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当連合会が経済産業省の後援をうけ実施しております本表彰制度は、今回で 41 回
目を迎えました。この間、社会の要請に応え制度の改善を図りながら事業を進めて参
りました。
我が国では、令和 2 年 10 月に「2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会を目指
す」ことを宣言しました。この目標達成に貢献すべく令和 3 年度から表彰名を「優秀
省エネ脱炭素機器・システム表彰」に改め、優秀な産業用の省エネ機器・システムと
ともに、脱炭素機器・システムも表彰対象と致しました。本表彰は、これらの機器・
システムを開発して実用化した企業、団体及び個人に対して、経済産業大臣賞、資源
エネルギー庁長官賞、中小企業庁長官賞、産業技術環境局局長賞（新設）
、日本機械工
業連合会会長賞を授与、表彰することで、その普及と一層の開発促進を目的に実施す
るものです。
令和 3 年度は、幅広い分野から応募を頂き、当連合会内に設置した優秀省エネ脱炭
素機器・システム審査特別委員会（委員長・松本洋一郎 東京大学 名誉教授）およ
び幹事会（幹事長・筒井康賢 高知工科大学 名誉教授）において慎重に審査を重ね
た結果、特に優秀と認められる機器 9 件を選定致しました。
この冊子は、令和 3 年度に特に優秀なものとして表彰された経済産業大臣賞 1 件、
資源エネルギー庁長官賞 2 件、中小企業庁長官賞 1 件、産業技術環境局局長賞 1 件、
日本機械工業連合会会長賞 4 件の機器・システムの概要、技術的特徴および効果、用
途等の内容を集録・紹介したものです。
各位の今後の省エネルギー、脱炭素技術の向上にご活用いただければ幸甚です。
令和 4 年 1 月
一般社団法人 日本機械工業連合会
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令和３年度優秀省エネ脱炭素機器・システム表彰一覧
（一社）日本機械工業連合会

賞

分
類

表彰機器・システム名

表彰対象者名

本社所在地

経済産業大臣賞

脱
炭
素

新開発アミン吸収液を採用した
CO2 回収システム
（KS-21TM 吸収液を採用した
Advanced KM CDR ProcessTM）

三菱重工
エンジニアリング
株式会社

神奈川県
横浜市

資源エネルギー庁
長官賞

省
非接触シールを採用した
愛知県海部郡
エ 高効率排水処理用ルーツブロワ 株式会社アンレット
蟹江町
ネ
（BO 型）

資源エネルギー庁
長官賞

省
エ
ネ

郵船出光グリーン
ソリューションズ
株式会社

東京都品川区

省
レーザー式ホタテ貝殻穴開け
エ
高丸工業株式会社
ロボットライン
ネ

兵庫県西宮市

産業技術環境局
局長賞

脱
炭
素

ドライ式低 NOx 水素専焼
小型貫流ボイラ

川重冷熱工業
株式会社

滋賀県草津市

日本機械工業
連合会会長賞

省
エ
ネ

UG 温水トータルシステム

株式会社ヒラカワ

大阪府大阪市

日本機械工業
連合会会長賞

省
ロボット周辺の供給用ホースを
エ
兵神装備株式会社
排した高粘度液塗布装置
ネ

兵庫県神戸市

日本機械工業
連合会会長賞

省
エ
ネ

超コンパクトモジュール型
ハイブリッド熱処理炉
（EC Hybrid II )

株式会社エコム
共同申請者：
中部電力株式会社

静岡県浜松市
共同申請者：
名古屋市

日本機械工業
連合会会長賞

脱
炭
素

PEM 型水素発生装置
(HYDROSPRING®)

日立造船株式会社

大阪府大阪市

中小企業庁
長官賞

ボイラ燃料制御最適化
システム (ULTY-V plus)

