監視が重要なテーマとなっている。富士電機が開発し

た「水質安全モニタ」は，硝化細菌（Nitrosomonas）を

用い，生物に有害な上記の物質がごく微量であっても検出

でき，浄水水源の流入水の連続監視を可能とした（図２）。

さらに，ダイオキシンをはじめとする内分泌かく乱化学

物質（環境ホルモン）の環境水中における存在も看過でき

ない問題である。厚生省では「水道水源における有害化学

物質等監視情報ネットワーク整備事業」を実施し，有害化

自然環境保全の水処理技術とクリーンエネルギー
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図１　発電システム別の二酸化炭素排出量
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学物質の監視を行っている。ダイオキシンについては，「ダ

イオキシン類対策特別措置法」の2000年 1 月からの施行を

受け，排水中の濃度が規制され，また，水道水質基準とし

ては，監視項目の暫定的指針値を 1pg-TEQ/L とすること

が決定されている。これらの微量有機物質の処理には，オ

ゾンと過酸化水素，紫外線などの組合せによる促進酸化法

の処理技術の開発が進んでいる。河川水を対象にした実験

において，紫外線照射と同時にオゾン処理を行うことによ

り，トリハロメタン生成能（THMFP），溶解性有機物

（DOC）とも処理時間に比例して，ほぼ直線的に減少する

結果が得られている
（1）

。

２.２ 消毒副生成物

消毒副生成物は浄水の処理過程から生ずるという点で，

ほかの汚染物と異なり，その取扱いが厄介な問題である。

消毒の目的で注入される塩素と有機物が反応して生ずるト

リハロメタンの発がん性との関連が疑われ，消毒副生成物

に対する関心が高まった。トリハロメタンは，浄水の塩素

処理により生ずる有機塩素化合物の氷山の一角であり，他

の有機塩素化合物についても潜在的危険性が指摘されてい

る。トリハロメタンは浄水の処理プロセスに人々の関心を

引きつけ，水源の汚染に伴う異臭味の問題と相まって，浄

水への高度処理プロセスの導入を推進してきた（図３）。

しかしながら，新たなプロセスは，また新しい消毒副生

成物の問題を引き起こしている。原水の臭化物イオン濃度

が高い場合にオゾンとの反応により生成される臭素酸イオ

ンの人体影響が指摘されている。臭素酸イオンの生成は次

の化学式で示される
（2）

。

O3 ＋ Br－→ O2 ＋ OBr－

O3 ＋ OBr－→ O2 ＋ BrO3－

上記反応では，オゾンとトリハロメタン前駆物質の酸

化・分解反応がほぼ完了した後，余剰の溶存オゾンと臭素

イオンとの間で臭素酸イオン生成反応が進行することが明

らかになっている
（3）

。富士電機は臭素酸の生成機構の解明と

同時に，その制御・抑制技術の開発に取り組んでいる。

計測技術の進歩とともに多くの化学物質が水処理過程か

ら見いだされる可能性がある。これらの問題は，処理プロ

セスの開発にも水質に対する深い知識と同時に，給配水網

における水質変化も含めた幅広い知識を要求し始めている。

２.３ 病原菌

塩素消毒が，日本の近代水道，下水道に導入され，その

経済性，効果の卓越性の点から，長年水環境における感染

症の問題が軽視されてきた。しかしながら，トリハロメタ

ンの有害性が指摘され，改めて消毒の問題が論じられるよ

うになった。さらに，近年，わが国でもクリプトスポリジ

ウムの感染が報告され，特に，1996年 6 月に埼玉県越生町

で集団感染が発生し，環境水中における病原菌の問題，水

処理における消毒の重要性がクローズアップされるように

なった
（4），（5）

。水道で消毒剤として用いられている塩素ではほと

んど不活化されないクリプトスポリジウムの出現は，処理

プロセスの監視，運転制御の重要性を認識させるきっかけ

となった。1996年 8 月には「水道におけるクリプトスポリ

ジウム暫定対策指針」が策定され，1998年の改正により，

過水の濁度を 0.1 度以下に維持することがガイドライン

として示された。これに伴い，低濁度処理水を得るために

は，砂 過の洗浄時の運転が重要であることが再認識され

ている
（6）

。このような低濁度の計測を目的に開発された富士

電機の高感度濁度計は多くの浄水場に導入され， 過水の

監視，制御に利用されている（図４）。

生活排水の処理水の消毒分野でも，環境水中に放出され

る塩素，あるいは塩素化合物の水生生物に与える影響が重

要視され始め，紫外線消毒装置の導入が進み始めた（図

2
1
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５）。

病原菌の問題が論じられるとき，同時に話題となるのが

ウイルスである。ウイルスの問題についてはいまだ解明さ

れないことが多く，目標が定められない現状であるが，今

後，ウイルスも含めた消毒技術，あるいは処理プロセスが

開発されるものと期待される。富士電機はウイルスまで含

めた総合的な消毒技術の開発に取り組んでいる。

２.４ 将来の水処理技術

1980年代から2000年にかけて，経済の拡大発展から，バ

ブル崩壊，低成長への移行と社会情勢の変化に対応して，

水処理施設の建設も施設数の増加，拡大から高度処理，小

規模施設の建設へと移行してきた。そのなかで，前節まで

に触れたような問題が指摘され，水処理技術の概念も変化

しつつある。浄水処理分野では，物理化学的処理からオゾ

ン，生物活性炭による生物処理が導入され，次いで，膜処

理が導入された。オゾン，生物活性炭による処理は微量有

機物の除去，トリハロメタン抑制技術として各地の浄水場

においてその効果が実証されている。膜処理は従来の汚染

物質をmg/L オーダーで処理する技術と異なり，ある粒

径以上の汚染物質をほぼ完全に除去でき，水処理技術の概

念を大きく変化させた。今後，オゾン，生物活性炭と膜処

理の組合せにより，より安全な浄水の処理へと前進するこ

とが期待される
（7）

。富士電機はACT21 プロジェクトの一環

として，このテーマに取り組んでいる。現在までの実験結

果から，オゾン耐性膜を使用し，前オゾン処理後の膜透過

水中の溶存オゾン濃度を 0.2mg/L 以上に維持すれば，前

オゾン処理なしに比べ約 4倍のフラックス（単位時間・単

位膜面積あたりの膜 過水量）が安定して得られることが

明らかになっている
（8）

（図６）。

膜処理技術は，また，処理水への化合物の添加を極力少

なくすることが可能であり，今後ますます技術の発展が期

待される。

再生可能なクリーンエネルギーと自然環境保全

３.１ ミニ水力発電システム

水力発電は二酸化炭素排出量の最も少ない発電設備であ

る。しかし，高度経済成長時代に建設された大規模な水力

発電設備は大規模なダムの建設を必要とするため自然保全

という観点では好ましくない。出力 500 kW以下のミニ水

力発電設備は落差が 100m以下，水量が 3.5m3/s 以下の地

点で適用可能という点から環境保全，未利用エネルギー開

発という観点で非常に有効な発電設備である。

水車の種類として，フランシス水車，ペルトン水車，プ

ロペラ水車，クロスフロー水車が適用可能で，さまざまな

遊休落差と流入水量などに利用できる。上下水道施設のな

かの遊休落差，農業用水を河川に放流するときに発生する

落差などを利用したミニ水力発電設備の需要が増加してい

る。例えば，上水道施設では原水貯水池から浄水場へ流入

する水で発電を行い，浄水場の使用電力量の削減を図るこ

とが可能である。また，1993年に群馬県県央第一水道へ納

入したフランシス水車発電設備は塩素を含む飲料水を利用

した設備であり，衛生面での工夫も施されている。

３.２ 太陽光・風力ハイブリッド発電システム

太陽光・風力発電は，補助金による設備の回収性の向上

やメーカーのコストダウンにより普及が拡大し，今後も注

目される発電システムである。現在これらの新エネルギー

を導入する場合は，商用電力との系統連系を行い，過剰に

なった電力（余剰電力）は電力会社への売電を行い，逆に

電力が不足になった場合には電力会社から買電する方法が

一般的である
（9）

。

しかし，山間部や離島など，商用電源の供給が困難な地

域の場合，発電装置の発電電力量と負荷設備の使用電力量

を考慮して，バックアップ電源を設置した自立型発電シス

テムの構築が必要になる。ここでは1999年11月に納入した

長野県上伊那郡長谷村向け南アルプス仙丈ヶ岳避難小屋に

設置された太陽光・風力発電ハイブリッド発電システムを

紹介する。なおこのシステムでは合併浄化槽を設置して，

避難小屋に設置しているトイレ排水の処理を行い，自然に

富んだ南アルプスの山々の環境保全に一役買っている。
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３.３ 排水処理システムと電源供給システム

この避難小屋は標高 2,900mの山の中腹に設置されてお

り，電源供給だけでなく水の供給も困難な場所であり（図

７），自然環境を破壊しない工夫が必要となる。図８に，避

難小屋の排水処理のシステム構成を示す。

排水処理に必要な水は，避難小屋の近くに設置された雨

水を貯水するタンクから，サイホンの原理で必要量だけを

避難小屋のトイレに供給する仕組みになっている。合併浄

化槽では嫌気処理と好気処理の 2段階処理を行うことで，

有機物を分解し，水質汚濁防止法の排水基準の指標である

生物化学的酸素要求量（BOD）値を低減する（図９）。

合併浄化槽で処理された水は，返送ポンプによりトイレ

の水洗水として再利用され，水のリサイクルを行うことで，

周囲環境へ排出する水の量を最小限にとどめるよう工夫さ

れている。

図 に，太陽光・風力ハイブリッド発電システムのシス

テム構成を示す。

このシステムで使用される発電装置は，太陽電池 10.78

kW，風力発電機 6.4 kW，バックアップ電源としてディー

ゼル発電機 25 kVA，蓄電池 800Ah/10 h から構成されて

いる。

昼間は太陽光発電および風力発電により負荷設備への電

源供給を行うとともに，余剰電力を蓄電池に充電し，夜間

は昼間充電した蓄電池の放電と風力発電によって，負荷設

備への電力供給を行っている。ディーゼル発電機は，太陽

電池および風力発電機にトラブルが発生した際に，自動ま

たは手動にて負荷設備への電力供給を行う。

図７で示されるように太陽電池パネルを屋根の上および

壁面に取り付け，風力発電機（単機 400W）16基を小屋の

周囲に取り付けてあり，登山シーズンである夏季は，発電

した電力を合併浄化槽の動力設備および施設の電気機器へ

の供給を計画している。山を閉鎖する冬季は，積雪を考慮

して屋根の上の太陽光パネル，施設周囲の風力発電機およ

び室内のディーゼル発電機は取り外して保管し，壁面の太

陽光パネルと風力発電機 4基で，浄化槽に取り付けたヒー

タへの電源供給を計画している。

今後のハイブリッド発電の課題として，太陽光・風力発

１０
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電設備とも，気象状況により発電出力などの変動が大きい

