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の延命化工事に加え、荻窪清掃工場

の基幹設備の更新を進めるととも

に、し尿処理施設管理事業において

は、汚泥炭化施設建設工事（第2期）

負担金として7億2400万円を計上

している。

木曽広域連合、ごみ焼却施設工
事でエスエヌ環境と契約

木曾広域連合（長野県木曽郡木

曽 町 日 義 4898-37、Tel.0264-23-

1050）は、ごみ焼却施設工事で一括

発注の公募型プロポーザルによりエ

スエヌ環境テクノロジーを優先交渉

権者に選定し、議会で同社と27億

6800万円で契約することを承認し

た。工期は工事請負契約締結日から

2018年3月31日まで。

新 ご み 焼 却 施 設 は 木 曽 町 福 島

7709の現木曽町温水プール跡地の

敷地約8300m2 に建設する。施設規

模は24t/12h（12t/h×2炉）、処理

方式はバッチ式ストーカ炉、熱回収

率は10%以上、プラント排水方式は

処理後再利用（無放流）とする。

富士市、新環境クリーンC建設
で6.7億円計上

富 士 市（ 静 岡 県 富 士 市 永 田 町

1-100、Tel.0545-51-0123） は、

2016年度の当初予算案に、新環境

クリーンセンター建設事業費6億

7569万円を盛り込んだ。総合評価

発注方式による契約手続きに入る見

込みで、南側工事用道路改良、不足

土搬入出路設置、7万4081m2 の用

地取得などを進めていく。

新環境クリーンCの施設規模は、

フジスマートプラン21（富士市ご

み処理基本計画）のごみ減量化目標

を踏まえ、250t/日とする。また、

処理方式としては、ごみをストーカ

炉で焼却し、焼却灰を市外の施設で

セメント原料などとして資源化する

方式を採用する方針だ。当初は、ご

みを焼却し、さらに焼却灰を1300

℃以上の高温で溶かして「溶融スラ

グ」にする方式も検討されたが、安

全性、安定性、経済性、溶融スラグ

の需要などの問題点を踏まえ、溶融

せずに資源化していく。

桑名広域、新ごみ処理施設実施
方針を16年度に公表予定

桑名広域清掃事業組合（三重県

桑 名 市 多 度 町 力 尾、Tel.0594-31-

8880）は、新ごみ処理施設の建設を

計画しており、実施方針を2016年

度内に公表し、事業者選定の手続き

を開始する方針である。

新施設の建設場所は三重県員弁郡

東員町穴府太の旧焼却施設の跡地約

2万8000m2 で、新施設の処理能力

は163t/日、災害廃棄物を見込むと

174t/日を算定している。ストーカ

式＋灰の資源化外部委託による処理

方式を採用し、処理能力87t/日の炉

を2基備える予定。事業手法は、公

設公営、公設民営、PFIから検討する。

実施方針を16年度内に公表し、

事業者選定の手続きを開始する計

画で、17年度に事業者を選定する。

18 ～ 20年度に実施設計・建設工事

を進め、21年度の運転開始を目指

す。建設費は約87億円を見込む。

環境影響評価調査は15年1月に着

手しており、16 年度に終了予定。

15年9月には施設整備基本計画を

策定した。事業支援と環境影響評価

はパシフィックコンサルタンツが請

け負っている。

同事業組合は、三重県の桑名市、

木曽岬町、東員町の 1 市 2 町で構

成され、同組合管内の可燃ごみは、

RDF化施設（13年3月竣工）で固形

燃料化し、近接する三重ごみ固形燃

料発電所で燃料としてサーマルリサ

イクル（熱回収）している。ところが、

売電収入による事業運営が困難にな

り、RDF化施設・発電所を20年度で

稼働停止することにした。このため、

「ごみ処理のあり方検討委員会」（11

年5月設置）で、21年度以降の処理

方法などを検討した結果、隣接地に

新焼却施設を建設することにした。

敷地内のリサイクルプラザ、プラス

チック圧縮梱包施設、管理棟は継続

活用する。

池田市、クリーンCで基幹設備
改良工、16年度上期に入札

池田市（環境部、大阪府池田市城

南1-1-1、Tel.072-752-1111）は、同

市桃園2のごみ焼却場、池田市クリ

ーンセンターの基幹的設備改良工事

を計画している。2016年度上半期

に指名競争入札を公告して同年度内

に工事事業者を選定し、17 ～ 19年

環境設備情報（一般廃棄物／下水道処理 整備計画）
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度にかけて改良工事を行う。総事業

