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環境システム技術特集



美しい星を 
未来に引き継ぐために。 

コンサルティング, 技術企画, 設計・製作,  
プラント建設, アフターサービスの一貫した 
対応力が富士電機の技術です。 

●粗大ごみ処理施設　●リサイクルプラザ 

●不燃物資源化施設 

●最終処分場浸出水処理施設　●各種排水処理施設 

横型回転式破砕機 

川角リサイクルプラザ 

 富士電機の環境システム技術 
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1．はじめに

富士時報は，技術情報誌として若いころから裨益される

ことが多かったが，私の生まれた大正 14 年よりさらに 1

年前に出版が開始されていたとは知らなかった。

また，古い話に類するが，私が昭和 40 年前後の 10 年間，

富士電機の技術者約 10 人と私的話し合いでゼミを開いて

いたこともご存知の方は少なくなった。当時，富士電機は

ジーメンス社との提携が生産段階まで実り，エッシャー

ウィス社とのクローズドサイクルも，北海道豊富や NKK

で実用機が建設中であった。従って，ゼミの話題は主とし

て翼列関係であったが，私が高速プラズマに興味を持ち始

めていたこともあって，富士電機が得意とする大電流遮断

器の議論にも参加させていただいた。生産社会に触れ私は

多大の影響を受けることになった。

昭和 45 年から大学命令でアメリカに研究，教育出張と

なり，両者の定期的関係は薄れたが，当時世界的に環境へ

の興味の成長期であったことから，両者の意見の交換は続

いた。私もすでに昭和 40 年前後から，東京都や国の審議

会専門委員会に参加し，廃棄物処理など将来の環境問題に

関わっていた。このころ電気絶縁物，つまり PCB処理の

組織ができ，私はその技術委員長を勤めた。富士電機は最

もよく協力し，三重県に全自動の電力用コンデンサ処理設

備を完成した。その後，排水処理関係で凍結融解処理を実

用化し成功を収めている。

ひとつ私として残念なのはジーメンス社がロータリーキ

ルン式廃棄物熱分解設備を完成し，富士電機に受けてもら

いたかったが，実現しなかったことである。

２．技術上の諸問題の変遷

環境に関する永い歴史の間には，技術的問題点の移り変

わりが大きい。

列挙すれば次のとおりである。

２.１ 昭和60年当時

第一種の問題（緊急に解決を要する問題）として，

自動制御・自動化の方法と限界

目的：環境保護，省エネルギー，危険防止

対象：清掃車の管理，深夜のごみ投入，燃焼状態，有害

物質の発生抑制，蒸気量の変動，危険作業

方法：検出端・制御因子・制御ループの組み合わせなど

発電・熱利用の促進

発電を持つ焼却炉の普及，発電効率の改善〔蒸気条件

の改善（過熱器），凝縮器温度の低下，複合サイクル，

小型タービンの効率改善〕，熱利用の促進（自治体内他

設備との併設，他産業・住宅・ビルに供給），電力利用

の開発（空気輸送・電気自動車，自治体内他設備との併

設）

無排水技術（塩類の処理，重金属の除去）

耐火材の使用指針の確立（炉構造，ダクト，煙突）

があり，さらにストーカ式焼却炉では，

旧炉の処置（機械設備：炉の更新，環境装置の追加補

強）

炉・ストーカ設計技術の確立

流動床式焼却炉では，

破砕動力，流動化エネルギーの減少

ごみ供給装置の一様連続性能

残さの取出し装置（大きい不燃物対策，粉じんの防止，

灰と砂の持つ熱エネルギーの損失防止）

生ごみ供給部の密封性能（臭気対策）

フリーボードの燃焼改善

などの問題点があった。

第二種の問題（近々解決すべき問題）としては，

廃ガス処理（HCl，NOx の規制強化対策の確立，水

銀・フッ素・ヒューム・ダイオキシンへの対応）

排水処理（主として水銀と塩類の処置）

残さ処理（特に集じん灰固化技術）

などがあった。

２.２ 現在における問題点

今後の処理システム・技術に求められる条件・配慮とし

ては，

製造面，処分面における有害物質対策の強化

製造者責任の拡大にともなう再使用・再利用・無害化

処理を考慮した循環技術の組込み〔製造技術の転換，

LCA（Life Cycle Assessment）〕

国全体をカバーできる分別・リサイクルシステム総合（3）
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技術（容器包装，廃車，廃家電，建設廃材，食品などへ

の適用）の完成

が挙げられる。

プラスチック関連では，発生源での分別や個別再使用，

再利用・原料化（レジン，ナフサ，油化），前処理・処分

の検討，製鉄用還元剤への利用，RDF（Refuse Derived

Fuel）化やサーマルリサイクルの再評価，炭化再利用（金

属精錬，燃料化）などがある。厨芥・食品廃棄物関係では，

メタン化技術，飼料・肥料製造技術の向上が求められる。

熱処理の再評価という観点からは，焼却と灰溶融技術の安

定運転，ゼロエミッション化・灰のセメント化，さらに各

種溶融熱分解の評価と安定運転の完成，低コスト・ゼロエ

ミッション化・高圧高温化・メタノール／水素化の追求な

どが挙げられ，これに併せて都市計画と廃棄物処理，総合

エネルギー・熱利用計画の統合が求められる。

ここで，熱分解の再評価について少し詳しく触れておき

たい。

ガス化溶融炉は，溶融のコスト，排ガス処理のコストで

有利性を持っている。キルン式はチャーの系列に不燃物分

が含まれるため，高温でのチャーの着火を防止しながら分

別する必要がある。一方，流動式は不燃物の分別は自然に

行われるが，溶融炉の熱バランス上はやや不利であり，自

熱溶融のごみ発熱量限界が高くなるため，空気予熱を行い，

燃料消費を最小にする必要がある。また，熱バランスの改

善や発熱量変動に対応するためにごみの予備乾燥が必要で

あり，熱分解から溶融まで一貫運転となる為に各部の安定

性も必須である。溶融炉耐火材の補修時期，方法などの選

定は勿論のこと不燃物の冷却，取出し分別装置に至るまで

安定した運営管理が求められる。

各方式に共通な事項としては，灰の性質（特に溶出特性）

の安定化が重要なポイントであり，溶融物の滞留時間が短

い設備は特に注意を要するところである。また溶融物の有

効利用，溶融飛灰の処理などを解決することが重要である。

一方，新たに開発が進められている新型機械炉のあり方

としては，水冷ストーカ方式，新しい燃焼制御方式，酸素

供給・廃ガス再循環その他の改善が注目を集めるところで

ある。

ガス化炉か機械化炉かの論議は今後も活発に続けられる

であろう。

３．廃棄物制度の日本的特徴

日本の廃棄物制度の特徴，言い換えれば問題点とも言え

ることをまとめると，

一般廃棄物処理が公費でまかなわれている。

国庫補助のため建設計画の主導権を国が握っている。

一般廃棄物処理の民営化が進まない（補助金，民営の

信用，公共の権限意識，利益を組み込みにくいなど）。

産業廃棄物においては，政策面での国の指導が不足し

ている。

地域プロジェクトが国の補助事業で，民間主導・自治

体主導のプロジェクトが不足している。

などである。

４．日本の環境事業の将来のために

今後，わが国は，物流，エネルギーなどの価格構造を改

善しなければ将来に禍根を残す事となろう。また，国家・

自治体財政のみに頼らず，直接，企業・地方から事業を生

み出すとともに，自治体や企業の適正規模と分布の再検討

を進める必要がある。

５．日本の進むべき方向

技術にも事業にも企業の独自性を発揮しつつ，国・大

学・企業間の研究・開発・事業の協同化を推進するととも

に，国の行政に対して自治体と企業の意見を強く反映させ，

循環型処理・処分の効率化を軸にして，行政の仕組みを再

編する必要がある。

また，

PFI（Private Finance Initiative）を企業の事業とし

て魅力ある形にする。

事業の中に新しい権力を作らない。

地域と民間主導のプロジェクトを増やす。

産業廃棄物処理分野に大企業も参入し，業界をしこり

なく再編成する。

などについても検討してゆく必要がある。
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まえがき

今日の環境問題は，人類の社会経済活動における大量生

産・大量消費・大量廃棄の流れと自然環境の自立的生態系

循環のアンマッチングによって発生している。すなわち，

社会経済活動が，その基盤となるさまざまな資源・エネル

ギーを自然界からの採取に依存して成り立っているのに対

し，不要となった物質などは自然界の自立的生態系に順応

できる形態で排出されていないために環境破壊が発生して

いる。

地球温暖化については，最近 100 年間で二酸化炭素の排

出量が 1900 年の 5 億 3,400 万 t（炭素換算）から 1997 年

の 65 億 9,000 万 t（炭素換算）へと約 12 倍に増加し，そ

の間地上気温は世界全体で 0.6 0.2 ℃，日本で約 1℃上昇

した。このまま対策がなされなければ，地表気温は 21 世

紀末までには 1.4 ～ 5.8 ℃上昇し，海面水位は 9 ～ 88 cm

上昇すると予測されている。海面の上昇は，洪水の増加，

海岸の浸食，地下水の塩水化などにより生態系，食料生産

などへの影響をもたらすこととなる。また，自然環境から

採取した化石燃料である石炭や石油の燃焼などに伴って，

硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中に放出され，酸性雨と

なって地上に沈着し森林の衰退など自然環境を破壊してい

る。

これらの環境問題を地球規模で解決するため，2002 年

度はヨハネスブルグサミットが開催され，わが国も国際的

に「持続可能な社会づくり」すなわち，現在享受している

恵み豊かな環境とそれに基づく安定した経済社会が，未来

永劫私達の子孫に引き継がれるために環境の視点からの社

会構造改革を推し進めている。

富士電機では「豊かさへの貢献」「創造への挑戦」「自然

との調和」を経営の基本理念に定め，環境に関するさまざ

な技術開発と環境ビジネスの展開を推進するとともに，各

工業会の自主行動計画（産業構造審議会の業種別ガイドラ

インにのっとったもの）と歩調を合わせた自主目標を設定

し，自らの企業活動においても継続的な環境負荷低減に取

り組んでいる。

本稿では，新たな環境技術の開発動向と富士電機の事業

への取組みの紹介，さらに今後の展望について述べる。

各省庁の環境関連予算

2002 年度の環境省，経済産業省，国土交通省，農林水

産省の環境関連予算規模は，4 省で総額 1兆 7,432 億円で

ある。これに対し，2003 年度の環境関連予算の要求額は

４省の合計で 2 兆 1,200 億円にのぼり，20 ％以上の大幅増

となっている。特に，循環型社会の構築と地球温暖化防止

対策の 2 分野が重点対象となっており，省別の内訳は，環

境省 3,045 億円，経済産業省 3,822 億円，国土交通省 8,223

億円，農林水産省 6,116 億円となっている。

各省の新規予算要求項目として，環境省は日本最大規模

の不法投棄事件として知られる青森・岩手県境の 82 万 m3

に及ぶ不法投棄の現状回復事業に代表される「産業廃棄物

不法投棄地再生事業」「廃棄物処理施設に対する温暖化対

策補助事業」「ナノテクを活用した環境技術開発推進事業」

などを計上している。経済産業省は「環境配慮経営の推進」

「省エネルギー技術戦略に基づく省エネルギー技術開発の

推進」などを計上し，国土交通省では「燃料電池の実用

化・普及」などがある。世界的な動向とも鑑み，環境関連

への投資は今後とも増加していく方向であると考えられる。

環境関連の法規制と日本の廃棄物の現状

３.１ 環境関連の法規制

膨大な廃棄物の排出，その処理施設の不足や処理コスト

の増大，あるいは不法投棄などが大きな社会問題となって

いる。一方で石油などをはじめとする大量の資源消費に伴

う地球環境悪化は，近年著しいものがある。そこで，大量

消費，大量廃棄の現状を大きく改善するための公的なルー

ルづくりがなされてきている。このルールの基本が環境基

本法であり，各リサイクル法との関係および法整備の主旨

についてまとめたものを図１に示す。「環境基本法」は，

地球環境保全，資源循環といった理念をまとめたものであ

＋－

環境システム技術の現状と展望

104（4）

矢内 銀次郎（やない　ぎんじろう） 臼井　正和（うすい　まさかず） 梅本　真鶴（うめもと　まつる）



環境システム技術の現状と展望

り，その理念を具体化したものに「循環型社会形成推進基

本法」（循環社会基本法）や「資源の有効な利用の促進に

関する法律」（資源リサイクル法）が位置づけられる。ま

た，廃棄物処理の観点から「廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律の一部を改正する法律」（改正廃棄物処理法，廃棄

物処理法については，115ページの「解説」参照）があり，

個別製品のリサイクルについては，1995 年に容器包装廃

棄物のリサイクルを促進する「容器包装に係る分別収集及

び再商品化促進等に関する法律」（容器包装リサイクル法）

が整備され，1998 年には家電 4品目（テレビ，冷蔵庫，エ

アコン，洗濯機）のリサイクルをメーカー主導で行う「特

定家庭用機器再商品化法」（家電リサイクル法）が整備さ

れた。さらに，2000 年には一定規模以上の解体工事など

において分別解体を義務づける「建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律」（建設資材リサイクル法），食品廃

棄物の発生抑制を定める「食品循環資源の再生利用等の促

進に関する法律」（食品リサイクル法）が整備された。さ

らに国や自治体の公共機関に消費者として環境負荷低減に

資する物品・サービスの調達を義務づける「国等による環

境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）

も整備された。

循環型社会形成推進のための施策体系としては，上記の

ほかに「産業廃棄物処理施設整備促進法」「家畜排せつ物

の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」（家畜排せ

つ物適正処理法）「使用済自動車の再資源化等に関する法

律」（自動車リサイクル法）などもある。

３.２ 日本の廃棄物の現状

廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に大別され，

一般廃棄物はおよそ 5,000 万 t/年，産業廃棄物はおよそ４

億 t/年発生しており，いずれもこの 10 年間量的に大きな

変化はない。

一般廃棄物の中では，容積の占める割合が大きい容器・

包装のリサイクルが課題となっているが，1999 年でガラ

ス，紙などの合計で 85 万 t 程度までが回収されてきてい

る。また，家電リサイクルに関しては，使用済み家電製品

がテレビ，冷蔵庫，エアコン，洗濯機の 4 品目合わせて

200 万台以上（質量で 60 万 t/年）になっていると推定さ

れている。

産業廃棄物は，業種別で多く発生しているのは建設分野，

農業分野，公共事業分野である。また，種類別では各種汚

泥，動物ふん尿，建設廃材の順となっている。動物ふん尿

や建設廃材については，前述の法規制が今後実施される予

定である。

国の法規制の下に動き始めた「持続可能な社会づくり」

に向け，一部でリサイクルが実施され始めているが，さら

に環境に関する革新的な新技術の開発，新事業の開拓が今，

強く求められている。

富士電機の環境事業への取組み

富士電機は，これまでに得た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・再資源化，環境情

報システムの各分野に適用し，循環型社会の構築と地球温

暖化対策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。表１に富士電機の環境関連技術と製品を，また図

２にその適用イメージを示す。さらに，個別システム・

サービスについて以下に紹介する（詳細は本特集号の別稿

を参照されたい）。

４.１ リサイクルプラザ

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（またはセンター）と呼称される施設にて処理，

資源化されている。富士電機では，この種の粗大ごみ・資

源ごみ処理および再資源化施設を 1975 年以来 116か所に

納入している。最近では埼玉西部環境保全組合（処理能力

45 t/5 h）に納入している。この施設は分別収集に合わせ

て， 6 系統ラインにて処理を行うことにより，きめ細かい
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容器包装リサイクル法 1995年6月公布 
瓶，PETボトル，紙パック，段ボールなどの 
容器包装の再資源化を義務化。 

食品リサイクル法 2000年6月公布 
食品廃棄物削減と再資源化を義務化。 
対象は食品メーカー，スーパーマーケット 
など。 

建設資材リサイクル法 2000年5月公布 
特定建設資材（コンクリート，アスファルト， 
木材）の分別解体と再資源化を義務化。 

家電リサイクル法 1998年5月公布 
テレビ，冷蔵庫，エアコン，洗濯機4品目の 
再商品化を義務化（60万t/年）。 
消費者が廃棄時に料金を払う。 

グリーン購入法 2000年5月公布 
国の機関はエコマーク製品など環境負荷の少 
ない製品の購入を義務化。 
地方公共団体は努力義務を付加。 

改正廃棄物処理法 
　2000年10月施行 
 
　適正処理の推進 
　（野焼き禁止など） 
　排出者責任強化 
　産業廃棄物処理への公共 
　関与の推進 

資源リサイクル法 
　2000年10月施行 
 
　リデュース（発生抑制） 
　リユース（再使用） 
　リサイクル（再資源化） 
　の推進 
　（自動車，パソコンなど 
　　の部品再使用，家電の 
　　省資源設計） 