ため，発電設備の容量計算と電力の品質の向上が重要とな

る。年間を通じた気象データおよび各発電装置の稼動状況

のデータを収集することで，最適なハイブリッド発電シス

テムの構成の検討を加えていく。

あとがき

内分泌かく乱化学物質，オゾンホール，地球温暖化と現

在われわれを取り巻く環境は厳しい状況に置かれている。

アメリカでは，選挙の候補者が環境問題にどう取り組んで

いるかが有権者の大きな関心事となっている。企業も環境

会計の導入など，環境問題が企業の命運も左右しかねない

状況に置かれている。このなかで，水処理，クリーンエネ

ルギーなど身近な問題の解決技術を提供することが，自然

環境保全に通ずるのだという信念の下に，富士電機が開発

に取り組んでいる技術の一端を紹介し，今後とも技術開発

を進めるための決意表明とする次第である。
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まえがき

地球環境保全は生物体が生存し続けるための最重要課題

である。

1997年12月，地球温暖化防止京都会議（COP3）で二酸

化炭素（CO2）削減量が決定し，明確な数値で環境保護が

打ち出されたのは当然といえる。それを受けて自主規制の

ISO14001 の取得事業所も増え，「エネルギーの使用の合理

化に関する法律の一部を改正する法律」（改正省エネ法）

の制定や温暖化防止の推進施行令の交付なども進められて，

省エネルギー推進の環境が整った。

富士電機は第一次オイルショック以前から環境や省エネ

ルギーに関するビジネスを展開してきたが，1998年以降特

に「省エネルギーの基本コンセプト」である「現場に役立

ち，利益をも提供する」ことを念頭におき，省エネルギー

診断活動を展開し，その活動を通し，数多くの顧客と議

論・討論する機会に恵まれた。そのなかから，数多くの省

エネルギーエンジニアリングのノウハウや省エネルギーソ

リューションのシステムコンセプトを発掘してきた。

省エネルギーは長期にわたる継続活動のなかで，実行容

易でステップバイステップで前進できるコンセプトを作り，

毎年の方針を決め，継続することが重要である。これによ

り，どの分野がどこまで進んだかが明確になり，次への意

欲がわくわけである。

そこで，本稿では省エネルギーの取組みで，きわめて大

切な図１の三つのテーマを中心に富士電機が計画・実施し

てきた省エネルギーの取組みとエンジニアリングについて

述べる。

省エネルギーの歴史

省エネルギーの歴史を表１に示す。省エネルギーという

概念が定着したのは，第一次・第二次オイルショック後で

あるといえる。それ以前は単に熱管理について規制されて

いたようである。

富士電機の省エネルギー製品の多くは，1970年以降に開

発・製品化・発売開始された。特に，1970年代は新エネル

ギーの開発ラッシュとなり，1980年代は省エネルギー機器

が，1990年代は主に蓄熱システムやパワーエレクトロニク

ス製品が販売開始された。また，COP3 後は拡大するエネ

ルギー消費を抑えるためのデータベース構築の手段として，

エコモニタリングシステムを製品系列化した。

省エネルギーのビジネス要素

省エネルギーのビジネス要素を図２に示す。省エネルギー

活動の初期は省エネルギー診断サービスを無償で実施し，

それなりの成果があったと思うが，大きなビジネスとなら

なかった。その理由は現状を把握するデータベースの構築

という概念なしに，単に高効率機器の活用を提案したこと

による。

最近では，さらに新エネルギーの活用と省エネルギーソ

リューションという概念を取り入れて，「トータルエネル

ギーソリューション」を提案している。

このシステム化が定着すれば省エネルギー請負事業

（ESCO事業）はさらに発展していくものと思われる。

省エネルギーへの取組み

今まで，富士電機は図３のとおり，相当数の省エネルギー

製品・システムを系列化してきた。

これからは，ユーザー側のコスト意識が一層徹底される

傾向にあり，ユーザー自身によるエネルギー需要の管理・

省エネルギーへの取組みとエンジニアリング
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福田　英治（ふくだ　えいじ） 窪田　新一（くぼた　しんいち） 上村　　猛（うえむら　たけし）

計測・記録の義務 
（コンピュータの 
活用促進） 

非化石燃料設備の 
有効活用 

廃熱・高効率機器の 
活用促進 

企業イメージ向上 
省エネルギー促進 
省マネー追求 

図１　改正省エネ法の推進ポイント
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抑制を行うための DSM（デマンドサイドマネジメント）

システムの導入が進められようとしている。

富士電機は，すでにフレキシブル無線ネットワーク方式

の省エネルギーモニタリングシステム（製品名：EcoPAS

SION）を製品化し好評を得ているが，さらにこれらを活

用した省エネルギーデータのネットワーク化を推進する計

画である。

「省エネルギー」はややもすると「小エネルギー」と見

る偏見もいまだにあり，市場規模の予測も十分とはいえな

い。今後，省エネルギーデータがマネジメント情報として

普遍化され，「環境社会維持システム」として確立する必

要がある。

富士電機のエンジニアリング活動

省エネルギーエンジニアリングとは，顧客の課題を共有
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表１　省エネルギーの歴史 

年 
分　類 

国内外の出来事 

�人工衛星打上げ　　　　　　�円変動相場制移行　　�スペースシャトル初飛行　 
　　　　　　 �東海道新幹線開通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�CS放送サービス開始 
�東海原子力発電運開　�アポロ月面着陸　�新東京国際空港開港　�青函トンネル開通 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�Windows95発売 
　　　　　　　　　 �霞ヶ関ビル完成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  �PHSサービス開始 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 �有人リニア，時速400km突破 
　　　　　　 �東京オリンピック開催　　　 �東京サミット開催 

富士電機の 
省エネルギー 
製品・システム 

消費エネルギー 
の推移トレンド 

省エネルギーを 
とりまく状況の 
変化 

�IPCC第1回会議（ジュネーブ） 
�熱管理規則制定　　　　　　　　　　　　　　　　�第一次オイルショック　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    �第二次オイルショック　　　　　�地球サミット（ブラジル）　　 
　　 �熱管理法施行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     �COP1（ベルリン） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 �省エネルギー法施行　　　　　　　　�COP2（ジュネーブ） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 �COP3（京都） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    �COP4（アルゼンチン） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 �改正省エネ法制定 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　  �改正省エネ法施行 

�関門トンネル開通 

�エコモニタリング 
　システム発売開始 
　（EcoPASSION） 
　（EcoHIESSENCE） 

�アクティブ 
　フィルタ 
　初実績 

�節電装置初実績 
�総合エコ監視 
　システム発売 
　開始 

1950 
（昭和25） 

1960 
（昭和35） 

1970 
（昭和45） 

1980 
（昭和55） 

1990 
（平成2） 

2000 
（平成12） 

　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　  　�太陽光研究開始 　　　　　　　  �氷蓄熱初実績 
　　　　　　　　　　 �インバータ　　　　　　　 �小水力検討開始 
　　　　　　　　　　　　　　　�燃料電池研究開始  　　　 �風力発電初実績 
　　　　　　　　　　　　　　　�地熱発電初実績  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�波力発電研究開始 
�東海原子力発電建設準備　　　�モールド変圧器初実績 
　　　　　　　　�Sフォーマ初実績　　　　　　　　　�コージェネレーション初実績 
　　　　　　　　　　　　　�自動力率調整器発売開始　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�デマンド制御装置発売開始 

広域情報ネットワーク 
システム 

環境報告システム 
環境会計システム 

環境 
データ計測 

熱関連 
計測システム 現状把握 

総合エコ 
監視システム 

フレキシブル 
無線ネット 

ワークシステム 

パートナー連携 

環境ソリューション 

廃熱利用， 
高効率機器の活用 

新エネルギーの 
活用 

コンテンツ 
ビジネス化 

電力関連 
計測システム 

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
請
負
事
業
化 省

エ
ネ
ル
ギ
ー
活
動 

管
理
サ
ー
ビ
ス 

ト
ー
タ
ル
エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
の
構
築 

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築 

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン 

省
エ
ネ
ル
ギ
ー
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ 

〈注〉 
　　：活動・事業化のフローを示す。 
　　：要素技術を示す。 

図２　省エネルギーのビジネス要素

富士電機の既存ビジネス 

富士電機のニュービジネス 
（新エネルギー） 

市場 
規模 

EcoHIESSENCE：Eco-Heat Intelligence and Environment 
  Sensor Setting Effective Network and  
  Control Elements 
EcoPASSION ：Eco-Power Analysis SenSor with 
  Intelligent Optional Needs 
EcoSTAR ：Eco-Software Tools of Administration 
  and Report in Trend 
ESCO ：Energy Service Company

＊ミニ水力 
＊環境報告システム 

＊総合エコ監視システム 
＊風力発電 
＊コンテンツビジネス 
＊環境会計システム 

＊ESCO事業 
＊太陽光発電 

＊EcoSTAR
＊EcoHIESSENCE

＊Eco 
　PASSION

＊フレキシブル 
　無線ネットワーク 

＊汎用省エネルギー機器 

大 小 

図３　省エネルギービジネスポテンシャル
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化し，共に検討・解決し，共に満足することである。その

