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特別講演

鉄鋼 CO２ 排出量・原単位計算方法 ISO 化
一般社団法人日本鉄鋼連盟 エネルギー技術委員会
手塚宏之
（JFE スチール株式会社 技術企画部 地球環境グループ）

鉄鋼業においても他産業と同様，成長が著しい新興国での省エネ・CO２ 削減の重要性が認識されている中，日
本鉄鋼業が主導して２
０
１
３年３月に策定された，製鉄プロセスから発生する CO２ 排出のパフォーマンスを把握す
るための方法を定めた「ISO１
４
４
０
４」が，新興国鉄鋼業の省エネを推進するツールとして大きな役割を果たして
いる。
ISO１４
４
０
４は特別な計測機器等を必要とせず，粗鋼生産量，原材料購買量・販売データなど，通常の操業デー
タのみで簡単に CO２ 原単位を計算できるという特徴がある。また ISO１４４０４では，製鉄所からの実 CO２ 排出量
ではなく，製鉄所外で製造された中間材を作る際に排出された CO２ も「間接排出」として製鉄所内で製造され
た場合と同様にカウントする手法を取っている。鉄ができるまでには複数のプロセスを経るが，製鉄所によって
は，一部のプロセスを外部からの中間材の購入で賄うため，製鉄所からの実 CO２ 排出量のみに注目すると，外
部購入資材の割合が大きいほど CO２ 排出量が少なく見えてしまうが，「間接排出」の導入によってこれを補正し
て，製鉄所の効率を正しく評価することができる。
ISO１４
４
０
４は，第一に日本の鉄鋼業が世界最高のエネルギー効率を誇ることを「見える化」するための手段と
して，第二に新興国鉄鋼業での省エネ推進のツールとして，そして第三に日本のインフラ輸出を後押しするもの
として，大きな役割を果たしている。日本鉄鋼業は１９７０年代以降のたゆまぬ省エネ努力により，優れた省エネ
技術（ハード）を有しているが，ISO１
４
４
０
４
（ソフト）とハードをパッケージ化して国際展開することにより，
「日
本鉄鋼業の省エネ技術の海外展開」を後押しし，「日本の技術による気候変動対策への貢献」の拡大を目指して
いる。
（本文３ページ）

蒸気再圧縮方式エバポレーターの操業経験
北越紀州製紙株式会社 新潟工場 工務部 汽力課
青山千晃

新潟工場で保有する５系列のエバポレーターの内，稼働後３
５年以上超過した２系列の最新設備への更新を計
画し，平成２
７年６月に実運用に入った。今回導入した H 系エバポレーターは，再加圧ファンで蒸気を再圧縮す
る方式 Vapor―Re―Compression―System（以下 VRC 方式と略す）を採用し，給液缶での黒液濃縮処理を進
め，省蒸気，黒液濃縮能力アップを図った効率良い設備である。黒液濃縮設備における VRC 方式の導入は，住
重プラントエンジニアリング社製では，国内初である。
３％ も削減
設備導入前後で比較すると，工場全体のエバ燃料原単位が１０〜１５％ 改善，工場 CO２ 排出量は約７．
できている。ブロワを運転することで，電力使用量は増加するが，給液濃度アップによる低圧蒸気削減量が大き
く，総合的に消費エネルギーは少なくなる。
本稿では，VRC 方式の設備概要及び導入効果，トラブル事例について報告する。
（本文８ページ）

ハイパーフラットドライブ!システムの開発と応用
バンドー化学株式会社 産業資材事業部 技術部
中嶋栄二郎

ハイパーフラットドライブシステム（略称：HFD）とは，生産工場や商業施設などで稼動する空調機，送風
機等の動力伝動として使用されている V ベルトからの置換用製品として開発した省エネ伝動システムである。
２
０
１
６年６月
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伝動ベルトのエネルギー損失は曲げ応力による損失が最も大きな要因であり，これを最小に抑えるためには，
伝動ベルトの厚みを薄くすることが有効である。最少厚みを実現できるのは平ベルトであるが，平ベルトには伝
達能力の不足，ベルト走行時の蛇行，張力低下によるスリップ等の解決の難易度が高い問題があり，V ベルト駆
動が多くに用いられてきた。
当社では１
０
０年超の歴史を持つ総合ベルトメーカーとして，経験と実績による高い技術力を背景に，平ベルト
の走行位置を自律制御させる蛇行制御機構を開発し，その蛇行制御機構に張力を維持するオートテンショナ技術
を組み入れることで平ベルトの蛇行や張力低下などの問題を克服した。節電，長寿命，メンテナンスフリーを実
現し，V ベルトに比べて平均７％ の節電効果を実現，寿命も３倍となり，その他特長として V ベルトに比べ，ク
リーン性，静粛性の向上も実現している。
（本文１
２ページ）