※資源エネルギー庁長官賞、日本機械工業連合会会長賞の表彰機器・システムは応募受付順
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受賞機器・システムの選定理由
【経済産業大臣賞】
新開発アミン吸収液を採用した CO2 回収システム
（KS-21TM 吸収液を採用した Advanced KM CDR ProcessTM）
1990 年から関西電力株式会社と共同で CO2 回収技術の開発に取組み実用化してき
たが、より揮発性が低く、劣化に対する安定性が高い CO2 吸収液(KS-21TM)を新たに
開発した。温暖化対策を進める世界各国の CCS や CCUS プロジェクトに応えるため
に、申請者は、この吸収液を採用した従来よりも大幅にコストを低減した CO2 回収
システムを開発した。
従来の CO2 回収システムでは、ベンチスケールから大型商用機までのプロセスス
ケールアップを実現してきた。その実機経験から冗長性を低減するとともに、以下
の技術改良によりコストを低減した。①冷却塔を新設計によりコンパクト化②設計
最適化による吸収塔高さの低減③内部構造の見直しにより再生塔径を低減④モ
ジュラー設計により建設コストを低減。更に、⑤新たに開発した吸収液(KS-21TM)に
より再生塔の運転圧力を高くすることが可能となり、CO2 圧縮機動力を 10%～15%低
減できたことから、CO2 圧縮機の費用も低減した。
世界各国で進められる CCS や CCUS プロジェクトに対して、価格を抑制した CO2 回
収システムを供給することは地球温暖化を防止する上で非常に重要である。本シス
テムでは、新たに高性能の CO2 吸収液を開発するとともに、過去の運転実績から従
来のシステムを見直しコストを低減したことが高く評価できる。
【資源エネルギー庁長官賞】
非接触シールを採用した高効率排水処理用ルーツブロワ（BO 型）
排水処理は産業分野や地域社会の重要なインフラで 24 時間 365 日稼働している。
そのため、年間のエネルギー消費量は大きく、そのうちの 50%～70%は曝気工程での
電力消費と言われている。申請者は、曝気に使われるルーツブロワを高効率化し消
費電力を大幅に低減するとともに、サイレンサの構造を見直し騒音の低減も図った。
申請者の従来のルーツブロワでは、ギア潤滑オイルの軸シール機構は、フリキリ
構造ギア、油止めカラー、接触式のオイルシールを併用したものであったが、軸シー
ル構造を見直し接触式のオイルシールを廃止した。更に、ベアリングの潤滑をグリ
ス潤滑からオイル潤滑に変更した。また、サイレンサを小型化しつつ内部通路を従
来よりも大きくとり圧力損失を低減するとともに、新たに空気層を設けることでブ
ロワを低騒音化した。
これらの技術でルーツブロワのイニシャルコストを約 30％、ランニングコストを
25％ほど低減するとともに、ブロワの騒音を 2dB(A)程度低くしたことが高く評価
できる。
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【資源エネルギー庁長官賞】
ボイラ燃料制御最適化システム (ULTY-V plus)
事業用・産業用を問わず、既設ボイラでは、燃料性状のばらつきや設備の経年劣
化等による燃焼特性の変化等によって、制御の設定値と最適値の間にズレが生じ、
それを原因とした燃焼効率の低下が見られる。従来は、ボイラ運転員の経験による
調整（補正）で対応を図ってきたが、申請者は、AI の学習機能によってリアルタイ
ムで最適な制御設定値を算出し、これを用いることで燃料消費量を低減させるシス
テムを開発した。
本システムは、負荷要求量(発生蒸気量)とボイラマスタ(燃料量指令)の 2 点の信
号を基に、AI 機能にてリアルタイムでボイラ燃焼状態を判断し、ボイラマスタを最
適値に補正することで燃料供給量の最適化を図るシステムである。これにより燃料
発熱量の変化、負荷変化、ボイラ設備の経年劣化などの要因によって生じてしまう燃
料利用率の低下（過剰な燃料供給）量を自動で調整し、燃料消費の無駄を低減する。
本システムは、既設制御回路に接続するだけで導入が可能である点に特徴があ
り、既設ボイラに対しても汎用的に適用が可能である。導入後はボイラの運転状況
に応じた燃料消費量の調整（最適化）が自動的かつきめ細かく行われるので、運転
員の業務負担軽減にもつながっている。運転員の経験に基づく従来型の調整手法と
比べて、0.5%～1.5%の燃料消費量および CO2 排出量の削減を達成していることが高
く評価できる。
【中小企業庁長官賞】
レーザー式ホタテ貝殻穴開けロボットライン
牡蠣の養殖では、幼生を付着させるために、ホタテの貝殻に穴を開けて針金を通
して束ねたもの(採苗連)が使用される。毎年、牡蠣の放卵期に備え膨大な量の採苗
連が生産されるが、その生産は重労働かつ職場環境も劣悪であった。申請者は、15
年前に導入された採苗連生産ラインの環境改善と省力化を図る為に、一つ一つ形の
違うホタテ貝殻の中心に穴を開け、品質検査を行い、大きさ別に分類するまでを自
動で行うシステムを開発した。
本システムでは、コンベアとロボットを協調制御する事で「コンベアを停止させ
ずにロボットによる貝殻のピックアップ・整列」を可能とし、毎時約 4 万枚の貝殻
処理を実現した。更に、貝殻の穴開けには、従来のピアッシング方式に代え、3D ガ
ルバノスキャナを採用してレーザー光で円を描くことで「穴をくり抜く」方法を採
用し、レーザー発振器の小容量化と台数削減による省エネ性の向上を実現した。ま
た、カメラ検知による品質検査の自動化を可能とした。
本システムの開発により、ホタテ貝殻の穴開け作業の粉塵や騒音が大きく低減さ
れるとともに、単位時間当たりの生産量が 2 倍以上となった。その結果、24 時間操
業が 10 時間操業になるなど労働環境が改善されるとともに、設備保全従事者も 10
人から 3 人へ省力化する効果も得ている。これらの効果と、電力使用量及び圧縮空
気使用量をそれぞれ従来の約 1/3 にまで削減するという非常に大きな省エネを同
時に達成した実績が高く評価できる。
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【産業技術環境局局長賞】
ドライ式低 NOx 水素専焼小型貫流ボイラ
苛性ソーダ業界や石油化学業界で使わる副生水素焚きのボイラでは、燃焼室への
排ガス再循環や蒸気噴霧によって NOx 発生量を抑えてきた。しかしながら、それら
の方式にはボイラ効率の低下やメンテナンス箇所の増大等の課題があった。申請者
は、これらの問題を解決するために、ドライ式低 NOx バーナーを開発し小型貫流ボ
イラに適用した。
ボイラで水素を燃焼させる場合、火炎温度が高くなることによるサーマル NOx の
増大とバーナー自体の焼損が課題となっていた。水素と空気の混合と燃焼反応が同
時に起きることによる急激な燃焼反応を抑制し、局所的な高温部を作り出さないた
めに、申請者は、水素と空気を予混合室で混合し、その混合気体を燃焼室に供給す
る予混合方式を採用したドライ式低 NOx バーナーを開発した。更に、小型貫流ボイ
ラでの燃焼試験等を通して、低 NOx 化と燃焼追従性を確立した。
予混合方式は、排ガス再循環や蒸気噴霧を使わないため、再循環のための設備が
不要となり、投入電力の増加や熱損失増大などの無駄が排除できる。この方式によ
り、水素焚きボイラの NOx を天然ガス焚き並みの NOx 値程度まで低減したことが高
く評価できる。
【日本機械工業連合会会長賞】
UG 温水トータルシステム
産業用温水器では、従来から省エネ性の改善を行っており、排ガスからの潜熱回
収技術も開発・提供されてきた。しかしながら、ユーザー側の設備構成の状況や温
水器の負荷の状況によっては、温水器の潜熱回収技術を十分に活かせないこともあ
る。このため、申請者は以下の 4 つのシステムを開発し、潜熱回収による温水器の
省エネ特性が十分に活用できるようにし、ユーザー状況に応じた最適運用が出来る
ようにした。
①温水器熱媒水設定温度の最適制御により温水器の負荷を低減するシステム
②温水循環ポンプの最適運転により潜熱回収を増加させるシステム
③温水器多缶設置時の熱交換器集約により低・中負荷時の潜熱回収を増加させる
システム
④温水器多缶設置時の台数制御により温水器の負荷を低減させ熱効率を向上す
るシステム
更に、IoT 技術を活用して、ユーザーが容易に遠隔監視や設定温度の変更ができ
るようにした。
小型貫流ボイラから本システムを適用した潜熱回収温水器に換装した実績で、約
20％の省エネ効果が確認されている。本システムの適用により周辺設備や負荷の状
況によらず、潜熱回収温水器の省エネ効果を発揮させることが高く評価できる。
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ロボット周辺の供給用ホースを排した高粘度液塗布装置
ロボットに搭載した吐出装置を用いて接着剤等の高粘度液を塗布する場合、一般
的にロボット上にヒータ付き液移送用ホースを設置するが、ホースの制約から設備
の省スペース化が難しく、またロボットの自在な動きが制約されていた。申請者は、
ヒータ付き液移送用ホースを排したロボット搭載用の高粘度液塗布装置を開発し、
稼働の自由度を高めつつ省スペース化に成功した。
本装置は、ロボットに搭載した吐出装置上部に高粘度液タンクを設置し、タンク
内の高粘度液量が低下すると、タンクと高粘度液供給ステーションを接続し高粘度
液をタンクに供給するシステムである。本装置では、実用上問題がないように、①
直径 2mm の高粘度液の塗布線がエア混入により 2mm 以上途切れない、②供給ステー
ションとの接続、分離を 10,000 から 20,000 回繰り返して高粘度液の漏れが 1g 以
下、③供給ステーションとの接続、分離を 100,000 回繰り返しても上記①、②の維
持できる接続部の耐久性、④接続、分離時間を含め、200mL のタンクを 10 秒以下で
充填する能力、を達成した。また、複数のロボットを使用していたラインを将来的
に 1 台のみのロボットで実現するツールチェンジャー方式も期待できる。
本装置の直接的な省エネ効果としては、ホース 1 本あたりの年間電気代である
が、投資回収期間が 3 年と短いことに加え、ロボットを自在に動かすことが出来、
メンテナンス性の向上、タクトタイムの短縮等生産性の向上を達成したことが高く
評価できる。
超コンパクトモジュール型ハイブリッド熱処理炉（EC-Hybrid II）
製造工場での熱処理は、生産性と熱効率向上の観点から、一般に大型のガス式熱
風循環炉で行われるが、大型炉の為、温度を保持する工程では多量の給排気で多く
の熱損失が発生していた。申請者は、熱交換機搭載バーナーと熱処理炉熱源の電気
とガスによるハイブリッド化で省エネ化を図った。
熱処理の溶体化昇温過程ではガスバーナーによる加熱が必要であるが排気熱損
失が発生する。その損失を低減するために、排熱回収により燃焼空気を予熱する熱
交換器搭載バーナーを開発、採用した。このバーナーでは、燃料の高速吹き込みと
二段燃焼技術により低 NOx 化を実現した。また、時効硬化のような比較的低温での
均熱工程では、熱源に電気ヒータを採用した。これにより給排気が不要となりガス
バーナーを使用する場合に比べてエネルギー消費量を低減した。更に、循環ファン
をインバータ化し工程に合わせた風量の設定で省エネ化を実現した。
これらの技術により、アルミ部品の熱処理において機器配置の最適化により従来
の燃焼処理炉に比べ 73%の省スペースを実現するとともに、溶体化・時効硬化の昇
温工程で 36％の時間短縮、59％のエネルギー削減を実現したことが高く評価できる。
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PEM 型水素発生装置（HYDROSPRING®）
2050 年カーボンニュートラル実現に向けて再生可能エネルギーの導入が進められ
ているが、風力・太陽光発電など自然由来のエネルギーによる発電では、電力需要に
合わせて発電出力量を制御することは難しく、余剰電力の発生が避けられない。申請
者は、風力や太陽光由来の電力を有効に活用するために、余剰電力を水素に変換する
装置として、水の電気分解を用いた固体高分子型水素発生装置を開発した。
固体高分子型水素発生装置は、イオン交換膜と白金系触媒を一体化した
MEA(Membrane Electrolyte Assembly)を用いて純水を電気分解する方式であり、再
生可能エネルギー由来の変動電力にも追従して電力を水素に変換する。この方式
は、アルカリ水電解方式とは異なり、薬品の補充や廃液処理が不要であることから、
安全性やメンテナンス性も高い。
申請者が開発した装置は、水素発生に必要な純水装置、直流電流を発生する整流
器、電解槽、水素気液分離装置等の機器類をパッケージ内に装備しており、水と電
気を装置に供給するだけで高純度の水素ガスを製造可能であるので、現地施行の簡
略化（設置コストの削減）も可能としている。
本装置の普及によって、再生可能エネルギーの導入拡大に伴って生じる余剰電力
が水素に変換、供給され、風力・太陽光に由来する電力の有効活用や、CO2 フリー水
素の可用性が高まることが高く評価できる。
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【経済産業大臣賞】
新開発アミン吸収液を採用した CO2 回収システム
(KS-21TM 吸収液を採用した Advanced KM CDR ProcessTM)
三菱重工エンジニアリング株式会社
横浜市西区
1. 機器の概要
地球温暖化対策のため世界各国から限られた予算の中での大規模 CCS や CCUS
プロジェクトの推進が強く求められており、その声に答えるために、化学吸収法
による排ガスからの CO2 回収技術として大型機の商用化を実現し、高い信頼性が
確認された「KM CDR Process」の次世代型としてコストを抑えた「Advanced KM
CDR Process」を開発した。1990 年から関西電力株式会社と共同で「KM CDR
Process」の開発に取り組んでおり、2021 年 12 月現在、KM CDR Process を用い
たプラントを 14 基 (実証 1 基含む)納入しており、現在、さらに 2 基建設中であ
る。KM CDR Process では KS-1 という信頼性の高い高性能な吸収液を使用してい
る。Advanced KM CDR Process は KM CDR Process から大幅な改良を行い、新たに
開発したもので、関西電力株式会社と共同で新たに開発した KS-21 吸収液の適用
が可能である。KS-21 は、KS-1 と比べ、さらに低揮発性で、劣化に対する安定性
が高いといった有利な特徴を有し、今後の展開に向けて運用コストの削減など経
済性の向上が期待できるものである。KS-21 を採用した Advanced KM CDR Process
技術は多様な排ガス源からの CO2 回収に対応し、CCS や CCUS への課題解決への道
を拓いていくものである。
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図１ KM CDR Process ブロックフロー図