ため，実際に「現場の実情・課題」を自分の目で見て，実

情がどのレベルにあるかを把握することが重要である。特

にエネルギーが「いつ」「どこで」「どの程度」消費されて

いるかを把握し，図４のようなエネルギー使用分野のセグ

メントを作ると，どの分野を省エネルギーのターゲットに

すればよいかを比較的容易に決めることができる。

富士電機の省エネルギー活動の中軸として特に社内外の

製造工場を対象に「省エネルギー診断サービス」を実施し

てきた。その活動のなかで，顧客が「今何を考え」「何を

実行したい」のかを感じ取り，どのような手を打てば省エ

ネルギー効果が大きくなるかを考え，提案・実行してきた。

そこで，今まで実施した省エネルギーアイテムとその対策

について述べる。

省エネルギーアイテムの把握とその対策

図１で述べたとおり，省エネルギーの基本は計測・記録

から始め，データベースを構築することである。そのデー

タベースを解析・加工することで，省エネルギーアイテム

を抽出し，具体的な対策に結び付けることが重要である。

６.１ 省エネルギー診断サービス

省エネルギー診断サービスは表２のとおり，第 1ステッ

プの顧客状況調査から始め，第 7ステップの対策を実施す

ることで完成するが，継続活動のため繰り返し実施するこ

とが重要である。

６.２ 省エネルギーアイテムの抽出

省エネルギー診断サービスを通して，多くの省エネルギー

アイテムが発見・蓄積できた。それらのアイテムを実際の

対策に結び付けるためには，アイテムごとにその対策が短

期，中期，長期のどれに属するのかを表３のように分類す

ることが重要である。

表３からも明確なように，短期対策については日常気づ

く内容が多く，対策費も小さいので対策が容易であるが，

中長期となると，その対策期間・費用も大きくなる。しか

し，省エネルギー活動を継続させるためには，中長期計画

まで視野に入れておくことが重要である。

６.３ 省エネルギー対策事例

インバータ化の推進

インバータは電動機を効率よく可変速運転することがで

きる。特に 2乗低減トルク特性である空調，給排水，集じ

ん機，排風機などのファン，ポンプ類をインバータ化する

と省エネルギー効果が大きい。ファン，ポンプ容量は設備

設計上 20 ～ 30 ％の余裕を持つため通常はダンパ，バルブ

などの調整弁により流量を絞って運転している。これをイ

ンバータ化して可変速運転による流量調節を行えば吐出圧

を必要最小限に下げられるため，大幅な動力削減となる。

また，流体継手や渦電流継手のような旧式の可変速機は変

（1）
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表２　省エネルギー診断サービスフロー 

分類 
活動内容 

区分 

第1ステップ 

主な調査・活動項目 

第2ステップ 
（一次診断） 

第3ステップ 

第4ステップ 
（二次診断） 

第5ステップ 

第6ステップ 

第7ステップ 

①顧客の住所や担当者氏名 
②受電電圧と契約電力 
③使用電力量 
④電気料金 
⑤ISO規格取得状況 
⑥設備内容と各容量 
⑦力を入れたい省エネルギー対策 
⑧計測・記録の有無 
⑨エネルギー消費比率 
　など 

①受変電設備（負荷率，力率など） 
　が適正か 
②各種工作機械の運転状況が適正か 
③空調・照明の稼動状況が適正か 
④ユーティリティの稼動状況が 
　適正か 
⑤エアコンプレッサの稼動状況が 
　適正か 
⑥集じん機の稼動状況が適正か 
　など 

①顧客の関心事が網羅されているか 
②さらに詳細な調査が必要か 
③新エネルギーに関心があるか 
　など 

①計測による各負荷特性の 
　ビジュアル化 
②データ解析・加工 
③対策項目の抽出と実現性・経済性 
　評価 
④未調査範囲の確認 
　など 

①顧客と対策項目や対策時期の確認 
②対策作業環境の調査 

①対策費用の決定 

①実施された対策に対する顧客 
　満足度の調査 

顧客事前調査表 
の完成と面談 

顧客現場調査 
（目視による 
　定性的調査） 

計測・記録を 
ベースとした 
顧客現場調査 
（定量的調査） 

二次診断の 
調査報告書の 
作成・提出 

一次診断の 
調査報告書の 
作成・提出 

見積り引合いと 
見積書提出 

対策の実施と完成 

省エネルギー 
活動 

エア関連の 
省エネルギー化 

インバータ化 
の推進 

エア 
コンプ 
レッサ 

　新クリーンエネル 
ギーの使用用途の発 
見・適用（特に未利 
　　用エネルギーや燃 
　　　料の有効活用） 
 

冷凍機の 
省エネルギー化 
（照明用節電 
　装置の適用） 

生産動力 

空調・照明 

集じん 
装置 

その他 

ンやブロワのイン 
バータ化 
 

各種炉の送風 
用・各種集じん 
機用・クーリン 
グタワー用ファ 

流水ポンプ， 

工作機械の 
　省エネルギー化 
　（射出成形機， 
　　　研磨機， 
　　　プレスなど） 
 

既存設備 
の高効率化 
や更新提案 

図４　工場のエネルギー消費分布と省エネルギーアイテム
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速効率が悪く，これらもインバータ化することで省エネル

ギーと同時に飛躍的な性能向上も実現できる。

図５にファンのインバータ化による省エネルギー効果の

例を示す。ファンの風量は一般的に回転数に比例するので

風量を 70 ％まで絞れる場合には回転数を 70 ％まで下げら

れる。軸動力は回転数の 3 乗に比例するので，動力は

34 ％になる。

インバータ化すると高調波，力率，スイッチングサージ

電圧などが問題となるが，入出力回路フィルタ，力率改善

用リアクトル，PWM（Pulse Width Modulation）コンバー

タ，アクティブフィルタなどで改善できる。インバータ化

を推進するためには，省エネルギー効果を的確に把握し，

中長期計画を立て実行することが望ましい。

照明設備への節電装置の適用

一般の照明器具の電源電圧変動許容値は，100V 用の場

合 101 6V（95 ～ 107V）であり，この範囲で照度，寿命

が保証されている。100V 照明用電源は電圧の変動を見込

んで 105V で供給される場合が多く，一般的に照明器具に

は最低限必要な 95Vより 5～ 10V高めの電圧が印加され

ている。

照明器具への供給電圧を 95V一定に制御して消費電力

を削減する装置が「節電装置」（当社製品名「省エネ名人」）

である。節電装置は末端の分電盤の直近に設置して，95

～ 107V の範囲で変動する電圧を 95V 一定に制御するも

のであり，IGBT素子を使った無段階電圧調整器のため，

変圧器タップ切換方式に比べてスムーズな電圧制御が行え

る。「省エネ名人」の節電原理を図６に示す。照明の消費

電力は印加電圧の 2乗に比例するため。仮に 105Vを 95V

に下げれば約 20 ％の電力削減になる。

変圧器の置換え

変圧器は負荷率が低いと無負荷損の比率が大きくなるの

で，総合効率は悪化する。一般に油入変圧器の場合 40 ～

60 ％，モールド変圧器の場合 50 ～ 75 ％の負荷率で使用

するのが最も効率が高い。実際の例では 20 ～ 30 ％の負荷

率の場合もあり，意外と軽負荷で使われていることが多い。

例えば，負荷率 20％の油入変圧器を 1/3容量の高効率モー

ルド変圧器に置き換えると，負荷率は 60 ％に向上し実負

荷ベースで約 1.5 ％の電力削減効果が得られる。削減率は

低いが，変圧器は年間を通じてフルに稼動しているため，

削減電力量（kWh）は比較的大きくなる。

このように負荷率が低い場合は，最適容量の変圧器への

更新，あるいは変圧器群の統廃合により，負荷率を上げる

ことが重要である。さらに，油入変圧器を使用している場

合には，高効率モールド変圧器への置換えを検討する。高

効率化以外に難燃性という利点もあり，保守・信頼性を向

上させるメリットもある。

コンプレッサの省エネルギー化

機械工場や鍛造工場では動力源としてエアコンプレッサ

が多数使われている。コンプレッサの省エネルギー対策と

して，保守管理による効率維持，ループ配管の採用，配管

サイズや配管ルートの適正化などがあるが，さらに制御上

の省エネルギー対策として台数制御とインバータ制御によ

る高効率運転があげられる。

コンプレッサの容量制御としてはアンロード制御があり，

吐出圧の変動を抑える働きをしているが，アンロード時は

効率が低下する欠点がある。効率よく容量制御を行う方法

としては，台数制御がある。これは複数台のコンプレッサ

を用いて負荷量に応じて運転台数を選択する方法であり，

部分負荷時の効率を向上できる。図７のとおり，台数制御

（4）

（3）
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電力会社からの供給電圧 

消費電力を節約できる部分 

110
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電
　
圧
（
V
）
 

95

90
0 12 24

時　刻 

節電装置から負荷への供給電圧（一定） 

図６　節電の原理

表３　省エネルギーアイテム一覧 

分　類 共通アイテム 

短期対策 
（日常の 
　無駄を 
　なくす） 

計測・記録シス 
テムの構築 

�照明，OA機器のオンオフ管理 
　（不要時の電源オフ徹底） 
�空調温度設定の管理 
　（適正温度設定の遵守） 
�不要設備の廃棄 

省エネルギーアイテム 

中期対策 
（小設備 
　の導入） 

�ファン，ポンプなどへのインバータ導入 
　（回転数の最適化） 
�照明電源への節電装置導入 
　（電灯電圧の最適化） 
�変圧器の更新，統廃合 
　（容量の適正化・高効率化） 
�エアコンプレッサの台数制御と 
　インバータ化（最適容量制御） 

長期対策 
（大規模 
　対策） 

�老朽設備の更新 
�生産システムの「少」エネルギー化 
　（エア駆動式機械の電動式への転換など） 
�コージェネレーション導入 
�氷蓄熱の導入 
�新エネルギーの導入 
　（風力，水力，太陽光，燃料電池，波力） 

（EcoPASSION， 
　Eco 
　HIESSENCE， 
　統合エコ監視 
　システム） 
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図５　ファンの可変速特性
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にインバータを組み合わせることにより連続的な容量制御