再生可能エネルギー由来の水素によるエネルギーシステム
株式会社東芝 次世代エネルギー事業開発プロジェクトチーム
大田裕之，栗田大史，中川隆史，河野龍興，山根史之，上滝直樹

東芝は，純水素型の燃料電池や，高効率の水素製造システム，あるいは系統制御を含めてエネルギーを高効率
に扱うエネルギーマネージメントシステム（EMS）の開発に長年取り組んでおり，これらコアとなる技術を統
合して，水素社会に向けたシステムの製品及び技術開発を進めている。
そのひとつとして，再生可能エネルギーの余剰分を水素電力貯蔵により，平準化し需要に合わせて発電するこ
とをコンセプトとした新しいエネルギーシステム，H２OneTM を開発し製品化した。２０１５年の４月から川崎市で，
H２OneTM の BCP モデルの実証を開始しており，実証実験においては再生可能エネルギー，貯蔵した水素と蓄電
池のみで目標の７日間の運転継続を達成した。また，水素吸蔵合金を採用することにより，大量の水素を長期間
にわたって利用することを可能とした，リゾートモデルの開発を行った。本モデルにおいてはハウステンボス株
式会社のスマートホテル「変なホテル」第二期棟に設置される予定である。
一方，近年では温暖化ガス排出に対するルールが広がっており，工場への再生可能エネルギーの導入が進めら
れている。東芝では，必要エネルギーを温暖化ガス排出量ゼロで供給するための工場向け水素システムの開発を
進めており，それはパルプ・紙・紙加工品製造業の工場にも適用が可能である。
その他新たな取組として，環境省委託の水素サプライチェーン実証事業を２
０１５年より北海道にて開始してい
る。
これからも，東芝は再生可能エネルギーを利用した発電システム，水電解装置，燃料電池などの水素社会の実
現に必要な技術を併せもつ企業として，水素の製造から利活用までを統合した経済的なエネルギーソリューショ
ンを提案していく。
（本文１
７ページ）

〜人がいなくて悩んでいる工場へ〜「サテライト型省エネルギー」
日本ビジネス革新コンサルティング株式会社―JBIC―
城田靖彦

本社主導の下（推進本部となり）で複数の工場（自社工場又はグループ会社の工場）に本社技術部各工場担当
が加わり省エネ合同プロジェクトを編成し，組織的に活動を展開していくサテライト型の活動推進方式を紹介す
る。その進め方としては，JBIC の省エネ手法をベースに統一推進方式という合同会合形式で省エネの進め方（手
法）
・考え方の理解，分析情報の共有化，問題指摘や対策検討，技術課題検討，進捗確認検討等をチーム員全員
で行う。そして会合は工場持ち回りで合同ミーティングを行い各種交流も含めて本社・工場一体の省エネ活動を
展開していくものである。
昨今ではこれまでの単一推進方式（工場単位）における課題とは異なった課題が上がってきており，その課題
に対応したサテライト型省エネルギーの進め方が有効と考えられ展開しているものである。
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それらの課題とは，
１） 事業所が海外も含めて数多くあるが，省エネをどのように進めていけば良いかわからない。
２） 本社と工場の認識の違い，意見すれ違い，立場の違いが活動を展開しにくくしている。
３） 一つ一つの事業所の規模がさほど大きくなく一事業所でプロジェクトは組みづらい。
４） 事業所（工場）間で改善情報共有しているが，実行に及ばない。
５） 事業所（工場）間の活動進捗に違いがあり，足並みをそろえにくい。ばらつきが生じる。
６） 人が出せず集中した活動ができないことから大きな成果が得られにくい。
など。
これらの課題を踏まえ，サテライト型省エネを採用した際のメリットは，
１） 各工場少人数制でチームの編成が可能である。
２） 複数以上の工場が同時期に，省エネルギー効果が出せる。
３） 本社と工場間の交流が出来，組織が活性化する。
４） 本社技術部，各工場の知恵・刺激が得られる。
５） 競争の原理が働き活動に勢いがつく。
６） 社内で継続できるしくみを形成する。
７） 本社主導型の省エネ展開を図れるようにし，全工場の収益貢献が図られる。
８） 情報共有のために対象工程に対する深い知識・情報が求められ，技術情報の整備や省エネスキルの向上が
図られる。
以上の観点から，サテライト型の省エネ運営方法についてその要点（ノウハウ）を JBIC の省エネ手法と合わ
せて紹介する。
（本文２
３ページ）