改正廃棄物処理法 
　1997年6月公布 
 
　適正処理 
　減量化 
　リサイクルの推進 
　不法投棄の防止 

循環社会基本法 
　2000年6月公布 
 
　物質循環の確保 
　天然資源消費抑制 
　環境負荷低減 

環境基本法 
　1993年11月公布 
 
　地球環境の保全 
　資源循環の促進 
　環境基準 
　（環境の基本計画） 

図１　循環型社会形成にかかわる基本法・リサイクル各法の関連
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選別を行い可能な限り資源の有効利用を図っている。粗大

ごみは，横型高速回転式破砕機などにより選別に最適な粒

度に破砕し，機械分別により，不燃物，可燃物，鉄および

アルミニウムの 4 種の分別を高純度・高回収率で行ってい

る（図３）。

４.２ 最終処分場施設

リサイクル・中間処理後の廃棄物残 （ざんさ）は，最

終的に埋立て処分される。このような最終処分場システム

も手がけている。最近では，2000 年に千葉県房総半島富

津町の丘陵林間地に，焼却残 ・不燃残 を主に面積

4,150m2，埋立容量３万 m3の最終処分場施設を建設した

（本特集号の別稿「廃棄物最終処分場における浸出水処理

システム」の図１参照）。

本施設は環境保全を第一に考え，地下水・土壌汚染を防

止するために二重の遮水シート構造を採用し，また万一

シートが損傷しても漏水を止めることができる「自己遮水

材」を採用している。さらに浸出水処理施設は最新技術の

高度処理設備を設け，二次公害の防止に万全を期した施設

となっている。
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表１　富士電機の環境関連技術と製品 

エネルギー 

【クリーンエネルギー】太陽光発電システム，風力発電シス 
　テム，燃料電池発電システム，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，ガスタービン発電 
【水力発電】揚水発電，小水力発電 
【省エネルギー】ESCOサービス，コージェネレーション 
　システム，氷蓄熱システム，インバータ，高効率モータ， 
　省エネルギー自動販売機，エコモニタリングシステム， 
　省エネルギー診断サービス 

水環境 

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，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，紫外線消毒装置， 
浸出水処理システム，集落排水処理システム，中和・凝集処 
理システム，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 

大気環境 
大気環境計測システム，煙道排ガス分析装置，赤外線ガス分 
析計，焼却炉用燃焼制御システム，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 

ゼロエミッ 
ション 
再資源化 

粗大ごみ処理システム，灰溶融再資源化システム，乾留シス 
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環境システム技術の現状と展望

４.３ 灰溶融システム

直流電気抵抗式の還元溶融炉を中心とするプロセスを開

発し，1999 年に 10 t/日処理できる実証システムを完成さ

せた。一般ごみ焼却灰を対象に，100 日以上の実証運転に

成功し，（財）廃棄物研究財団から技術開発支援概要書の交

付を受けている。ダイオキシン類をはじめとする有害物質

の除去，スラグ中の重金属含有量の低さおよび岩石化によ

る強度向上など，他の溶融システムに比較して差別化され

たシステムとなっている。

また，環境事業団から助成金の交付を受け，一般ごみ焼

却灰にほたて貝殻を混合溶融して 1 t 級ブロックを鋳造し，

海底に設置することにより優れた藻床となることが実証さ

れた。

４.４ バイオマス利用技術

有機性廃棄物に関しては，これまで主に焼却処理がなさ

れてきた。しかしながら，食品リサイクル法，家畜排せつ

物適正処理法などにより，有効な資源としての利用が義務

づけられつつある。対象となる有機廃棄物の種類により，

嫌気性メタン発酵やコンポスト化，あるいはガス化といっ

た形で有効利用を図るべく技術開発中である。

富士電機では，従来から開発してきた都市ガス用燃料電

池発電システムをバイオガス仕様に一部変更し，メタン発

酵システムと組み合わせたシステムを完成させ，稼動中で

ある。このシステムでは，生ごみを粉砕してスラリー状に

し，嫌気性発酵槽でメタン発酵させ，脱硫などの処理後，

燃料電池発電装置に供給している。バイオガス中のメタン

濃度は 60 ％程度と低いものの，現在まで順調に運転され

ている（本特集号の別稿「バイオマス発電にかかわる取組

みと技術開発」の図１参照）。

４.５ 移動態情報管理サービス

産業廃棄物の一般廃棄物への混入防止，一般廃棄物の収

集地域管理，ごみの地域範囲を越えた越境防止，あるいは

産業廃棄物のマニフェスト対応，情報管理などの目的で，

衛星回線を使った移動態情報監視システムを開発した。各

ごみ収集車車載機などの端末から衛星回線を使ってセン

ターに情報を集め，リアルタイムで処理・発信が可能であ

る。今後，社会システムの中で，廃棄物管理以外にも食品

管理などいろいろな利用方法が開発されていくと考えられ

る（本特集号の別稿「移動態情報管理サービス」の図２参

照）。

富士電機は，以上のほかにも 2002 年 12 月に稼動した三

重県の RDF（Refuse Derived Fuel）発電システムや，水

環境関連で水電解次亜塩素酸生成装置，凍結融解装置など，

環境に関する多種のシステムを開発してきている。

あとがき

21 世紀は環境の世紀といわれている。企業，事業体は

もとより，住民や行政までも包含した輪を広げることで，

さまざまな廃棄物の適正な取扱いを進め，快適な社会を構

築していくことが望まれている。そのために，富士電機の

開発したさまざまなシステムを社会に投入し，具体的な貢

献を図っていきたいと考えている。

特に，環境システム分野では，リサイクル施設を中心と

した高度マテリアルリサイクルの推進，有機性廃棄物から

の発電・熱利用を中心としたエネルギーリサイクル，これ

らのシステムの運転管理・保守（O&M）に情報関連機器

を加えたサービス事業の三つの柱を中心に企業活動を進め

ていく所存である。
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まえがき

今日，資源の有効利用と廃棄物の適切な処理について，

その重要性に異論を唱える人はいない。一方，その問題の

解決の難しさについても，明確に否定できる人はいないと

思われる。

富士電機は，この重要で困難な問題にいち早く取り組み，

1975 年には日本初ともいえる不燃物資源化プラントを完

成させた。以来，日本全国に多くの廃棄物資源化施設を建

設し，実績と経験を積み上げてきた。

この四半世紀の間には，第二次石油ショックによる省エ

ネルギーが叫ばれたかと思えば，バブル景気による大量消

費時代があり，現在は景気後退と財政難による閉塞（へい

そく）感に日本中が包まれている。このように大きくう

ねった日本経済と複雑にからみ合い，自然環境に関する問

題が次々とわれわれに問いかけられている。すなわち，資

源の枯渇問題であり，酸性雨やダイオキシン問題，二酸化

炭素の増大による地球温暖化問題，不法投棄による環境破

壊問題である。

このように資源の枯渇問題や徐々に悪化している環境の

破壊問題を断ち切るためには，１日も早い資源循環型社会

の実現が必要とされている。その一端を担うのが，廃棄物

資源化設備であり，リサイクルプラザもその一つである。

本稿では，富士電機の資源循環型社会の実現に向けての

取組みの一例として，富士リサイクルプラザ（図１）を紹

介する。

リサイクルプラザとは

２.１ リサイクルプラザの機能

リサイクルプラザの機能は，主に以下のとおりである。

ごみの資源化機能

各家庭から出されたごみの中から再生可能な物（鉄，ア

ルミニウム，ガラスなど）を回収し，資源化（高純度で輸

送が容易な状態に）する。

リサイクルプラザの工場施設がその機能を担う｡

環境問題の学習・啓発施設としての機能

環境問題やごみの分別について望ましい方法などを学び，

資源再生を体験する場となるとともに情報を交換する拠点

とする。

リサイクルプラザのプラザ施設がその機能を担う。

２.２ 資源化の処理フロー例

リサイクルプラザの工場施設では，各家庭から出された

ごみの中から，以下のような設備にて有価物を回収し，資

源化する。その一例を処理フロー順に，機能を説明する

（図２）。

受入設備

各家庭から出されたごみを受け入れ，次工程の供給設備

に送られるまで，一時貯留する。

一般には受入ホッパがその役割を担うが，粗大ごみのよ

うに大型の物や量が多い場合は，別にピットを設けクレー

ンなどで受入ホッパに投入する。また，危険物や処理不適

物などを取り除く必要がある場合や搬入車両から直接投入

することができない場合は，ダンピングボックスなどを設

ける。

供給設備

受入設備のごみを次工程の破砕設備や選別設備に送る設

（2）

（1）

（2）

（1）
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図１　リサイクルプラザの全景



富士リサイクルプラザ

備である。一般的には，エプロンコンベヤや桟付きのベル

トコンベヤであり，次工程に定量的かつ強制的に供給する

役割を担う。

破砕設備

不燃ごみや粗大ごみから有価物を回収するためには，ご

みを構成する有価物と有価物以外とを分離・分解する必要

がある。

本設備は，次工程の選別設備で処理が可能な状態に破砕

する設備である。また，破砕することによりかさ比重が大

きくなり，粒度も均一化される。このため，次工程への搬

送効率を上げ，次工程での安定した処理を可能にする。

本設備の性能は，選別性能の良否に大きく影響する。

選別設備

機械選別装置や手選別コンベヤを用いた人手による選別

で，ごみの中から有価物を回収したり，逆に有価物以外を

除去する設備である。

機械選別装置としては，粒度や比重差により選別するふ

るいや風力選別機，磁力を用いて磁性体（鉄分）を選別す

る磁選機，渦電流を用いて非鉄金属（アルミニウム，銅）

を選別するアルミ選別機などがある。

再生設備

前工程の選別設備で回収された有価物を高純度で輸送が

容易な状態に再生し資源化する設備である。

具体的には，鉄やアルミニウムは圧縮成型し，PETボ

トルやプラスチック類は圧縮・梱包（こんぽう）する。ま

た，生瓶を除く瓶類はカレット状に破砕し（生瓶は，選別

設備にて抜き取りケース詰め），白色トレイは袋詰めを行

う。
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富士リサイクルプラザ

３.１ 資源化機能（工場施設）

破砕性能の良否は，２.２節 項の破砕設備で述べたとお

り，回収される資源の純度と回収率に大きく影響する。そ

こで，富士電機の破砕機（図３，図４）について次に説明

をする。

破砕機には，大きく分けて高速回転型と低速回転型があ

る。前者はハンマによる衝撃もしくは衝撃とせん断力によ

る破砕を行い，後者はカッタによるせん断破砕である。

富士電機の破砕機は，回転するハンマで投入ごみをはね

上げて衝突板に当てて破砕するとともに，ハンマとグレー

ドバー（スクリーン）との間でせん断破砕する横型高速回

転式である。

以下に，その主な特徴を説明する。

衝撃だけの破砕機は，展性・延性のある物（金属，プ

ラスチック，水分のある木質など）を破砕できない。

富士電機の破砕機は，せん断破砕も同時に行うので，

ハンマとグレードバーの間げきを調整することにより希

望する粒度に破砕可能である。

処理する物が，硬い物や表面が滑らかでカッタが掛か

らない物の場合，カッタによるせん断式（巻込み式）の

破砕機では，うまく巻き込めず空回りする。

富士電機のハンマによる破砕機は，徐々に破砕するこ

とが可能であり，確実に破砕可能である。

カッタを用いたせん断式（巻込み式）の破砕機は，ご

みが大量投入されるとかみ込みを起こしやすく，定量

フィーダなどを設け，連続投入を避ける必要がある。

富士電機のハンマによる破砕機は，定量フィーダを設

けることなく連続投入が可能である。

カッタを用いた破砕機は，刃こぼれや摩耗が早いが，

富士電機の破砕機は刃こぼれの心配がなく摩耗のしにく

いハンマ式である。

また，ハンマはロータの外周にピンで取り付けられて

おり，処理する物と衝突すると衝撃を与えるとともに後

方に倒れ，自身への衝撃を緩和するスイングハンマであ

る。さらに，ハンマや衝突板は，耐摩耗性特殊鋳鋼を使

用している。このため，優れた耐久性を備えている。

富士電機の破砕機は，横型回転破砕機であるため，竪

（たて）型と比べケーシングが大きく開く。また，油圧

ユニットでケーシングを容易に開閉できるため，メンテ

ナンス性に優れている。

処理不適物と指定されていても，処理するごみの中に

危険物が入っていないという保証はない。特に爆発物は，

重大な事故につながるので十分な対策が必要である。

カッタを用いたせん断式（巻込み式）の破砕機は，定

量フィーダにより破砕機の横からごみを投入する。この

ため，破砕機の真上に爆風風胴を設けられない。

富士電機の破砕機は，定量フィーダがないので投入口

が破砕機の上部にある。このため，爆風風胴を破砕機の

真上に広く設置可能である。したがって，万一ガスボン

ベなどが爆発したときも，爆風が風胴を通って天井から

大気に放出されるので安全であるとともに破砕機への損

傷を防止している。

せっかく資源を回収しても，そのために多くのエネル

ギーを消費しては意味がない。エネルギーを使うことは，

資源を使うことだからである。また，多くの自治体は財

政難に頭を悩ましており，ランニングコストを抑えなけ

ればならない。したがって，省エネルギー型の装置を選

定することが望ましい。

富士電機のはね上げ式破砕機は，巻込み式と比べ負荷

変動率が小さく，使用電力量が安定した省エネルギー型

となっている。

３.２ 環境問題の拠点施設（プラザ施設）

富士電機のリサイクルプラザは，環境問題の学習・啓発

拠点となるために次のような機能や設備を備えている（図
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（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（3）
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  くし刃 
（固定刃） 

くし刃， 
回転グレードバー 
（保護装置） グレードバー 

防振 
ゴム 

高圧電動機 

ハンマ（小） ハンマ（大） 回転方向 

投入 

ロータ 

排出 

衝突板ライナ 

図３　破砕機各部の名称

図４　破砕機の外観



富士リサイクルプラザ

５）。

周囲の景観に融合し，地域住民に親しまれる外観

資源化設備（工場施設）を安全に短時間で効率よく見

学するための見学者通路（図６～８）と小学生にも分か

りやすく今の環境問題を理解できる説明用設備

環境保全のために「これから何をするべきか」を考え

させる設備として，ごみとして捨てられた物を修理し，

再生することを実際に体験することにより，具体的な再

資源化の方法を学ぶことができる工作室

再生品を展示し，交換することができる展示施設や住

民どうしで情報を交換する場となる施設

あとがき

プラント設計において問題解決の方法は，そのプラント

によりさまざまであり，設計者は十分にプラントを理解し

なければならないと考える。今後とも培ったノウハウを

ベースに新たな技術開発を進めていく所存である。

（4）

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.76 No.2 2003

111（11）

●工作室 
　粗大ごみなどに簡単な補修や 
　清掃などを行い再利用できる 
　ようにする。備え付けの工具 
　などを使い修理ができる。 

●見学者通路 
　リサイクルセンターに搬入さ 
　れたごみや資源の処理工程と， 
　処理設備を中央操作している 
　様子が安全に見学できる。 

●展示ホール 
　再生品の展示コーナー，モニ 
　タによる施設案内，リサイク 
　ル情報コーナー，リサイクル 
　関係図書コーナーなどがあり， 
　いつでも市民が利用できる。 

●学習・会議室 
　大型モニタやビデオによる見学 
　者説明会，講演会などを行う。 

図５　プラザ施設の内部配置例

図６　見学者通路

図７　通路から見た中央操作室

図８　見学室から見た工場施設
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廃棄物がリサイクル，中間処理（焼却処理を含む）され