となる。

ただし，コンプレッサの圧縮機構によっては可変速運転

に適さない場合もあり，個々のケースについて適・不適の

検討が必要である。給油式スクリューコンプレッサをイン

バータ駆動式に改造し，30 ～ 100 ％速度の範囲で可変速

制御を行った例では，使用電力を 15 ％削減する効果が得

られた。

ESCO事業

ESCO（Energy Service Company）事業は消費エネル

ギー削減量を保証し，その採算性に対してプロジェクトファ

イナンスを組み，保証値を実現するための対策を実施し，

実際に削減された電気料金，燃料費で回収する事業である。

富士電機は石川県保健環境センターの施設を対象に初の

ESCO事業を実施した。対策の内容は空調用ファン・ポン

プのインバータ化，照明器具用節電装置設置，変圧器の容

量低減・モールド化の 3点であり，電力削減率の保証値を

10 ％とした。対策前後の使用電力を検証した結果，約

12 ％の電力削減率が達成できた。投資額を 6年間程度で

回収する計画である。

新エネルギーの活用

７.１ 新エネルギーの必要性

新エネルギーは，長期的には大きな潜在力を有しており，

エネルギーの安定供給（Energy Security），経済成長（E-

conomic Growth），地球環境保全（Environmental Pro-

tection）という「3E」の同時達成に向けて国のエネルギー

政策上の柱となっている。

「3E」達成のためには，エネルギー消費面では省エネ

ルギーの推進が必要であり，また，エネルギー供給面では，

新エネルギーなどの「非化石エネルギー」の導入推進が重

要である。

７.２ 改正省エネ法と新エネルギー

改正省エネ法では，「太陽光発電，風力発電等によって

得られる電気を，使用合理化の対象となるべきエネルギー

から除く」とされている。

つまり，非化石エネルギー（太陽光，風力，水力，地熱，

波力，原子力など）はエネルギー管理の対象から除外され

るため，その導入のメリットは大きいといえる。

燃料電池発電も非化石エネルギーに分類されるので，エ

ネルギー管理の対象から除外されるが，その燃料供給に関

する設備は対象となるので，注意が必要である。

表４に改正省エネ法との関連を示す。

７.３ 各種助成制度の活用

新エネルギー分野については，まだ国主導の市場形成分

野でもあり，各種助成制度適用上のメリットを把握・評価

のうえ，ビジネスとして取り組むことが重要である。

助成制度については，政府系機関である新エネルギー・

産業技術総合開発機構（NEDO），（財）新エネルギー財団

（NEF）などにより補助金，融資，税制関連の支援制度が

準備されている。また，エネルギーの使用目的によっては，

関係省庁が直接予算措置を実施することもある。

表５にNEDOによる主要な助成制度の概要を示す。

（5）
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表４　改正省エネ法との関連 

新エネルギー 備　考 

太陽光発電 
風力発電 
水力発電 
地熱発電 
波力発電 
原子力発電 

除外 

改正省エネ法との関連 

非化石燃料による発生電 
力は使用合理化の対象か 
ら除外される。 

燃料電池発電 

除外 
化学反応による発生電力 
は使用合理化の対象から 
除外される。 

システム構成によっては 
対象となる範囲があるた 
め，個別に監督官庁への 
確認が必要である。 

対象 
燃料供給範囲は対象とな 
る。 

コージェネ 
レーション 

対象 
ただし，エネルギー効率 
の高い設備導入の観点か 
ら推奨されている。 

表５　主要な助成制度（NEDO資料による） 

制度区分 

共同研究 
事業 

風力開発 
フィールド 
テスト事業 

名　称 

風力開発 

エネルギー 

地方公共団体 
民間 

助成対象 

風況調査（50％） 
システム設計， 
設置（50％） 

先導的高効率 
エネルギー 
フィールド 
テスト事業 

燃料電池 
地方公共団体 
民間 

補助率（1/3） 

制度概要 
（補助率） 

補助事業 

産業用太陽光 
発電 
フィールド 
テスト事業 

太陽光発電 
地方公共団体 
民間 

補助率（1/2） 

環境調和型 
エネルギー 
コミュニティ 
形成促進事業 

大規模 
コージェネ 
レーション 
地域熱供給 

地方公共団体 
民間 

調査（定額） 
設置（15％） 

新エネルギー 
事業者 
支援事業 

新エネ 
ルギー全般 

民間 
補助率（1/3） 
債務保証あり 

地域 
新エネルギー 
導入促進事業 

新エネ 
ルギー全般 

地方公共団体 補助率（1/2） 

台数制御による 
容量調節 

インバータ制御 
による容量調節 

エア使用量 

吐
出
容
量
 

図７　コンプレッサの容量制御
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７.４ 新エネルギーソリューション

現状の社会環境から求められる新エネルギーは，「地球

温暖化対策としての省エネルギー目的」以外に「電力自由

化による売電事業」「分散型電源としての地域振興」など

幅広い用途を持つ。

富士電機はこれらの社会情勢を踏まえて「現状のエネル

ギー使用状況把握」「新エネルギー活用の提案」「導入後の

評価作業」などのメリット評価を含む最適なソリューショ

ンを顧客に提案することにしている。

表６に富士電機が推進している新エネルギーメニューと

各分野の一般動向を示す。

省エネルギーのシステム化

図８のとおり，省エネルギーは計測・記録によるデータ

ベース構築から始め，省エネルギーアイテムの抽出とその

対策を実施することも重要であるが，化石燃料を使用しな

い新エネルギーの活用も重要で，その範囲は広く，長期間

の対策・推進となるため，一見機器や設備の単なる供給ビ

ジネスに見えるが，時間を止めて見てみると図９のとおり
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表６　新エネルギーの主要メニューと一般動向 

新エネルギー 
分野 

風力発電 

供給見通し 

1.4万kW（1996年） 
30万kW（2010年） 

市場動向 

�最近急激に立ち上がって 
　きた分野 
�約120億円/年の市場規模 
　まで成長 
　（1990年単年度，64台， 
　　3.9万kW） 
�業務用電力料金と競合 
　できるレベルに接近 

太陽光発電 

現状（1999年） 
：累積出力約7万kW

�結晶系太陽電池が実用化 
�薄膜太陽電池は開発中 
�コスト低下の傾向にあるが 
　まだ割高 現状（1998年） 

：累積出力約13万kW

5.7万kW（1996年） 
500万kW（2010年） 

燃料電池 

�りん酸形燃料電池が実用化 
�コスト低下の傾向にあるが 
　まだ割高 
�自動車用・家庭用電源 
　として開発加速 
　（固体高分子形燃料電池） 

現状（1999年） 
：累積出力約12万kW

1.6万kW（1996年） 
220万kW（2010年） 

コージェネ 
レーション 

�従来型エネルギーの新利用 
　形態 
　（経済性は最も優れている） 
�分散型電源としてのマイク 
　ロガスタービンが注目 

現状（1998年） 
：累積出力約463万kW

385万kW（1996年） 
1,002万kW（2010年） 

ミニ水力発電 
波力発電 

�わずかな水の落差の 
　有効活用が可能 
�豊富な賦存（ふぞん） 
　エネルギーの利用が可能 

高効率機器 
活用 蓄熱 

システム 
活用 

データベース 
構築 

新エネルギー 
活用 

廃熱利用 

土壌 

大気 

水 

図８　省エネルギー対策のエッセンス

混和池 

送水管路 

発電所 

風力 

新エネルギー 

太陽光 

燃料電池 

ミニ水力 

MOF

MOF

商用入力 

② 

② 

① 

③ 

＊3＊3 ＊3

＊2＊2

＊1＊1

省エネルギー対策 

① Measuring System：計測記録→デ－タベ－ス化 

② Electrical Product：電機品省エネルギー化 

③ New energy：新エネルギー化 

＊1 インバータ化 
＊2 節電装置化 
＊3 オイルトランスのモルトラ化 

風力発電化 
太陽光発電化 
ミニ水力発電化 
燃料電池化 

EcoPASSION 
EcoHIESSENCE

図９　省エネルギーのシステム化
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立派な「省エネルギーシステム」である。

そのため，Measuring system（計測・記録），Electri-

cal product（電機品）およびNew energy（新エネルギー）

の 3要素で省エネルギーを計画・実行することが重要であ

り，かつ現場の人々の地道な継続活動であるため，富士電

機は図 のとおり，その頭文字をとって「MEN」という

コンセプトを作り推進している。

あとがき

省エネルギーエンジニアリングを体験し，そのなかから

数多くのことを学んだが，省エネルギーは実施すればする

ほど，奥が深くかつ範囲が広いことが分かる。その意味で

常に新しいテーマが発見でき，常に新鮮な教材を提供して

くれるといえる。今後とも顧客に満足してもらえるよう研

さんを積んでいく所存である。
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図１０　省エネルギーの3要素「MEN」
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変圧器，開閉機器の製造技術，生

産管理業務に従事。現在，生産企

画室生産管理部担当課長。溶接学

会会員。
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まえがき

富士電機は「豊かさへの貢献」「創造への挑戦」「自然と

の調和」を掲げ誠実にその役割を果たし，地球社会の良き

企業市民として地域，顧客，パートナーに信頼される企業

であることを経営理念としている。

地球温暖化，オゾン層の破壊，酸性雨，森林減少そして

砂漠化など，地球環境を脅かすさまざまな問題が私たちの

身近に迫ってきている現在，企業の環境問題に対する役割

は，ますます大きなものとなっている。

1992年には「富士電機環境保護基本方針」を制定し，

「環境保護に役立つエコロジー製品・技術をお届けするこ

と」「その生産活動そのものが環境に配慮したものである

こと」を基本に，限りある資源を有効に利用していく「循

環型社会」をめざして事業活動を進めている。またメーカー

としての立場から環境対応技術も生産技術の一つと位置づ

けて，製造基盤技術，管理技術，品質確保技術と同様に事

業活動の基幹をなすものと考えている。図１に示すように

富士電機の事業活動から発生する環境とのかかわりを明ら

かにし，地球温暖化防止，産業廃棄物削減，重点化学物質

富士電機の環境保全と省エネルギー
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山田　　充（やまだ　みつる）

