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[要 約]

わが国の省エネルギー対策の一環として進められている河川・海水・下水道などが持つ

未利用エネルギーを積極的に回収して地域冷暖房システムに再利用しようという事業が進

展している。これらの回収システムには配管類は耐食性を考慮して高価なチタン、ステン

レス等が主に使用されている。本調査研究は、これら材料に比較してより安価で、熱伝導

性に優れたアルミニウムを未利用エネルギー回収システムに採用することの可能性を検討

するために、現地調査ならびに、文献調査を行い、得られた知見に基づき提案を行った。

１．はじめに

わが国にエネルギー消費状況は 1973 年の石油危機以来、産業部門では横ばいである

が、民部門、運輸部門では 2 倍以上も大幅に増大し、省エネ法、改正省エネ法の施行に

より、各分野での省エネルギー対策に努めている。その中のひとつに、未利用エネルギ

ーと定義される河川・海水・下水道等で生じる温度差エネルギーと地下鉄・地下街・工

場・送電線等の廃熱を利用する廃熱エネルギー、さらには限定地域において氷雪を保存

して、農産物の保存や冷暖房用エネルギーとする等、積極的な利用が進展している。

これらの未利用エネルギーはヒートポンプや熱交換器、導水管等で構成される熱交換

システムにより冷暖房等に供給している。これらシステムの構築材料としては金属の場

合、耐食性と強度の面からステンレス材が主に使われているが、さらに熱交換性の良い

材料及び熱交換システム開発が望まれている。そのためにはステンレス材に比較して熱

伝導率では 13 倍、熱拡散率では 12 倍もあるアルミニウム材の可能性を検討する必要が
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ある。

本調査研究は、熱導電性と放熱性に優れたアルミニウム材料を活用することにより,

熱特性を向上させ、熱交換システムの一層の特性向上に寄与する新材料開発の調査研究

を目的とするものである。

２．調査研究の概要

２．１ 調査研究の目的

アルミニウムは従来強度及び耐食性に不安があるという理由で下水・廃水等の導管と

しては不適とされてきた。しかし、高耐食性材料の開発や防食技術の発達により海水中

で使用される例も増えている。また、ステンレスとのクラッドにより、耐久性や強度を

確保することも可能である。さらに熱交換性を向上させるため遠赤外線放射率が 3 倍以

上の放熱特性を有するアルミニウムの陽極酸化皮膜などの表面処理の応用も検討する必

要がある。

このような新たな構築材料はシステムとして機器や管類の接続部における異種金属の

接触腐食の問題が、現状以上に万全な対策が必要となる。この異種金属の接触腐食の防

止技術は土木・建設・海洋分野において多くの実績があり、本調査研究ではこの種の分

野からの情報が重要となる。

これら新規提案による構築材料により熱交換器の熱交換性が高くなれば、ヒートポン

プの成績計数（ＣＯＰ）の向上にも貢献するものである。

２．２ 調査研究の内容と方法

本調査研究の活動は大きく現地調査と文献調査の二つに分けることができる。

① 現地調査：温度差エネルギー利用状況調査

工場廃水、公共下水及等の熱交換システム及び構築材料について、現地実態調査

等を行い、廃熱利用状況や熱交換システムの現状を把握し、熱交換システムの構成

個所（ヒートポンプ、熱交換器、導水管等）の中で、現在使用されている材料のう

ちアルミニウム材に変換することによって、アルミニウム材の特性を活かし、最も

熱回収率向上が期待できる構成個所はどこなのか、そのために必要な強度対策や防

食処理方法も含めて検討する。

② 文献調査

現地調査と共に、水を介在する熱交換システム構築材料、アルミニウム被覆ステ

ンレス材の製造方法、アルミニウム材を中心とする異種金属材料の防食技術、アル
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ミニウム材及びその表面処理の熱伝導性、熱交換器の種類、構造と機能及び問題点、