た後の残 （ざんさ）物は，最終的に埋立て処分される。

一般廃棄物は，管理型最終処分場に埋め立てられる。

埋立地のごみの層を浸透した雨水など（浸出水）は，埋

立地の底部や周辺部に設置した遮水シートにより遮水され，

集水管を経由して，集水ピットに集められる。この浸出水

を，自然環境・生活環境の保全を考慮して設定した放流水

質まで処理をし，安定した水量で放流できるようにするの

が，浸出水処理施設の役割である。

富士電機では，さまざまな水量，水質（流入および放流）

に対応した浸出水処理施設を現在までに 18か所納入して

おり，設計，施工，管理の技術の蓄積も進んでいる。

本稿では，浸出水処理システムの納入事例および今後の

課題について述べる。

青木山一般廃棄物最終処分場

2000 年 1 月 31 日に完成した本処分場は，千葉県の南房

総富浦町に位置し，焼却残 ，不燃残 を主に埋め立てる

最終処分場である。

環境保全を第一に考え，埋立地は地下汚染を防止するた

めに，二重の遮水シート構造を採用し，さらに万一シート

が損傷しても漏水を止めることができる「自己遮水材」を

採用した。また浸出水処理施設は，高度処理設備を設け，

二次公害の防止に万全を期した施設である。

図１に最終処分場の全景を示す。

２.１ 浸出水処理施設

２.１.１ 処理能力

1 日あたりの処理能力は 30m3である。

廃棄物最終処分場における浸出水処理システム
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花岡　憲一（はなおか　けんいち） 数見　英樹（かずみ　ひでき）

図１　青木山一般廃棄物最終処分場の全景



廃棄物最終処分場における浸出水処理システム

２.１.２ 計画水質

計画水質は，表１に示すとおりである。

２.１.３ 処理方式

浸出水の処理工程を図２に示す。

埋立地からの浸出水は，集水ピットを経て，沈砂槽で

土砂を沈降分離し，調整槽へ送られる。

調整槽では，汚水の水質，水量の変化を抑え，均一化

を図る。さらにカルシウムイオンなどを分散させるため

に，スケール防止剤が注入される。

次に pH 調整槽を経て，生物処理設備へ送られる。そ

の際，栄養剤（りん酸）が添加される。

酸化槽では，回転円板に多量に付着した好気性微生物

膜により BOD（Biochemical Oxygen Demand），COD

（Chemical Oxygen Demand）成分を酸化分解し，除去

する。

硝化槽で硝化菌の作用により，アンモニア性窒素を硝

酸性窒素に酸化する。

硝化処理水は脱窒槽に送られ，脱窒菌（嫌気性菌）が

メタノールを栄養源として，硝酸性窒素を無害な窒素ガ

スに還元し，大気に放散する。

再ばっ気槽では，残存している少量のメタノールの除

去と，処理水の活性化を行う。

処理水は，凝集剤が添加され，生物処理設備で生じた

汚泥や懸濁物を沈降分離する。

工程中 pHの変動に対応し調節するため，硫酸および

苛性（かせい）ソーダの注入設備が設けてある。

凝集沈殿槽の上澄水は，砂 過装置で微細な SS（Sus-

pended Solids）成分を除去し，活性炭吸着塔で残存す

る微量BOD，COD，色度成分を吸着除去する。

不純物を除去した処理水は，塩素剤で滅菌処理され無

害な水となり放流される。

凝集沈殿槽下部および脱窒槽底部にたい積した汚泥は，

間欠的に引き抜かれ，汚泥濃縮槽で濃縮された後遠心分

離式脱水機で脱水処理され，脱水ケーキは埋立て処分さ

れる。

図３に高度処理設備（砂 過，活性炭吸着）を示す。
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図２　浸出水処理フローシート

図３　高度処理設備（砂 過，活性炭吸着）

表１　計画水質 

項　目 

pH 

BOD 

SS 

COD 

T-N

原　水 

6.0～9.0 

250mg/L 

300mg/L 

100mg/L 

100mg/L

処理水 

5.8～8.6 

10mg/L 

10mg/L 

10mg/L 

10mg/L
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２.１.４ 施設の特徴

回転円板式生物処理法

埋立地浸出汚水特有の水量および水質の大幅な変動を吸

収し，常に安定した処理ができるよう，負荷変動に強い回

転円板式生物処理法を採用した。

高度処理施設

生物学的脱窒素，凝集沈殿に加え，砂 過，活性炭吸着

プロセスの組合せにより，処理の安定化を図り，微量有機

物，色度などについても，安全な高度処理ができる。

運転・管理が容易

埋立地の立地条件を考慮して，維持管理の容易な装置を

採用し，電気計装技術を応用した運転モードの切換など，

維持管理面も合わせて，運転管理の省力化を図った。

今後の課題

３.１ ダイオキシン対策

ごみ焼却施設から排出される焼却残 （焼却主灰，飛灰）

は高濃度のダイオキシンを含んでいるといわれている。そ

のため，焼却残 主体に埋め立てている最終処分場から出

てくる浸出水中には，ダイオキシン類が含まれている可能

性があり，放流先の公共水域の汚染原因の一つとして懸念

されている。

ダイオキシン類は低濃度でも環境への負荷が大きいので，

浸出水処理施設でのダイオキシン類の低減化の必要性が現

れ始めている。

３.１.１ 富士電機の設計ポリシー

ダイオキシン類のような難分解性でしかも蓄積性の高い

化学物質は，分解・無機化により半永久的に有害性の発現

する可能性がない状態まで無害化する必要がある。

ダイオキシン類の処理技術は，大別して分解法および分

離法に分けられるが，富士電機は上記の設計ポリシーに基

づき促進酸化法（AOP法）によるダイオキシン類の酸化

分解除去方式を推奨する。

３.１.２ 促進酸化法

促進酸化法は，オゾン（O3）の存在下で過酸化水素

（H2O2）または紫外線（UV）を添加することにより，酸

化力の非常に強いヒドロキシルラジカルを生成させ，主に

このラジカルがダイオキシン類のＣ＝Ｃの二重結合を切断

し，二酸化炭素（CO2），水（H2O），塩素イオン（Cl－）

にまで化学的に分解を行う方式である。

現在，実験レベルでの認証試験はほぼ終了しており，今

後は実機レベルでの実証試験が必要となる。

図４にダイオキシン類処理設備のフローシートを示す。

３.２ 脱塩対策

焼却率の増加および廃棄物の質の多様化により，焼却灰

の埋立てを主体とする最終処分場から排出される浸出水中

の塩類濃度が高くなっている。

これまでの生物処理を主体とした処理方法では，塩類の

除去は難しく，除去のためには脱塩設備が必要だと考えら

れている。

浸出水中の塩類を除去する方法としては，逆浸透膜

（RO膜）法，電気透析膜（ED）法，浸出水を蒸発乾燥さ

せる蒸発法，イオン交換法などがあるが，従来法と組み合

わせて使える RO膜法を提案する。

３.２.１ 浸出水処理におけるRO膜処理技術

濃厚溶液に圧力を加えると，濃厚溶液から希薄溶液に溶

媒が移行する。この現象を逆浸透と呼び，これに用いられ

る半透膜を RO膜と呼ぶ。浸出水の場合，濃厚溶液が原水

で，希薄溶液が処理水となる。

RO膜処理は物理化学処理で，装置を稼動することによ

り安定した処理水を生むことができる。したがって原水の

濃度，水量にかかわらず安定処理が可能である。

３.２.２ スパイラル型ＲＯ膜処理技術

RO膜として一般的に使われているスパイラル型とは，

平たい袋状の膜を巻き付けたモジュールである。

スパイラル型RO膜の特徴は次のとおりである。

（3）

（2）

（1）
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図４　ダイオキシン類処理設備のフローシート
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RO膜の除去特性から，塩類のみならず，SS，有機物

などをほぼ完全に除去し，高度な処理水を得ることがで

きる。

装置のコンパクト化および自動化が可能である。

原水塩濃度の変動にかかわらず，処理水の水質が安定

している。

以上のような特徴があるので，今後膜メーカーとの技術

提携を視野に入れながら，開発を進めていきたい。

あとがき

既納浸出水処理プラントの紹介と，今後の課題について

述べてきたが，今後浸出水処理施設を受注するためには，

他社と差別化をするために，富士電機の特異性を打ち出す

必要がある。そのためには，本稿で紹介した促進酸化法で

独自な方法を開発したり，高性能の RO膜を開発している

メーカーと技術提携をしていくなどの必要がある。

今後とも営業，メンテナンス，研究部門と一体となって

環境保全を目指して開発を進めていく所存である。

参考文献

田路明宏ほか．廃棄物埋立浸出水の高度処理．エヌ・

ティー・エス．2000．
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解　説 廃棄物処理法

廃棄物処理法の全体像

総
合
的
な
対
策 

①廃棄物の減量化・リサイクルの推進 
　　多量排出事業者の減量化推進 
　　リサイクルにかかわる規制緩和 

④産業廃棄物における公共関与の推進 
　　都道府県の役割明確化 
　　廃棄物処理センターの要件緩和 

⑤排出事業者の責任の強化 
　　マニフェストの最終処分終了の記載義務づけ 
　　原状回復命令の対策の拡充 

⑥適性処理の推進 
　　野焼きの禁止 
　　施設，業の許可要件などの強化 

②廃棄物処理に関する信頼性・安全性の向上 
　　設置手続きの明確化 
　　施設維持管理の適正化 
　　廃棄物処理業の許可要件の強化 

③不法投棄対策 
　　マニフェスト制度の拡充 
　　罰則の大幅な強化 
　　原状回復のための措置 

正式名称は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

であり，1970 年に公布された。廃棄物の排出抑制，

適正な分別，保管，収集，運搬，再生，処分などを行

い，生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目

的に制定されている。最近では，1997 年と 2000 年に

廃棄物の減量化・リサイクルの推進，ダイオキシン類

の問題，マニフェストの拡充と記載の義務化などへの

対応のために改正されている。図に示すように，総合

的な対策としては全体が六つの柱から構成されている。

法の 2 章，3 章で廃棄物を，その発生形態や性状の違

いにより「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類して

おり，それぞれの処理などについて国や地方自治体の

役割が明記されている。
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家庭から出るごみや事業所から出る不要書類などのごみ

は一般廃棄物（128ページの「解説」参照）と呼ばれ，各

市町村で収集し処分することになっている。産業廃棄物の

不法投棄事件が後を絶たない中で，一部の地域ではこの一

般廃棄物に産業廃棄物が混入され，住民の税金で運営され

ている清掃工場に持ち込まれていることが報告されている。

また，近隣の市町村からのごみが持ち込まれることもある。

ダイオキシン規制の強化などにより，より効率的に処理

するため近隣の市町村が共同で設備を更新したり，近隣の

自治体の清掃工場に処理を委託するなど，焼却などの設備

を共同で利用する広域化が進んでいる。また，家庭系ごみ

の収集運搬を直営車両および市町村の職員によって行って

いた自治体の中にも経費削減のためアウトソーシングに移

行するケースもみられるようになってきた。このような自

治体では，管理責任を明確にするための何らかの工夫が必

要とされている。

一般廃棄物では，地域住民の税金で清掃工場の運営がさ

れているため，地域範囲を超えた越境ごみや事業者の事業

利益に係る産業廃棄物が処分されることのないよう管理す

ることは行政の責任とみなされる。広域化では，各市町村

ごとに自地域からの搬入分に見合う処理負担費用が課され

るため，自地域以外での収集ごみが自地域分として搬入さ

れていないことをチェックすることが要求される。

アウトソーシングをする場合は，民間委託として，今ま

で以上に作業実態を把握できるようにして，住民へのサー

ビス低下を防ぐことが要求される。

本稿では，以上のような一般廃棄物の処理を担当してい

る市町村向けに提供している「一般廃棄物収集運搬管理情

報サービス」に焦点をあてて，岡山市での実証実験での成

果をもとに，本サービスを利用した自治体向け管理システ

ムの構築について紹介する。

一般廃棄物収集運搬管理情報サービス

２.１ 車載機器と動作

収集運搬車両としてはパッカー車を標準としている。ご

み収集車両に搭載されている標準車載機器を図１に示す。

図２は，全体のシステム構成を示している。衛星通信アン

テナには，GPS（Global Positioning System）測位ユニッ

ト，衛星通信ユニットおよび衛星通信用アンテナが内蔵さ

れている。インタフェース（IF）ボックスにより積込み

のためのパッカー起動信号および荷下ろしのためのダンプ

起動信号を検知し，自動的に積み下ろしを検知する。車載

器は，積み下ろしを検知したとき，GPS 測位ユニットで

検知した緯度経度情報および時刻情報とともに「積み下ろ

し」を発信する。ダンプ起動により荷下ろしした後の「最

初の積込み」信号により通知された位置情報から，ネット

ワークセンターは，これから収集する地域（作業域）を自

移動態情報管理サービス
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図１　標準車載機器
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動決定し車両に作業域を通知する。車載端末は大まかな作

業域情報および指定荷下ろし地点情報（指定された清掃工

場位置の情報），警戒地点情報（産業廃棄物の混入積載地

点として警戒すべき位置の情報）を持っており，以降の積

込みで作業域外のとき，「域外積載」として「異常積載」

検知信号を発信する。荷下ろしを検知した場合は，指定地

以外であったとき，「指定地外荷下ろし」として「異常荷

下ろし」検知信号を発信する。以上の，「最初の積込み」

「異常積載」「異常荷下ろし」は緊急を要する情報として衛

星通信および DoPa 通信（NTTドコモグループによるディ

ジタル携帯電話網を使った無線パケット通信サービス）に

より発信され，それ以外の正規の積載や荷下ろしは緊急を

要さない情報として DoPa 通信のみにより発信される。

２.２ 通信インフラとネットワークセンターの機能動作

車載の衛星通信装置からの信号は通信衛星を介して横浜

の通信センター（地上局）で受信され，ネットワークセン

ターには，専用回線で伝送される。一方，DoPa 通信信号

は DoPa 網を介して DoPa 局から専用回線でネットワーク

センターに伝えられる。ネットワークセンターは，これら

の 2 系統の通信インフラストラクチャー（インフラ）から

の信号を別々の専用回線で受信し，発信車両ごとにデータ

ベースに蓄積する。データベースサーバで重複する情報を

除外し，時系列に整理して走行履歴データとして保存する。

ネットワークセンターでは，車載器が持っている地図情報

より厳密な領域チェックができるレベルの地図情報を持っ

ており，車載器の領域判定を再確認する。荷下ろし指定地

確認や警戒地確認も同様に再確認している。

確認の結果，地域外の積載であれば「域外積載」緊急通

報として，あらかじめ設定してある通報先にファクシミリ

通報を行う。指定地外荷下ろしの場合は「指定地外荷下ろ

し」緊急通報として，警戒地積載の場合は「警戒地積載」

警戒通報としてファクシミリ通報を行う。図３に「警戒地

積載」警戒通報の例を示す。

さらに，異常積載した車両が指定された清掃工場に近づ

いたときに，再度，警戒通報として当該車両の接近をファ

クシミリ通報する機能があり，事前にチェック体勢を整え

ることができる。

一般廃棄物収集管理システムの構築

３.１ 一般廃棄物収集管理の基本

図４に一般廃棄物収集管理の基本概念を示す。ごみ収集

車両は，自治体地域内の事業系一般廃棄物および家庭系一

般廃棄物を収集して，あらかじめ定められた処理工場に搬

入することが基本である。そのため，いつどこでごみを収

集したのかを確認できることが必要となる。このとき，産

業廃棄物の混入が懸念されるような場所は，警戒地として

あらかじめ登録しておき，そこでの収集（パッカー起動）

を監視することができる。
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図２　システム構成

図３　ファクシミリ通報の例



移動態情報管理サービス

また，自治体地域外で収集した場合は，越境搬入となる

ことが予測されるため緊急通報ファクシミリを処理工場な

どに事前通知する。

これらの動態は，いつでもネットワークセンターのホー

ムページに接続すれば確認することができる。ホームペー

ジへのアクセス権限は IDとパスワードで管理している。

自治体では，登録したすべての車両の動態を見ることがで

きるが，収集運搬事業者では，当該事業者の登録車両のみ

見られるように制限をかけてある。この機能により，住民

からの問合せに対して，収集が，今どの地域で行われてい

るかをリアルタイムで確認し対応することができる。問題

のある車両の動態についても，自治体と事業者が同じ動態

情報を共有することで，事業者は自治体からの問合せに的

確に回答することができるため，住民へも迅速に対応でき

る。

家庭系一般廃棄物の収集を民間に委託する場合には，直

営車両のときより作業状況把握が困難となるため，上記の

機能は住民へのサービスの質を維持するうえで有効な手段

となる。

３.２ 広域管理への応用

広域管理の概念を図５に示す。従来それぞれの自治体地

域で個別に行ってきた自区処理の原則は，広域化に際して

も同様に行うことが必要である。

ごみ収集車両ごとに，収集許可または収集委託される地

域範囲が定められている。地域範囲では，１自治体で一つ

の地域範囲となる場合と複数の自治体が連合して一つの地

域範囲となる場合がある。また，１台の車両がこれらの一

つの地域範囲でのみ許可または委託されている場合と，複

数の地域範囲で許可または委託されている場合がある。

複数の地域範囲で許可されていても，それら複数の地域

範囲分を混載することは禁止されている。このような地域

区分・許可区分に対応して車両ごとに許可範囲を登録する

ことができ，かつ許可された複数の地域範囲の混載を検知

することが可能である。

図５のＡ市およびＢ町で許可された車両では，最初に積

載した地域範囲がＡ市の場合，以後の積載がＡ市以外のと

き域外積載として判定する機能により検知することができ

る。ここでいう最初の積載とは，ダンプ起動により荷下ろ

しした後の最初の積載である。したがって，この車両は，

途中の混載がないかぎりＡ市とＢ町での収集を交互に行う

ことは異常検知することなく作業可能である。

必要に応じてセンターホームページを見て，処理工場搬

入ごとに，どの地域範囲のごみ搬入かを判別することがで

きる。

図５のＤ市・Ｅ町・Ｆ町のような連合地域では，それら

を一つの地域範囲として登録しておくことにより，どの区

分で積載しても異常扱いしないことが可能である。ただし，

その中のそれぞれを区分することはできない。

動態管理の実際

４.１ 一般廃棄物収集作業管理

廃棄物の収集作業情報は，メインメニューのうちの一般
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図４　一般廃棄物収集管理の基本概念
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〔許可の例〕 
　ごみ収集車両ごとに下記の収集許可区分がある。 
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図５　広域管理の概念
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廃棄メニュー画面から取得する。