［インプット］ 

［プロセス］ 

［アウトプット］ 

［公害防止法・遵法管理］ 

事務器材/副資材 
（用紙・油・溶剤など） 

部品・材料 

電　力 

開発・設計 

公害防止など 
の規則 

工場立地法の 
規則 

グリーン調達 

ISO14001認定取得 
取引先からの調達 

重点化学物質削減 

化学物質の総合 
管理システム構築 
（PRTR対応） 

当社ガイドラインによる 
環境保全活動の協力 

製品の環境対応 

省エネルギー設計 

省資源化 

リサイクル性向上 

有害化学物質削減 

地球温暖化防止 

省エネルギー 

産業廃棄物削減 

最終処分量削減の取組み 

環境保全対策 

HCFCオゾン層 
破壊ガス削減 

ジクロロメタンの 
大気放出の削減 

地球温暖化ガス削減 

エネ 
ルギー 

エネ 
ルギー 

エネ 
ルギー 

エネ 
ルギー 

廃棄物処理法 
適正廃棄 

廃棄物処理法 
適正廃棄 

水質汚濁防止法 
BOD，　 
他総量規制 

騒音・振動 
防止法 

悪臭 
防止法 

土壌汚染防止法 
重金属ほか 

毒劇物取締法 

大気汚染防止法 
SO  ，NO  ， 
ばいじん 
x x

有害大気汚染 
防止法 

毒劇物取締法 

省エネ法 工水法 
地盤沈下 

省エネ法 騒音・振動 
防止法 

緑地 
協定 

排気 
（大気） 

騒音・ 
振動 

騒音・ 
振動 排水・排液 悪臭 排熱 

生活 
排水 

有害 
排水 油分 

廃棄物 廃棄物 廃棄物 廃棄物 廃棄物 

調　達 包装，物流 使　用 製品廃棄 製　造 

燃　料 

用　水 

法規制値の遵守・自主目標設定による 
環境負荷低減の取組み 
　大気汚染 
　水質汚染 
　騒音・振動 
　その他の公害防止 
　土壌・地下水浄化の取組み 

図１　事業活動と環境とのかかわり
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削減，製品の環境対応，環境保全対策などについて積極的

に推進している。

環境保全活動の経緯

富士電機の環境対応の経緯を表１に示す。1970年に「公

害防止委員会」が組織され，当時社会的課題となっていた

公害防止への取組みを展開し，さらに1991年には，今日の

さまざまな環境問題への対応を図るべく環境担当役員を執

行責任者とした「地球環境保護委員会」に改編し，環境対

応の強化を図ってきた。環境保全活動社内推進体制を図２

に示す。

環境マネジメントシステム

表２に示すように富士電機は業界に先駆けて1995年に鈴

鹿工場が BS7750 による環境マネジメントシステムの認証

取得して以降，1998年 6 月までに10事業所すべてが ISO

14001 環境マネジメントシステムを構築・認証取得し，そ

の後もこのシステムにのっとって環境負荷の軽減に取り組

み，第三者のサーベランス（継続審査）において高い評価

を得ている。

今後は環境保全活動をより開示性の高いものとするため

新たな国際規格 ISO14031「環境パフォーマンス評価」に

のっとって，環境パフォーマンスレビューを継続し，社内

外に公表していくと同時に迅速に環境改善に反映させるシ

ステムをめざす。また，富士電機グループ製造関連会社

（分工場）における ISO14001 認証取得を推進中である。

製品の環境負荷低減の取組み

製造から使用，廃棄の全ライフサイクルにおいて環境に
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表１　環境保全活動の経緯 

年 

1969 
以前 

1970 
 

1971 
 
 

1973 
 

1977 
 

1978 
 

1979

富士電機の対応 日本の動向 

1967年　公害対策基本法制定 
1968年　大気汚染防止法制定 
　　　　　カネミ油症事件 
　　　　　（PCB） 

水質汚濁防止法制定 
土壌汚染防止法など制定 
 
 
 
NO 規制開始 
 
 
 
水質総量規制（COD） 

全社公害防止委員会設置 
 
工場排水系統・生活排水処理 
設備の整備開始 
PCB使用機器生産停止 
 
 
低NO ボイラ導入開始 
 
 
 
廃棄物10％削減運動開始 

1981 
 

1984 
 

1988 
 

1989

NO 総量規制 
 
トリクレン等暫定排水基準制定 
 
オゾン層保護法制定 

 
 
分工場公害防止管理に着手 
 
 
 
全社フロン対策委員会設置 

1990 
 

1991 
 

1992 
 

1995 
 
 
 
 

1997 
 

1998 
 
 

1999

地球温暖化防止行動計画策定 
（日本政府） 
再資源促進法制定 
 
化学物質等の危険有害性等の表示 
指針告示（MSDS） 
容器・包装リサイクル法制定 
 
 
 
 
気候変動枠組み条約第3回締約国 
会議（COP3）開催 

 
 
