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新しい技術をベースにしたエネルギーの有効活用ソリューション
安川シーメンスオートメーション・ドライブ株式会社 技術本部 応用技術部
八木田正樹

産業分野では古くから省エネ努力が続けられており，その成果も大いに発揮されているが，国内エネルギー消
費量の半分を占めるため，更なる省エネが求められている。本稿では，それらの要求に答えるため，SIEMENS
（SIEMENS AG）と安川電機（株式会社安川電機）の新しい技術を用いた製品とそれらをベースにした YSAD
（安川シーメンスオートメーション・ドライブ株式会社）のエネルギー有効活用ソリューションを紹介する。
モータでは最新の技術を用いた高効率誘導モータ（SIEMENS），誘導モータに替わる永久磁石を用いた同期
モータ（安川電機），貴重な資源である永久磁石を用いない同期リラクタンスモータ（SIEMENS），およびダイ
レクトドライブモータ（SIEMENS）による減速機レスによる省エネを紹介。ドライブ装置では，付帯設備も含
めた力率改善が可能な SINAMICS S120 シリーズコンバータ（SIEMENS），新しい電力変換技術を応用したマ
トリクスコンバータ U1000（安川電機）による省エネ，および YSAD の省エネソリューションとして，蓄電池
を応用したハイブリッドクレーンおよび急速充電器などの電力ピークカット，ピークシフトに貢献する YS-IENECOS を紹介する。


（本文 3 ページ）

川内工場における省エネの取組み
中越パルプ工業株式会社 川内工場 施設動力部 電気計装課
下山慎吾

エネルギー多消費型の製紙業において，省エネ活動は環境対策及びコスト削減に向け，有効な手段であり，当
工場でも工場全体で活動に取り組み成果を上げてきた。しかしながら活動が進むに連れ，容易に効果を上げられ
る案件が少なくなり，工場で毎年設定している省エネ目標の達成が近年，厳しい状況にある。
当工場では省電力，省重油，節水の 3 項目について省エネに取り組んでいるが，例年達成率が高いのは省電力
である。年々インバータ設置スペースに苦慮しながらも狭いスペースを有効活用して工事を進めてきた。2017
年度には一部電気室を拡張し，各マシンドライヤーフードの給排気ファン等のインバータ化を実施することで大
きなメリットを上げ，省電力達成率は 12 月までの実績において 154％となっている。
省重油に関しては省電力と比較すると達成率が低く，更なる案件の掘り起しが必要であり，節水に関しては用
水が河川水であり，用水単価が安価であることから，費用対効果のある案件が少ない状況ではあるが，社員一丸
となって目標達成に向け取り組んでいる。
本稿では過去 3 年間で実績が上がった省電力，省重油案件を代表して 3 件の事例を紹介する。


（本文 10 ページ）

秋田工場における省エネルギーへの取組み
日本製紙株式会社 秋田工場
伊達宣浩

秋田工場の省エネルギー活動において，2015 年には目標値を大きく下回る結果となった。その状況を打破す
るために，2016 年度は日本ビジネス革新コンサルティング㈱（JBIC）より指導を頂き，ネイガー活動と称する
省エネルギー活動を展開した。目標は「工場の前年総エネルギー使用量の 3％分の省エネ案件発掘」，月 4 回の
活動で約 1 年間，工場各部門から選抜されたメンバーが一丸と取り組んだ。
活動の前半は現状の工程あるいは機器の状況把握，つまりフローシート，マテバラを作成し，その後燃料，電
力，水，蒸気，エアの使用量を調査しエネルギー使用量を把握した。後半はその工程や機器の機能状態の分析，
設備仕様を振り返り温度や流量，品質等に乖離はないか，エネルギー収支を検討し熱源は有効利用されているか，
出入口温度は仕様通りか等を検討し，改善されるべきテーマ素材に気付いたら即座に記録することであった。そ
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して是正のために損失の大きさやエネルギー源，改善の方法により充分な利益をもたらすことを確認して優先順
位を決定した。
検討する際は，集まったメンバーが理解しやすいように手書きの図や写真等を用いて議論したことにより，自
部門で気付かない点が発見されるなどお互いに知見が得られたのではと思う。
活動を通して，ネイガー目標に対しては 3.23％となり，秋田工場としての省エネ目標も達成された。