図 2 KM CDR Process の実績

— 11 —

2. 機器の技術的特徴および効果
2.1

技術的特徴

(1) Advanced KM CDR Process
① KM CDR Process にてベンチスケールから大型商用機迄のプロセススケー
ルアップ経験を含む商用機経験により、特に大きいコストを占める塔を
重点改良項目として、冗長性の低減と新技術導入により改良した。
② 工場製作分を増やして現地工事物量を減らす事により現地労務費を削減
し、生産性、スケジュール及び予算管理を改善した。
③ KS-21 吸収液の適用が可能な設計とした。
(2) KS-21 吸収液
KS-21 は KS-1 と比べ低揮発性で、酸素や高温による劣化が低減されている特
徴があり、
① 再生塔の運転圧力が増加し、吸い込み圧が大幅に上がるため CO2 圧縮機の
動力が大幅に減少し、CO2 圧縮機の CAPEX も低減した。
② 吸収液消費量が低減し、吸収塔からのエミッションが大幅に低減された。
③ その他 KS-1 吸収液より反応熱が低いため、吸収液循環量は増加しても、
ユーティリティ消費量全体では有利となる。又 KS-1 吸収液と同様に、KS21 吸収液の腐食性は低く、設備の頻繁な点検は不要である。
④ なお KS-21 吸収液は 2021 年 5 月から 8 月までノルウェーの世界最大級
CO2 回収実験施設で実証試験を行い、今後の商業機適用に向け大きく前進
した。
2.2

効果

Advanced KM CDR Process は KM CDR Process と比較すると経済性及び運転性
は大幅に改善された。
(1) 省エネ性として、プラント建設現地で利用できる蒸気・冷却水などのユーテ
ィリティ条件によるが、OPEX は全体として KM CDR Process と同等又はそれ
以下であるが、CAPEX が大幅に低減した。
(2) 脱炭効果では排ガス中の CO2 を 95％以上回収でき、CO2 排出量が低減された。
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(3) 環境への影響として、Advanced KM CDR Process は KS-21 を適用すれば、よ
り厳しい排出基準にも対応することができ、排出基準が非常に厳しい地域の
規制にも対応できるようになった。
(4) ベンチスケール機からのスケールアップ経験含む大容量商用機の経験に基
づき新製品に対する技術リスクは大幅に低減される。
3. 用途
排ガス源の受入れ基準が緩和され、石炭・天然ガス燃焼ボイラ以外の排ガス源
にも対応可能で、バイオマス発電プラント、ガスタービン発電プラント、ごみ焼
却炉及びセメントプラント排ガスから CO2 回収の回収を行い、当社として対応実
績のある肥料(尿素)製造や石油増産回収（EOR）の他、直接利用と他の有価物への
転換利用がある。特にバイオマス発電プラントに Advanced KM CDR Process を適
用することによって、ネガティブ・エミッション（CO2 排出量が正味マイナス）の
実現に貢献する。今後も多様な排出源からの CO2 回収技術により、解決の道を開
き、CCS や CCUS プロジェクトの実現に貢献していく所存である。

図 3 CCU による CO2 利活用の可能性
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【資源エネルギー庁長官賞】
非接触シールを採用した
高効率排水処理用ルーツブロワ（BO 型）
株式会社アンレット
愛知県海部郡蟹江町
1. 機器の概要
排水処理で曝気、攪拌などの、空気供給源の送風機として使用される、高効率
排水処理用ルーツブロワ（BO 型）を開発した。
排水処理は、産業分野はもちろんのこと、地域社会の水環境インフラとしても
非常に重要な用途である。一般的な排水処理で使われているエネルギー使用量の
50～70%を曝気、攪拌の工程が占めていると言われている。高効率排水処理用
ルーツブロワ（BO 型）は、その曝気工程にかかる消費電力を大幅に削減し、さら
に低騒音化も実現した。従来型ブロワに比べ年間平均 10%近くの消費電力の削減
が可能で、省エネ効果と低騒音化によるインパクトのある製品である。

図 1 高効率排水処理用ルーツブロワ（BO 型）外観
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2. 機器の技術的特徴および効果
2.1 技術的特徴
新構造の軸封は、当社が長年培ってきた、ルーツ式ブロワ、ルーツ式真空
ポンプのオイルフリキリ構造を応用し、オイル戻し穴との併用により、非接触
シール構造で連続運転が可能となるだけでなく、大幅な省エネルギー化を
達成している。(特許出願済：新型軸封構造)
吸込サイレンサは、従来の技術で減音効果を高めると、圧力損失が大きくなる
問題があった。そこで、空気層を設け効果的に低周波の音を減音する構造とする
ことで、低騒音化が可能となっている。また、空気の流路面積を広く取ることで、
圧力損失を低減している。圧力損失の低減に伴い、空気量が増加している。高さ
寸法は従来よりも低く、コンパクト設計である。
2.2 新構造の軸封（非接触シール）
従来式の接触式オイルシール方式から、非接触式のフリキリ方式へ変更し所要
動力の低減を達成している。また、フリキリ方式では、オイル戻し穴を併用する
ことでオイル漏れのリスクを回避している。

従来機（BH型）

高効率排水処理用ルーツブロワ
（BO型）

図 2 構造の軸封（非接触シール）
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2.3 新型サイレンサ
サイレンサの構造、吸音材の配置を見直し低騒音化している。内部通路を大き
く取ることで、圧力損失を低減し、新規構造(空気層)によりルーツブロワ特有の
低周波音を低減した。又、高さを抑えた、コンパクト設計である。

・圧力損失
3.0kPa ⇒ 0.8kPa
・コンパクト設計
1020mm ⇒ 697mm
・低重量（外パイプ重量）
約 11kg ⇒ 約 9kg

従来機(BS80)

新型(BO80)
図 3 吸込サイレンサの構造比較

2.4 省エネ効果
BO 型ブロワは、非接触シールを採用することで、従来機種と比較し、動力の
低減を達成している。
表１ BO 型と従来機の比較

型式
圧力[kPa]

BS100

BO80

50

50

省エネ率
約26%

空気量[m3/min]
所要動力[kW]

5.97

消費電力[kW]

10.4

7.7

騒音値[dB(A)]

82

80

9.2
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6.1
7.1

年間省エネ効果

約26 [%]

年間
消費電力

91064
kW/年

BS100

CO2 排出削減量

年間
消費電力

67826

10.3 [t-CO2/年]

kW/年

—消費電力削減量、CO2 排出削減量計算例(表-1 より) —
排水処理用ルーツブロワ
運転条件
︓24 時間 365 日稼働
電動機
︓7.5kW IE3 効率 91.7%
11kW IE1 効率 88.5%
CO2 排出係数︓0.000445ton-CO2/kWh
●年間消費電力
BS100︓9.2÷0.885×24×365 = 91064[kW/年]
BO80 ︓7.1÷0.917×24×365 = 67826[kW/年]
●年間 CO2 排出削減量
（91064－67826）×0.000445 = 10.3[ton-CO2/年]