地球環境保護委員会設置 
 
「富士電機環境保護 
　基本方針」策定 
特定フロン・トリエタンの 
全廃 
鈴鹿工場BS7750環境管理 
システム認証取得 
 
トリクロロエチレン使用全廃 
 
国内10事業所すべての 
ISO14001認証取得完了 
 
取引先「グリーン調達」開始 

x

x

x

表２　ISO14001認証取得状況 

認証取得年月 
（有効期限） 

工場・製作所/ 
サイト名 

鈴鹿工場地区 

三重工場地区 

東京地区 

神戸工場地区 

川崎地区 

大田原工場地区 

千葉地区 

松本工場・ 
山梨工場地区 

　1995年12月 
（2001年12月） 

　1997年　4月 
（2003年　4月） 

　1997年　8月 
（2000年　8月） 

　1997年　8月 
（2000年　8月） 

　1998年　1月 
（2001年　1月） 

　1998年　3月 
（2001年　3月） 

　1998年　3月 
（2001年　3月） 

　1998年　6月 
（2001年　6月） 

　1997年　3月 
（2003年　3月） 

吹上工場地区 

審査登録機関 
（認証番号） 

（株）日本環境認証機構 
（EC98J2011） 

（株）日本環境認証機構 
（EC97J1001） 

（株）日本環境認証機構 
（EC97J1059） 

（株）日本環境認証機構 
（EC97J1061） 

（株）日本環境認証機構 
（EC97J1177） 

（財）電気安全環境研究所 
（E97-036） 

（株）日本環境認証機構 
（EC97J1229） 

（株）日本環境認証機構 
（EC98J1023） 

（財）電気安全環境研究所 
（E97-116） 

環境担当役員 

カンパニー 
　　　/事業所 
（環境管理 
　統括責任者） 

生産企画室 
生産管理部 

地球環境 
保護委員会 

経営会議 

会社環境管理スタッフ部門 

環境保全 
部門 環境保全推進 

製品アセス 
メント部会 環境配慮型製品開発推進 

産業廃棄物 
削減部会 

分工場 

関係会社 

産業廃棄物削減推進 

グリーン 
調達部会 取引先の環境保全活動推進 

化学物質 
管理部会 

化学物質管理，重点化学物質 
削減推進 

地球温暖化 
防止部会 

温暖化ガス削減推進 
省エネルギー推進 
（CO2の削減） 

会社環境保護方針の審議，決定 
重要課題達成方策の審議，承認 
およびフォロー 

（各部会は専門的かつ具体的な環境保全の 
　企画・計画立案を担当） 

図２　環境保全活動社内推進体制



富士電機の環境保全と省エネルギー

配慮した製品を提供するために，開発・設計段階から環境

負荷の低減に取り組んでいる。機種ごとに独自の環境影響

評価基準を用いて環境面の評価や環境負荷の低減施策を展

開している。

今後さらに環境配慮型製品の提供を加速するため，設計

技術，生産技術や評価システムなどの開発を積極的に進め

ていく。以下に富士電機の製品環境負荷低減の取組み事例

を述べる。

４.１ 自動販売機，ショーケース

省エネルギー

スーパーマーケットやコンビニエンスストア向けの冷凍

ショーケースおよび冷蔵庫の運転制御システムを季節，昼

夜の運転状況の変化に対応してオートチューニングするシ

ステムを開発した。これによって年間約 49 ％（当社比）

の消費電力を削減し，二酸化炭素（CO2）放出量換算値で

は年平均 47 ％削減を達成した。

省資源

缶自動販売機を小型化・軽量化し，部品点数の削減，部

品の標準化などを実施した。図３に示すように収納効率の

改善により1999年度機は1990年度機比で容積 27 ％減，総

部品点数 40 ％削減し製品質量 30 ％軽減を達成した。

４.２ 電磁開閉器

新型スーパーマグネットを採用し，投入電力を 40 ％，

コイル消費電力を 29 ％削減し，省エネルギーを達成した。

４.３ 漏電遮断器，配線用遮断器

漏電遮断器，配線用遮断器のカバーに使用するプラスチッ

ク材の一部を熱硬化性樹脂から再生可能な熱可塑性樹脂に

切り換えた。これにより製品廃棄時のリサイクル化による

廃棄物を年間約 54 t 削減した。

４.４ 環境対応技術開発

鉛を含まない（鉛フリー）高融点はんだ（スズ・銀合金

をベース）と，低融点はんだ（スズ・ビスマス合金をベー

ス）2種類を自社開発し，一部の製品への使用を開始して

いる。

化学物質の削減の取組み

化学物質による環境汚染の問題がクローズアップされて

きた現在，これまで取り組んできたオゾン層の保護，地球

温暖化の防止，有害大気汚染物質などの化学物質の削減に

加えて，リスク管理と情報公開に対応する富士電機独自の

化学物質総合管理システムの開発に取り組んでいる。

これにより富士電機が使用するすべての化学物質につい

て購入量，移動・排出量を総合的に管理し，的確な化学物

質の削減を推進していく。

図４に現在開発中の化学物質総合管理システムの概念を

示す。

産業廃棄物の削減

これまで産業廃棄物の削減および再資源化に取り組んで

きた。一方2000年 4 月から完全施行の「容器包装に係る分

別収集及び再商品化の促進等に関する法律」（容器包装リ

サイクル法）や2001年 4 月施行の「特定家庭用機器再商品

化法」（家電リサイクル法）などの法制化と相まって「循

環型社会」の要請が強くなっている。

富士電機もこれに対応し，「発生抑制強化，資源再使用，

再利用による最終処分量の低減」をめざし，新たな取組み

を進めている。図５に示すように，富士電機の事業活動か

ら排出される産業廃棄物の総排出量および最終処分量は

1990年度に比べ1999年度においては大幅に削減されてきた

が，今後はさらに最終処分場への排出量が多い廃棄物（廃

プラスチック，紙くずなど）を重点的に発生源までさかの

ぼって対策を講じていく。

環境保全対策

1987年のモントリオール議定書以降地球環境汚染防止に

関する国際的な規制の拡大に対し，特定フロン全廃に向け

た基本方針の決定，ベンゼン，トリクロロエチレン，テト

ラクロロエチレンの使用量削減について取組みを展開した。

その結果，特定フロンおよびトリクロロエタンを1995年に，

1997年にはトリクロロエチレンの使用全廃を達成した。さ

らに法規制動向や発生するリスクの回避など幅広い汚染防

止に向けた環境保全の取組みを進めている。

取引先の環境保全活動の推進（グリーン調達）

富士電機は，生産高の約半分が外部からの調達品である。

このことから富士電機製品が環境対応商品であるためにも

外部調達先に対しても環境保全の取組みを広げていくこと

が重要と考えている。

富士電機のグリーン調達は，製品ライフサイクルアセス

メントの観点から製品自体を構成するもの，生産活動に資

（2）

（1）

415（43）
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図３　缶自動販売機の省資源化



富士電機の環境保全と省エネルギー

するものおよび文具などの業務推進活動に資するすべてを

グリーン調達材の対象として地球環境保護，汚染防止の取

組みを取引先にお願いし推進していく。富士電機と恒常的

取引のある約 1,100 社（全調達額の約 90 ％に相当）はす

でに 185 社が ISO14001 の認証取得済みであるが，今後は

ISO14001 認証取得計画のある取引先と富士電機が独自に

作成した「グリーン調達ガイドライン」に基づく環境保全

活動の取組みをめざす取引先に対して指導・支援していく。

富士電機の「グリーン調達ガイドライン」は ISO14001

を基本として環境管理システムと環境保全活動に分類し，

環境管理システムとしては環境方針の設定，推進組織・体

制の整備，環境保全活動計画作成などを要請，また環境保

全活動は省エネルギー，廃棄物削減，化学物質などの対応，

製品の環境負荷軽減などである。これらの環境保全アイテ

ムのうちすぐに実施可能なアイテムを必須（ひっす）とし

取組みをお願いしている。

地球温暖化防止対策

９.１ 省エネルギーの取組み

環境問題のなかでとりわけ省エネルギーを含めた温室効

果ガス削減が大きな課題となっている。1997年12月の地球

温暖化防止京都会議（COP3）の合意に基づき日本では

6％の温室効果ガス削減目標値が採択された。これを受け

て1998年「地球温暖化防止大綱」の国内法が制定され，国

を挙げて温暖化対策が強化された。

富士電機の省エネルギー活動の歴史は，1973年のオイル

ショックにさかのぼる。この間，「エネルギーの使用の合

理化に関する法律」（省エネ法）や（社）日本電機工業会

（JEMA）の自主目標（ボランタリー計画）達成に向けて

取り組み，エネルギーの使用状況を把握し管理できるシス

テムの改善や，使用エネルギー量を定量的に把握し空調温

度設定の変更，無駄なエネルギー使用についての徹底した

節約意識の高揚・実施活動の両面からの細かい点に至るま

での取組みを展開・推進してきた。

省エネルギー投資面からも，インバータ化，高効率モー

タへの切換，空調機器の分散化，節電装置，氷蓄熱装置な

どの省エネルギー機器・設備導入を推進し，生産高原単位

のエネルギー量削減を図ってきた。

富士電機は1998年 6月，省エネ法改正を契機として1％/

年のエネルギー原単位削減をミニマムとした省エネルギー

目標を設定している。1999年度は操業状況にリンクした省

エネルギー対策を重点に休日の電源遮断，生産設備の省エ

ネルギー化に取り組むとともに契約電力の引下げを実施し

た。また，富士電機製の節電装置を導入し照明電力の節約

を図るとともに，電力監視装置によるきめ細かな電力管理
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自主管理 

PRTR指定物質の 
購入量・使用量把握 

対象物質管理マスター 
（物質管理情報） 

購入品マスター 
（購入商品および　 
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（工程別排出率など） 
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購入材料の選定 
MSDSの入手 
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公共機関の 
MSDS-DB 
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情報開示 
（通商産業省） 

情報公開 
（環境報告書など） 

工程の化学物質管理の強化 
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PRTR ：Pollutant Release and Transfer Register（環境汚染物質排出・移動登録制度） 
MSDS ：Material Safety Data Sheet（化学物質安全データシート） 

図４　化学物質総合管理システム概念
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図５　廃棄物の排出実績
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などにも取り組み，図６に示すように1998年度比 2,952 t-C

