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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）
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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
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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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図６　乾燥機の全景
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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。
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図７　製品充てん部
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