BO80

図 4 消費電力削減効果

表 2 コスト比較

BO80

差額

イニシャルコスト ¥1,417,000

¥1,072,000

¥345,000

ランニングコスト ¥1,366,000

¥1,017,000

¥349,000

BS100

24%

コストダウン

26%

コストダウン

※イニシャルコストは、標準品の参考価格である。
※ランニングコストは、図 4 の消費電力より算出している。
※電気料金 15 円/kWh

3. 用途
ルーツブロワは排水処理において浄化槽の
曝気・攪拌で 24 時間 365 日使用されている。
その様な環境の中で、機器の効率を高めてい
くことで、排水処理設備におけるエネルギー
消費量の削減に貢献出来ると考える。
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図 5 浄化槽の曝気・攪拌

【資源エネルギー庁長官賞】
ボイラ燃料制御最適化システム(ULTY-V plus）
郵船出光グリーンソリューションズ株式会社
東京都品川区
1. 機器の概要
ULTY-V plus は、AI（人工知能）で燃料制御を最適化し、火力プラントの既存
のボイラ設備へ設置することで、約 0.5%～1.5%の燃焼効率を向上させる省エネシ
ステムである。
（図 1・図 2） 国内火力プラントの大型・中型ボイラはもとより、
最近ではカーボンニュートラルの促進に伴い、バイオマス専焼やペレットとの混
焼の火力プラントでも採用され、脱炭素が求められる環境下、国内外ともに更な
るニーズが高まっている。
対象となるボイラは、亜臨界、超臨界、超々臨界、循環流動層と幅広く対応し、
燃料種別についても石炭など化石燃料のほか、バイオマス、RPF、副生ガス/重油
混焼など LNG 専焼以外の多岐にわたる燃料投入方式に対応している。また、本装
置は制御装置メーカーを問わず、簡単な改造で容易に設置が可能で、投資回収期
間も短く、性能保証付き（0.5%以上）という点も特徴として挙げられる。

図 1 ULTY-V plus 制御盤

図 2 ULTY-V plus 表示画面
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2. 機器の技術的特徴および効果
2.1

技術的特徴

建設当初は、いかなるボイラでも
安定した運転となるが、経年劣化や
その他の外乱が蓄積されると、燃焼
特性が変化し、ボイラマスタ制御が
次第に不安定化し、燃焼効率が下が
り、不安定な運転状態となる。(図 3）
ボイラにとって最も良くない状態
とは、主蒸気圧力が振れることにより
燃料流量が振れてしまうことである。
燃料流量が振れると炉内圧、温度が
振れてしまい集熱器で取る熱量にば
らつきが生じ、主蒸気圧力と温度が振
れてしまう。結果的には、主蒸気圧力

図 3 ボイラ燃焼不安定要素

が振れることにより燃料流量を司る
ボイラマスタまで振れてしまう。
そこで、主蒸気圧力の安定化に着
目し、常に燃料性状等の影響をとら
え、ボイラマスタを補正することで
燃料流量を安定させるというサイク
ルを形成し、ボイラにとって良い運
転状態を作り上ていくことを目的に
開発を行った。(図 4)
具体的には「負荷要求量(発電機出
力)」と「ボイラマスタ（燃料量指令）」

図４ ボイラ燃焼改善サイクル

2 点の信号を取り込み, AI 機能にてリアルタイムでボイラ燃焼状態を判断し、
「ULTY 補正係数」の 1 点の信号をボイラマスタに乗算する（図 5）ことで「主蒸
気圧力の安定」→「ボイラマスタの安定」→「燃料流量の安定」のサイクルを形
成し、燃料供給量を調整する。
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図 5 本システム導入に伴う回路改造部
これにより、燃料発熱量の変化、負荷変化、ボイラ設備の経年劣化などによる
過剰な燃料供給を抑え、課題であった燃焼特性の変化の予測も解決し、常に最適
な燃焼状態で運転することで、0.5%～1.5%の燃料量及び CO2 排出量の削減が可能
となった。
2.2

効果

本システムにより、燃料流量制御性および主蒸気圧力制御性が向上することで、
燃料コストは 0.5%～1.5%削減可能となる。
また、本システムは、国内外の電力会社をはじめ、製鉄会社、製紙会社、化学
会社などの様々な業種のボイラへ既に 102 基導入され、全てのボイラで 0.5%以上
の燃料削減と同時に CO2 排出量削減を達成している。また、ULTY 1 基あたりの平
均燃料削減率は 1.019%になり、現在までの合計 102 基で削減される燃料使用量
は、463,598 トン/年、CO2 排出量削減は 1,079,055 トン/年に上る。（表 1）
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表 1 ULTY 導入による年間燃料削減量及び CO2 削減量
設備容量

業種

納入数
(基)

容量

単位

年間燃料削減量（ton）
石炭ベース

年間CO2削減量
（ton）

事業用
（電力,IPP）

30

8,458

MW

215,387

501,327

産業用
（製鉄、製紙、石油・
化学、セメント）

72

5,680

MW

15,781

t/h

248,211

577,728

合計

102

14,138

MW

15,781

t/h

463,598

1,079,055

※上記は、ULTY-V plus と前モデル ULTY-V との総計で算出。(2021 年 6 月 30 日時点)
※CO2 排出削減量は、環境省「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」より算出。

3. 用途
ULTY-V plus は、ボイラ型式、運転方式、DCS メーカーを問わず、多様なプラン
トに導入可能な高い汎用性を持ち、国内においては大型・中型ボイラ 150 基のお
よそ 3 分の 2 に既に導入されている。近年では、バイオマス混焼の他、バイオマ
ス専焼ボイラへのニーズも高まっている。 また、海外では台湾及びインドネシア
にて 6 基の導入実績もある。
今後は、海外各国への導入提案に加え、IoT 技術を活用して ULTY-V plus に蓄
積された運転データを解析し、新しい価値・技術を創造するグリーンソリューシ
ョン活動を展開し、持続可能な社会の実現に貢献していきたい。
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【中小企業庁長官賞長賞】
レーザー式ホタテ貝殻穴開けロボットライン

髙丸工業株式会社
兵庫県西宮市
1. 機器の概要
牡蠣の養殖には、採苗連（図 1 参照）と呼ばれるホタテの貝殻に穴を開けて針
金を通して束ねたものが不可欠で、これを海中に入れて牡蠣の幼生を付着させる。
採苗連の生産は大変数多い作業となるので、本システムの納入先である採苗連メ
ーカーではホタテ貝殻自動穴開けラインなるシステムを 15 年前に導入していた。

製造

海中へ投下

収穫

図 1 採苗連
従来のシステム（他社製）ではエアシリンダで貝殻を整列および位置決めし、
釘を突き刺して穴をあける方式の装置であったが、貝殻が割れる不良が多く、そ
の粉塵で工場がかすんでいた。騒音に至っては会話ができないレベルで、装置の
老朽化に伴ってこれらを全て解決した装置を導入したいとの希望を伝えられ、本
システムの開発プロジェクトがスタートした。また、消費電力は受電設備の限界
に達しており、圧縮空気はコンプレッサーの能力を超えた運用が続いたので、省
エネは不可避の課題であった。
本システムではこれらの問題を解決するために、ロボットを用いて貝殻を整列
させ、レーザーにより非接触で穴を開ける方式を採用する事で、割れによる不良
率を低減し、粉塵や騒音も大幅に削減させた。省エネを達成するために、レーザ
ーを極限まで絞り、3D ガルバのスキャナーでφ2.5 ㎜の円を描いてくり抜くとい
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う方式を採用した。その結果、単位時間当たりの生産量が約 2 倍になり、月当た
りの電気代は 1/2、コンプレッサーの使用率は定格の 30％程度に減少させ、大幅
な省エネが実現できた。また、装置のオペレーターも以前の 10 人から 3 人に削
減することができ、ロボット化したことにより若い人材の確保にもつながり、牡
蠣養殖産業を守り、継続する事にも貢献できている。
2. 機器の技術的特徴および効果
2.1