最初の積載から排出までの一連の積み下ろし作業経過の

すべてをリスト形式で表示する「すべて検索画面」の例を

図６に，異常な積み下ろしの場所・時刻のみをリスト形式

で表示する「通報のみ検索画面」の例を図７に示す。

自治体では収集開始時間を定めており，あまり早い時刻

からの収集開始は，住民のごみ出しが間に合わず取り残し

となることもあり住民からの苦情につながる。

一方，適正に収集作業しているにもかかわらず，住民か

ら収集が早すぎるとして苦情を申し立てられることもある。

このような場合に，「すべて検索画面」では，検索する時

間幅を狭めて，全車両の作業動態をモニタすることができ，

問題となる作業時間を確認して，住民への説明に利用する

ことができる。作業が不適切な場合には，事業者にリアル

タイムで指導することができ迅速な管理を実現できる。

４.２ 通報の詳細確認

異常な積み下ろしがあれば，その都度，ファクシミリ通

報が届いているが，「通報のみ検索画面」でも確認するこ

とができる。この画面で，異常通報された車両および日時

を確認し，「すべて検索画面」にて車両と異常通報された

事象の発生時間を含む時間を指定して，異常作業前後の作

業をモニタし，同時刻帯の航跡図（図８）を参照すること

で，より正確な状況を把握し適切な判断と指導ができる。

あとがき

本稿では，移動態情報管理サービスの中で，一般廃棄物

収集管理に的を絞り，自治体での管理システムとしての応

用について紹介した。一般廃棄物の管理のほか保健所政令

市では，産業廃棄物処理に係る適正化指導への適用も視野

に入れ，総合的な廃棄物管理システムの提供を目指す所存

である。
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図６　積載・荷下ろし照会画面（すべて検索）

図７　積載・荷下ろし照会画面（通報のみ検索）

（a）異常積載点拡大 （b）異常積載含む全航跡 

図８　航跡図確認
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資源循環型社会の構築は 21 世紀の環境保全には不可欠

であり，きわめて重要な課題である。

都市ごみは年間 5,000 万 t 発生し，78 ％が焼却処分され，

質量で 10 ～ 15 ％が焼却残 （ざんさ）（主に焼却灰）と

なる。この焼却灰は全国 2,000か所以上の最終処分場に埋

立て処分されている。最終処分場の埋立て可能残余年数が

切迫しており，新規立地も難しくなってきている。富士電

機（株），大平洋金属（株），ラサ商事（株）は直流電気抵抗式

の焼却灰溶融処理再資源化システム（パラエコシステム）

を共同開発し，実用規模 10 t/日の実証設備にて（財）廃棄

物研究財団の技術支援を受け，100 日以上の実証運転に成

功した。

このシステムは焼却灰を溶融工程で重金属の含有量が非

常に少ないクリーンスラグとメタルに分離し，クリーンス

ラグは結晶化し建築資材などに再利用し，メタルも有価物

であるため，資源循環型社会の構築に寄与できるシステム

である。

システムの概要

２.１ システムフロー

システムの処理フローを図１に示す。搬入された焼却灰

は取扱い上 15 ～ 35wt ％の水分を含んでいるため粗大物

をふるい分け後，水分を乾燥工程で 1 wt ％以下にし，

焼却灰溶融処理再資源化システム
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図１　システムの処理フロー
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ホッパに貯蔵する。

乾燥した灰とMgOを主成分とする成分調査剤（ドロマ

イト），還元剤（粉コークス）を配合し，直流電気抵抗加

熱炉で溶融処理する。焼却灰は溶融スラグの表層部にて還

元溶融され，灰中の金属酸化物は金属となり，溶融スラグ

と比重分離し，溶融スラグ下方に沈降し蓄積する。

溶融スラグはスラグ層の下部から取り出し，大塊石の場

合は鋳型に鋳込み自己熱で結晶化する。砂利の場合は連続

鋳造，破砕機で砂利に適合する大きさにし，熱処理炉（約

900 ℃）で結晶化する。乾燥工程の排ガスは，バグフィル

タ，活性炭で有害物質を除去し大気中に放出される。バグ

フィルタでトラップされたものは電気炉に投入され，吸着

状態の低下した活性炭は還元剤として溶融時に有効利用さ

れる。また，溶融炉の排ガスは，二次燃焼塔で 900 ℃程度

まで昇温し，熱分解されたダイオキシン類の再合成を防ぐ

ため，冷却塔で 200 ℃まで急冷後，バグフィルタにて除じ

ん，活性炭で有害物質を吸着し大気中に放出される。

２.２ 溶融炉

灰溶融炉は方式により図２に示すように分類される。大

別すると，灯油などの燃料の燃焼熱で灰を溶融する燃料加

熱式と電気エネルギーを用いる電気加熱式である。燃料加

熱式では灰の表層部のみが溶融されるため，スラグと金属

の比重分離は困難であり，また，電気加熱式でのアーク・

プラズマ方式は熱効率が低いという欠点がある。電気抵抗

式（交流，直流）は熱効率が高く，さらに直流抵抗式は安

定した静かな溶解でスラグとメタルの比重分離が進みやす

い。

パラエコシステムの溶融炉は主電極と炉壁も炭素材で構

成して直流電流を主電極ー溶融スラグー炉壁ー炉底電極の

回路で通電してスラグのジュール熱で灰を直接溶融する方

式であり，高効率の加熱を実現している。スラグとメタル

の分離促進のため，炉内の溶融スラグを焼却灰で上面を全

面カバーし，雰囲気と溶融スラグの反応を遮断して，添加

した炭素粉で金属酸化物を還元溶融している。

炉内のスラグの流れ，温度の解析を有限要素法で行った

結果を図３～５に示す。この解析では電気・熱・流れの連

成計算を，電流分布計算/ジュール発熱計算/スラグ対流

計算を繰り返し行った。１ループごとに抵抗率，粘性率，

密度，熱伝導率を修正する。スラグと灰の界面には灰の顕

熱，融解熱，気化熱，還元反応熱を考慮している。

計算結果から電極端部の電界強度の高い場所の近傍に

ホットポイントが生成され，これにより対流が生じ，スラ

グ内の温度が均一になっていることが分かる。

主電極は運転とともに消耗していくが，運転状態に合わ

せた電力，主電極位置の自動制御技術により，安定した溶

融を実現している。

２.３ 成分調整剤

焼却灰は SiO2，CaO，Al2O3が主成分で，それに Fe2O3

（FeO）を 5 ～ 7wt ％含有している。還元溶融し，スラグ
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灰溶融方式 
回転式 

固定式 

表面溶融式 

旋回溶融式 

内部溶融式 

電気抵抗式 
電気加熱式 

燃料加熱式 

誘導加熱式 

プラズマ式 

アーク式 

コークスベット式 

図２　主な溶融方式

（単位：℃） 

277.336 672.007 1,067 1,461 1,856

80 474.671 869.343 1,264 1,699

図３　炉内温度分布

（単位：A/m3） 

5,458 16,341 27,225 38,108 48,991

16.276 10,900 21,783 32,666 43,550

図４　炉内電流密度分布

（単位：m/s） 

0.003615 0.010846 0.018077 0.025308 0.032539

0 0.007231 0.014462 0.021693 0.028923

図５　炉内流速分布
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中の Fe2O3を 1wt ％以下にすれば，スラグの成分は一例

では SiO2 47 wt ％，CaO 25wt ％，Al2O3 25 wt ％，MgO

3wt ％であり，溶融点は 1,500 ℃近くになり，粘性も高く

操業は難しい。

そこでパラエコシステムでは，焼却灰を還元溶融する際

にMgOを含む成分調整剤を添加することにより，溶融点

は 1,300 ℃程度となり，かつ粘性も低くなる。よって，メ

タルとの分離が促進できるスラグ性状としている。また，

この組成は，CaOーMgOーSiO2ーAl2O3の四元系状態図

の共晶線に近似する組成であるため容易に結晶化が進む。

また，流動床飛灰やガラス，鉢材，土砂などの焼却場の

未処理物についてはドロマイト（CaO，MgOが主成分）

やけい砂（SiO2）などの成分調整剤を最適添加することに

より溶融可能であり，小片プラスチックも数wt ％程度な

らば，還元剤として使用でき，焼却場のゼロエミッション

が図れる。

システムの特徴と実証試験結果

３.１ システムの特徴

直流電気抵抗式還元溶融方式を採用したパラエコシステ

ムの特徴は次のとおりである。

直流電気抵抗炉によりエネルギーの高伝達効率

還元溶融による炉壁耐火物の長寿命化

一本電極による電極消耗量の低減

重金属，有害不純物を封じ込めないクリーンなスラグ

の生成

スラグの結晶化による天然石に匹敵する物理的強度確

保

ダイオキシン，塩化水素ガス，その他有害不純物の分

解，吸着および除去

焼却灰の自動搬送・計量，炉への自動搬入および炉の

自動運転・省人化

３.２ 実証試験結果

物質収支

図６にパラエコシステムの各工程の物質収支を示す。受

入れ時を 100wt ％とすると，炉には 65wt ％の乾燥灰と 3

wt ％の成分調整剤，1wt ％の還元剤が投入され，炉出口

でスラグ 53wt ％，溶融飛灰 6wt ％，メタル 5wt ％が分

離回収された。

スラグは建築・工事資材に再利用でき，溶融飛灰は亜鉛

精錬に，メタルは銅精錬で資源として回収し使用される。

スラグ・砂利の特性

スラグ中の重金属成分の分析結果を表１に示す。いずれ

の重金属についてもかなり低いレベルになっている。また，

溶出試験結果（表２）では環境庁告示第 46 号「土壌の汚

染に係る環境基準について」を十分に満足するものであっ

た。さらに溶出基準として最も厳しいオランダ法でも基準

を満足している。また，スラグを熱処理して結晶化した人

工砂利については粗骨材としての物理特性を調べた（表３）。

この結果は JIS A 5005，同 5011などのコンクリート用砕

石・砕砂・スラグ骨材の規格を十分満足するものであった。

スラグの再資源化

ほたて，かきの貝殻は 40 ～ 50 万 t/年発生し，産業廃

棄物の動植物にかかわる固形不要物として埋め立て最終処

分されている。富士電機では大平洋金属（株）とともに貝殻

の再資源化を図るため，環境事業団の助成金（2000 ～

（2）

（1）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図６　各工程での物質収支

表１　スラグ中重金属含有量 

項　目 

As 

Cd 

Cr 

Pb

含有量 
（mg/kg） 

＜1 

＜0.5 

177 

24

項　目 

Hg 

Cu 

Ni 

Zn

含有量 
（mg/kg） 

＜0.005 

120 

31 

61

表２　スラグの溶出試験結果 

項　目 

Pb 

Cd 

T-Hg 

Cr＋6 

As 

Se 

試験結果（mg/L） 

＜0.005 

＜0.001 

＜0.0001 

＜0.005 

＜0.001 

＜0.001

基準値（mg/L） 

≦0.01 

≦0.01 

≦0.0005 

≦0.05 

≦0.01 

≦0.01
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2001 年度）の交付を受けて，パラエコシステムに成分調

整剤としてほたて貝殻を使用する検討と，結晶化したスラ

グを魚礁などの海岸資材として再資源化する検討を行った。

４.１ ほたて貝殻混入量

ほたて貝殻は CaCO3が 90 ～ 95wt ％である。焼却灰の

組成を考慮し，状態図からほたて貝殻混入量は 5 ～ 20

wt ％の範囲が適合するので，8，15wt ％混入の溶融実験

を行った。いずれも良好な溶融であった。

４.２ 海洋資材の製作

ほたて貝殻を 10 wt ％入れ，溶融スラグを W450 ×

D450 × H400（mm）のサイズに鋳込む際，ミルスケール

（鉄の圧延工程で発生する鉄酸化物粉：FeO）を混入させ

製作した。

鋳込んだブロックは海洋投棄基準の溶出試験（環境庁告

示第 14 号）で有害物質は溶出していなかった。圧縮強度

は約 80N/mm2でコンクリートブロック 20 N/mm2，安山

岩 50 ～ 230N/mm2に比し，十分な強度を有していた。

４.３ 海洋設置試験

海流の影響も含め，青森県の太平洋側 2か所と日本海側

の 1か所に設置した。2000 年 10 月末に太平洋側に設置し，

５か月経過の状況は，コンブ，ワカメ，アオサ類が生育し

ている状況が観察された。

他の太平洋側の設置場所では 2001 年 2 月の初めに設置

し，1か月後に観察したところ，アオサやギンナンソウが

生育を開始しており，同地点に設置したコンクリートブ

ロックには何も生育していなかった。

2002 年 6 月時点の観察では，太平洋側は，コンブが 2m

以上に育成し（図７），日本海側は，モズクの繁茂（図８）

が見られた。

あとがき

今回紹介したパラエコシステムは，焼却灰を無害化しク

リーンスラグとメタルに分離し，それぞれリサイクルでき

るシステムであり，単に無害化，安定化するだけのもので

はない。このシステムの応用としてガラスや鉢などの無機

物廃棄物の混合溶融による焼却場のゼロエミッション化，

産業廃棄物である貝殻を成分調整剤として使用し，海洋資

材として資源化することなどを紹介した。このシステムが

循環型社会の構築に貢献できれば幸いである。
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表３　粗骨材試験結果 

試験項目 単位 

比重試験 

吸水率試験 

単位容積質量試験 

粗粒率 

すりへり試験 

安定性試験 

軽石量試験 

骨材の洗い試験 

粘土塊量試験 

比重1.95に浮く粒子の試験 

表　乾 

絶　乾 

見掛け 

 

軽　装 

標　準 

 

 

 

％ 

kg/cm2 

kg/cm2 

 