費は約51億円を見込んでいる。

現クリーンセンターは1983年の

完成で、全連式180t/日の能力を持

つ。老朽化が進んでいるため設備改

良による長寿命化を志向している。

循環型社会形成推進地域計画と長寿

命化計画の策定、基幹的設備改良整

備事業の発注支援業務はエイト日本

技術開発（東京都中野区）が担当し

ている。

10年に策定したごみ処理基本計

画では16年度以降の設備更新を想

定している。しかし同市内では移転

先となる土地の確保が困難で、現在

の敷地も拡張は不可能な状況にあ

る。このため、現状の建物を利用し

て内部の設備のみを全面更新する。

ごみ排出量はごみ処理基本計画の中

で削減を進める方針のため、新たに

整備する施設の処理能力は現在より

圧縮される見通しだ。

紀の海広域施設組合、新清掃工
場完成し竣工式を開催

紀の海広域施設組合（和歌山県

紀の川市桃山町元361-6 紀の川市

就業改善センター内、Tel.0736-66-

1813）は、協和エクシオ（東京都渋

谷区）に工事を委託し、建設を進め

ていた新清掃工場「紀の海クリー ン

センター」を完成させた。竣工式を

執り行い、約170人が出席した。同

施設の運転・維持管理業務は2031

年3月までの長期包括的運営管理事

業として、協和エクシオを代表企業

とする紀の海エコクリーンが担当す

る。

施設はエネルギー回収推進施設

（延べ床面積6504.5m2）、マテリア

ルリサイクル推進施設（延べ床面積

5024m2）のほか、管理棟、付属施設

で構成。エネルギー回収推進施設

は、ストーカ式焼却炉を2炉設置し

135t/日の処理に対応する。

マテリアルリサイクル推進施設の

選別処理量が17t/日（粗大ごみ処理

設備6.6t/日、びん類処理設備3.5t/

日、缶類処理設備0.9t/日、プラ容器・

ペットボトル処理設備3t/日、白色

トレイ貯留設備0.1t/日、古紙類貯

留設備 2.8t/日、蛍光灯・乾電池貯

留設備0.1t/日）となっている。ご

みの焼却で発生する廃熱を利用して

最大1950kW の発電を行い、施設

内で使用するほか余剰電力は売電す

る。

北九州市、廃棄物海面処分場を
建設、関連事業約17億円

北九州市（港湾空港局整備部計画

課、北九州市門司区西海岸1-2-7、

Tel.093-321-5967）は、同市若松区

の響灘東地区沖合に廃棄物海面処分

場建設を計画しており、2016年度

当初予算案に関連事業費16億9100

万円を計上した。予算案の議会承認

を得て、環境アセスメントの手続き

の終了、公有水面埋め立て免許の手

続き、護岸の実施設計、施工近接エ

リアに設ける生産ヤードで消波ブロ

ックを生産する工事に着手する。

新処分場の区画面積は38万m2で、

このうち22万m2 が管理型（一般ご

みや産廃などを処分する廃棄物処理

場）で、残る16万m2 が安定型（浚渫

土砂を処分する土砂処分場）となる。

埋め立て容量は管理型255m3、安定

型204万m3（すべて浚渫土砂）で、

埋め立て容量合計は約459m3。

処分場の外郭を形成する護岸整備

は北護岸、西護岸、東護岸の3カ所

と中仕切り護岸1カ所。護岸延長は

西、東護岸が、それぞれ700m、北

護岸と中仕切り護岸が549m、総延

長2498m。

16年度に公有水面埋め立て免許

を取得できれば、17年前半に北護

岸本体工事に着工、埋め立て完了ま

で23年間を見込む。

鹿児島市、南部清掃工場・バイ
オガス施設建設へ

鹿児島市（環境局清掃部南部清掃

工場施設整備係、鹿児島市谷山港

3-3-3、Tel.099-261-5588）は、南部

清掃工場の老朽化に伴う建て替えと

バイオガス施設整備を一体的に計画

環境設備情報（一般廃棄物／下水道処理 整備計画）
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年度に耐震診断を実施した結果、補