（CO2 換算値）の総エネルギー量削減を図り，生産高あた

りのエネルギー原単位は 8.93 t -C/億円となり，対前年度

比 2.7 ％の削減を達成した（1999年度の原単位は 9.18 t-C/

億円）。

以下に省エネルギー事例を紹介する。

エアコンプレッサの省エネルギー事例

エアコンプレッサの台数制御は段階的なオンオフ制御の

ためエアの必要量と供給能力にギャップを生じる。この

ギャップをインバータ制御で補完して常に最適容量に調整

して省エネルギーを達成した。

™省エネルギー効果：200MWh/年

ボイラ分散配置による省エネルギー事例

従来の大型蒸気ボイラのうち 10 t ボイラを 2 t ボイラに

置き換えてクリーンルームへの蒸気量をきめ細かに制御し，

必要最小量の蒸気供給を図り燃料節約を達成した（図７）。

™省エネルギー効果：206 kL/年（重油）

節電装置による照明電力の省エネルギー事例

富士電機製の節電装置（省エネ名人）を導入し，出力電

圧の一定制御により事務所照明の消費電力を削減，本節電

装置導入により消費電力の 12 ％削減を達成した。

™省エネルギー効果：10.8MWh/年

あとがき

富士電機の環境対応の一端を紹介したが，環境対応は継

続的な改善が ISO14001 の規格要求の一つである。さらな

る向上をめざして今後も積極的に取り組む所存である。

また，今回紹介した内容については，富士電機発行の

「環境報告書」2000年版にも掲載を予定している。
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

3041962

鄭　　用一
高橋　岳雄
二村　和男
高橋　伸幸
横澤　照久

薄膜磁気記録媒体及びその製造方法

3042006 岡村　　通旗等の掲揚体の掲揚装置

3042089

岩崎　義昭
中山　雅雄
臼井　雅裕
中村　英司
井上　正喜

自動販売機の商品取出装置

3042127 清水　明夫
辻　　直人

酸化シリコン膜の製造方法および製
造装置

3042130 齊藤　清雄薄膜太陽電池装置の製造方法

3042147 堂面　俊則紙幣識別機

3039298 倉　　　馨自動販売機のキャビネット

3039318 益田　真次自動販売機の断熱内扉

3044925 吉富喜一郎カード式入場処理装置

3044951 外山　公一円形容器内面検査装置

3044961 外山　公一
山村　辰男円形容器内面検査装置

3044970 馬杉　卓弥自動販売機の商品銘板取付装置

3045068 大久保恵司
滝澤　直樹磁気記録媒体及びその製造方法

3045391
坂梨　秀憲
園部多喜男
野村　秀徳

地熱発電における還元熱水配管の清
掃方法及び清掃装置

3045641 荒木　義明流体機器用マンホール蓋のシール装
置およびその漏水テスト方法

3045883 小塙明比古
井出　安俊分電盤

3045954

佐藤　　孝
山口　茂喜
中島　　茂
岩崎　和重
佐々木誠仁

潮流検知装置

3046126 山口　　弘
浅野秀次郎

プログラムモジュールの呼び出し方
式

3047056
森田　　公
武　　達男
藤田　　満

浮上溶解装置とその運転方法

3047554 山野　俊也放射線測定装置

3047566 白畑　　久集積回路装置用バンプ電極の電解め
っき方法

3047628 田中　良和同期運転装置

3047635 因　　道伸
木村　幸雄缶商品自動販売機の商品加熱装置

3047637 朝日　信夫
大澤　　誠

配線用遮断器の外部操作ハンドル装
置

3047683 有村　健一安定化電源の過負荷保護回路

3047666 ポーポンシッチャヌリッツシリコンオキサイド半導体膜の成膜
方法

3048770

3049580

小塙明比古
井出　安俊
川嶋　善明
渡辺　修一

回路遮断器の電線接続装置

熊谷　　健導電性ワッシャ

3049904 澄田　仁志誘電体分離ウエハの製造方法

3049922 小野　隆之
木村　富宏

デュアルポート RAMのアクセス制
御方法

3049927 清藤　真次薄膜形成用基板加熱装置

3049929 小林　敏夫開閉器

3049938 松本　吉弘IGBTのゲート駆動方法

3041960
中村　睦弘
二村　和男
坂口　庄司

磁気記録ディスクの製造方法

3042204 大沢　　博同期電動機の制御装置

3042207 木佐　一之記録装置

3042214 高橋　康弘超音波送受波器

3042218 柴田　勝美電磁継電器のソケット

3042219 堤　　岳志絶縁材料の劣化度判定方法

3042222 塩見　忠康
荒井　　康

燃料交換機のアーム伸縮・グリッパ
昇降装置

3042229 清藤　真次
清水　　均基板加熱装置

3042237
小知和眞一
佐藤　憲知
渡邊　　匡

ガス漏れ警報器の保管用器具

3042261 大薗　純一液面検出装置を備えた油タンク

3042383 高橋　　章
野上　純孝電子写真感光体

3043192 石村　正樹
岡嶋　英治トークン同時獲得防止方式

3044783

小田　威夫
岩本　昌三
木村　幸雄
永田　和重
川上　浩二

自動販売機の商品取出装置

3044822 高崎　靖夫
藤ノ木　守力率制御装置

3044894
山田　　修
梅沢幸太郎
丹羽　公一

風車発電機
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

3049968 渡辺　忠男自動販売機の収納棚保持装置

3050003 西脇　正剛コーヒーサーバーの飲料注出ノズル

3050882 鉄谷　裕司誘導電動機の制御装置

3050985 氏家　　孝燃料電池セルブロック

3051036 朝日　信夫
小塙明比古配電盤用回路しゃ断器の取付け構造

3051049 八木　　亨原子炉用燃料ペレットの外径測定装
置

3052359

野口　信和
西尾　三男
久米　秀男
田坂　　成

プリント基板用操作機器およびその
組立方法

3052378 尾崎正志朗
内田　靖彦回路遮断器の遠隔操作装置

3049944 大久保　旭油封入型半導体圧力センサの組立方
法

3049950 橘　　　学カップ式自動販売機

3049961 大戸時喜雄
財津　靖史細菌検査装置

3052442 大薗　純一液面検出スイッチ

3052469 杉浦　　賢静電アクチュエータ

3052484
野並　光晴
高橋　龍典
河村　幸則

圧電アクチュエータの変位拡大機構

3052492 田中　幸博自動販売機

3052503
郡浜　英一
堀　　茂樹
繁田　雅信

自動販売機の電力制御装置

3052600 梅垣　　卓透明樹脂モールドレーザダイオード
の固定方法

3052607 澤口　睦夫
伊達　　寛透過型厚さ計の厚さ演算装置

3052616 田中　信章排気連絡管の圧力バランス型伸縮継
手

3052619 川上　浩之カレントセンシング機能付半導体装
置の制御回路装置

3052664 田中　　守自動販売機

3052935 長安　芳彦ツェナーザッピング用 pn 接合ダイ
オード

3054628

篠原　久次
内田　直司
神達　健之
松村　宗順
千葉　　格
宮崎　茂治

電気機器の摺動接触子

3055186 尾崎　　覚

電動機の瞬時位置・瞬時速度・瞬時
加速度検出装置，ならびに瞬時位置
値・瞬時速度値・瞬時加速度値を用
いた電動機の制御方法

3055206 小西　義弘オゾン発生管の破損検出回路

3055229

清水　明夫
片桐　源一
佐々木光夫
辻　　直人
虎口　　信

絶縁膜形成方法

3055243
川崎　道夫
岡山　　栄取鍋の溶湯加熱装置

3055267 加藤　行夫電動機の商用運転ーインバータ運転
切替方法

3055297
茂原　政道
籾井丈一郎ブラシレス発電機の速応励磁装置

3055318
美野　博文
清光晋太郎低温食品の加熱装置

3055322 外山　公一

外山　公一
中島　康晴
山村　辰男

円形容器内面検査装置

3055323 円形容器内面検査装置

粟谷　宏治
木村　裕恒3055335 電磁誘導加熱式融雪器

野上　純孝
喜納　秀樹
万徳　兼之

3055351 電子写真感光体

3052521

川上　浩二
岩本　昌三
宮尾　哲也
永田　和重
松島　幸三

自動販売機の商品搬出装置

3052536 杉山　智弘固体高分子電解質型燃料電池

3052571 山本　俊広
大川　啓太

電磁流量計におけるタイミングパル
ス発生回路

3052596 熊谷　直樹
関　　康和交流スイッチ回路装置
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電子カンパニー

流通機器システムカンパニー

電機システムカンパニー
水処理システム，情報・通信・制御システム，計測システム，電力システム，FA・物流システム，環境装置・システム，

電動力応用システム，産業用電源システム，車両用電機品，クリーンルーム設備，レーザ機器，ビジョン機器，UPS，ミ

ニUPS，変電システム，火力機器，水力機器，原子力機器，放射線機器，電力量計，省エネルギーシステム，新エネルギー

システム

機器・制御カンパニー

PLC，POD，操作表示機器，FAセンサなどの FA制御機器，開閉機器，高低圧受配電機器，電力制御機器，モールド変

圧器，ガス関連機器，インバータ，サーボシステム，回転機，回転機応用機器，上記構成の小システム

MOSFET，パワートランジスタ，スマートパワーデバイス，IGBTモジュール，整流ダイオード，電源用パワー IC，高耐

圧 IC，オートフォーカス用 IC，圧力センサ，加速度センサ，ハイブリッド IC，磁気記録媒体，感光体およびその周辺装置

自動販売機，コインメカニズム，紙幣識別装置，貨幣処理システム，飲料ディスペンサ，自動給茶機，冷凍冷蔵ショーケー

ス，ホテルベンダシステム，カードシステム



温室効果ガス濃度の増加，オゾン層の破壊など，人類はさまざま

な環境問題に直面し，持続可能な開発を原則とした循環型社会の実

現が求められている。各省庁の地球環境保全関係予算，自治体の環

境問題への対応についても活発化してきており，企業に求められる

環境・省エネルギー関連の技術開発・事業展開への期待が強まって

いる。富士電機グループは，環境・省エネルギー機器の技術開発か

ら廃棄物リサイクルプラントの建設・運営，省エネルギーコンサル

ティングに至るまで幅広く環境・省エネルギーソリューションに取

り組んでいる。

環境・省エネルギーの現状と展望

臼井　正和 岡崎　金造 赤松　和彦

富士時報 Vol.73 No.7 p.375-378（2000）

21世紀を目前にして，地球温暖化，廃棄物，有害化学物質に関す

る三つの大きな環境問題がクローズアップされてきている。これら

の環境問題と最近のわが国の対応策を概観し，廃棄物問題を中心に，

廃棄物排出の現状およびリサイクル・ゼロエミッション化の動向，

そして富士電機が提供できるゼロエミッション化のためのシステ

ム・設備・機器・サービスについて，それらの適用分野とともに紹

介する。

リサイクル・ゼロエミッションへの取組み

早川　益壽 和田　清美 新貝　和照

富士時報 Vol.73 No.7 p.379-383（2000）

廃棄物の焼却処理では，ダイオキシン類の発生が大きな社会問題

となっている。特に廃プラスチックの焼却処理では，ダイオキシン

類の発生を抑えたり，焼却炉の損傷を防いだりするためには高度な

処理設備が要求されるし，不燃物として埋設すれば大容積のため埋

立地の寿命を短くする。そこで焼却処理に代わる誘導加熱・熱分解

技術を応用した実証処理装置を開発し，廃プラスチックを燃焼させ

ずにダイオキシン類発生を抑制しつつ炭化物，油性液，可燃ガスに

分離する試験を実施したので，その概要を紹介する。

誘導加熱・熱分解技術を応用した廃棄物処理

中農　勝博 林　　静男 喜田　清則

富士時報 Vol.73 No.7 p.384-387（2000）

従来はごみとして扱われてきた空き容器を資源として回収する気

運が高まっている。このような背景のなか，容器の回収から再生ま

でのトータルな仕組み（システム）作りが求められている。本稿で

は PET ボトルに焦点を当て，PET ボトルの回収率向上，再生

PETの品質向上を狙いとした住民参加型のリサイクルシステムを

中心に紹介する。

空き容器回収・再生処理システム

圓子　　雄

富士時報 Vol.73 No.7 p.388-391（2000）

富士電機は，1998年から（株）ニスコムと業務提携し，GPS（Glob-

al Positioning System）と衛星通信を利用した車両および積載物の

動態監視情報サービス「スコム情報サービス」を提供している。本

稿では，そのなかで，不法投棄やダイオキシン問題などで昨今特に

注目されている廃棄物処理に関して，その収集運搬過程の適正処理

を追跡監視する情報サービスを中心に紹介する。

衛星通信を利用した廃棄物動態監視情報サービス

宗木 好一郎 中村　光宏

富士時報 Vol.73 No.7 p.392-396（2000）

本稿では，金沢水産衛生センターへ納入した魚あらを有効利用し

て肥料化するプラントの駆動・制御・監視システムを説明する。魚

あらは廃棄すると悪臭が出て公害となり，ISO14001 の精神に反す

ることになる。そのため魚あらを収集し，回転式の乾燥機で乾燥し，

さらに粉砕することにより肥料化している。このプラントでは，魚

あらを計量し，乾燥機に投入するための搬送・傾動動作，投入口

（払出口）のマンホールの位置決め，異物の除去，粉砕・搬送・充

てんが自動的（単独運転割込みあり）に行われる。

食産業での肥料化リサイクルプラント

河野　　元 目崎　雅彦 竹本　克己

富士時報 Vol.73 No.7 p.397-400（2000）

環境保全技術として，水処理とクリーンエネルギーを取り上げる。

水処理は水に含まれる汚染物質の種類ごとに近年話題となっている

問題点について触れ，その測定，処理技術の概要を述べる。水質安

全モニタ，高感度濁度計などの水質監視手段とオゾン，膜処理技術

の有効性についても触れている。クリーンエネルギーについては，

上下水道施設のなかでのミニ水力発電システム，山間部や離島など

での太陽光・風力ハイブリッド発電の有効性に触れ，実際に設置さ

れたシステムを紹介する。

自然環境保全の水処理技術とクリーンエネルギー

野中　規正 境　　一澄

富士時報 Vol.73 No.7 p.401-405（2000）

地球環境保全は，生物体が生存し続けるための最重要課題である。

富士電機は省エネルギーという軸を基に活動してきている。特に改

正省エネ法や ISO14001 の活動として省エネルギーを実行する際に

は，富士電機が今まで体験・蓄積した省エネルギーエンジニアリン

グのノウハウを参考に推進することを推奨する。その活動のなかに

Measuring system（計測・記録），Electrical product（電機品）お

よびNew energy（新エネルギー）の 3要素を取り入れることが重

要である。

省エネルギーへの取組みとエンジニアリング

福田　英治 窪田　新一 上村　　猛

富士時報 Vol.73 No.7 p.406-412（2000）

富士時報論文抄録



Abstracts (Fuji Electric Journal)

Three major issues of global warming, waste, and toxic chemicals

have been highlighted just before the 21st century.  This paper outlines

these ecological problems and recent countermeasures taken in Japan.

Then especially focusing on the waste problem, it describes the present

status of waste, trends of waste recycling and zero emission, and Fuji

Electric’s systems, equipment, devices, and services for zero emission, cit-

ing examples of their applications.

Solutions for Waste Recycling and Zero Emission

Masuhisa Hayakawa Kiyomi Wada Kazuteru Shinkai

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.7 p.379-383  (2000)

Faced with various environmental problems such as increase in

greenhouse gas density and ozonosphere destruction, human beings are

required to build up a circulation-type society based on sustainable devel-

opment.  Now ministries and agencies are taking budgetary measures for

environmental preservation and local autonomous bodies are dealing with

these problems actively; enterprises are more expected to develop tech-

nologies and extend their operations in line with them.  Fuji Electric is

tackling ecological solutions, ranging widely from technical development

of environmental and energy-saving devices to erection and operation of

waste recycling plants and consultation about energy conservation.

Present Status and Trends of Environmental
Preservation and Energy Conservation

Masakazu Usui Kinzoh Okazaki Kazuhiko Akamatsu

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.7 p.375-378  (2000)

There is a strong tendency to recycle empty containers formerly

treated as waste.  Total systems covering container recovery to recycling

are required under the circumstances, Focusing on polyethylene telephtha-

late resin (PET) bottles, this paper mainly describes a resident participat-

ing recycling system that aims to improve the efficiency of PET bottle

recovery and the quality of recycled PET.

Empty Container Recovery and Recycling System

Yuu Maruko

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.7 p.388-391  (2000)

Waste incineration has posed a serious problem of dioxin generation.