％ 

％ 

％ 

％ 

％ 

％ 

測定値 

2.858 

2.829 

2.913 

1.026 

1,560 

1,690 

7.63 

12.9 

5.7 

0 

0.02 

0.01 

0

図７　コンブの生長状態

図８　モズクの生長状態
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環境システム分野における企画設

計に従事。現在，電機システムカ

ンパニー環境システム本部環境シ

ステム事業部三重 RDF発電プロ

ジェクト担当部長。
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まえがき

RDFとは Refuse Derived Fuel（ごみ固形燃料）の略称

であり，一般廃棄物の可燃ごみを乾燥し圧縮成形した固形

燃料である。

従来からごみ焼却処理時に発生する熱を利用して発電す

るごみ焼却発電が全国的に実施されているが，発熱量が変

動することやごみ処理が最優先して実施されることなどの

理由で発電効率は 10 ～ 15 ％程度と低い。さらに，定期点

検や補修が多いなどの理由により安定した電力を供給する

ことは難しい。

一方，RDF発電は，ごみ焼却発電に比べ発熱量が高く

かつ変動が小さいこと，燃焼特性に優れていること，輸送

や貯留が容易なため安定供給が容易であることなどから発

電端効率は 20 ～ 30 ％程度に高くなる。このため，発電時

にあたってごみ焼却とは異なり，需要が多く，電力の購入

価格の高い平日の昼間に最大能力で稼動させるなどの運転

管理ができるなど多くの利点がある。

本稿では，富士電機が納入した三重県 RDF焼却・発電

施設について紹介する。

RDF焼却・発電施設の概要

™事業者：三重県企業庁

™所在地：三重県桑名郡多度町力尾地内

™敷地面積：30,000m2

™処理能力：240 t/日（120 t/日× 2系列）

™発電出力：12,000 kW

™受入れ RDF量：

隣接 RDF化施設から 36,500 t/年（100 t/日）

他地域RDF化施設から 36,500 t/年（100 t/日）

合　計　　　　 73,000 t/年（200 t/日）

三重県RDF（ごみ固形燃料）焼却・発電施設

124（24）

佐々木 英雄（ささき　ひでお）

隣接RDF化施設 三重県RDF焼却・発電施設 
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煙突 灰 

図１　三重県RDF焼却・発電施設の概念図



三重県RDF（ごみ固形燃料）焼却・発電施設

™運転条件：

24 時間（全連続運転），計画年間稼動日数：320 日

図１に三重県RDF焼却・発電施設の概念図を示す。

三重県内の複数の RDF化施設（ごみを固形燃料化す

る施設）から RDFを受け入れ RDF貯蔵施設にて貯蔵

する。

2 缶の RDF燃焼ボイラにより売電電力料金が最大と

なるなどの最適運用に基づき RDFを燃焼させる。

RDF 燃焼量 5 t/h × 2 缶にて発生する蒸気により，

蒸気タービンを駆動させ 12MWを発電する。

発電した 12MWは所内で 2MWを消費し，3MWを

隣接 RDF化施設へ特定供給するとともに 7MWを中部

電力（株）へ売電する。

RDF焼却・発電施設の主要機器の仕様と特徴

プロセスフローシートを図２に示す。

３.１ RDF貯槽

容量 4,000m3（RDF貯留量 2,400 t）×１基（寸法φ 16

m× H 30m）にて当初の RDF搬入計画量 128 t/日に対し，

約 19 日分の貯留量である。図３に RDF貯槽の外観を示す。

３.２ RDF燃焼ボイラ

RDF燃焼ボイラは定期点検などの停止時にも RDFを連

続燃焼させるために設置台数を 2 缶とした。

なお，当発電所のシステム計画時にはわが国において，

RDF焼却・発電施設の稼動事例がなかったため，当時欧

米にて実績のあったアメリカ製のボイラを使用した。図４

（4）

（3）

（2）

（1）
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図２　プロセスフローシート

図３　RDF貯槽の外観



三重県RDF（ごみ固形燃料）焼却・発電施設

に RDF燃焼ボイラおよび排ガス処理装置の外観を示す。

今回納入したボイラの諸元は次のとおりである。

™RDF燃焼型式：外部循環流動層式

™RDF燃焼量：最大 5 t/h（ボイラ 1 缶あたり）

™燃焼室出口ガス温度：定格 870 ℃

™ボイラ蒸発量：定格 26.1 t/h

™常用圧力：定格 6.28MPa

™蒸気温度（過熱器出口）：定格 443 ℃

™ボイラ熱効率：定格 88.0 ％

３.３ 蒸気タービン発電機

蒸気タービン発電機は発電端総合効率を 28 ％以上に向

上させるため，ボイラ 2 缶に対し 1 台とした。

なお，復水方式を空冷式（水冷式に比べ効率が低下す

る）にした理由は３.４節で説明する。

今回納入した蒸気タービン発電機の諸元は次のとおりで

ある。

™蒸気タービン型式：3段抽気復水式

™蒸気タービン出力：定格　発電端出力 12,050 kW

™復水方式：空冷式

™発電機型式：

全閉内冷，回転界磁，円筒形ブラシレス同期発電機

™発電機容量：定格 13,389 kVA（力率： 0.9）

蒸気タービン発電機の外観を図５，復水器の外観を図６

に示す。

３.４ 排水処理完全クローズドシステム

当発電所は，冷却排水などのプラント排水を場外に出さ

ない排水処理完全クローズドシステムを採用している。

場内で発生するプラント排水は，排水蒸留設備にて蒸発

濃縮および凝縮により，ほとんどが再利用されごくわずか

な濃縮液はボイラに吹込み処理される。

このシステムを実現する目的で前述の蒸気タービン復水

方式は冷却水の発生しない空冷式にしている。

排水蒸留装置の外観を図７に示す。

３.５ 排ガス処理設備

RDF焼却・発電施設からの排ガスの性状は，RDFの燃

焼特性・性状などから，従来のごみを直接燃焼する方式の

排ガスと比べて良好であるが，さらに環境への影響を低減

するために排ガス処理設備を納入し，ダイオキシン類対策

特別措置法による新設炉のダイオキシン類対策の排出基準

126（26）

富士時報 Vol.76 No.2 2003

図４　RDF燃焼ボイラおよび排ガス処理装置の外観

図５　蒸気タービン発電機の外観

図６　復水器の外観

図７　排水蒸留装置の外観



三重県RDF（ごみ固形燃料）焼却・発電施設

に適合する施設とした。

排ガス処理設備の諸元を表１，排ガス処理装置の外観を

図８に示す。

RDF焼却・発電施設の運転維持管理

本施設の完成引渡し後に継続して 2017 年 3 月 31 日まで

の約 15 年間に及ぶ運転維持管理を行う予定である。三重

県RDF焼却・発電施設の全体配置図を図９に示す。

４.１ 業務内容

主な業務内容は次のとおりである。

運転監視

維持修繕に関する巡視点検

維持修繕に関する検査

維持修繕に関する工事

発電所から発生する焼却灰の処理

RDF，補助燃料，薬品などの手配，保管，在庫管理

環境に関する調査，測定業務

４.２ 変動要素および課題

RDF発電の運転維持管理は石炭などの安定燃料を用い

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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表１　排ガス処理設備の諸元 

排ガス 
成分 

項目 

ば い じ ん 

硫黄酸化物 

窒素酸化物 

塩 化 水 素 

一酸化炭素 

ダイオキシ 
　　　ン類 

™バグ 
　フィルタ 
™半乾式 
　スクラバ 
　（消石灰， 
　　活性炭吹 
　　込み） 
™無触媒脱硝 
　（アンモニ 
　　ア） 
™煙突高さ 
　59ｍ 

法による 
排ガス基準値 

0.04g/Nm3以下 

値　17.5 
（約1,360ppm以下） 

250ppm以下 

700mg/Nm3以下 

100ppm以下 

0.1ng-TEQ/Nm3 
　　　　　　 以下 

当発電所の 
排ガス濃度 

排ガス処理 
設備 

0.003g/Nm3以下 

10ppm以下 

74ppm以下 

65mg/Nm3以下 

30ppm以下 

0.1ng-TEQ/Nm3 
　　　　　　 以下 

Ｋ 

図８　排ガス処理装置の外観

受入設備 
RDF

RDF貯蔵サイロ 

空冷式復水器 

変電所および緑地エリア 

アンモニア 
設備 

押込送風機 

押込送風機 

RDF燃焼ボイラ 

砂輸送設備 

150m

2
0
0
m

排ガス処理設備 

空気圧縮機 

起動用燃料 
貯蔵供給設備 純水設備 

用水設備 

消火用水 
加圧設備 

焼却発電監視棟 
（2階：中央監視室 
　 発電機室） 
（1階：電気室） 

高低圧 
加熱器 排水蒸留設備 冷却塔 

灰処理設備 

誘引通風機 

誘引通風機 

受入設備 
補助燃料 

煙
突 

図９　三重県RDF焼却・発電施設の全体配置図



三重県RDF（ごみ固形燃料）焼却・発電施設

る火力発電に比べ次のような変動要素および課題がある。

RDFの搬入量（日量）が一定でない。

RDFの性状（単位カロリーほか）が一定でない。

RDFの搬入を制限することが困難である。

限られた RDFで売電収入の最大化を目標とする（売

電単価の高い時間および季節に発電量を最大とする）。

粗悪燃料による機器の消耗度の把握および余寿命判定

を行わなければならない。

上記のような事項に対応しつつ，最適運用を実施するた

めに経験豊富な人員を配置するとともに，「最適運用支援

システム」を開発・納入した。図 に最適運用支援システ

ム帳票例を示す。

あとがき

三重県RDF焼却・発電施設の概要を紹介した。

土木・建築・機械・電気のすべてを含む施設全体の設計

および建設を受注し，三重県企業庁殿への引渡しが完了で

きたことに関し，ご協力いただいた数多くの企業およびそ

の担当者に感謝する。

富士電機は環境分野におけるプラントメーカーとして，

さまざまな要求と今後の動向を見据え，日本の環境分野の

発展に大きく貢献していく所存である。

参考文献

鍵谷司．ごみ固形燃料（RDF）の動向と展望．第 12 回ご

み固形燃料化技術に関するセミナー講演要旨集．2000，

p.1-20．

（1）

１０

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図１０　最適運用支援システム帳票例

解　説 一般廃棄物

現行の廃棄物処理法（「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」）では，廃棄物は，その発生形態や性状の

違いから，「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の二つに

大別される。また，他人の健康または生活環境にかか

わる被害を生ずるおそれがある症状を有するものを

「特別管理廃棄物」といい，それぞれ「特別管理一般

廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」の二つに区分され

ている。

事業系一般廃棄物は，工場，ビル，商店などから排

出されるし尿や紙くずなど，20 種類の産業廃棄物の

どれにも該当しない廃棄物をいう。また，家庭系一般

廃棄物は，家庭から出される廃棄物であり，粗大ごみ

（家電・家具）も含まれる。これらの一般廃棄物は，

自区処理を原則として市町村が処理することになって

いる。

廃棄物 

特別管理廃棄物 

一般廃棄物 
（事業系・家庭系） 

特別管理 
一般廃棄物 

特別管理 
産業廃棄物 

産業廃棄物 

一般廃棄物の範囲
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まえがき

バイオマスとは，農林水産資源，有機性廃棄物など生物

由来の再生可能な有機性資源を指す。再生可能であること

が大きな特徴で，化石資源と対比される。

京都議定書の批准によりわが国には温室効果ガスを

1990 年比 6 ％削減に取り組む義務が生じ，2002 年 9 月に

閉幕したヨハネスブルク地球環境サミットにおいても地球

温暖化防止の本格的取組みの重要性が確認された。バイオ

マスをエネルギーや製品として総合的に利活用することは，

地球温暖化防止に貢献するとともに，持続的に発展可能な

循環型社会の形成の具体的な手段として，国策レベルで積

極的に推進されることとなった。その中心となるのが，経

済産業省，環境省，農林水産省，国土交通省，文部科学省

の 5 省共同で進められている「バイオマス・ニッポン」で

ある。

富士電機は，主として「発電」という切り口でバイオマ

スの利活用技術の開発または他社との提携による製品化を

目指している。本稿では，食品系廃棄物および家畜排せつ

物を対象とする取組み状況を中心に紹介する。

バイオガス利用の燃料電池技術

発電効率が高く，排気がクリーンな燃料電池は，次世代

型分散電源として広く普及が期待されている。富士電機は，

りん酸形燃料電池（PAFC）を自社開発し，これまでに

100 基を超える納入実績がある。メタン発酵により生じる

バイオガス（下水処理場の場合は消化ガスと呼ばれる）を

利用したコージェネレーションシステムについても，納入

実績を伸ばしつつあり，さらにバイオガス利用の適用範囲

を広げるべく，技術開発を進めている。ここでは納入事例

と技術開発成果を紹介する。

２.１ 環境省向け生ごみバイオガス化燃料電池発電施設

環境省の地球温暖化対策実施検証事業において，生ごみ

を原料とするメタン発酵・燃料電池発電施設を受注，建設

し，2001 年 7 月に納入した。さらに，2001 年 9 月から

2003 年度までの実証期間の運営管理も鹿島建設（株）との

JV（Joint Venture）にて受託，実施中である。施設の諸

元を以下に示す。また，施設の外観を図１に示す。

™対象原料 ：事業系（ホテルなど）生ごみ

™処理能力 ：6 t/日

™発酵システム ：固定床式高温メタン発酵処理

™設計メタン濃度：65 ％

™発電システム ：100 kWりん酸形燃料電池発電システ

ム

™排水処理 ：浸漬膜活性汚泥法

２.２ 山形市向け下水消化ガス燃料電池発電システム

山形市浄化センター向けに下水消化ガス燃料電池発電シ

ステムを 2002 年 3 月に納入した。同センターは 1988 年に

省エネルギーの一環として消化ガスエンジン発電機を導入

し，エネルギー利用を進めてきたが，処理量増加に伴い余

剰消化ガス処理の必要が生じ，発電機増設の際に環境負荷

の小さい燃料電池発電システムを選択，採用いただいた。

燃料電池発電システムの諸元を以下に示す。

™型　式 ：りん酸形水冷式燃料電池

™出力・数量 ：100 kW× 2台

バイオマス発電にかかわる取組みと技術開発
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図１　生ごみバイオガス化燃料電池発電施設の外観



バイオマス発電にかかわる取組みと技術開発

™設計メタン濃度： 60 ％

™定格電圧 ： 200V（変圧器により 6,600Vに昇圧）

™エネルギー効率：電気 38 ％，熱 49 ％，総合 87 ％

２.３ 低濃度メタンバイオガス用燃料電池の開発

バイオガスのメタン濃度は，投入原料により 50 ～ 70 ％

程度の範囲で異なる。また，投入原料によってはその性状

変動に起因してメタン濃度およびカロリーの数％程度の変

動は避けられない。これまでの燃料電池の納入事例では，

平均メタン濃度は 60 ％前後であったが，今後，適用範囲

を拡大するためには，50 ％前後の低濃度メタンバイオガ

スでも安定的に運転できることが望ましい。

このため，100 kWりん酸形燃料電池発電システムにつ

いて，低濃度メタンバイオガスでの検証試験を実施した。

試験は，都市ガス 13Aと二酸化炭素を混合してメタン濃

度 60 ％，50 ％および 40 ％に相当する模擬ガスを調製し，

このガスを用いて発電することで，出力，発電効率，各種

状態量を測定した。

試験結果を表１に示す。本試験の結果，メタン濃度

50 ％および 40 ％相当においても，出力を下げることで安

定運転が可能であり，発電効率も低下しないという結果が

得られた。これにより，50 ％前後の低濃度メタンバイオ

ガスであっても，100 kWりん酸形燃料電池発電システム

を安定的に運転できることを検証した。

食品系廃棄物のメタン発酵技術の開発

家庭や事業所から発生する生ごみ〔厨芥（ちゅうかい）〕，

食品工場残 （ざんさ）などの食品系廃棄物は，現状では

大部分が焼却または埋立て処分されているが，バイオマス

利活用の推進施策および「食品循環資源の再生利用等の促

進に関する法律」（食品リサイクル法）の施行を背景に，

飼料化，肥料化，エネルギー化などの再生利用の取組みが

進められている。メタン発酵は，有機物を嫌気性条件下で

メタン（CH4）約 60 ％，二酸化炭素（CO2）約 40 ％のバ

イオガスに転換し，発電などに利用する技術である。水分

の多い原料から有効にエネルギー回収ができるので，食品

系廃棄物の利活用の有望な選択肢の一つである。

富士電機は，1980 年代に中温（約 37 ℃）メタン発酵技

術を自社開発したが，より高効率の発酵が可能な高温（約

55 ℃）発酵によるメタン発酵システムの開発を 2001 年度

から行っている。

３.１ メタン発酵原理

メタン発酵は，対象となる原料の成分によって異なる，

数多くの嫌気性微生物の分解作用によって最終的に CH4

と CO2が生成される反応の総称である。その過程は，図２

に示すような分解過程模式図に示すことができる。メタン

発酵は，これらの菌群の共生に基づくバランスのうえに成

り立っており，30 ～ 36 ℃が最適な中温菌による中温発酵

と，50 ～ 57 ℃が最適な高温菌による高温発酵がある。

３.２ 開発内容

食品系廃棄物を対象にしたメタン発酵システムは，大別

して前処理設備，発酵設備，ガス利用設備，廃液処理設備

から構成される。本開発は，高負荷・高速発酵を安定的に

行えるコンパクトなメタン発酵システムの実用化を目指す

もので，次の主要課題について実施している。

前処理技術の開発

前処理では，異物の分別および破砕・微細化のシステム

開発と検証を実施している。

高負荷・高速発酵技術の開発

発酵設備については，メタン発酵の高負荷化，効率化に

着目し，COD（Chemical Oxygen Demand）容積負荷で

25 kgCODCr/m3d 以上を目標性能指標とした技術開発を進

めている。

菌相解析技術の開発

発酵槽の装置設計，運転手法の確立において，どの種類

の菌がどのような挙動を示すかを解析することは有効と考

えられるが，メタン発酵の開発においては経験工学的要素

がこれまで強く，ほとんど解明されていなかった。富士電

機は，解析的アプローチを取り入れるべく，遺伝子工学を

利用した菌相解析手法の確立を進めている。

廃液処理技術の開発

廃液処理設備については，BOD（Biochemical Oxygen

Demand），SS（Suspended Solids），全窒素，全りんを低

コストで除去する技術開発を進めている。

（4）

（3）

（2）

（1）
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表１　模擬バイオガスによる100 kWりん酸燃料電池の運転検証 