強が必要と判断されたことから耐震

補強工事を実施する。工事概要は、

耐震上の荷重軽減としてペントハウ

ス階を撤去するほか、屋上の屋根防

水などを実施する。工期は150日間。

実施設計は日水コン（東京都新宿区）

が担当した。

同 ポ ン プ 場 の 施 設 規 模 は、RC

造 り 地 下 2 階 地 上 6 階 建 て 延 べ

7811.1m2 で、敷地面積は8580m2。

処理能力は、送水が3900m3/時、排

水は7万7400m3/時。

名古屋市、空見スラッジC内で
汚泥処理設備を増設

名古屋市（名古屋市中区三の丸

3-1-1、Tel.052-961-1111）上下水

道局は、空見スラッジリサイクルセ

ンター内で汚泥処理設備の増設を計

画しており、2016 ～ 17年度に設

計を作成する。

空見スラッジリサイクルセンタ

ーは、新日本製鉄名古屋製鉄所空見

工場跡地（港区空見町1-5）約16万

3000m2 に所在する汚泥処理施設。

全体計画汚泥量は日平均2万m3・

日最大2万7000m3（汚泥濃度1%）

で、現在は日平均5000m3・日最大

6750m3 が稼働している。増設計画

によって現有能力と同等の日平均

5000m3・日最大6750m3 分を増強

し、これにより2倍の能力になる見

通し。

一方、全体計画汚水量は日最大

1059m3 で、現在は264m3/日が稼

働している。増設により現有能力と

同じ264m3/日の増強を予定し、処

理能力は2倍になる見込み。

計画返流水量の全体計画は日最大

3万3000m3 で、現在の計画返流水

量は日最大8250m3。増設によりこ

れも現有能力と同等の8250m3/日

を増強し、処理能力は2倍になる予

定。設備増設は、受泥棟や第1汚泥

棟で実施し、濃縮・脱水・搬送設備、

用水設備（2次処理水、工水、上水）、

脱臭設備などを設置する。

設計作成を中日本建設コンサルタ

ント（名古屋市）に業務委託してお

り、17年3月中旬が納期。18年度

以降に設備を設置する。

【斎場】
岸和田市、市営斎場の建て替え
を検討、500万円を計上

岸和田市（市民課、大阪府岸和田

市 岸 城 町 7-1、Tel.072-423-2121）

は、市営斎場の建て替えを検討して

いる。具体的な規模や整備日程な

どは未定だが、2016年度予算案に

500万円を計上した。施設の詳細の

検討を進める見通しだ。

同市の市立斎場は流木町1092に

位置する。1971年に建設され、85

年に大規模改修しているが、それ以

後約30年が経過し老朽化が進んで

いる。このため建て替えによる新施

設整備を検討している。施設の規模

は既存施設の人体炉10基、汚物炉1

基、小型人体炉1基とほぼ同等を見

込む。事業手法は民間活力の活用も

検討する。

14年に庁内で調査検討会議を立

ち上げ、整備計画や規模などの検討

を進めている。ただし、計画は足踏

み状態で具体的な進展は見られな

い。

瀬戸内市、新火葬場の整備で土
地測量費用を計上

瀬戸内市（岡山県瀬戸内市邑久

町尾張 300-1、Tel.0769-22-1899）

は、新火葬場の整備を計画している。

2016年度当初予算に火葬場整備事

業として2283万4000円を計上し

ており、候補地の測量などを実施す

る予定。

同市には瀬戸内市営火葬場（牛窓

町鹿忍6164）がある。しかし、施設

が手狭であることに加え、竣工後約

40年が経過して老朽化も進んでい

ることから、新しい施設の整備が求

められている。また、隣接する岡山

市では西大寺斎場（岡山市東区富崎）

の整備について検討しており、広域

的な火葬場を整備する可能性もあ

る。

市では、13年度より候補地の選

定作業などを進めているが、現在ま

でに最終候補地は決定していない。

測量は複数の候補地のうち第1候補

で行われる見通しで、地元住民との

協議も進める。完成は19年度を目

指している。基本計画策定は八千代

エンジニヤリングが担当した。

環境設備情報（一般廃棄物／下水道処理 整備計画）
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ナビ搭載換気システム HEPA＋（プラ