水中におけるアルミニウム材の活用事例等に関して、国内外の文献等の調査により、

従来アルミニウム材の弱点とされていた強度、耐食性、異種金属接触腐食対策等の

課題について実現可能な対策を検討する。これらの調査結果を委員会で検討し、未

利用エネルギー活用に適したアルミニウム系材料開発の提言をまとめる。

２．３ 調査研究活動

未利用エネルギーの現地調査、文献、特許等の調査、熱交換器メーカーへのヒアリン

グ調査等を行うと共に調査研究委員会を６回開催した。

また、本調査研究は平成２０年７月より平成２１年３月の間で実施した。

第１章 未利用エネルギー交換システムの現状

１．１ 熱交換システムの現状

現在熱交換器に使用されている材料にはチタン・SUS・銅・樹脂などがある。アル

ミニウムも使用されているが、水系に使用されている例はない。熱交換器の形状別に

見ても同様金属が使用されている。

１．２ 現地調査

第１回は平成 20 年 10 月 23 日 静岡県富士市「岳南排水路管理組合」の工場排水

利用について調査した。ここでは工場排水の温度をヒートポンプに利用する方法で、

直膨型熱交換器を直接排水に浸漬する方法で H7 年から H19 年まで稼動していた。稼

動中に熱交換器の適応可能な管材の検討が行われたが耐食性や加工性などが重視され

リン脱酸銅が使われた。排水利用の問題点はパルプかすのスライム対策である。

第 2 回は平成 20 年 12 月 17 日 東京都市サービス㈱「箱崎地区熱供給センター」

を訪問し、河川水利用の状況を調査した。河川水の熱を日本で最初に有効利用した地

区で 80%は冷房、20%は温水用に使用している。ヒートポンプの熱交換器の材料選定

に当たっては SUS、銅、などが検討されたが、チタンチューブが採用された。アルミ

ニウムは検討されていない。自動洗浄装置などゴミ対策にも工夫を凝らしていた。

第 3 回は平成 21 年 1 月 20 日 千葉市幕張の千葉県下水道公社印旛沼流域下水道事

務所（花見川終末処理場）を見学した。ここでは下水道浄化が主な仕事で、処理水を

幕張地区の冷暖房に利用するための会社に供給していた。また、殺菌処理を施した高

度処理水は中水道としてトイレの洗浄水への供給などの試みが行われていた。

3 回の見学を通してアルミニウムは耐食性が低いイメージが浸透し、使い方の難し
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さなどが強調されて検討対象になっていなかった。しかしトータルコストでメリット

があれば興味を示した方もおられた。また、設備計画に用いる図書類に登録されてい

ないことも普及しない理由であることが指摘された。

１．３ ヒアリング調査

平成 20 年 11 月 10 日 日立プラントテクノロジー㈱を訪問しヒアリングした。ルー

ムエアコンは銅管とアルミニウムフィンを採用、アルミニウム管の採用はない。腐食

が心配である。吸収式ターボ冷凍材料は SUS、キュプロニッケル、モネルを使ってい

る。メンテナンスしにくいことや部品交換を行わない視点からの採用となっているよ

うだ。

平成 20 年 11 月 11 日 NPO 地中熱利用促進協会を訪問、地中の熱は 1 年を通じて安定

しているため、地下水や地層から抽熱してヒートポンプを通して冷暖房に応用してい

る。地中に埋設している管は樹脂被覆パイプが主流である。地下 100m のため交換は殆

んど出来ないのでノーメンテナンスが基本である。SUS 使用の場合は 10%程度の効率ア

ップが考えられるが、溶接による接続技術が向上がポイントとなる。アルミニウムに

ついてはあまり知識もないが、初めから対象にはなっていないようだ。

平成 20 年 12 月 19 日 東京大学生産技術研究所で開催された地中熱利用ヒートポ

ンプシンポジウムに参加した。温泉排熱利用のヒートポンプシステム、プール・温泉

施設への適用事例、地中熱によるゼロエネルギー融雪槽などを聴講した。すべての講

演を通じて熱交換器などへのアルミニウム合金適用に言及した発表は皆無であった。

アルミニウム活用に関しては熱交換器メーカとの協議が必要である。

平成 21 年 1 月 28 日 ㈱前川製作所を訪問し、大阪中ノ島地区の河川水の利用に特

殊な熱交換器チューブが採用されたとの情報を確認した。社外秘で内容は未確認であ

るが、既存設備の老朽化対策と海水対策で開発したとのことがヒントとなる。

平成 21 年 1 月 28 日 ㈱旭ケミカルズ訪問し、クラッド技術の確認を行った。金属

材料への実績が多数あり、板材や管材への適用は出来るが、熱交換器用のチューブサ

イズは現状では不可能とのことであった。

平成 21 年 2 月 25 日 佐賀大学海洋エネルギー研究センターを訪問し、稼動中の海

洋温度差発電装置（OTEC）の見学を行い、ハワイなどの OTEC で過去に検討された

アルミニウム製熱交換器に対する意見交換などを行った。

ヒアリング調査の結果から熱交換器に要求される条件は、現状では耐食性が全てで
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あり、そのためチタンのような高価な材料の使用が目立っている。アルミニウムは、