　　　結果 

CH4濃度 
（％相当） 

模擬ガス 
13A濃度 
（％） 

50 

41 

33

100 

84 

65

36.8 

37.4 

37.9

60 

50 

40

出力 
（kW） 

送電端効率 
（％） 

生物分解性有機物 

生物難分解性 
有機物 

加水分解反応 

アミノ酸，炭水化物 

プロピオン酸 

硫酸還元菌 

酢酸 CH3COOH 酢酸酸化分解菌 

嫌気性発酵微生物 

酢酸資化性メタン生成菌 水素資化性メタン生成菌 

嫌気性酸化微生物 

脂肪酸 

CH4

H2 CO2＋ 

図２　メタン発酵分解過程模式図



バイオマス発電にかかわる取組みと技術開発

３.３ 開発状況

高負荷・高速発酵技術として，COD 容積負荷 36 kg

CODCr/m3dで安定的に運転できることを 2 L 発酵槽にて

確認した。図３は高負荷発酵実験の COD容積負荷とガス

発生量の推移を示す。ガス発生量は COD容積負荷 36 kg

CODCr/m3dにおいても，理論値の 90 ％程度に相当すると

計算され，高効率の発酵状態を維持している。

さらに富士電機・千葉工場内に処理能力 20 kg/dのミニ

プラント（図４参照）を設置し，食堂厨芥を原料として高

負荷での連続安定運転を検証中である。

菌相解析技術では，全菌活性測定法，FISH（Fluores-

cent In Situ Hybridization）法の手法をこれまでにほぼ確

立し，装置設計および運転手法の確立への活用を開始した。

メタン発酵槽内の菌相の実態顕微鏡写真（撮影倍率：400

倍）を図５に，同視野についての FISH 法による多重染色

写真（赤：真正細菌，緑：メタン菌）を図６に示す。

家畜排せつ物のメタン発酵廃液処理技術の開発

「家畜排せつ物適正処理法」により，野積み・素掘りな

どの不適正管理を 2004 年 11 月までに解消することが義務

づけられ，家畜排せつ物処理施設の整備が全国的に進めら

れている。

家畜排せつ物のメタン発酵発電は，適正処理とバイオマ

スの利活用を両立させる有望な処理方式の一つと考えられ，

すでに国内で 20か所以上が稼動し，実用段階にある。富

士電機は，このうち 8か所の納入実績を有するコーンズ・

シュマック・バイオガス社との営業協力を進めている。

コーンズ式のメタン発酵システムは，湿式中温発酵式で数

十日以上の十分な滞留日数とし，バイオガス回収のみでな

く，十分に熟成した消化脱離液を農地に液肥として還元す

ることに主眼をおいたシステムである。

４.１ 開発内容

消化脱離液の農地散布が難しい地域への本システムの普

及を目指し，消化脱離液を河川放流可能な水質に浄化する

技術の開発を 2001 年度から実施してきた。消化脱離液は，

高濃度のアンモニア態窒素とりんを含有する一方で BOD

成分が少なく生物処理に不向きであり，高い色度も呈する。

除去コストがかさみ，冬季には十分な処理水質が得られ難

いという課題がある。

開発システムは，物理化学処理であるアンモニアスト

リッピングと生物処理を組み合わせ，冬季にも安定した水

質を確保し，かつ運転コスト低減を狙うものである。

2002 年度は，北海道の牧場内の牛ふん尿バイオガス施
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図３　2 L発酵槽実験による高容積負荷の検証試験結果

図４　食品系廃棄物メタン発酵ミニプラント

図５　生ごみメタン発酵槽の菌相の実態顕微鏡写真

図６　FISH法による生ごみメタン発酵槽の菌相写真
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設に隣接した 3 t/d 規模のパイロットプラントにてフィー

ルド実証を行った。パイロットプラントのフローを図７に

示す。

４.２ 試験結果

試験結果のまとめを表２に示す。原液は全窒素/BOD比

が 1 以上であり，生物的脱窒処理の困難な性状である。本

フィールド実証の結果，アンモニアストリッピングにより

アンモニア態窒素の 90 ％以上が除去できること，滞留日

数 10 日の生物処理槽との組合せにより，全窒素と BOD

を法規制値（全窒素 120mg/L，日間平均では 60mg/L，

BOD160mg/L，日間平均で 120mg/L）以下に安定的に低

減できることを検証した。

あとがき

富士電機は，燃料電池のリーディングカンパニーとして，

本稿で紹介した納入事例のようなバイオガス対応のりん酸

形燃料電池を今後も提供していく。

また，食品系廃棄物や家畜排せつ物のバイオガス化技術そ

のものの普及に貢献するため，低コストのメタン発酵技術

および消化廃液処理技術の確立を目指し，研究開発を行っ

ている。

このような研究開発と施設の納入・運営ノウハウをもっ

てバイオガス化技術および燃料電池の普及に努めることで，

地球規模の環境改善に貢献していく所存である。
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図７　家畜排せつ物メタン発酵廃液処理パイロットプラント

フロー

表２　家畜排せつ物メタン発酵廃液処理システムフィールド試験 

　　　結果 

項目 単位 

mg/L 

mg/L 

mg/L 

mg/L

1,900 

26,000 

2,800 

580

33 

23 

36 

13

BOD 

SS 

全窒素 

全りん 

消化液 処理水 

98.3％ 

99.9％ 

98.7％ 

97.8％ 

除去率 



石岡　久道

水電解，紫外線，オゾンを用いた

消毒装置のエンジニアリング業務

に従事。現在，電機システムカン

パニー水処理システム事業部水環

境技術部担当課長。工学博士。電

気学会会員。

出野　　裕

水環境にかかわる機器の開発に従

事。現在，三重工場開発第二部。

応用物理学会会員，日本化学会会

員，品質工学会会員。

明瀬　郁郎

上水道用の新エネルギー活用シス

テム，水質管理システムの企画・

開発に従事。現在，電機システム

カンパニー環境システム本部営業

統括部水環境事業推進室課長補佐。

日本水環境学会会員。

富士時報 Vol.76 No.2 2003

まえがき

富士電機は，学校，公共施設，集合住宅などの受水槽の

衛生管理を，薬剤を使わず電気分解により無人で安全に行

える，残留塩素濃度維持装置（商品名「復活くん」）を開

発した。

2002 年 4 月に施行された「水道法の一部を改正する法

律」〔改正水道法（厚生労働省）〕では，ビルなどの貯水槽

水道への水道事業者の関与の明確化や，学校・レジャー施

設などの専用水道としての規制適用などが盛り込まれた。

全国には貯水槽水道施設が 90 万箇所以上あるが，今後，

貯水槽水道の水質管理に関して，官民のパートナーシップ

に基づく管理原則にのっとり，貯水槽の水質管理指標であ

る残留塩素濃度を適正管理（給水末端にて 0.1mg/L 以上

を確保）し，安全性の向上が求められるようになった。ま

た，水道法の改正と同時期に施行された学校週 5日制の影

響で，休日の学校における水道水の衛生管理の徹底という

新たなニーズも生まれた。

このような社会的背景をもとに，水道事業体向け水処理

プロセス技術と国内トップシェアの自動販売機技術を融合

させた，コンパクトで安全な取扱いが可能な残留塩素濃度

維持装置の開発に至った（図１）。

本稿では，残留塩素濃度維持装置（「復活くん」）の原理，

特徴，導入事例などについて述べる。

「復活くん」の開発

２.１ 原　理

図２に「復活くん」の原理を示す。「復活くん」では，

水道水中に含まれている塩素イオンを利用して，消失した

有効塩素（136ページの「解説」参照）を電気分解により

再生成する。正極と負極での化学反応は以下のような化学

式で表され，次亜塩素酸（HClO）が生成する。この次亜

塩素酸は殺菌作用が強く，電極上に投入された電流値によ

り生成される有効塩素の量が決まる。

正 極

H2O/ 1ー2 O2 ＋ 2H
＋＋ 2e－

2Cl－/Cl2 ＋ 2e－

Cl2（水溶）＋H2O /, HClO ＋ H＋＋ Cl－

HClO /, ClO－＋ H＋

（1）
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石岡　久道（いしおか　ひさみち） 出野　　裕（での　ひろし） 明瀬　郁郎（みょうせ　いくお）

図１　残留塩素濃度維持装置「復活くん」 水道水中に含まれている塩素イオンを利用して，消失した有効塩素を 
電気分解により再生成する。 

水道水 
（微量の塩素イオンが含まれる） e－ e－ 

次亜塩素酸 
（有効塩素の主成分） 

（電解による反応式） 2Cl－→Cl2＋2e－ 
Cl2（水溶）＋H2O　 HClO＋H＋＋Cl－ ← → 

清浄な飲料水 
有効塩素濃度 
0.1mg/L以上 

H2O

Cl－ 

Cl－ 

HClO
Cl2

H2 O2

H＋ OH－ 

正 

極 

負 

極 

図２　電気分解による有効塩素生成の原理



残留塩素濃度維持装置「復活くん」

負 極

2H2O ＋ 2e－/H2 ＋ 2OH－

「復活くん」の電極は，金属チタンに独自の貴金属触媒

を被覆した水溶液電解用不溶性金属電極で，きわめて低い

消費エネルギーで有効塩素が発生するように設計されてい

る。また化学的な安定性に優れているため，電極成分が溶

出して水質に影響を与えることはない。「復活くん」は，

水道水中に含まれるミネラル成分から生成されるスケール

も自動で除去できるような工夫がされている。

２.２ 特　徴

「復活くん」は，水道水中のミネラル成分の塩素イオン

を電気分解することで有効塩素である次亜塩素酸を発生さ

せる方式のため，薬剤など添加物は一切使用せず，維持・

管理が容易である。運転は水温・水質に合わせて運転時間

を自動算出し，貯水槽などの残留塩素濃度を適正値に維持

することができる。また，残留塩素計の計測値による残留

塩素自動制御方式の適用が可能である。この場合，残留塩

素計故障および点検時は，運転支援プログラムで残留塩素

濃度を維持することができる。

そのほかに，適用ケースの一つである高架水槽では衛生

管理が行え，雑菌や藻の発生を抑制することができる。ま

た密閉装置で循環方式のため，異物の混入がない。表１に

「復活くん」の仕様を示す。小型，軽量，低消費電力など

が特徴である。

２.３ 適用ケース

図３は，「復活くん」の適用ケースである。ケース 1は

週末・夏休み明けの学校であり，貯水槽の水が長期滞留す

る場合，または高水温で残留塩素濃度が低下する場合であ

る。ケース 2は受水槽や高架水槽を有するオフィスビルや

マンションであり，受水槽の衛生管理が問題になる場合で

ある。ケース 3は複数の配水池を経由する施設であり，流

達時間が長く，次亜塩素酸の追加注入が必要な場合である。

ケース 4は観光地やレジャー施設であり，水需要の変動が

（2）
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表１　「復活くん」の仕様 

FE410 

AC100V±10％  50/60Hz  

屋外設置 

－10～38℃（RH85％以下） 

1～35℃（結露なきこと） 

0.07MPa以上 

650×400×500（mm） 

40kg 

ポンプ循環方式 

10mg/min 

10L/min±20％ 

2°以下 

各20A（R3/4） 

12W/12W 

360W/380W 

610W/630W

型　式 

定　格 

 

設置環境 

 

参考寸法 W×D×H 

質　量 

吸引・吐水方式 

有効塩素発生量 

循環流量 

設置角度 

配　管（IN/OUT） 

 

消費電力 

使用場所 

使用温度（湿度） 

使用水温度 

使用水圧（装置出口吐出圧） 

 

 

 

 

 

 

 

待機時（50Hz/60Hz） 

運転時（50Hz/60Hz） 

凍結防止時（50Hz/60Hz） 

1
ケース 長期停滞・高水温 

週末，夏休み明けの学校で…。 
2
ケース 受水槽管理 

受水槽や高架水槽を有する 
オフィスビルやマンションで…。 

3
ケース 流達時間が長い 

複数の配水池を経由する 
施設での追塩に…。 

4
ケース 水需要が変動する 

水需要の変動が極端な観光地や 
レジャー施設で…。 

浄水場 

図３ 「復活くん」の適用ケース
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極端な場合である。

「復活くん」が適用可能な貯水槽，高架水槽の目安は容

量 10m3 以下で使用量 20m3/日以下である。また，適用水

質の目安は塩素イオン濃度 10mg/L 以上，鉄イオン濃度

0.3mg/L 以下，マンガンイオン濃度 0.05mg/L 以下であ

る。

導入事例

３.１ 高架水槽への適用

高架水槽は，高さによって所定の水頭圧を持たせて水を

安定供給する貯蔵タンクである。水を安定供給する貯蔵タ

ンク３階建て以下の個人の家などでは，直結方式（水道の

配水管/給水管/給水栓）による水道の利用形態がとられ

るが， 4 階建て以上のビルやマンションなどでは受水槽方

式がとられる。水道水の流れは，水道の配水管/受水槽/

揚水ポンプ/高架水槽/給水管/各階の給水栓となる（図

４）。

高架水槽は，その設置されている建物内の水道使用量に

より，水槽内に水道水が長時間停留することがある。その

場合，水道水中に含まれる有効塩素が低減し，水槽内の水

質が悪化する。このようなとき「復活くん」を高架水槽に

設置すると消失した有効塩素を復活し，水槽内の残留塩素

濃度を維持することができる。

富士電機・三重工場社員寮ブルーアークの 10m3 × 2 台

の高架水槽に「復活くん」2 台を設置し，2002 年 8 月 26

日から 9 月 19 日までの約 1か月間稼動を行った（図５）。

残留塩素濃度の測定は，2 階の室内流し場の水栓から水を

サンプリングし，ジエチル-ｐ-フェニレンジアミン法

（DPD法）にて測定した。「復活くん」稼動前の残留塩素

濃度は，0 ～ 0.2mg/L 前後で推移しており，稼動後には

0.2 ～ 0.4mg/L 前後で推移している。残留塩素濃度計のば

らつき 0.05mg/Lを考慮しても，「復活くん」導入によ

る効果が見られる。

３.２ 受水槽への適用

岩手県にある児童数約 100 人のＡ小学校屋上の受水槽

（貯水容量：8m3）に「復活くん」１台を設置し，約１か

月間無人運転を実施した。Ａ小学校２階の蛇口１か所を定

点観測ポイントと決め，装置設置前１週間（2002 年 9 月

9 日～ 17 日）および設置後（9 月 18 日～ 10 月 23 日）の

残留塩素濃度をポーラログラフ法で測定した（図６）。

装置稼動前の休日において，貯水槽内滞留の影響と思わ

れる残留塩素濃度の低下減少が顕著に認められた（9 月 14，

15 日）。装置稼動以降は，休日を含めて残留塩素濃度が目

標上昇濃度（＋ 0.13mg/L・日）程度上昇し，安定する様

子が顕著に表れている。

水道施設における残留塩素監視制御システム

への発展

浄水場での消毒用塩素は，末端給水栓での残留塩素濃度

が基準値以上に保たれるようにその注入量を制御している。

しかし，水温が上昇する夏場に滞留時間が長くなる場所で

は残留塩素濃度が低下し，基準値を下回る懸念がある。一

方，末端部での残留塩素濃度低下を予防するために浄水場

で塩素を過剰注入すれば，発がん性を持つトリハロメタン

の生成リスクを高める。このため，残留塩素濃度を監視し，

低下したサイトのみにスポット的に塩素を追加する方法が

とられているが，維持管理コストが掛かる，きめ細かな濃

＋－
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「復活くん」 
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配水管 