技術的特徴

① 投入され振るいにかけられた貝殻が
ベルトコンベアで搬送される。

② ロボットカメラによる画像認識が行われ
取るべき貝殻を判断する。

④ 貝殻の表裏による高低差をセンサーにて
測定し、レーザーで穴を開ける。

③ ロボットが貝殻を吸着し、穴開け用の
コンベアへ整列させる。
※ 撮影用にカバーを外しており、通常時は安全の為に、

レーザー光や反射光は外から見えない。

⑤ カメラ画像で大きさ・穴の位置を計測し
貝殻サイズ毎の分類と品質検査を行う。

図 2 本システムの動作仕様
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本システムでは、コンベアートラッキング技術を駆使し、コンベアー上を無造
作に流れてくる貝殻をロボットで取り上げ、別のコンベアーに整列させる。その
折、トラッキング時の貝殻中心を判断する画像で貝殻の外接円の面積と実際の面
積を比較して、大きく差のあるものは割れていると判断して無視する機能や、重
なって流れてくる貝殻に対しては外郭がはっきり見えているものが最上部に位
置していると判断する機能等、多くの機能を付加させている。また、貝殻を整列
して置く側のコンベアーは中心に穴をあけており、レーザーで貝殻の中心に穴を
開けるときにコンベアーベルトにレーザー光が照射されてベルトが切断される
ことがないような工夫がされている。
レーザーを用いた穴あけ作業は、可能な限り光軸を絞ったレーザー光と、3D ガ
ルバノスキャナを用いてコンベアーと同期しながらφ2.5 ㎜の円を描いてくり抜
く動作を実現させることで省エネに大きく寄与し、サイクルタイムの削減につな
げた。
一方で、システム全体としては、過度にセンサ等に頼らない簡単な構造とし消
耗品は安価な市販品を選定する事で、耐久性に優れメンテナンスが容易なシステ
ムとなり、延べ数千万回に及ぶ実験を繰り返し基本的な故障の発生を排除するに
至った。
2.2

効果

本システムではロボットとレーザーを用いて物理的な抵抗をなくす事で生産
能力を飛躍的に向上させるだけでなく、エネルギー消費量を削減し（表 1 参照）、
貝殻が割れる確率が低下した事で不良品に対するロスも大幅に改善された。
表 1 従来システムとの比較
従来システム
100db
105%

本システム
50db
38%

14,797 枚/h

40,044 枚/h

使用電力量

98,029kWh

27,142kWh

設備保全人員

10 人

3人

内容
騒音※1
エア使用量※2
生産能力※3
※3

※1 騒音値の基準と目安について
https://www.skklab.com/standard_value
※2 コンプレッサー負荷率にて記載
※3 月間実績比較（2019/4 月、2021/4 月 ）
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通常、対象物にφ2.5 ㎜の穴をあける場合、穴径と同程度の直径となるレーザ
ー光を照射してピアッシングを行うが、その場合、3kw の出力で約 1 秒間照射し
なければならず、費用的にも非現実的であった。そうした課題を解決すべく多く
のテストを実施し、可能な限り光軸を絞ったレーザー光と、3D ガルバノスキャナ
を用いてコンベアーと同期しながらφ2.5 ㎜の円を描いてくり抜く動作を実現さ
せることに成功した。結果として、2kw のレーザーで、0.5 秒間で穴あけが完了で
き、高額なレーザー関連機器の必要数を半数に削減した。エネルギー効率の改善
と併せ、レーザー関連機器のコストを当初想定から 1 億円以上削減している。
また、従来システムは故障が頻繁に発生していたので、生産量を確保するため
10 人の設備保全担当者が昼夜を問わずメンテナンス対応に追われていたが、本シ
ステムではシンプルな構造で完結させたため、基本的な故障がなくなり、3 名の
作業者で全システムの対応ができている。電力使用量と保守人員の削減により、
ランニングコストも大幅に削減された。

図 3 従来システム（左）と本システム（右）
3. 用途
本システムは広島の採苗連メーカーの要請を受けて開発したものであり非常
にニッチなニーズに対応した商品である。但し、国内の牡蠣養殖事業者は他県を
含めて数多く存在する他、海外も含め同様の装置需要は今後も見込める。また、
本システムの開発に際して得た技術・知見を活用し、全く異なる業種を含めた
様々な企業のロボット化に対応できると考える。
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【産業技術環境局局長賞】
ドライ式低 NOx 水素専焼小型貫流ボイラ

川重冷熱工業株式会社
滋賀県草津市
1. 機器の概要
ドライ式低 NOx 水素専焼小型貫流ボイラは、燃料に水素を利用することで二酸
化炭素（CO2）を排出しない小型貫流ボイラである。
当社は従来から、苛性ソーダ業界や石油化学業界向けに副生水素焚きのボイラ
を販売しているが、来るべき水素社会に向け、より汎用性が高い低 NOx 仕様の水
素専焼高効率貫流ボイラを市場投入すべく研究開発を進めてきた。
水素は燃焼時に二酸化炭素（CO2）を排出しないクリーンなエネルギーであるが、
火炎温度が高いことから天然ガス燃焼時に比べて約３倍の窒素酸化物（NOx）が発
生する。本製品の特長は、窒素酸化物（NOx）排出量を抑えるために通常採られる、
燃焼室への蒸気噴霧や排ガス再循環を必要としないドライ式バーナを搭載して
いる。独自の水素と空気の混合方式により、
省エネ法で定められた低空気比において
も、天然ガス焚き並みの低 NOx（60ppm 以下：
O2＝５％）を実現している。さらに、蒸気噴
霧がないため、蒸気出力の低下や熱損失が
なく、また排ガスを再循環させる機器が不
要なため、メンテナンス性が容易になるな
ど、従来の水素燃焼ボイラと比べて低コス
トでの運用を可能にしている。
本製品は、電化による脱炭素化が困難な産業
部門で二酸化炭素(CO2)を排出せずに、熱需要を
提供できる製品及び技術であり、今後の水素社
会において重要な役割を果たすと考えている。
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図１ ドライ式低 NOx
水素専焼小型貫流ボイラ

2. 機器の技術的特徴および効果
2.1

技術的特徴

(1) ドライ式低 NOx バーナ搭載
川崎重工業株式会社と共同開発した排ガス
再循環や蒸気噴霧燃焼を用いないドライ式の
低 NOx バーナを搭載している。
従来、水素燃焼での窒素酸化物（NOx）の発
図２ ドライ式低 NOｘバーナ

生量の抑制方法として、排ガス再循環や蒸気噴

霧燃焼が採用されていた。しかしながら、それぞれについて次のような課題が
あった。
表１ 従来の水素燃焼での窒素酸化物（NOx）の発生量の抑制方法
方法名

排ガス再循環

蒸気噴霧燃焼

排ガスを燃焼用空気に混ぜ込
方法

むことで、燃焼用の空気の酸素
濃度を低下させ、火炎温度を下
げてNOxを低減する方法
・高温排ガスの取り回しや必
要送風量の増加により設備

課題

の増強、複雑化
・排ガス再循環の混合気量増
加による燃焼の不安定

燃焼室に蒸気を噴霧して火炎
温度を下げてNOxを低減する方
法

・目標NOx値までの低減不可
・ボイラ蒸気の出力低下
・排ガス量増加による熱損失
の増加

以上のような課題を改善し、より高効率な運転が可能なバーナ開発を目指
し、川崎重工業株式会社と共同で、排ガス再循環や蒸気噴霧燃焼を用いない、
ドライ式での低 NOx バーナの開発を行った。
ドライ式低 NOx バーナは、燃料と空気を予め混合し、混合気体を燃焼室に供
給する予混合燃焼方式を採用している。予混合燃焼方式は、燃料と空気の混合
と燃焼反応が同時に起こらないので、急激な燃焼反応を抑制し局所的な高温部
を作り出さないため低 NOx 効果が期待できる。
独自の水素と空気の混合方式により、省エネ法で定められた低空気比におい
ても、天然ガス焚き並みの低 NOx（60ppm 以下：O2＝5％）を実現している。
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図３ 予混合燃焼方式
(2) 安全性
水素は燃焼速度が速いため、リスクアセスメントを実施して、リスクの低減
を図っている。安全性を高めるために、次の安全装置を搭載している。
① 火炎監視機能
メインバーナの不着火を検知し、正常に燃焼していることを監視する機能。
② ケーシング内の漏洩センサ
ケーシング内を漏洩センサで監視し、換気排気ファンの起動により爆発
濃度範囲を回避する機能を搭載。
（３）仕様表
表２ 水素専焼小型貫流ボイラ仕様表
形式
換算蒸発量