短期間で成果を出した省エネ活動
王子エフテックス株式会社 中津工場
小谷亮介

昨今のエネルギー価格の高騰は収益に大きな影響を与えており，省エネへの関心が高まっている。王子エフテッ
クスでは省エネ目標を「生産計画に基づくエネルギー使用量見込みに対し１．
５％ 削減」と設定し，省エネ委員会
を中心に日々省エネに取り組んでいる。しかし，活動頻度を上げることが困難になり，新しい案件の発掘に至ら
ず年々目標の達成が難しくなっていた。その問題点を払拭し，さらに省エネ活動を活性化するため，２
０
１３年に
少人数による別組織「省エネ推進チーム」を立ち上げた。
省エネ推進チームでは「スピードを優先し，短期間で成果を出すこと」を基本方針として活動を開始した。省
エネを早期に数多く実施するため，効果が小さくても少額投資でできる案件を優先した。その結果，２
０
１３年度
中津工場では６４件の省エネ案件を実施し，原油換算５１０kL／年を削減した。このうち省エネ推進チームは半年
間の活動で１
９件を実施し，原油換算１
２２kL／年を削減した（全体の２３％ に相当）。
省エネ案件の実例としては，
「蒸気トラップ見直しによる省エネ」や，「コンプレッサー１台停止」が挙げられ，
いずれも既存設備の運転条件でエネルギーロスがないか把握することだけで大きな省エネ効果が得られた。また，
製造現場に大画面の「エネルギー原単位見える化システム」を設置し，リアルタイムで原単位を認識できる環境
を整え，省エネを支援する役割も果たした。
今後は省エネ推進チームの活動を工場全体に広め，更なる省エネを図っていく。
（本文２
９ページ）

２
０
１
６年６月
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アンドリッツの最新回収プロセス・パルプ製造技術とコンセプト
ファイバーラインと回収プロセスの融合・最適化の実例
アンドリッツ株式会社 技術営業部
土棚政人，長峰大輔，川上千明

クラフトパルプ製造では，調木，蒸解，ファイバーライン工程によりパルプを得る一方，黒液を濃縮・燃焼し
て薬品および熱を回収する。これらの工程は，従来独立したシステムとして扱われ，個々に進歩を遂げてきたが，
２
０
００年代に入ってパルプ生産設備が大型化されるに伴い，総合パルププロセス・プラントメーカーが装置一式
を EPC 受注するようになった。言い換えれば，メーカーには，各プラント間の垣根を越え，プラント全体を最
適化・効率化することが求められるようになったのである。
‥‥
‥
そうした背景の中，Metsa Fibre 社が発足させた Aanekoski Bioproduct Mill プロジェクトにおいて，アン
ドリッツはファイバーラインを含む主要プロセス技術を担当することとなった。パルプ製造・回収の両工程を融
合し最適化を行うという視点のもと，また，長年の研究開発によって培った最新技術は，省エネルギー・創エネ
ルギーにつながるものである。
本稿は，その取り組みについて記述したものである。
（本文３
３ページ）

リグノブースト
―クラフトパルプ工場からのリグニンの利用の拡大―
バルメット株式会社 営業部 パルプ＆エネルギー設備担当
山下 宏

世界各国での炭酸ガス排出削減の取り組みが近年，積極的に行われている中で，再生可能資源への注目が集まっ
ている。その関心のほとんどは，再生可能エネルギーに注がれていると言えるが，バイオマス資源については，
エネルギー源としての可能性に加えて，各種素材の原料としての可能性にも目が向けられている。その中で，先
進国を中心としてリグニンへの関心が高まっている。リグニンはエネルギー源としてその使用が広く行われてい
る。近年新たに注目されているのは，化成品の原料としての可能性である。これまで，重油を原料としていた多
くの化成品がリグニンといった再生可能資源から作られる可能性が高まっている。リグニンの化成品の原料とし
ての使用方法が確立されると，その付加価値は大きく高まることが期待されている。
弊社はクラフトパルプ工場の黒液からリグニンを商業的に取り出す技術を確立した。すでに，北米と北欧でそ
れぞれ商業プラントが稼働を開始している。本稿では，弊社のリグニン抽出についてのこれまでの取り組みと商
業プラントの稼働状況の一部を紹介する。
（本文４
０ページ）