図４　高架水槽システムの概要
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残留塩素濃度維持装置「復活くん」

度管理ができないなどの問題がある。

そこで図７に示すとおり末端給水栓（配水池）に「復活

くん」と無試薬残留塩素計および伝送装置からなる自立分

散型の残留塩素監視制御システムを設置することで，残留

塩素濃度が設定値を下回った場合，水電解装置を稼動させ

て自動的に残留塩素濃度の回復を図ることが可能である。

また，ネットワークを介して各末端配水池の残留塩素濃度

データを浄水場でリアルタイムに監視し，管網シミュレー

タを用いて最適な塩素注入量を決定することもできる。

あとがき

本稿では，電気分解を利用した残留塩素濃度維持装置

「復活くん」の概要を説明した。「復活くん」の適用により

末端給水栓での残留塩素濃度の低下を予防し，かつ浄水場

での塩素注入量を適正に制御してトリハロメタンなど消毒

副生成物質の発生を抑制する，きめ細かな水質管理サービ

スの提供を行っていく所存である。
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残留塩素監視サービス 

（メニュー1） 

管網計算に基づく最適塩素注入制御サービス 

管網 
DB

浄水場 末端配水池B配水池A

（メニュー2） 

残留塩素濃度群管理（リモート設定）サービス 

（メニュー3） 

残留塩素濃度 測定値（PV） 
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図７ 「復活くん」を適用した残留塩素監視制御システム
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水道分野で用いるキーワード「塩素」とは，水溶液

中で次亜塩素酸（HClO）と次亜塩素酸イオン（ClO－）

の有効塩素のことである。その有効塩素を生成する塩

素消毒剤は，一般的に使用される液化塩素，次亜塩素

酸ナトリウム，次亜塩素酸カルシウムの 3 種類がある。

液化塩素，次亜塩素酸ナトリウムは水中に注入される

と，次亜塩素酸および次亜塩素酸イオンを生じる。こ

れらは同じ有効塩素であるが殺菌力に大差があり，次

亜塩素酸のほうが殺菌作用は強い。

次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンの存在比は，水温に

も依存するが主として pHに依存し，図に示すように

pHが低くなるほど次亜塩素酸の占める割合が高くな

る。したがって pHが低いほど，消毒効果は大きい。
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まえがき

上下水汚泥の発生量は年々増加する傾向にあり，処分地

不足が問題となっている。また最近では，環境保全あるい

は循環型社会の構築に向け脱水汚泥の有効利用化が促進さ

れている。処分，有効利用に際して汚泥は薬品添加するこ

となく効率よく濃縮し低含水状態に脱水することが重要で

ある。

本稿では凍結融解脱水システム，サイホン式 過濃縮装

置など現在，上下水処理場で活用されている富士電機の省

エネルギー型汚泥処理システムについて概要を紹介する。

凍結融解脱水システム

２.１ 凍結融解脱水システムの構成

このシステムは無薬注方式であり，難 過性の浄水汚泥

を凍結融解処理により粗大粒子に改質し高い 過速度で低

含水状態に脱水するために使用される。図１にフローを示

すが，汚泥はサイホン式 過濃縮装置により濃縮されたの

ち凍結処理融解槽に充てんされ，ここで凍結融解処理され

たのち槽下方に排出され，通常は真空脱水機により脱水汚

泥とされる。

凍結融解槽は 2 基を一組とし，一方の槽で凍結，他方の

槽で融解が行われる。図２に示すように凍結融解槽内部に

は熱交換器が設置され，冷凍機ユニットで冷却されたブラ

インの循環通過により 1.5 時間で汚泥が凍結されるが，こ

のあと熱交換器には冷ブラインに代えて温ブラインが流さ

れ，1.2 時間で融解される。凍結時間と融解時間の差分の

0.3 時間内に汚泥が排出され，次の汚泥が充てんされる。

２.２ 凍結融解脱水原理

この原理は霜柱の成長や凍（し）み豆腐の製造に見られ

省エネルギー型汚泥処理システム
凍結融解脱水システムとサイホン式 過濃縮装置
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省エネルギー型汚泥処理システム…

る凍結分離現象を脱水に応用したものである。

図３に原理を示すが，土粒子，植物プランクトン，水酸

化アルミニウムなど微細固形物が凝集した浄水汚泥は，①

冷却されると針状に氷が成長し汚泥粒子は氷層間に集めら

れる，②これら汚泥粒子は氷の膨張圧を受け内部水が押し

出されたのち凍結が完了する，③これを加温し融解すると

高密度，粗大固形物が沈降し上澄水が分離する。図４に浄

水汚泥の電子顕微鏡写真を示す。未凍結汚泥は微細な固形

物粒子であるが，凍結融解処理汚泥は微粒子が接合された

粗大固形物として観察される。

２.３ 凍結融解脱水効果と処理例

浄水汚泥は水酸化アルミニウム，藻類など親水性，圧縮

性微粒子を多く含むので加圧脱水機ではきわめて 過が困

難であり，脱水不良，処理量不足， 布の目づまりなどの

問題が生じている。凍結融解処理によると浄水汚泥は高密

度，粗大粒子に改質され容易に脱水される。表１に処理例

を組成分析結果とともに示すが，凍結融解処理の適用によ

り，ダム水，表流水，井水など各種の浄水過程で発生した

汚泥は 過性が改善され 100 kgds/m2h 前後の高い 過速

度で脱水され含水率が 60 ％以下になった。

２.４ 凍結融解脱水システムの適用効果が高い汚泥

浄水場汚泥全般に適用効果がある。特に次の汚泥は，加

圧脱水では脱水が非常に困難であるが，凍結融解すること

により容易に低含水状態に脱水できる。

有機質を多く含む原水から発生した凝集沈殿汚泥

富栄養化したダム水，湖沼水など藻類を多く含む原水

から発生した汚泥

（2）

（1）
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図２　凍結融解処理槽の上部
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図３　凍結融解脱水の原理図
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図４　各種浄水汚泥の電子顕微鏡写真



省エネルギー型汚泥処理システム…

渇水期，積雪時の表流水やダム水などの濁度が低い原

水の凝集沈殿から発生する水酸化アルミニウムを多く含

む汚泥

クリプトスポリジウム除去のため，原水にアルミ系凝

集剤が多量に注入されて発生した凝集沈殿汚泥

井水（地下水）の酸化処理により発生した水酸化鉄や

二酸化マンガンを多く含む汚泥

２.５ 凍結融解脱水の電力

遠心濃縮機の 1/20 ～ 1/30の電力で運転できるサイホン

式 過濃縮装置により，汚泥の体積を 1/3 ～ 1/7に減少し

たあとで凍結融解する方式のため，システム全体の電力は

大幅に削減される。例えば図５に示すように，重力濃縮濃

度が３％の汚泥の場合 15 ％まで濃縮したあと凍結するの

で，汚泥固形物 1 tあたりの電力量は 312 kWhで済む。

２.６ 凍結融解脱水汚泥の有効利用

図６に示すように脱水汚泥は粒状であり，表面積が大き

いので乾燥しやすい。表流水系の汚泥は土分を多く含んで

いるが，図７に示すように粒子は多孔質，団粒構造であり，

間げき水は容易に排出される。個々の粒子内部には水が適

度に保たれる特性を備えている。このため埋戻し土として

利用できる。また，脱水汚泥は透水性と保水性があり，植

物の育成に必要な水分と肥厚成分の供給が適切にできるた

め，園芸土としても利用できる。

２.７ CGS排熱利用凍結融解脱水システム

浄水場にコージェネレーションシステム（CGS）が導入

される場合，この排熱によりアンモニア吸収式冷凍機を運

転すると供給エネルギーの約 10 ％が冷凍エネルギーに変

換され汚泥の凍結に利用できる。また，凍結融解脱水シス

テムの専用電源として CGSを導入する場合のフローを図

８に示す。主に圧縮式冷凍機で凍結するが，組み合わせた

アンモニア吸収式冷凍機から必要冷凍エネルギーの約

15 ％が確保される。このほか CGSでは約 80 ℃の温水が

利用でき，低温乾燥機で脱水汚泥を有効利用しやすい低含

水状態に乾燥することができる。

（5）

（4）

（3）
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表１　各種浄水場汚泥の凍結融解脱水処理例 

原水種類 

固形物組成分析値（％） 
重力濃縮 
濃度 
（％） 強熱減量 

34.7 

19.7 

21.0 

12.8 

16.2 

14.0 

25.4 

29.5

湖　　　水 

表　流　水 

表　流　水 

井　　　水 

ダム直接水 

ダム放流水 

ダム放流水 

ダム放流水 

SiO2

26.8 

38.5 

38.7 

10.5 

42.7 

45.6 

37.3 

28.2

MnO

0.8 

0.2 

0.2 

23.5 

0.4 

0.3 

0.3 

0.2

0.95 

1.7 

3.8 

2.5 

3.5 

4.6 

5.1 

0.73

含水率 
（％） 

57.3 

56.2 

53.5 

64.3 

52.0 

59.8 

58.0 

59.3

　過速度 
（kgds/m2h） 

65 

93.9 

100 

144 

150 

180 

104 

82.2

　過濃縮 
濃度 
（％） 

凍結融解処理真空脱水 
（－0.80MPa・10分） 

6.5 

10.2 

14.7 

8.8 

15 

21.5 

15.4 

5.7

Al2O3

22.9 

32.1 

23.7 

1.0 

24.3 

24.9 

23.1 

34.5

Fe2O3

4.1 

3.6 

6.9 

43.6 

5.9 

6.1 

4.2 

1.8

汚
泥
体
積
（
m
3
）
 100

80

60

40

20

0

排泥池 

100

重力沈降 

33.3 6.7

凍結融解 

6.7

真空脱水 

2.4

　過濃縮 

汚泥濃度1％ 3％ 15％ 42％ 15％ 
電力量 5kWh 290kWh 2kWh15kWh

汚泥固形物1tあたり電力量＝312kWh/tds

図５　汚泥体積減少による電力量の削減例 図６　凍結融解脱水汚泥の外観

表流水系浄水の凍結融解脱水汚泥 
（×25） 

地下水系浄水の凍結融解脱水汚泥 
（×25） 

図７　凍結融解脱水汚泥の光学顕微鏡写真
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２.８ 凍結融解脱水システムの特徴

原水の濁度成分の質変動に影響されずに浄水汚泥を粗

大粒子に改質でき，容易に低含水率に脱水できる。した

がって，年間を通し安定した運転ができる。

加圧脱水で脱水困難な浄水汚泥であっても高密度の粗

大粒子に改質される無薬注で容易に低含水状態にされる

ため，脱水不良や処理能力不足が生じることがない。

サイホン式 過濃縮装置により濃縮し，体積を減少さ

せたあとで汚泥を凍結する方式であるため，電力消費が

少ない省エネルギー運転ができる。

サイホン式 過濃縮装置は 過面の移動がなく，汚泥

付着が少なく目開きが大きい高強度 布を用いているの

で目づまり，損傷による 布交換が不要である。

凍結融解処理汚泥は水切り程度で脱水が完了するため，

真空脱水の 布は高い圧力を受けない。このため損傷が

少なく長期の使用ができる。

凍結融解は槽方式でヒートポンプを用いた冷却方式で

行われるため高効率であり，完全自動運転ができる。

脱水汚泥は粒状であり，そのまま有効利用ができる。

CGSが導入される場合は，排熱が吸収式冷凍機によ

り冷凍エネルギーに変換でき有効利用ができる。

サイホン式 過濃縮装置

３.１ 構　成

この装置は凍結融解の前濃縮のほか，加圧脱水の処理能

力増強のため供給汚泥の濃度向上や下水の余剰活性汚泥の

濃縮などに用いられている。また，この装置は汚泥槽内に

設置した 過板に取り付けた 液排出管にサイホンの負圧

を作用させ汚泥が高濃度に濃縮でき電力費が少なくて済む

という特徴がある。

図９に外観構造，図 に基本構造を示す。汚泥槽に平

行・垂直に設置された 過板， 液排出管，槽底部のスク

リューコンベヤ，濃縮汚泥の引抜ポンプ，サイホン管に接

続したはく離用圧縮空気タンクにより構成されている。

３.２ サイホン式 過濃縮装置の運転原理

図 に運転原理を示す。汚泥は次の工程により濃縮され

る。

汚泥槽に汚泥を充てんし， 液排出管上部の排気弁を

開き空気を抜き，サイホンを形成する。

サイホン管下端のバルブを開き 液を流出させると汚

泥が 過される。

過板に濃縮汚泥が付着したあと汚泥槽底部のバルブ

を開き未濃縮汚泥を排出する。

液排出管内に圧縮空気を供給し， 過板内面から空

気を吹き出して濃縮汚泥を 布からはく離する。

３.３ サイホン式 過濃縮装置の濃縮性能

表２に浄水汚泥の濃縮例を示す。重力濃縮汚泥は 3 ～ 7

倍に濃縮され，濃度が最高 16.5 ％になった。なお，濃縮

倍率は濃度が低い汚泥であるほど高い傾向がある。

サイホン式 過濃縮装置の上水への適用

４.１ 加圧脱水機の処理能力の増大

表３に示すように，1.6 ％の重力濃縮汚泥は 過濃縮に

より 10.9 ％に濃縮され，加圧脱水による 過速度は 0.76
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排気 
レベル計 

エア 
抜き用 
給水 

濃縮汚泥 
はく離用 
圧縮空気 

圧縮空気 
タンク 

サイホン管 スクリュー 
コンベヤ 

未濃縮 
汚泥返送 
ポンプ 

汚泥 
供給口 

濃縮汚泥 
引抜ポンプ 

液 

過板 

図９　サイホン式 過濃縮装置の外観構造

液集水管 

　液排出管 
（サイホン管） 過板 

過水 

汚泥槽 

汚泥 ヘッダ 
排気弁 

排泥 
（濃縮汚泥） 

空気圧縮機 
（はく離用） 

図１０　サイホン式 過濃縮装置の基本構造

重力沈降 
濃縮槽 

コージェネ 
レーション 

吸収式 
冷凍機 

電力 

水蒸気 排熱 

脱水汚泥 ブライン 

凍結融解処理槽 

圧縮式冷凍機 

埋戻し材，栽培土 

乾燥機 

脱水機 

サイホン式 
　過濃縮装置 

図８　CGS排熱利用凍結融解脱水システム



省エネルギー型汚泥処理システム…

kgds/m2hから 1.4 kgds/m2hに増加した。また，3.7 ％の

重力濃縮汚泥は 過濃縮により 15.9 ％まで濃縮され，加

圧脱水による 過速度は 1.2 kgds/m2hから 4.6 kgds/m2h

に増加した。

４.２ 天日乾燥の期間短縮

過濃縮汚泥を供給することにより乾燥がすぐに開始す

るようになる。このため， 床の準備工程，沈降，濃縮工

程が不要になり，必要な処理は乾燥工程だけとなるので処

理期間が大幅に短縮できる。

サイホン式 過濃縮装置の下水への適用

５.１ 余剰汚泥の分離濃縮

重力濃縮槽引抜き濃度が低下し後段の脱水機の処理状態

不良が起きていた下水処理場において，余剰汚泥に高分子

凝集剤を添加して，初め 0.6 ～ 0.8 ％であった濃度を 過

濃縮装置で 3 ～４％に濃縮したあと後段の脱水機に供給す

る方式とし，安定した脱水を可能にしている。

５.２ 消化処理の合理化

重力濃縮汚泥を 過濃縮装置で濃縮したあと消化槽に供

給する方式により，①高温消化が可能となり無機化率が向

上する，②加温エネルギーが削減され消化ガスのエネル

ギーの有効利用が可能になり，③消化汚泥の濃度が上がり

二次消化槽における消化汚泥の濃縮が不要にできるなど処

理設備の合理化が期待される。

あとがき

凍結融解脱水システムとサイホン式 過濃縮装置につい

て構造，原理，特徴，用途などの概要を紹介した。凍結融

解脱水システムは省エネルギー化により凍結の電力量が削

減されたが，より一層の削減を進め経済性を高めていきた

い。また，サイホン式 過濃縮装置は上水および下水分野

の施設の運転合理化に寄与できるものと考えられるが，施

設への適合技術開発を進めていきたい。
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表２　　過濃縮装置の浄水汚泥濃縮性能 