熱伝導性に優れ、また、安価であるいう長所を有するものの長期耐食性に対する信頼

性が理解されておらず、耐食性に対する良いイメージが持たれていないことが分かっ

た。

第２章 文献調査から見た未利用エネルギー利用高効率熱交換システムの構築に関する現

状

２．１ 文献調査

文献は（独）科学技術振興機構の情報提供システムの約 25 万件の JDreamⅡと一

般的な JST 複写文献依頼の双方から 104 件の文献（和文 43 件、英文 48 件、独文 9

件、露文 3 件、仏文 1 件）を検索、購入後、内容を精査・解析して、調査研究の報告

書作成に反映させた。JDreamⅡの検索では特にテーマに関連する Key Word として

15 語で選定した。この他、専門書を 13 冊(和文 2 冊、英文 11 冊)購入し参考とした。

調査の結果、検索文献や専門書から調査研究の大前提となる河川水の未利用エネル

ギー活用の動向、海外の動向等を理解するのに有用な知見が得られた。

しかし、本来の目的であるアルミニウムとステンレスのクラッド材の活用、耐食ア

ルミニウム合金やアルミニウムの陽極酸化処理などを活用した高効率熱交換システム

構築材料に関する記述は NEDO が最近アルミニウムに亜鉛を溶射耐食性を向上した

下水熱利用のプレートフィン型熱交換器以外、一言も無く、本テーマの調査研究が厳

粛かつ困難であることを実感しつつ、金属材料、材料腐食、熱交換器といった専門分

野に精通した各委員が所有する多数の個人蔵書や図書館蔵書からも関連文献、関連内

容を徹底的に調査し、幅広くかつ深い専門的見地からの調査結果を報告書に反映させ

た。

２．２ 特許調査

関連特許については大阪府や愛知県等、各自治体や（独）産業総合技術研究所や広

島大学の TLO の開放特許等、あるいは民間企業である昭和電工（株）の有償開放特

許、東京ブレーズ㈱のチタンやステンレス製の特許等、幾つか散見されるが、本テー

マに直接関与する内容の特許は存在しておらず、テーマとしての新規性が確認される。

これらの調査結果から本テーマの実現には構築材料としてのアルミニウムやクラッ

ド材の特長を関連業界に正しく広く認識してもらう努力が必要である。
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２．３ 関連技術調査