優れた強度と操業性を有する紙塗工用次世代型ラテックスの開発
日本エイアンドエル株式会社 研究所 ラテックス研究グループ
河口拓郎，加茂晶也

紙塗工用ラテックスは塗工紙の品質に大きな影響を及ぼすため，品質向上のための検討がなされてきた。これ
まではラテックスポリマーの粘着成分の量と粒子内の分布を最適化することで強度と操業性のバランスを取るよ
うに設計されてきた。更なる強度と操業性の向上のために効果的な機能性成分をラテックスポリマーの粒子表面
に導入した高機能性ラテックスを開発した。
高機能性ラテックスの強度と操業性を従来型ラテックスと比較するとともに，ラテックスのフィルム物性，お
よび，顔料とラテックスの相互作用を確認し，ドライピック強度に関する考察を行った。
高機能性ラテックスのドライピック強度は従来型ラテックスと比較すると３
０％ 以上良好であった。ラテック
スのフィルムの伸びと応力を測定したところ，高機能性ラテックスは従来型ラテックスに対してフィルムの伸び
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を保ったまま，フィルム応力が著しく向上していた。このことから，強固なフィルムとなり，ドライピック強度
が向上したと考えられる。
さらに導入した機能性成分は顔料である炭酸カルシウムとの相互作用が確認されており，カオリン系の顔料配
合に比べ，特に炭酸カルシウム系の顔料配合におけるドライピック強度の発現が顕著であることがわかった。
操業性の指標となる塗料の洗浄性を確認したところ，従来型ラテックスよりも高機能性ラテックスは良好で
あった。機能性成分は親水性であるためバッキングロールのフロークリン部での洗浄水になじみやすくなり，洗
浄性が向上したと考えられる。
今回開発した高機能性ラテックスではフィルム応力の向上，炭酸カルシウムとの相互作用によりドライピック
強度が向上するとともに操業性が向上した。
（本文４
４ページ）

研究報文

ヒトの皮膚に学んだ立体感を示す壁紙の研究
＊１
東海大学 工学部光・画像工学科
東海大学大学院 工学研究科 光工学専攻
a）
黒田総合技研株式会社
＊１，
a）
＊２
＊１
黒田章裕 ，児玉晃季 ，奥田浩輝 ，宮間千歳＊１，前田秀一＊１，２
＊２

壁紙には意匠性，機能性が求められ，素材やデザインを大きく変革させてきた柔軟性に富んだ歴史を持つ。一
方，我々の一番身近な光学材料の１つに皮膚が挙げられる。皮膚は光学的には半透明な層状構造体であり，光が
侵入深度により分離される色分離機構や，皮膚の層状構造の層間での多重反射など複雑な光学特性を持ち，化粧
品産業を除けば，意外にこの光学特性を利用している産業は少ない。
我々は，赤ちゃんの皮膚を見た時に感じるみずみずしさ，奥行き感に注目し，皮膚を光学的に生体模倣したモ
デルを開発し，その光学特性を評価することで，奥行き感に優れた立体スクリーンを開発し，壁紙への応用を試
みた。
現在産業的に多用されている３D の原理は，両眼視差を使用したものであり，専用眼鏡や複雑なディスプレ
イの構造を必要とし，かつ膨大なデータ処理が必要な点が，手軽に使いにくい問題を起こしていた。これに対し
て，我々の光学模倣モデルは片目立体視に基づく原理を用いており，両眼視差を使用したものではないため，専
用眼鏡が不要なこと，データの立体化処理は自動的にスクリーン側が行ってくれるため，既存の２D のデータ
がそのまま利用できること，構造が単純で大型化が容易なこと，プロジェクターがあればすぐに立体投影が可能
で，高性能のコンピューターを必要としないこと，スクリーンが明るいこと等を特徴として有している。一方，
皮膚と同様に映像を投影した際の高い解像度は期待できず，飛び出してくるような立体映像も得られないが，既
存の壁紙にはない，立体的な風景画が投影されているような独特の意匠性が得られる特徴がある。これは壁紙の
求める意匠性，機能とも通じるものがあると考えている。
（本文５
２ページ）
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