濃縮条件 

重力濃縮汚泥 

ダム水 

表流水 

表流水 

ダム水 

地下水 

0.75％ 

1.7％ 

3.8％ 

5.1％ 

2.5％ 

サイホン 
長さ3.4m 

（0.34MPa） 

4.9 

8.2 

14.7 

15.1 

7.7

サイホン 
長さ8m 

（0.80MPa） 

5.7 

10.2 

16.5 

15.4 

8.8

表３　原汚泥と　過濃縮汚泥の加圧脱水 

試　料 

項　目 

供給濃度（％） 

　過速度（kgds/m2h） 

脱水汚泥含水率（％） 

ダム水系汚泥 

重力濃 
縮汚泥 

1.6 

0.76 

66.1

10.9 

1.4 

64.5

重力濃 
縮汚泥 

3.7 

1.2 

51.8

表流水系汚泥 

　過濃縮 
汚泥 

8.0 

2.2 

56.1

15.9 

4.6 

55.9

　過濃縮汚泥 

〈注〉加圧脱水条件　　方式：短時間型加圧圧搾脱水， 
　　　　　　　　　　　圧力：　過0.5MPa，圧搾1.5MPa

濃縮汚泥形式 

濃縮汚泥 
（ケーキ） 

液排出 

液 

未濃縮汚泥排出 

未濃縮 
原汚泥 

（4） （3） 

（2） （1） 

濃縮汚泥排出 

濃縮汚泥はく離 

濃縮 
汚泥 

液排出管 

サイホン形式 

（空気抜き充水） 

汚泥槽 

汚泥充てん 

過板 

液 

圧
縮
空
気 

図１１ 過濃縮装置の運転原理図
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人類の社会経済活動における大量生産・大量消費・大量廃棄の流

れと自立的生態系循環の流れのアンバランスにより，さまざまな環

境破壊が発生している。これを是正していくために，各種の法規が

制定され運用が開始されつつある。富士電機では「豊かさへの貢献」

「創造への挑戦」「自然との調和」を経営の理念に定め，環境に関す

るさまざまな技術開発を行ってきている。本稿では，環境技術の動

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。

環境システム技術の現状と展望

矢内 銀次郎 臼井　正和 梅本　真鶴

富士時報 Vol.76 No.2 p.104-107（2003）

今日，資源の有効利用と廃棄物の適切な処理について，その重要

性に異論を唱える人はいない。一方，その問題の解決の難しさにつ

いても，明確に否定できる人はいないと思われる。富士電機は，こ

の重要で困難な問題にいち早く取り組み多くの実績を納めてきた。

本稿では，富士電機のこれらの問題に対する取組みの一例を紹介す

る。

富士リサイクルプラザ

丸山　良介

富士時報 Vol.76 No.2 p.108-111（2003）

廃棄物はリサイクルまたは中間処理された後，最終処分場に埋立

て処分される。埋め立てられた廃棄物の層を浸透した雨水などを設

定した放流水質まで処理する施設が浸出水処理施設である。近年，

放流先の要求などにより，放流水中のダイオキシン類，塩類などの

高度処理の必要性が出てきている。本稿では浸出水処理システムの

納入例と今後の課題について述べる。

廃棄物最終処分場における浸出水処理システム

花岡　憲一 数見　英樹

富士時報 Vol.76 No.2 p.112-115（2003）

市町村が処理する一般廃棄物の収集管理システムを，富士電機が

提供する移動態情報管理サービスを利用して容易に実現できること

を示した。最近，全国の自治体で，廃棄物の収集・処理を近隣の市

町村と共同で行う広域処理方式が増えている。自区処理を原則とす

る一般廃棄物では，このような場合でも各自治体ごとに排出した量

に応じた費用が住民の税金で負担されるため，搬入した廃棄物が確

かにその自治体からのものであることを確認する方法が求められて

おり，その要望に応えるシステムとして紹介する。

移動態情報管理サービス

宗木 好一郎 山田　成英

富士時報 Vol.76 No.2 p.116-119（2003）

焼却灰を直流電気抵抗炉にて溶解し，1,400 ℃の高温にてダイオ

キシンを分解し，かつ有害重金属を除去する。若干の還元剤と成分

調整剤を溶融時に添加することにより，有害物を含まないクリーン

スラグが得られる。スラグを非結晶質から結晶質へ改質することに

より，天然物に匹敵する人工岩石を生成することができる。再資源

化技術の一例として，魚礁を作りフィールドテストを行った事例を

示す。太平洋側に設置した魚礁ではコンブの育成があり，日本海側

では，モズクが繁茂した。

焼却灰溶融処理再資源化システム

吉本　明正 藤田　　満 國谷　　正

富士時報 Vol.76 No.2 p.120-123（2003）

RDF（Refuse Derived Fuel ：ごみ固形燃料）は，一般廃棄物の

可燃ごみを乾燥し圧縮成形した固形燃料である。従来のごみを直接

燃焼させるごみ発電に比べ，輸送や貯留が容易であり発電効率も向

上する。富士電機が納入した三重県 RDF焼却・発電施設の概要，

仕様および運転維持管理について紹介する。

三重県RDF（ごみ固形燃料）焼却・発電施設

佐々木 英雄

富士時報 Vol.76 No.2 p.124-128（2003）

富士電機は，バイオガス利用のりん酸形燃料電池システムをこれ

までに 2か所に納入した。さらに適用範囲を広げるべく低 CH4 濃

度ガスに対する運転検証を行い，CH4 40 ％相当の低カロリーガス

でも安定運転が可能であるという結果を得た。食品系廃棄物の高

速・高負荷メタン発酵技術の開発では，ミニプラントを高負荷で連

続運転中である。また，アンモニアストリッピングと生物処理を組

み合わせた消化廃液処理システムのフィールド検証を行い，BOD

と全窒素を法規制値以下に安定的に低減できることを検証した。

バイオマス発電にかかわる取組みと技術開発

石川 冬比古 杉山　智弘

富士時報 Vol.76 No.2 p.129-132（2003）

富士電機は，学校，公共施設，集合住宅などの受水槽の衛生管理

を，薬剤を使わず電気分解により無人で安全に行える，残留塩素濃

度維持装置（商品名「復活くん」）を開発した。「復活くん」の原理

は，水道水中に含まれている塩素イオンを利用して，消失した有効

塩素を電気分解により再生成するというものである。「復活くん」

の適用によって，末端の給水栓で残留塩素濃度を 0.1mg/L 以上に

維持することができる。また水道施設における残留塩素濃度を適正

に管理し，トリハロメタンなど消毒副生成物の発生を抑制し，安全

な水を提供する。

残留塩素濃度維持装置「復活くん」

石岡　久道 出野　　裕 明瀬　郁郎

富士時報 Vol.76 No.2 p.133-136（2003）

富士時報論文抄録



Abstracts (Fuji Electric Journal)

Nowadays, no one will dispute the importance of the effective uti-
lization of resources and the appropriate processing of disposal waste.
However, the difficulty in resolving these issues cannot be denied
either. Fuji Electric has been involved with these important and com-
plex issues from early on and has accumulated a record of numerous
successes. This paper introduces one such example of Fuji’s efforts in
response to these issues.

Fuji Recycle Plaza

Ryousuke Maruyama

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.2 p.108-111  (2003)

The socio-economic activities of mass production, mass consump-
tion and mass waste disposal, combined with the unbalance in the
autonomous circulation of the ecosystem are causing various disrup-
tions to the environmental. As corrective measures, various laws have
been passed and enacted. Fuji Electric has adopted a working philoso-
phy based on the objectives of “contributing to society’s prosperity,”
“striving to innovate,” and “harmonization with nature,” and is work-
ing on various technical developments to benefit the environment.
This paper discusses the present status and Fuji’s efforts concerning
environmental technology, as well as the future outlook.

Present Status and Trends of Environmental 
Preservation

Ginjiro Yanai Masakazu Usui Matsuru Umemoto

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.2 p.104-107  (2003)

The tracking service provided by Fuji Electric enables municipali-
ties to easily realize a general waste collection and management sys-
tem. Recently, local municipalities throughout Japan have increasingly
been cooperating with their neighboring municipalities to jointly collect
and process waste material as a form of regional processing. However,
as a rule, each district has processed its own general waste. And even
in this case of regional processing, the citizens of each local municipal-
ity are assessed a tax according to their amount of discharged waste.
Consequently, there is demand for a system able to perform accurate
tracking of transported waste and to identify its local municipality of
origin. This paper will introduce Fuji’s tracking service, which satisfies
these requirements.

Tracking Service for Waste Collection and 
Transportation

Kohichiroh Muneki Narihide Yamada

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.2 p.116-119  (2003)

After waste material is recycled or treated with an intermediate
process, it is disposed of at a landfill site. A wastewater treatment sys-
tem is provided to ensure the quality of the water discharge from the
site after rainwater or the like has seeped into the layer of landfilled
waste. In recent years, water discharge sites have required highly
refined treatment of the dioxins and salts contained in the discharge
water. This paper describes an example installation of Fuji’s waste-
water treatment system and future challenges facing this technology.

Wastewater Treatment System for Waste Landfill 
Sites

Kenichi Hanaoka Hideki Kazumi

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.2 p.112-115  (2003)

RDF (refuse derived fuel) is solid fuel formed from combustible
general waste that has been dried and then compressed. Compared to
conventional electric power generation by direct incineration of refuse,
RDF allows for easier transportation and storage, and achieves higher
efficiency for power generation. This paper presents an overview,
including the specifications, operation and maintenance, of the Mie
RDF Incineration and Power Generation Facility that was supplied by
Fuji Electric.

RDF (refuse derived fuel) Incineration and Power 
Generation Facility in Mie Prefecture

Hideo Sasaki

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.2 p.124-128  (2003)

Solid waste ash is melted by an electric resistance furnace, then
dioxins are decomposed at the high temperature of 1,400℃ and haz-
ardous heavy metals are removed. Coke and inorganic flux are added
during melting to obtain non-metalliferous slag that is free of hazardous
materials. By transforming the slag from an amorphous into a crys-
talline solid, manmade rocks can be formed that are comparable to nat-
ural ones. As an example recycling technique, fish reefs were created
from these rocks and a field test implemented. The reefs on the Pacific
Ocean side nurtured sea kelp and those on the Japan Sea side became
overgrown with “mozuku” seaweed.

Development of a Solid Waste Ash Recycling System

Akimasa Yoshimoto Michiru Fujita Tadashi Kunitani

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.2 p.120-123  (2003)

Fuji Electric Co., Ltd. has developed a residual chlorine concentra-
tion maintenance apparatus. (The trade name is “Fukkatsu-kun.”) This
apparatus provides safe and unattended sanitation control of a water
tank such as at a school, public facility or housing complex by means of
electrolysis without the use of added chemicals. The amount of effec-
tive chlorine that had been depleted is regenerated by electrolysis, uti-
lizing chlorine ions contained in the water. Residual chlorine concentra-
tion levels can be maintained at 0.1 mg/L or greater with a tip hydrant.
Controlling the residual chlorine concentration in a water supply facil-
ity enables us to prevent the occurrence of sterilization byproducts
such as trihalomethanes.

Apparatus for Maintaining Residual Chlorine 
Concentration “Fukkatsu-kun”

Hisamichi Ishioka Hiroshi Deno Ikuo Myose

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.2 p.133-136  (2003)

Fuji Electric has been supplying phosphoric acid fuel cell (PAFC)
generator systems applied for biogas. To extend the range of applica-
tions of PAFC, running tests were conducted using simulated low
methane content biogas. The results confirmed that the system could
be operated stably with simulated biogas having equivalent methane
content of 40%. In addition, Fuji Electric is developing a methane fer-
mentation system for kitchen waste. A bench-scale test unit is being
operated using garbage from a factory cafeteria. It was also verified by
field test that a wastewater treatment system for digested slurry could
stably reduce total nitrogen content to below 60 mg/L.

Development of Power Generation Technologies 
Using Biomass Derived Waste

Fuyuhiko Ishikawa Tomohiro Sugiyama

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.2 p.129-132  (2003)



凍結融解脱水システムは浄水汚泥を凍結融解処理により粗大粒子

に改質し，無薬注で低含水状態に脱水するために用いられる。脱水

汚泥は粒状であり，栽培土，埋戻し材として有効利用できるという

特徴がある。サイホン式 過濃縮装置による汚泥体積の減少や

CGS 排熱利用による吸収式冷凍機の運転により省エネルギー化さ

れている。サイホン式 過濃縮装置は，汚泥を高濃度にできエネル

ギー消費が少ないので，上下水処理施設において濃縮槽，脱水機，

消化槽などの安定化，効率化，合理化に寄与できる。

山口　幹昌 本山　信行 藤嶋　正幸

富士時報 Vol.76 No.2 p.137-141（2003）

省エネルギー型汚泥処理システム
凍結融解脱水システムとサイホン式 過濃縮装置



A freeze/thaw dewatering system is used to freeze and thaw
watery sludge, transforming it into coarse particles and dewatering it
to low water content, without the addition of chemicals. The dewatered
sludge is granular and may be effectively utilized as soil or backfill by
farmers. Energy savings are realized due to the decrease in sludge vol-
ume resulting from use of a siphon-type filter thickener and the opera-
tion of an absorption refrigerating machine that utilizes CGS exhaust
heat. Because the siphon-type filter thickener is able to highly concen-
trate the sludge and has low energy consumption, it is positioned to
contribute to the increased stability and efficiency of concentration
tanks, hydro-extractors, digesters, etc. at water supply and sewerage
processing facilities.

Energy-saving Sludge Treatment
Freeze/Thaw Dewatering System and Filter 
Thickener with Siphon Pipe System

Mikimasa Yamaguchi Nobuyuki Motoyama Masayuki Fujishima

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.2 p.137-141  (2003)



美しい星を 
未来に引き継ぐために。 

コンサルティング, 技術企画, 設計・製作,  
プラント建設, アフターサービスの一貫した 
対応力が富士電機の技術です。 

●粗大ごみ処理施設　●リサイクルプラザ 

●不燃物資源化施設 

●最終処分場浸出水処理施設　●各種排水処理施設 

横型回転式破砕機 

川角リサイクルプラザ 

 富士電機の環境システム技術 

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3番1号（日本生命仙台ビル）
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 〒730-0022 広島市中区銀山町14番18号
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）

首 都 圏 北 部 支 店 1（048）657-1231 〒330-0802 さいたま市宮町一丁目38番1号（野村不動産大宮共同ビル）
北 関 東 支 店 1（048）648-6600 〒331-0852 さいたま市桜木町一丁目9番1号（三谷ビル）
首 都 圏 東 部 支 店 1（043）223-0702 〒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 支 店 1（026）228-6731 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
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（井門神戸ビル）
岡 山 支 店 1（086）227-7500 〒700-0024 岡山市駅元町1番6号（岡山フコク生命駅前ビル）
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 〒900-0004 那覇市銘苅二丁目4番51号（ジェイ・ツービル）

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 北見市西富町二丁目18番18号
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（017）777-7802 〒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 〒020-0021 盛岡市中央通一丁目7番25号（朝日生命盛岡中央通ビル）
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）
栃 木 営 業 所 1（028）639-1151 〒321-0953 宇都宮市東宿郷三丁目1番9号（USK東宿郷ビル）
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）
長 野 営 業 所 1（026）228-0475 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
甲 信 営 業 所 1（026）336-6740 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
松 本 営 業 所 1（0263）40-3001 〒390-0852 松本市島立943番地（ハーモネートビル）
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）
京 滋 営 業 所 1（075）253-6081 〒604-8162 京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637（朝日生命京都ビル）
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（損保ジャパン松江ビル）
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）812-6522 〒890-0046 鹿児島市西田一丁目5番1号（GEエジソンビル鹿児島）

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
千 葉 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
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
技術開発・生産センター 1（048）548-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
機 器 製 作 所 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）

お問合せ先：電機システムカンパニー 環境システム本部 電話（03）5435-7065
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