ス）」を、実住宅6邸で実生活環境での

約30日間の濃度測定により効果を検

証。その結果、PM2.5の室内濃度が非

常に低く抑えられることが判明した。

共 同 研 究 は、 ① パ ナ ソ ニ ッ ク 製

「HEPAフィルター」の性能を確認し、

②同フィルターを採用した同社独自の

換気システム「エコナビ搭載換気シス

テム HEPA＋（プラス）」を導入した実

邸の室内外でPM2.5の濃度を測定し、

効果を検証した。①では50cm四方の

アクリル箱を用意し、濾紙を燃焼させ

ることで生じた煙を継続的に40分間

にわたりアクリル箱に入れ、「HEPA

フィルター」を透過したPM2.5の除去

率を測定。箱内のPM2.5は高濃度（200

万particles/m3）にした。その結果、一

部の透過は許したものの、最終的に

90%以上の除去率を維持した。同フ

ィルターはガラス繊維を編み込んだ形

状で、今回使用した「HEPAフィルタ

ー」は二重のガラス繊維構造になって

おり、PM2.5のような微小粒子も効果

的に捕捉することを検証した。

②は、同システムを導入した神奈川

県内（3邸）と福岡県内（3邸）の戸建住

宅全 6 邸で、2015 年 10 月から 16 年

1月までの期間内で、各邸約30日間

測定を実施した。屋外と屋内（1階リ

ビング・2階居室）にPM2.5測定器を

設置した。その結果、実生活環境で、

PM2.5の濃度は、屋外に比べ屋内では

大きく低減した。約30日間での濃度

の累計では、屋外を100%とすると、1

階リビングは約16%に、2階居室は約

5%にまで低減されており、「エコナビ

搭載換気システム HEPA＋（プラス）」

の導入による効果が明らかとなった。

1日の生活での濃度変化でも、居住

者の不在時には濃度がゼロに近い数値

になり、人の活動が少ない2階居室は

濃度が非常に少ない値となった。一方、

窓開け時をはじめ、調理や掃除に伴う

室内でのPM2.5発生により1階リビ

ングでは濃度が高くなる場合がある

が、1 ～ 2時間程度で低減することが

判明し、同システムの空気浄化性能の

高さを検証できた。

ホンダ、燃料電池自動車第1号を
経産省に納車� 環境対応車

本田技研工業㈱（東京都港区南青山

2-1-1、Tel.03-3423-1111）は、新型燃

料電池自動車（FCV）「CLARITY FUEL 

CELL（ ク ラ リ テ ィ フ ュ ー エ ル セ

ル）」第1号を経済産業省に納車した。

CLARITY FUEL CELL は FCV の本格普

及を目指し、クルマとしての「普遍的

価値」である実用性の高さと、時代の

先端にふさわしい「先進的魅力」を備

えたFCVで、3月10日に発売した。

CLARITY FUEL CELL は、Honda 独

創の技術により燃料電池パワートレイ

ンの小型化を図り、ボンネット内に搭

載することで、セダンタイプのFCVと

して15人乗りを実現した。また、一

充填走行距離を従来比で約30%延ば

し、ゼロエミッションビークルで世界

首 位 水 準 の 約 750km（JC08 モ ー ド

走行）を達成した。これは、SAE規格

（J2601）の標準条件（外気温20℃、高

圧水素タンク内の圧力10MPaからの

充填）に基づいた水素充填圧70MPa

ステーションでの充填作業でのHonda

測定値で、仕様の異なる水素ステーシ

ョンで充填した場合は、水素タンク内

に充填される水素量が異なるため、走

行距離は異なる。同条件下で2016年

度以降に運用開始が見込まれる新規格

の水素ステーションで充填した場合

は、走行距離は約800kmとなる見通

し。走行距離は使用環境（気象、渋滞

など）や運転方法（急発進、エアコン使

用など）に応じて大きく異なる。1回

当たりの水素充填時間は3分程度。

ルネサス、第8世代IGBT半導体で
電力損失を極小化� 太陽光発電

ルネサス エレクトロニクス㈱（東

京都江東区豊洲3-2-24、Tel.03-6773-

3000）は、太陽光発電のパワーコンデ

ィショナーやUPS（無停電電源）シス

テムのインバーター用途向けのパワー

半導体として、電力変換損失を極小化

し、システムの電力効率を向上する第

8世代IGBT「G8H シリーズ」を新たに

開発した。

第8世代製品は、プロセス構造に独

自のトレンチゲート構造を採用。これ

により、IGBT性能指標となる高速スイ

ッチング特性の向上と、飽和電圧の低

下による導通損失の低減を両立した。

従来の第7世代品と比較し、性能指数

を最大30%改善しており、無駄な電力

損失を削減し、ユーザーシステムの電

力効率の向上を図ることができる。

新シリーズは、650V/40A、50A、

75A の 3 製品と、1250V/25A、40A、

75Aの3製品で、計6製品のラインア

ップを用意した。様々なインバーター

回路方式、出力容量に応じて製品を選

択することが可能である。サンプル価

格は650V/50Aが1個あたり330円。

量産は16年9月から。翌17年3月に

News Flash
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は月産60万個体制を構築する方針。