技術資料は主にヒートポンプや熱交換器の種類や機能に関するもの、アルミやステ

ンレスのクラッドに関するもの等、主に製造メーカーのカタログや技術解説書を精力

的に収集し精査・解析した。当然ながら、熱交換器を見ても空冷式熱交換器が多く、

最近、水冷式や特殊な腐食環境の熱交換器はチタン材が主役で、本テーマが意図する

アルミ系やアルミクラッド系の材料の提案や実施状況は見られない。

第３章 アルミニウムの耐食性と熱交換器の利用調査

３．１ 熱交換器伝熱管用金属材料

アルミニウムの板材、押出材、管材などの展伸材は主添加元素によって 8 種類（4

桁で示される）に分類される。水環境においては 1xxx（純アルミニウム系）、3xxx 系

（Al-Mn 系）合金、５xxx 系（A-Mg 系）合金及び 6xxx 系（Al-Mg-Si 系）合金が耐

食性で優れており、多く使用されている。また、これらの合金の耐食性を安定的に維

持するために 7xxx系（A-Zn系）合金が犠牲陽極材としてクラッドされて使用される。

３．２ アルミニウムの淡水に対する耐食性と淡水利用熱交換器への利用

本項では、アルミニウムの淡水に対する耐食性の試験データーを調査すること、そ

してこれまでに利用されてきた淡水利用熱交換器の実績を調査することによって、今

後の未利用エネルギー施設における熱交換器への問題点と可能性を明らかにしようと

試みた。

アルミニウムの淡水に対する耐食性については、１９５０～１９７０年において､

精力的に研究・調査が進み、水質や温度、流速などがアルミニウムの腐食にどのよう

に及ぼす影響が定量的に明らかになり、広範囲の各地の淡水による実際の耐食性のデ

ーターも多く蓄積された。

淡水におけるアルミニウムの熱交換器への活用の難しさは、淡水の組成、pＨなどが

多種、広範囲にわたりること、また河川水や下水など水質の変動幅が比較的大きいこ

とであり、そのためアルミニウムの持つ耐食性を生かし難く、また防食設計を難しく

してきたと考えられる。

調査の結果では、水を利用した熱交換器について、自動車用ラジエーターは欧米で

は 1940 年代からアルミニウム合金製が採用されており、わが国でも、現在ではアルミ

ニウム製品が９０％以上を占めるまでになった。

水道水、井戸水など飲料水レベルでは、わが国では風呂釜、太陽熱温水器などの熱
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交換器に実績を上げてきた。これらはいずれも､表面層にアルミニウムー亜鉛合金

（例：A7072 合金）をクラッドするなどの方法であり、陰極防食効果によて孔食が貫

通孔食に至らないための設計をしており、場合によっては､更にベーマイト皮膜などの

防食処理を高めたものもある。

熱交換器以外でも、飲料水輸送タンク、下水配管（A7072 合金をクラッド）など多

くの製品が水腐食の環境で健全に利用されてきた実績が数多い。

一方、水の中でのアルミニウムの腐食の進行速度や傾向の予測研究も進み、飲料水

以外の水についても、事前に水質やその変動幅などを調査し、場合によっては腐食性

の程度を予測する予備試験によって、アルミニウム材料の活用を進めることは有効で

ある。

３．３ アルミニウムの海水に対する耐食性と海水利用熱交換器への利用

本項では、アルミニウムの海水に対する耐食性に関する試験データーを調査し、こ

れまでに利用されてきた海水利用熱交換器の実績を調査することによって、今後の未

利用エネルギー施設における熱交換器への問題点と可能性を明らかにしようと試みた。

アルミニウムの海水に対する耐食性のデータは、1890 年代末から始まった欧米にお

ける船のｱﾙﾐ化開発の流れの中で意欲的に進め、アルミニウムの優れた対海水耐食性が

実証され、優れた合金開発、防食技術の確立などに役だって来た。

それを裏付ける数多くの長期浸漬腐食試験が 1950～1970 に行われたが、これら試験

結果を調査し、その耐食性、特徴的腐食挙動などについて検討した。

一方海水を使った熱交換器の実績は､まだ多くなく、その耐食性を生かし、今後供給

安定性、価格妥当性等の点で期待されている。

これまでの重要な実績は、

（１）わが国における LNG 蒸発器（アルミニウム製プレートフィン）

（２）OTEC（Ocean Thermal Energy Coversion ; 海洋温度差発電）におけるアル

ミニウム製熱交換器開発の世界的動きが上げられ、前者は既に製品化され多くの

実績を持つ。尚､海水に接するアルミニウム面には陰極防食が施されており､今後

のアルミニウム製海水熱交換器のひとつの可能性が期待できる。

OTEC 用熱交換器の開発はわが国の IOES を始め、多くの国々が関心を持ち、精

力的に取り組んでいるが、現在のところ耐食性の安心感からチタンの最右翼とな

っている。しかし価格の妥当性、材料供給の安定性から米国を中心にアルミニウ

ム製熱交換器への関心も高く、Hawai の Keyhole Point で続けられてきた Alcan
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社のアルミニウムロールボンド（Alclad３００３）など 5 年間の試験によって良