（本文 16 ページ）

新潟工場省エネ事例について
北越紀州製紙株式会社 新潟工場 施設部 施設課
鷲津真人

近年，温暖化等の地球環境問題への対策が各国に求められており，日本はパリ協定の約束草案で 2030 年度の
CO2 排出量を 2013 年度比より 26％削減することを目標とした。北越紀州製紙新潟工場でもパリ協定の約束草案
達成に貢献する為，当工場では省エネプロジェクトを立ちあげた。プロジェクトで実施した中から「新潟工場ス
チームトラップ診断」及び「新潟工場 8 号機 1 次スクリーン高効率化」の 2 つの事例を報告する。
新潟工場スチームトラップ診断は，工場構内に多数のスチームトラップが設置されているが，管理が十分で無
かった為に蒸気漏洩しているものがあった。そこで，工場構内のスチームトラップを診断した結果，工場構内に
はスチームトラップが 1,445 台あり，その内 277 台が不良（不良率 19.2％），蒸気漏洩量は 1.58 t/h であった。
診断結果をもとに各職場にて不良トラップを取替することで 0.3 t/h の蒸気ロス削減に繋げた。また，診断した
トラップの型式・動作状態を記載した台帳及び配置図を作成することで，今後のスチームトラップ管理がしやす
くなった。
新潟工場 8 号機 1 次スクリーン高効率化では，相川鉄工製 B-1500 型スクリーン用アジテーターを Maxi
Agitator に更新し，さらにプーリー比を変更して回転数をダウンすることで消費電力の削減を図った。新潟工
場 8 号機には 1 次スクリーンが 5 台あり，すべてに Maxi Agitator 及びプーリー比変更を採用したところ，合
計 115 kW の消費電力削減となった。


（本文 21 ページ）

ボイラ用水処理薬品によるエネルギーの有効活用
栗田工業株式会社 ソリューション推進第一部門 技術サービス一部
青木孝司

国内の工場においては，積極的な省エネルギー活動に一貫して取り組んでおり，計画的な設備投資のもと，高
効率機器の導入などを採用している。特に，使用エネルギーに占める蒸気用の燃料に占める割合は大きく，蒸気
原単位削減の要望が強い為，高効率ボイラやエネルギーの回収設備導入が進んでいる。
水処理が省エネルギーに寄与できる課題としては，スケール障害防止の対応，ブロー削減に関する対応，復水
回収量の向上への対応がある。これらは主に水の純度が低い軟水を給水とする蒸気圧力が 2 MPa 以下の低圧ボ
イラ設備で，改善の余地が大きい。
ボイラに付着するスケール（ボイラに供給される水中のカルシウムイオンやマグネシウムイオン，シリカ，鉄
などの成分が析出し，ボイラ内に付着したもの）は，熱交換を阻害するとともに設備での様々な障害の原因とな
るため，スケールの付着を防止して熱効率や設備の耐久性を維持する水処理薬品が欠かせない。しかし，分散効
果のみを有する従来の薬品素材では，ボイラ缶内の硬度成分が薬品の処理能力を超えた場合はスケールとなり，
水管に付着したスケールを別途除去処理する必要があった。
この課題に対して弊社は，スケールの分散だけでなく除去効果を併せ持つ新規素材の開発を行った。新規多機
能ポリマー（ドリームポリマー®）はボイラ内のスケール成分を良好に分散させ付着を防止することはもとより，
スケールが付着した場合でも素早く，効果的に除去できる特徴を有する。本新規ポリマーは，ボイラの伝熱面を
常に清浄な状態に維持し，高効率ボイラの性能維持や安定運転の実現を通じて，各工場の省エネルギーに貢献す
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ることができる。


（本文 26 ページ）

洗浄効率アップによる省エネ集塵機
株式会社服部エンジニアリング
服部宏安

GOYEN 社（オーストラリア）では世界の約 6 割の集塵機に各種集塵機機器を提供しているが，20 年前に世
界で最初に逆洗パルスジェットバルブを開発し，数千のエンドユーザーに提供してきた。エンドユーザーから集
塵システムの問題点を直接聴取することで，より良い機器の開発を行ってきたが，2 年前より，これらの情報を
コンピューター解析し，最適集塵システムをユーザーに無償提案する GOCO システムの提供始めた。
永年の経験から最適システムの設計にはバルブなどの集塵機機器の改良だけでなく，エアー量と炉布面積の比
率（クロスエアー比）等のシステム全体を見直すことが必要と考えており，これらの解析の処方を GOCO シス
テムと称している。
同社では，
「解析データシート」の書式に従って必要事項を開示いただくことで，ユーザーに対して最適シス
テムの提案を無償で行っている。