不二空機、タイタンブランドの油
圧トルクレンチを発売� 風力発電

不二空機㈱（大阪市東成区神路2-1-

14、Tel.06-6972-2331）は、各種電力

プラントや化学プラント、製鉄所など

の建設・保守維持用途向けの油圧トル

クレンチを主力とする「TITAN（タイ

タン）」ブランド製品の日本国内での

販売／リース／レンタルを開始した。

風力発電での使用も期待されている。

2001 年に設立された米タイタン

社（Titan Technologies International 

Inc）は、油圧トルクレンチ、油圧ポン

プなどの産業用油圧機器などの製造・

販売製造業。タイタンの製品は、石

油化学、鉱業、発電所、造船所、製鉄

所、建設機械やクレーンなどで使用

さ れ て い る。 同 社 は、14 年 12 月 か

らアトラスコプコ（スウェーデン）の

グループ会社となり、同グループ内

の「シカゴニューマチック（Chicago 

Pneumatic）」の部門に統合された。

タイタンの油圧トルクレンチは、

小型で強力、広域、高耐久性を強み

とする。小型で強力な性能は、狭い

場所でも優れた作業性（LP/LP-STシ

リーズ）を持ち、独自の超薄型設計

「SUPERTHIN」を採用した。広域トル

クと豊富なアクセサリーは、広範囲の

リンクや反力受け、各種反力アームな

どの製品化、各種の応用に対応する。

高耐久性のデザインによる確実な締付

け管理は、7075-T6軽合金、二重ギア

ロックシステム、ピストン緩衝シテム

などを採用した。

不二空機は、アトラスコプコのグル

ープ会社で、産業工具を製造・販売す

る。同グループは、180カ国以上で事

業展開する産業機械企業集団である。

三菱商事、ベトナムで火力発電所
建設工事を受注� 火力発電

三菱商事㈱（東京都千代田区丸の内

2-3-1、Tel.03-3210-2121）は、韓国の

斗山重工業およびベトナムの現地パー

トナー 2社との4社コンソーシアムに

より、同国電力公社であるベトナム・

エレクトリシティー（EVN）が同国南

部のビントゥアン省ビンタン地区に計

画している石炭焚火力発電所の建設工

事を受注した。

このプロジェクトは、同コンソーシ

アムが2013年にEVNから受注し、現

在建設中のビンタン4石炭火力発電所

（出力60万kW、2基）の隣接地に追加

で1基建設するもので、19年の運転開

始を予定している。三菱商事が蒸気タ

ービンおよび発電機の供給、斗山重工

がボイラーの供給および現地工事、ベ

トナム現地パートナー 2社がプラント

補機の供給を担当する。

同国は、引き続き6 ～ 7%台のGDP

成長率が予想されており、これに伴い、

前年比10%以上の電力需要の伸長が

見込まれる。このため、同プロジェク

トは、今後の経済成長を支える安定し

た電力供給実現に向けた重要プロジェ

クトと位置づけられる。

MHPS、米国向けにガスタービン
を受注� 火力発電

三 菱 日 立 パ ワ ー シ ス テ ム ズ ㈱

（MHPS、横浜市西区みなとみらい3-3-

1、Tel.045-200-6100）は、米国の発

電会社であるNTEエナジーが新設す

るキングスマウンテン発電所向けに

「M501GAC形ガスタービン」を受注

した。天然ガス焚きガスタービン・コ

ンバインドサイクル（GTCC）発電設備

の中核機器となるもので、運転開始は

2018年を予定している。

同発電所は、NTEエナジー傘下の

NTEカロライナLLCが建設・運営する

もので、ノースカロライナ州クリーブ

ランド郡に建設される。出力は47万

5000kW。運転開始後は、約40万世

帯分の電力を供給する計画で、地域の

旺盛な電力需要に応える。

GTCC 発電設備は、M501GAC 形ガ

スタービンのほか、蒸気タービン、排

熱回収ボイラー、発電機などで構成さ

れる。MHPSは、このうち主機である

ガスタービンと発電機を供給するほ

か、エンジニアを派遣して現地の指導

も担当する。

ハウステンボス、「変なホテル」2
期棟で水素蓄電システム� 水素燃料

ハウステンボス㈱（長崎県佐世保市

ハウステンボス町1-1、Tel.0956-58-

0080）は、「変なホテル」の2期棟、ウ

エストアームを3月中旬に開業した。

日本初のCLT工法を用いたホテルで、