WF-750/1000GEX-H
750kg/h

WF-1500/200GEX-H

1,000kg/h

1,500kg/h

最高使用圧力

0.98MPa

NOx値

60ppm以下（O2=5％換算）

定格ボイラ効率

98%

使用燃料

水素
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2,000kg/h

2.2

効果

表３に、当社従来機（ガス焚 WILLHEAT）との比較を示す。燃料を水素に変換す
ることで、二酸化炭素(CO2)排出量はゼロとなるため、従来ガス焚での二酸化炭素
(CO2)排出量がそのまま二酸化炭素(CO2)排出量の削減量になる。
表３ 二酸化炭素(CO2)排出量の比較表（当社従来機との比較）

単位

従来機

申請機

差異

ボイラ効率

[%]

98.0

98.0

0.0

低位発熱量

[MJ/Nm3]

40.6

10.77

34.02
（3.76 倍）

3

燃料消費量(13A)

[Nm /年]

CO2 排出量

[t-CO2/年]

489,888

1,846,746 △1,356,858

1,092

0

△1,092

【条件】
運転負荷率：60%、運転時間：7200h
燃料種別（従来機）：都市ガス 13A、都市ガス燃料消費量：113.4Nm3/h
都市ガス CO2 排出係数：2.23t-CO2/1,000Nm3
3. 用途
本製品は電化が難しく、蒸気を必要とするお客様に脱炭素化を推進することが
できる製品である。
従来の水素焚きボイラ規格（炉筒煙管ボイラ等）では、ボイラー技士（２級～
特級）免許が必要であったが、本製品は小型貫流ボイラであるため、小型ボイラ
取扱い業務特別教育のみで使用が可能となる。また、小型貫流ボイラであるため、
水素専焼小型貫流ボイラとガス焚小型貫流ボイラとの複数台設置による運転台
数制御も可能となる。
製造過程で副生水素を発生する工場だけでなく、今後普及する水素社会での熱
の脱炭素化において重要な役割を果たしていくと考えている。
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【日本機械工業連合会会長賞】
UG 温水トータルシステム

株式会社ヒラカワ
大阪府大阪市
1. 機器の概要
当社は、2005 年に国内では今までになかった潜熱回収技術によって超高効率を
可能とした「潜熱回収温水器 UltraGas（ウルトラガス）」※以下 UG（図 1 ウルト
ラガス本体）を発売した。
本装置は、従来捨てられていた排ガスから、凝縮潜熱まで熱回収させる技術に
よって、温水器機器単体としての省エネ性を極限まで高めたトップランナーの温
水器であり、現在まで多数販売されてきた。
UG は、温水器に戻ってくる温水温度をより低下させることで潜熱回収を促し、
熱効率アップが可能となる。しかしながら、従来の
温水熱源システムでは負荷の状況によっては効果的
に潜熱を回収できず、せっかくの潜熱回収技術を生
かせないこともあった。
更なる省エネ性を求めるとなると、温水器機器単
体での効率追求では不十分であり、温水器周辺設備
の温水熱源システムを潜熱回収に特化させたシステ
ムとして組む必要があった。
この点に注目し、当社では最新の IoT 技術を活用
し、UG の潜熱回収技術を極限まで高めた温水熱源シ
ステム「UG 温水トータルシステム」を開発した。
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図 1 ウルトラガス本体

2. 機器の技術的特徴および効果
2.1

技術的特徴

(1) システム構成
本システムは自立制御盤を設置し、温水器本体だけでなく、設備側の熱交換
器、ポンプや電動バルブ、計測器などの温水熱源機器も当社でシステム設計し、
現地工事も可能としている。
さらに IoT を活用し、従来は個別に制御されていた熱源機器をＵＧ温水トー
タルシステムに一括で繋ぎ、一つの温水熱源システムとして構築した。（図２
システム構成イメージ）

図２ システム構成イメージ
(2) 主な機能の特徴
① UG の熱媒水設定温度を最適に自動制御
従来の温水器の熱媒水設定温度は、想定される最大負荷時にユーザー側の出
湯温度が低下しないよう、常に高く設定しておくことが一般的であった。
本システムではユーザーの負荷状況に合わせて、UG の熱媒水温度を自動
で可変させ、UG が潜熱回収しやすい条件を作る。
② ユーザー側温水循環ポンプの最適制御
ユーザー側の負荷状況に合わせて、温水循環ポンプをインバータ制御、及び
台数制御させることで無駄な動力負荷を削減させる。
さらに温水流量が可変することで、UG が潜熱回収しやすくなる条件を作る。
③ UG 熱交換器の設計最適化
UG パッケージの場合、それぞれに熱交換器が設置されているが、この熱交換
器の設計を最適化することで、潜熱回収しやすくなる条件を作る。
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④ UG 台数制御機能
ユーザー側の負荷状況に合わせて、UG の最適台数制御を行い、無駄な昇温や
発停を削減させ、温水器への負荷率の調整や、潜熱回収しやすくなる条件を
作る。
⑤ 温水熱源システム全体の状態監視・設定変更
システム制御盤に液晶タッチパネルを搭載し、温水器だけでなく温水熱源シ
ステム全体の監視と設定変更が可能なシステムとしている。
さらに、通信接続機能の追加により液晶タッチパネルの操作設定画面をパソ
コンやスマートフォンに表示し、システム全体の遠隔監視や設定値の変更を
ユーザーでも容易に可能とした。
⑥ EMS（エネルギーマネジメントシステム）への対応
EMS 装置から UG の熱媒水設定温度や燃焼量を直接可変させる制御や、EMS 装
置へ温水熱源システム情報を通信で送ることも可能としている。
2.2

効果

2018 年 8 月に株式会社エア・ウォーター農園殿（千歳農場）に UG11 基と UG 温
水トータルシステムを導入した事例を紹介する。
エア・ウォーター農園殿は、千歳農場で大型ガラスハウス（7.1ha）と複合環境
制御システムを活用し、トマトをはじめ、リーフレタスやベビーリーフ等の野菜
を栽培している。導入前は貫流ボイラで蒸気を熱源としてガラスハウス内の暖房
で利用されていた。
まずシステム導入前に、当社負荷診断装置を取り付け、冬期の最大負荷ピーク
時の必要熱量を分析し、熱源機器能力のダウンサイジング化を行った。
遠隔監視として、当社遠隔監視システム「MP スマートボイラシステム」を導入。
（図 3 遠隔監視システム画面）
温水熱源システムの制御に関しては、エア・ウォーター農園殿に暖房の運用方
法を聞き取りし、野菜の最適な生育と省エネルギーの両立が可能となるように 2
社で打合せを重ね、カスタマイズ設計した。
UG 温水トータルシステムの導入後についても、運用状態を確認しながら、シス
テムのブラッシュアップを定期的に行い、最適な温水熱源システムでの運用が可
能となった。
（図 4 エア・ウォーター農園殿 千歳農場機械室）
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省エネルギー効果としては、入替前後の年間での比較で燃料消費量、CO2 排出量
が、約 22％の削減を達成出来た。

図 3 遠隔監視システム画面
図 4 エア・ウォーター農園殿
千歳農場機械室
3. 用途
本システムは、一般的な温水を利用しているユーザーであれば、どんな用途で
も使用可能な温水熱源システムである。
特に従来、温水器として主であった真空式温水ヒータでは、低温出湯（20～50℃
出湯）は缶体腐食の懸念があり、特殊対応が必要で非効率であったが、UG は低温
域での運用のほうが、潜熱回収技術を最大限生かすこと出来るため、本システム
を導入することで温水熱源システム全体の超高効率運用が可能となる。
熱源を蒸気で運用していた事業においても今後、省エネ性が高い温水熱源シス
テムが評価され、蒸気から温水熱源に変わっていく流れが出来ている。すでに近
年の新築建物は設計段階から温水熱源が選択されており、UG 温水トータルシステ
ムでの運用計画を多数いただいている。
本システムは、脱炭素時代の流れに乗った最良な選択のひとつになると考える。
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【日本機械工業連合会会長賞】
ロボット周辺の供給用ホースを排した
高粘度液塗布装置
兵神装備株式会社
兵庫県神戸市
1. 機器の概要
ロボットに搭載した吐出装置を用いて、自動車の構成部材などに接着剤などの
高粘度液を塗布する際、一般的にはロボット上に液移送用高圧ホースを設置する
（図 1）。この高圧ホースは非常に硬く、ホースの可動範囲を考慮する必要がある
ため、設備の省スペース化や奥まった部位に吐出装置を入れることが難しい。ま
た、ホースの制約があってロボットを自在に動かすことができず、ロボットティ
ーチング作業やタクトタイムの短縮に苦慮している。
これらを解決するために、ロボット上のホースを排除したシステムを開発した
（図 2）。