い結果が得られた。

これらの研究の中で、海水中の微生物よごれの除去技術など、周辺のひとつひとつ

解決がすすめられており､アルミニウム製海水利用熱交換器開発への動きは続いてい

る。

第４章 アルミニウム合金の有効利用に関する提言

４．１ エネルギー熱源の種類

未利用エネルギーは熱源の温度によって区分すると河川水、海水、地下水、下水、

工場排水などの低温エネルギー、地下鉄廃熱、変電所・変圧器熱などの中温排熱エネ

ルギー及びごみ焼却、工場廃熱、発電所、地熱などの中高温排熱エネルギーに大別さ

れる。このうち本調査では低温エネルギーの河川水、海水、下水及び工場排水を取り

上げた。それは現状まだ多くの解決すべ技術的及び経済的な問題などで課題があるも

のの、エネルギー利用可能量（潜在エネルギー量）が多く、今後その活用がますます

期待されているからである。

４．２ 熱交換器の構成材料

熱交換器に要求されることは熱交換特性、寿命などの性能が優れること、設備が安

価なこと、メンテナンスが容易で費用が掛からないこと、そしてこれらを総合した経

済性と環境負荷性である。本調査の対象としたアルミニウムが使用される対象部位は

熱交換器で、その中でも特に伝熱配管類である。熱交換器の種類、方式によらずエネ

ルギー源の色々な水環境と接触して熱交換機能の一部を担う伝熱配管には、特に伝熱

特性と耐食性が優れることが要求されるが、アルミニウムはそれらの特性に適合して

いるからである。

４．３ 熱交換器伝熱配管用材料の現状

伝熱配管として使用された金属材料は岳南排水路管理組合のリン脱酸銅、千葉県下

水道公社の銅合金及びステンレス鋼、東京都市サービス株式会社（箱崎）のチタンな

どであり、アルミニウムの使用実績はなかった。アルミニウム合金が使用されていな

い理由は、主として配管の寿命（腐食による漏洩）の点から耐食性（主として孔食）

にまだ信頼性がおけなかったからである。その評価は実環境での予備腐食試験結果に

よっており、アルミニウムは実地の予備腐食試験で耐食性が劣る場合もあったが、殆
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どの場合予備試験に選定されず、結果として評価されなかったためである。

４．４ 伝熱配管としてのアルミニウム

アルミニウムを熱交換器の伝熱配管に使用する場合の材料特性以外の大きな問題点

として熱交換器メーカーがアルミニウムを主要材料として評価していないことがある。

それは事前の耐食性評価試験に選定されていないことが物語っている。アルミニウ

ムの耐食性が優れているとの認識が十分でないことと、熱交換器メーカーがアルミニ

ウムの加工技術及び設備を保有していないことが主な原因と考えられる。従って今後

アルミニウムの耐食性の優れていること及び水環境での配管としての実績を示すと共

に、アルミニウムを使用するための加工技術など技術的な面を含めての支援が今後の

課題である。

４．５ まとめ

エネルギー活用のための高効率熱交換システム構築材料に関して、ヒートポンプの

伝熱配管へのアルミニウムの使用可能性を調査した結果をまとめると以下のようにな

る。

（１）アルミニウムが使用されていない理由は主として伝熱配管の寿命（腐食による漏

洩）の点から耐食性に信頼性がないからであった。その評価は実環境での予備腐

食試験結果によっており、アルミニウムは実際に耐食性が劣る場合もあったが、

ほとんどの場合その予備試験に選定されず、結果として評価されなかったからで

あった。

（２）国内外の多くの資料によるとアルミニウムの水環境での耐食性は優れており、過

酷な使用条件でも優れるチタンには及ばないものの、銅・銅合金及びステンレス

鋼に比べて著しく劣ることはない。また特に海水など塩素イオンを含有する水環

境ではアルミニウムはステンレス鋼よりむしろ耐食性が優れている。

（３）アルミニウム単体では耐食性の評価で問題があったとしても、犠牲陽極材のクラ

ッド、溶射などの対策をとれば、アルミニウムは未利用エネルギー利用の水環境

で十分使用可能と思われる。

（４）アルミニウムが採用されるためには事前の耐食性評価試験の材料として選定され

るように積極的な働き掛けが必要である。

（５）熱伝導度に優れるアルミニウムを使用すれば、熱交換器の高性能化・小型化で材

料使用量の減少による材料費低減などの効果が期待される。
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（６）材料がアルミニウムであるがゆえに、他の材料と基本的に異なることはないと推

察されるが、実用化試験を通して把握していくべきであろう。

（７）アルミニウムを熱交換器の伝熱配管に使用する場合の材料特性以外の大きな問題

点として、熱交換器メーカーのアルミニウムの耐食性に関する理解が少ないこと、

加工技術及び設備を保有していないことなどがあり、その啓蒙、支援は今後の課

題である。

以上のように、今後伝熱配管としてアルミニウムの使用を推進していくためには、

アルミニウムの耐食性が優れることを強くアピールして、実際の材料選定のための予

備腐食試験で候補材料として取り上げてもらうと共に、良好な伝熱特性を生かした設

計をしてもらうことである。そのためには顧客の熱交換器メーカー、最終使用者に対

して、技術支援を含めた粘り強い働きかけが必要である。

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。

http://ringring-keirin.jp/