Especially waste plastics incineration requires equipment for advanced

treatment to suppress dioxin generation and prevent the incinerator from

being damaged.  It will shorten the life of reclaimed lands to bury large-

volume waste plastics under the ground.  Fuji Electric has developed a

demonstrative equipment using induction heating and pyrolysis instead of

incineration and carried out a test to without burning decompose waste

plastics into carbides, an oleaginous solution, and flammable gas, sup-

pressing dioxin generation.

Waste Treatment Using Induction Heating and 
Pyrolysis

Katsuhiro Nakanoh Shizuo Hayashi Kiyonori Kida

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.7 p.384-387  (2000)

This paper describes the drive, control, and monitor system of the

plant supplied to the Kanazawa Fishery Sanitary Center in which fish

heads, bones, and internal organs are processed into fertilizer.  In case

uneatable parts of fishes are thrown away, their bad smell causes harm to

the public against the spirit of ISO14001.  Therefore, they are collected,

dried with a rotary dryer, and ground into fertilizer in this plant.  This

plant automates weight measurement, material transfer and container tilt-

ing to feed the dryer, throwing-in and taking-out hole positioning, grind-

ing, conveyance, and packaging.  Useless things can manually be removed

on the turntable.

Fertilizer Plant in the Food Industry

Hajime Kohno Masahiko Mezaki Katsumi Takemoto

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.7 p.397-400  (2000)

Fuji Electric has tied up with Nisscom Inc. since 1998, and has sup-

plied information on vehicle’s position, route and cargo on board using

the “satellite communications management system (SCMS)” which uses

the global positioning system (GPS) and communications satellite.

Regarding waste treatment particularly noticed now because of unlawful

waste abandonment and dioxin generation, This paper mainly describes

information service on the tracing and monitoring of proper treatment in

the course of waste collection and transportation.

Waste Transportation Tracing Service Using the 
Satellite Communications Management System

Kohichiroh Muneki Mistuhiro Nakamura

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.7 p.392-396  (2000)

Environmental preservation is the most important subject for living

things to survive.  Fuji Electric’s activities have been based on energy

conservation.

In proceeding with energy conservation according to the amendment

to the Energy Conservation Act and ISO14001, it is recommended to refer

to the engineering know-how which Fuji Electric has experienced and

accumulated.  It is very important that the activity should be given consid-

eration to the three key factors of measuring systems, electrical equip-

ment, and new energy.

Fuji Electric’s Activities and Engineering for Energy
Conservation

Eiji Fukuda Shinichi Kubota Takeshi Uemura

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.7 p.406-412  (2000)

With regard to water treatment, this paper describes recent popular

problems by types of pollutants contained in water and gives an outline of

the measuring and treatment technologies.  Monitoring means, such as

supplied water quality monitors and high-sensitive turbidity meters, and

ozone and membrane treatment technologies play effective parts.  As for

clean energy required to reduce CO2 emission that causes greenhouse

effect, the paper describes small hydroelectric generation in water and

sewerage facilities and photovoltaic and wind power hybrid generation in

mountainous regions and solitary islands, citing actual systems as exam-

ples.

Water Treatment and Clean Energy to Meet 
Environmental Preservation

Norimasa Nonaka Kazumi Sakai

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.7 p.401-405  (2000)



富士電機は，事業活動から発生するさまざまな環境問題に対応す

るために環境マネジメントの国際規格 ISO14001 にのっとったシス

テムを構築し，1995年に鈴鹿工場が認証を取得し，1998年 6 月には

全事業所が取得を完了した。その後もこのシステムのスパイラルアッ

プを図って組織的に展開している。本稿では富士電機が取り組んで

いる地球温暖化防止・省エネルギーの状況や製品の環境負荷低減，

化学物質削減，産業廃棄物削減，環境保全対策などの取組みの概要

を紹介する。

富士電機の環境保全と省エネルギー

山田　　充

富士時報 Vol.73 No.7 p.413-417（2000）



Fuji Electric built systems in accordance with the international stan-

dard for environmental management ISO14001 to cope well with various

environmental problems generated from business activities.  Suzuka

Factory  received recognition in 1995, and all the factories had received

recognition by June 1998.  After that, the company has systematically

improved the system.  This paper outlines Fuji Electric’s status of global

warming prevention and energy conservation as well as activities for

reducing environmental load caused by products, chemical substances,

and industrial waste, and for environmental preservation.

Fuji Electric’s Environmental Preservation and 
Energy Conservation

Mitsuru Yamada

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.7 p.413-417  (2000)



お問合せ先：電機システムカンパニー 環境システム事業部 電話（03）5435-7063

豊かな地球社会のために――― 
ソリューションとサービスで 
お応えします。 

富士電機は，地球環境の保護に役立つ新製品，新技術の開発に取り組んでいます。 

その成果は，おいしい水づくりや川や海を汚さない水処理システムに， 

大気の監視や空気をきれいにすることに， 

新エネルギーの活用，省エネルギーの推進などに，生かされています。 

そして最新のIT（情報技術）を結集して，社会や企業の信頼できるパートナーとして， 

それぞれのお客さまに最適なソリューションとサービスでお応えしています。 

本 社 事 務 所 1（03）5435-7111 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11番2号（ゲートシティ大崎イーストタワー）

北 海 道 支 社 1（011）261-7231 〒060-0042 札幌市中央区大通西四丁目1番地（道銀ビル）
東 北 支 社 1（022）225-5351 〒980-0811 仙台市青葉区一番町一丁目2番25号（仙台NSビル）
北 陸 支 社 1（076）441-1231 〒930-0004 富山市桜橋通り3番1号（富山電気ビル）
中 部 支 社 1（052）204-0290 〒460-0003 名古屋市中区錦一丁目19番24号（名古屋第一ビル）
関 西 支 社 1（06）6455-3800 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲一丁目11番19号（富士電機大阪ビル）
中 国 支 社 1（082）247-4231 〒730-0021 広島市中区胡町4番21号（朝日生命広島胡町ビル）
四 国 支 社 1（087）851-9101 〒760-0017 高松市番町一丁目6番8号（高松興銀ビル）
九 州 支 社 1（092）731-7111 〒810-0001 福岡市中央区天神二丁目12番1号（天神ビル）

北 関 東 支 店 1（048）526-2200 〒360-0037 熊谷市筑波一丁目195番地（能見ビル）
首 都 圏 北 部 支 店 1（048）657-1231 〒330-0802 大宮市宮町一丁目38番1号（野村不動産大宮共同ビル）
首 都 圏 東 部 支 店 1（043）223-0701 〒260-0015 千葉市中央区富士見二丁目15番11号（日本生命千葉富士見ビル）
神 奈 川 支 店 1（045）325-5611 〒220-0004 横浜市西区北幸二丁目8番4号（横浜西口KNビル）
新 潟 支 店 1（025）284-5314 〒950-0965 新潟市新光町16番地4（荏原新潟ビル）
長 野 シ ス テ ム 支 店 1（026）228-6731 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
長 野 支 店 1（0263）36-6740 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
東 愛 知 支 店 1（0566）24-4031 〒448-0857 刈谷市大手町二丁目15番地（センターヒルOTE21）
兵 庫 支 店 1（078）325-8185 〒650-0033 神戸市中央区江戸町95番地（リクルート神戸ビル）
岡 山 支 店 1（086）227-7500 〒700-0826 岡山市磨屋町3番10号（住友生命岡山ニューシティビル）
山 口 支 店 1（0836）21-3177 〒755-8577 宇部市相生町8番1号（宇部興産ビル）
松 山 支 店 1（089）933-9100 〒790-0878 松山市勝山町一丁目19番地3（青木第一ビル）
沖 縄 支 店 1（098）862-8625 〒900-0005 那覇市天久1131番地11（ダイオキビル）

道 北 営 業 所 1（0166）68-2166 〒078-8801 旭川市緑が丘東一条四丁目1番19号（旭川リサーチパーク内）
北 見 営 業 所 1（0157）22-5225 〒090-0831 北見市西富町163番地30
釧 路 営 業 所 1（0154）22-4295 〒085-0032 釧路市新栄町8番13号
道 東 営 業 所 1（0155）24-2416 〒080-0803 帯広市東三条南十丁目15番地
道 南 営 業 所 1（0138）26-2366 〒040-0061 函館市海岸町5番18号
青 森 営 業 所 1（0177）77-7802 〒030-0861 青森市長島二丁目25番3号（ニッセイ青森センタービル）
盛 岡 営 業 所 1（019）654-1741 〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通16番21号（住友生命盛岡駅前ビル）
秋 田 営 業 所 1（018）824-3401 〒010-0962 秋田市八橋大畑一丁目5番16号
山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
新 庄 営 業 所 1（0233）23-1710 〒996-0001 新庄市五日町1324番地の6
福 島 営 業 所 1（024）932-0879 〒963-8033 郡山市亀田一丁目2番5号
い わ き 営 業 所 1（0246）27-9595 〒973-8402 いわき市内郷御厩町二丁目29番地
水 戸 営 業 所 1（029）231-3571 〒310-0805 水戸市中央二丁目8番8号（櫻井第2ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（055）222-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
松 本 営 業 所 1（0263）33-9141 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜 松 営 業 所 1（053）458-0380 〒430-0945 浜松市池町116番地13（山崎電機ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（073）432-5433 〒640-8052 和歌山市鷺ノ森堂前丁17番地
鳥 取 営 業 所 1（0857）23-4219 〒680-0862 鳥取市雲山153番地36〔鳥電商事（株）内〕
倉 吉 営 業 所 1（0858）23-5300 〒682-0802 倉吉市東巌城町181番地（平成ビル）
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（088）655-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（088）824-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル別館）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0950 熊本市水前寺六丁目27番20号（神水恵比須ビル）
大 分 営 業 所 1（097）537-3434 〒870-0036 大分市寿町5番20号
宮 崎 営 業 所 1（0985）20-8178 〒880-0805 宮崎市橘通東三丁目1番47号（宮崎プレジデントビル）
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-9530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
回 転 機 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（055）285-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（048）548-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）
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聞こえてきますか、技術の鼓動。

富

士

時

報

環
境
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
特
集

定価525円（本体500円）

昭和40年6月3日　第三種郵便物認可　平成12年7月10日発行（毎月1回10日発行）富士時報　第73巻　第7号（通巻第784号）

環境・省エネルギー特集
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