（本文 33 ページ）

ドクター最適化による省エネとコストダウン
バルメット株式会社 サービス事業部
若林稔文

ほぼすべてのドクターポジションは，何らかの形で改善できるとされている。ドクタリングに係るコストとし
て，ドクターブレードに費やされる費用には注目されているが，ドクタリングはドクターブレードやホルダーの
コストをはるかに上回るコストに影響している。ドクタリングのコストには消耗品などの目に見えるコストと，
不適切なドクタリングによって引き起こされる過度な脱水コスト，ロールカバーやファブリックスの摩耗，断紙
などの目に見えないコストがある。これらのコストはドクタリングの最適化により改善することが可能である。
ドクタリングは各ポジションによって要求されるものが異なるため，最適化の方法についても各ポジションに
よって異なる。ドクターブレードのライフタイムの向上，エネルギー消費量の削減，走行性の改善などが挙げら
れ，様々な観点からアプローチすることができる。エアーブレードを使用しているポジションでは，ValDual
ドクターブレードに置き換えることによりエアーの消費をゼロにすることができ，ドライパートでは，摩擦係数
の小さいドクターブレードを用いることにより駆動装置のエネルギー消費量を抑えることができる。また，ドク
ターブレードの単価は上がるが，ドクターブレードのライフタイムを向上させることにより，年間で考えれば結
果的に安価になることもある。このように，各ドクターポジションに合わせた最適化を実施することが重要であ
ると考える。


（本文 38 ページ）

低コストで実現できる省エネ事例の紹介
三浦工業株式会社 東京 MI 営業 1 部
上藤丈浩

当社では，
「世界一安くて良い熱・水・環境商品を世界のお客様にお届けしよう」というスローガンのもと，
お客さまが抱えている問題を解決する「トータルソリューション」の提案を近年強化している。大型設備投資に
よる省エネも継続して高い需要があるが，低コストで実現できる省エネ事例も年々増加しており，今回は，この
ような観点から熱関連，コンプレッサ関連，水関連，工場内廃温水関連の省エネ事例について紹介する。
いずれの場合もエネルギーの「見える化」が重要であり，当社の技術が，少しでも皆様の省エネ案に貢献でき
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れば幸いである。
・熱関連：未保温部分の有効的な保温実施計画案，給水タンクから放出されるフラッシュ蒸気を抑え，燃料費
を 2％削減した。
① 環境改善事例
② 独自ボイラ分析装置による，ボイラ発生蒸気の「見える化」で可能になったボイラ運用改善例
③ ボイラ台数制御の活用例
・コンプレッサ関連：電流値を測定し，見えないエアー量を「見える化」にして，コンプレッサ全体の効率的
運用や，有用なメンテナンスサイクルを構築できた事例
・水関連：クーリングタワーの省エネ事例，水量分析による装置のダウンサイジング事例
・廃温水関連：各温度に有効的なシステム


（本文 42 ページ）

Fajar Paper PM8 エンジニアリングの紹介
株式会社小林製作所 製紙機械設計部
瀧 亮介

弊社は 2014 年，インドネシア共和国の最大クラス板紙メーカーである Fajar Paper（以下，FP）から PM8
の移設改造プロジェクトを受注した。この PM8 プロジェクトは欧州から情報用紙用の中古抄紙機を FP が購入
し，段ボール原紙生産用の抄紙機として移設改造するという内容である。
KEW はこれまでも FP のすべての抄紙機の建設，および運転に携わっており，互いに良好な信頼関係を築い
てきた。このような長年の経験と実績を評価され，今回，PM8 のエンジニアリングおよびドライエンドの改造
工事を受注することができた。これは顧客とともにプロジェクトをまとめる私たちのエンジニアリング力が高く
評価された結果であると自負している。
本報告では PM8 プロジェクトの概要について報告する。