図 1 一般的なシステム

図 2 本システム

本システムのロボット周辺部を図 3 に、吐出装置（モーノディスペンサー）な
らびに接続具周辺部を図 4 に、液の流れを図 5 に示す。
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図 3 ロボット周辺部

図 4 モーノディスペンサーと

図 5 液の流れ

接続具周辺部
モーノディスペンサーから液を吐出し、タンク内の液が減って下限に到達する
とロボットを供給ステーションに移動する。ロボットを移動しながら接続具を接
続し、センサーなどで接続確認した後に自動バルブを開く。接続具を通してタン
クに液が供給され、上限に到達すると自動バルブを閉じ、ロボットを移動しなが
ら接続具を分離する。これら一連の動作を繰り返す。
2. 機器の技術的特徴および効果
2.1

技術的特徴

接続具の接続・分離動作を繰り返すため、4 つの課題を解決する必要があった。
(1) エア混入を低減する技術
接続具の分離速度を制御することで、分離時に接続具内部が負圧にならないよ
うにした。また、接続具の両側にアキュムレーターを設け、接続時の内部圧力変動
を抑制することで、接続具内部が負圧にならないようにした。これらの技術によ
り、外部からのエア混入や、移送液内に含有していたエアの発生を低減でき、幅
2mm の塗布線が 2mm 以上途切れることがないレベルを達成できた（図 6）
。
(2) 移送液漏れを低減する技術
接続具の接続・分離速度を制御することで、接続具内のシール部品がより多
くの移送液を堰き止めることができる。また、接続具の両側にアキュムレータ
ーを設け、接続時の内部圧力変動を抑制することで、接続具内部の圧力を下げ、
外部への漏れを低減できる。これらの技術により、外部への移送液漏れを低減
でき、1～2 万回の接続・分離動作で 1g 以下のレベルを達成できた（図 7）。
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図 6 直径 2mm の塗布線

図 7 25,000 回接続・分離後の漏れ

(3) 接続具の耐久性を上げる技術
固い粒子を含む移送液を扱う場合は、接続具内の部品間のクリアランスを所
定値以上の大きさに設定することで摩耗を低減できる。この技術により、固い
粒子を含む移送液でも、エア混入ならびに移送液漏れの目標値①②を 10 万回
接続・分離まで維持できるレベルを達成できた。
(4) タンクへの供給時間を短くする技術
システム構成ならびに制御システムを可能な限りシンプルにした。また、自
動バルブ～タンク間の流路径を可能な限り大きくし、配管抵抗を下げた。これ
らの技術により、接続・分離時間を含め、200mL のタンクを 10 秒以下で充填で
きるレベルを達成できた。
2.2

効果

(1) ユーザーの生産性向上
ホースの可動範囲を考慮する必要がないため、設備の省スペース化や奥まっ
た部位に吐出装置を入れることができた。また、ホースの制約が無いため、ロ
ボットティーチング作業やタクトタイムを短縮できた。ロボットを自在に動か
すことができるため、机上でのシミュレーション（オフラインティーチング）
も可能になった。
(2) 省エネ・省資源
ロボット上のホースが無く、ホース全長が短くなることで、供給装置の消費
エネルギー削減とホースのヒーティングに必要な電力を削減できた。また、ゴ
ムの使用量と、ホース廃棄時のホース内残液量を削減できた。
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(3) ユーザーのメンテナンス性向上
ロボット上のホースが無いため、約 1 年ごとに発生するヒーター付きホース
の定期交換や、保全担当者が主に夜間・休日に実施していたホース周辺のメン
テナンスが不要になり、ストレスフリー・働き方改革を実現できた。なお、本
システムは、接続具に付着した液の拭き取りと、C 型止め輪で固定している接
続具の交換のみである。
(4) ユーザーの安全性向上
ロボット上のホースが無いため、保全担当者が高所作業をする機会が激減し
た。なお、本システムはシンプルな構成で、安全性に配慮する箇所は特にない。
3. 用途
主に、自動車車体生産ラインに導入している。新規ラインへの導入だけでなく、
既存ラインの改造にも利用されている。波及効果として、ロボット上のホースが
無くなれば、複数台のロボットを使用していたラインが、1 台のロボットで対応
できるようになる。具体的には、以下の 2 パターンが考えられる。
① 吐出装置と、搬送装置や溶接装置を交換して使い分ける（図 8）。
② 異なる移送液が入った複数の吐出装置を交換して使い分ける（図 9）。
いずれも、実現できれば生産ラインを革新的に変えることができる。ユーザー
との協働により①は既に実現できており、今後も②の実現ならびに①の更なる発
展に貢献していく所存である。

図 8 吐出装置と他装置を交換

図 9 複数の吐出装置を交換
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【日本機械工業連合会会長賞】
超コンパクトモジュール型ハイブリッド熱処理炉
（EC-HybridⅡ）
株式会社エコム 静岡県浜松市
中部電力株式会社 愛知県名古屋市区
1. 機器の概要
軽量化の目的で輸送用機器等に多用されるアルミニウム合金の熱処理は、生産
性と熱効率向上の観点から一般的に大型のガス式熱風循環炉で行われるが、大型
炉の為、少量多品種や生産変動に対応できず、生産ラインの変更も困難である。
この課題を解決するため、本設備では電気とガスの最適利用による省エネルギ
ー化と、生産ライン変更に柔軟に対応できるモジュール化を実現した（図 1）。本
設備は電気とガスのハイブリッド熱源を備え、風速も可変としており、工程毎に
最適な加熱条件を設定できる。工程や生産量の要求に応じて炉数や加熱条件を最
適化することで、従来のガス式熱処理炉に対して 59%のエネルギー削減を実現し
た。また、機器配置の最適化等により、システム全体で従来比 73%の大幅な省ス
ペース化を実現した。モジュール化構造の為、台数やレイアウト変更が容易であ
るほか、1 台毎に熱源も可変の為、デマンドレスポンスにも対応可能である。

排熱回収バーナ

制御盤

排気ファン

2,500mm

循環ファン

電気ヒータ
燃焼ユニット

図 1 開発設備単品外観

加熱室

図 2 開発設備の構造
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2. 機器の技術的特徴および効果
2.1 技術的特徴
(1) 熱交換器搭載型省エネルギーバーナ『エコネクスト』の適用
ガスバーナの排気熱損失低減のために排熱回収により燃焼用空気を予熱す
る場合、窒素酸化物(NOx)の多量発生が懸念される。そこで、燃焼場への燃料の
高速吹き込みにより、酸素濃度の低減と滞留時間の短縮による燃焼反応の緩慢
化を図る高温空気燃焼技術と、二段階燃焼技術を導入した（図 3）。これにより
高温領域の発生抑制による NOx の低減と省エネルギー化を達成した。

図 3 排熱回収バーナの構造
(2) 熱源のハイブリッド化と循環ファンのインバータ制御
電気ヒータとガスバーナの設置と循環ファンのインバータ化により、各工程
に最適な熱源と風速を設定でき、省エネルギー化と昇温時間短縮を実現した。
(3) 機器配置の最適化によるコンパクト化とモジュール化
システム全体の大幅な省スペース化を実現し、従来の T6 熱処理システムに対し、
73%ものコンパクト化を実現した。モジュール化により、必要な台数のみ連結し、炉
毎に熱源、温度、風速を調整することで、生産量の変動や多品種での熱処理条件の
変更にも柔軟に対応でき、小型のため、レイアウト変更も容易である。
(4) デマンドレスポンスや電化シフトへの対応
操業中においても炉毎に熱源が切り替えられるため、システム全体の消費電力の
フレキシブルな調整により、デマンドレスポンスに対応できる（図 4）
。ガスとの併
用で操業に支障を及ぼさずにピーク電力を調整できるため、今後も再生可能エネル
ギーの普及進展に応じた柔軟なエネルギーマネジメント操業が期待できる。
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電気