（本文 47 ページ）

蒸発・晶析法を用いた脱塩脱カリ装置
―CRP system；Chlorine Removal Process―
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 民需事業本部 EPC 本部
福島健一

クラフトパルプ回収サイクルにおいて，塩化物とカリウムが系内に蓄積され，濃縮された塩化物とカリウムに
よってダストの融点が低下し，ボイラーの閉塞，ひいては能力の低下や腐食につながることが知られている。こ
の対策として電気集塵機灰の廃棄をする方法があるが，これは回収サイクル内におけるソーダの損失を意味し，
ソーダを補給する費用が増大する。また既存の対応技術としては塩化物，カリウム濃度の低減のため電気集塵機
捕集灰を水に溶かし，イオン交換樹脂で処理する方法，冷凍式晶析システムを用いる方法などが存在する。しか
しこれらの既存技術は高価な運転コスト等の問題がつきまとい世界中で普及するシステムには至っていない。そ
れらの既存技術よりさらに効率の良い加熱式の蒸発・晶析法を用いた脱塩脱カリ装置 CRPTM という技術があり，
世界中で実績を積み上げてきた。実設備として CRPTM が稼働している南アフリカ，Mondi 社では，CRPTM 稼
働後，塩化物濃度の低減が確認でき，ボイラー閉塞の軽減や蒸気発生量の増加等のメリットが確認されている。
Mondi 社での操業経験を交えて，蒸発・晶析法を用いた脱塩脱カリ装置 CRPTM を紹介する。


（本文 51 ページ）
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ACA Permi オンライン透気度計及び RoQ ロール巻き堅さ測定器
新日本通商株式会社
鈴木洋平

ガーレー式などの透気度測定は，一回の測定にかなりの時間がかかる為，製造中の測定ができなかった。その
為，立ち上げ時か，製造中にサンプリングした製品の一部をオフライン機で測定する事が一般的であった。
ACA Systems 社（フィンランド）の Permi オンライン透気度計は，抄紙機内に測定ユニットを設置し，リ
アルタイムに透気度を測定，データ保存する事ができる画期的なシステムである。透気度データは，ガーレー，
ベントセン，コレスタなど任意の方式に高速演算して出力する。また，測定データはサーバ PC 内に SQL 形式
で保存が可能。データハンドリングも容易に行う事ができる。オンラインで透気度を測定する事により，システ
ム制御や品質管理，作業工数の削減など，さまざまな効果を得る事ができる。
これまでのロール巻き堅さの測定は，打音方式やシュミットハンマーが主流であった。しかし，これらの方法
は測定誤差や測定に時間がかかるなどの問題があった。RoQ ロール巻き堅さ測定器は，これらの問題を解決し
た次世代機である。この装置をロールに当てながら幅方向に滑らせるだけで，最小 1 mm ピッチで巻き堅さを
測定し，さらに Excel 形式で測定データを取出すことができる。
本稿では，欧米で一般的な装置になりつつあるこれらのシステムについて紹介する。


（本文 55 ページ）

研究報文

硝酸前加水分解ソーダ蒸解法によるアブラヤシ空果房の
バイオリファイナリー．フルフラールと溶解パルプの生産
筑波大学 大学院生命環境科学研究科
アグスタ サモドラ プトラ，中川明子，梶山幹夫，大井 洋

アブラヤシ空果房（EFB）などの豊富な廃棄農業残留物は，フルフラールを製造するためのバイオマスの代
替供給源を提供することができる。本研究の目的は，硝酸を用いた前加水分解により，EFB からフルフラール
と溶解パルプ（DP）を調製することであり，キシランを含む前加水分解物からフルフラールをどのように製造
できるかを調べることである。硝酸前加水分解物中のフルフラール収率は，酸触媒による脱水によって EFB 材
料重量の 6.2％に増加した。硝酸の前加水分解に続く大気圧下でのソーダ蒸解によって，DP 原料を調製し，得
られたパルプをモノ過硫酸（Psa），二酸化塩素（D0，D1）および過酸化水素（Ep）を用いて漂白した。白色度
90.4％ ISO およびパルプ粘度 6.5 cP のパルプが得られ，これらはインドネシア工業規格に適合したが，キシラ
ン含有量がやや高く，α-セルロース含有量は 83.0％であった。
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