ガス

再生可能エネルギー電源での操業
バーナ（ガス）とヒータ（電気）の切替操業

図 4 デマンドレスポンスや電化シフトへの対応の一例
2.2 効果
(1) 省エネ性

ある T6 熱処理は、図 5 に示す通り、二つ

熱

却

均

温

④
冷
却
装
置

冷

昇

冷

熱

急

均

温

主に溶体化炉と時効硬化炉における被熱

昇

の異なる温度の加熱冷却工程を有する。

温 度

アルミニウム合金の代表的な熱処理で

480~530℃ 70℃以下
① 溶体化炉 ②
焼
入 180~240℃
水 ③時効硬化炉
槽

処理物の昇温・均熱工程で多量にエネル
時 間

ギーが消費される。
本設備は、同じ仕様の炉をモジュール化にした

図 5 T6 熱処理パターン

ことより、工程毎に最適な熱源・温度・風速を設定することが可能となり、従来の
ガス炉による低風速一括処理に対して、大幅な省エネルギー効果が期待できる。
本設備をモジュール化した開発システムにてテストピース（アルミ材）の T6
熱処理の実証試験を行い、従来の同規模ガス式熱処理システムと一次エネルギ
ー消費量を比較した。その結果を表 1 および図 6 に示す。各炉における昇温、
均熱の工程毎に熱処理条件を最適化したことにより、全工程の合計値として従
来比 59%の省エネルギーを実現した。また、昇温工程では高温、高速熱風を適
用したことによって、省エネルギー化のみならず、図７に示す通り、所要時間
を 36%削減できた。
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表 1 T6 熱処理における各工程の一次エネルギー消費量の比較※1
工程
溶体化昇温
溶体化均熱
時効硬化昇温
時効硬化均熱
合計
※1

単位
[MJ]
[MJ]
[MJ]
[MJ]
[MJ]

従来設備 開発設備 削減量 削減率 開発設備の設定条件
82.4
27.2 55.2 ▲67% ガス・高風速・高温
120.6
65.5 55.1 ▲46% ガス・低風速
73.9
38 35.9 ▲49% 電気・高風速
118.9
32 86.9 ▲73% 電気・低風速
395.8
162.7 233.1 ▲59%

当社テスト炉でのテストデータ、都市ガス 13A の場合

図 6 一次エネルギー消費量の比較

図 7 昇温時間の比較

(2) 経済性
アルミニウム合金の T6 熱処理工程における熱処理条件の最適化により得ら
れた省エネ効果はそのままランニングコストに直結する。前述の標準的な条件
において、従来設備と比較した場合、年間で削減可能なランニングコストは
4,401 千円となっており、3 年の稼働でイニシャルコストを回収できる※2。
※2

ガス料金単価：65.17 円/m3 電気料金単価：14.665 円/kWh として算出

(3) メンテナンス性
工場設備として保守性は重要視される要素のひとつである。本設備において
も計器類の配置など保守管理性の向上を目的とした設計上の配慮が行われて
いる。また各モジュールには移動用のキャスターが設けられており、これは設
備トラブル時に異常ユニットの連結を一時的に取り外し、残りのユニットで速
やかに生産を再開するなど柔軟な対応を可能とするためである。
3. 用途
本設備は非鉄金属製造業界におけるアルミ熱処理工程への導入を想定してい
るが、他の製造業の加熱・乾燥工程にも適用できる。また、被処理物のサイズや
加熱能力等の条件に合わせたオーダーメイドな設備仕様にも対応可能である。
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【日本機械工業連合会会長賞】
PEM 型水素発生装置(HYDROSPRING®)

日立造船株式会社
大阪市住之江区
1. 機器の概要
近年、温室効果ガスを発生しない太陽光発電や風力発電など、いわゆる「再生
可能エネルギー」の導入が世界中で進んでいる。しかし、再生可能エネルギー由
来の電力は変動が激しく、有効に活用するためには変動電力の貯蔵および安定化
が急務である。変動する電力を大規模かつ長期的に貯蔵できる技術としては電力
のガス変換、いわゆる Power to Gas（PtG）が適しているとされ、当社は再生可
能エネルギー由来の変動電力および大規模化に適応した、純水を電気分解して水
素を発生する PEM 型水素発生装置(HYDROSPRING)を開発した。
本機は、水素発生に必要な機器を全てパッケージ内に装備しており、基本的に
水と電気を供給すれば水素を発生することができ、純水を直接電気分解するため
安全に高純度な水素ガスを得ることが可能である。また、風力発電機との直結試
験による秒単位の変動に対する追従性の確認や、コンテナパッケージ化による輸
送・設置の省力化、遠隔監視システムの導入による管理の省人化を実現した。

図 1 PEM 型水素発生装置 HYROSPRING(200Nm3/h, 40ft コンテナパッケージ)
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2. 機器の技術的特徴および効果
2.1

技術的特徴

(1) 安全かつ高純度
従来のアルカリ型装置と本機の一般的な諸元を表 1 に示す。
本機は固体高分子型を採用しており、電解液が純水であることから薬液を一
切必要とせず、配管や電解槽の構成部材からの溶出もほとんど無いため、特別
な保護具や排水処理などが不要である。また、電解槽の異常を早期に検知し酸
素と水素の混合を防止するシステムを標準で備えており、高い安全性を確保し
ている。
さらに、純水を直接電気分解するため、発生するガスへの不純物の混入も極
めて少ない。そのため、従来のアルカリ型と比較して精製なしに高純度な水素
を加圧下で供給することが可能である。

固体高分子型
アルカリ型

表 1 固体高分子型とアルカリ型の比較
水素純度
運転圧力
電解液
[ppm]
[MPaG]
純水
>99.999
0.8
アルカリ溶液
>99
大気圧

負荷調整範囲
[%]
10～100
30～100

(2) 再生可能エネルギー由来の変動電力に対応
本機は、4Nm3/h の固体高分子
型水素発生装置と 100kW 風力発
電設備を直結した実証試験を
実施しており、秒単位の激しい
変動電力であっても追従して
正常に水素発生が可能である
ことを確認しており、幅広い負
荷範囲で再生可能エネルギー

図 2 変動電力に対する水素発生量の追従

由来の電力を無駄なく水素に
変換することが可能である。

— 43 —

(3) コンテナパッケージ
従来の屋内設置型であったスキ
ッドマウント型の装置に加え、水
素発生量に応じて 12～40ft コン
テナ内に装置を収納するコンテナ
マウント型の装置をラインナップ
に加えた。コンテナ内に装置を収
納することにより、当社工場で組
み立てた状態のまま設置場所へ運

図 3 コンテナマウント型水素発生装置

搬し、そのまま設置することが可
能である。そのため、専用の建屋を不要とし、太陽光発電所など、サイトに隣
接した屋外の敷地に簡便に設置することを可能としている。
(4) 遠隔監視システムの搭載
水素発生装置内に遠隔監視システムを設置することで、計測している電流や
電圧、装置内の圧力、温度等の全てのプロセスデータや、装置で発生している
警報等の情報を当社技術員がリアルタイムでモニタリング出来るシステムの
構築を行っている。また、計測したデータは全てクラウド上へ記録されており、
装置に異常が発生した場合には過去にさかのぼってデータを解析する事が可
能である。そのため、遠隔地に設置した装置であっても、トラブル発生時には
適切な初期対応を迅速に実施する事が可能である。

図 4 遠隔監視システム概要
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2.2

効果

従来のアルカリ型装置と本機との性能比較を表 2 に示す。
(1) 消費電力の低減
固体高分子型水素発生装置(HYDROSPRING®)は、緻密な電解槽内の構造設計に
より、構成部材の密着性の確保と、高性能イオン交換膜の採用によって電気分
解にかかる消費電力を低減しており、電力を無駄なく水素へ変換することが可
能である。
(2) 設置面積の低減
電極の単位面積当たりに通電する電流値、すなわち電流密度を高めており、
少ない電極面積でも大きな水素発生量を得ることが可能となっており、同規模
のアルカリ型水素発生装置よりも省スペースに設置することが可能である。
また、コンテナパッケージ化を行うことにより、新たな建屋の建造コスト削
減および現地施工の簡略化を実現した。
表 2 固体高分子型とアルカリ型の性能比較(50Nm3/h 規模)
電力源単位
電流密度
設置面積
[kWh-DC/Nm3]
[A/cm2]
[m2/Nm3]
固体高分子型
4.6
2.0
0.3
アルカリ型
5.2
0.6
1.2
3. 用途
水素ボンベの輸送が難しい離島や遠隔地における、ボンベ代替を目的とした用
途や研究開発用途の他、近年では再生可能エネルギー関連の実証用としての実績
が増えており、PtG システムの実証試験や再生可能エネルギー由来の余剰電力を
吸収する用途に使用されている。
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