また日本のホテルとしては初めて自立

型水素エネルギー供給システムを採用

した。さらに、接客するロボットも進

化させている。

2期棟は2階建ての3つの建物から

なり、延べ床面積約1990m2、客室は

72室。2015年7月に開業した第1期

棟（イーストアーム：72室）と合わせ、

News Flash



環境エネルギー産業情報2016.4.5 19

当初計画の全144室が完成し、「変な

ホテル」はグランドオープンとなった。

採 用 し た CLT（Cross Laminated 

Timber）工法のCLTは、ひき板を並べ

た層を、板の方向が層ごとに直交する

ように重ねて接着した大判のパネルの

こと。寸法安定性と厚みがあるため断

熱・遮音・耐火性が高い。建設工事で

は100%九州産の木材を使い、大工と

クレーン工の2業種だけで、7カ月弱

で完成させている。施工は鹿島。

自立型水素エネルギー供給システム

は東芝の「H2One」を採用。リゾート

モデルとして展開しているもので、エ

ネルギーインフラが十分整っていない

地域においても、再生可能エネルギー

と水素を活用して、ホテル・リゾート

施設内のエネルギーを自給自足でき

る。もちろんCO2 フリーである。

日照時間が長い夏季に太陽光発電で

発電した電気の余剰電力を利用し、水

素製造装置で水素を製造して、水素タ

ンクに貯蔵。冬季にその貯蔵した水素

を利用して、燃料電池で発電する。2

期棟の72室中、12室は電力の完全自

給自足となる。

同システムは水素を高密度で貯蔵で

きる水素吸蔵合金の水素貯蔵タンクを

搭載しており、従来利用していた水素

タンクと比べて、貯蔵タンクのサイズ

を10分の1以下に小型化した。

館内で活躍するメーンスタッフのロ

ボットも大きな進化を遂げた。フロ

ントロボットは計3体となり4カ国語

（日本語・英語・中国語・韓国語）に対

応。客室内のロボット「ちゅーりーロ

ボ」も英語の対応機能を追加した。ロ

ビー（共用棟内）に新規でコミュニケ

ーションロボットが誕生。さらに顔認

証システムの登録方法は客室前で初回

のカードキータッチで完了できる。

「変なホテル」は環境共存型の省エ

ネホテルであり、今後、省エネルギー

率などを本格的に検証し、将来的に生

産性の高い建築方法で世界展開を目指

していく。

積水化学工業、LiB製品を事業化、
定置型から展開へ� 蓄電池

積水化学工業㈱（大阪市北区西天満

2-4-4、Tel.06-6365-4122）は、開発を

進めていた塗工プロセスを用いた大

容量フィルム型リチウムイオン電池

（LiB）を事業化すると発表した。シス

テムメーカーと連携し、まずは住宅用

定置型への展開を進め、2016年度内

の出荷開始を予定している。また、車

載分野でも20年以降の参入を目指し

ていく。

同社では09年ごろからLiBの開発

を開始。既存事業で培ったノウハウを

活かすことで、従来比約10倍の高イ

オン伝導性を有するゲル状の新規有機

ポリマー電解質材料を開発した。加え

て、高容量Si系負極材料の開発にも成

功し、両製品を組み合わせることで高

容量のフィルム型LiBを実現し13年

12月に発表した。

ゲル状の電解質を用いることで、塗

工プロセスでの生産が可能となり、生

産速度を従来比約10倍に向上させる

ことが可能。また今回、絶縁部分も塗

工プロセスで対応できる材料と技術を

確立し、薄膜化、耐熱性、耐衝撃性を

同時に実現した。電池システムとして

は、高い安全性、15年以上の長寿命、

一般的な市販蓄電池に比べ約2倍の高

容量を実現している。

これらの取り組みを進めるなか、

LiBメーカーのエナックス㈱（東京都

文京区）を15年7月に子会社化した。

同社は国内において愛知県常滑市に生

産工場を保有しており、LiBセルの生

産は積水化学が茨城県つくば市に保有

する拠点と、エナックスの常滑市の拠

点で行う。18年以降は常滑市の拠点

で一貫生産する予定で、システムとし

ての組み立てはエナックスの協力会社

で行う。

定置・住宅用を第1ターゲットに据

え、16年度からの出荷を予定。同年

度から数えて5年後に単年100億円の

売り上げを目指す。また、20年以降

に車載用への参入も目指し、参入から

10年目に1000億円規模の売り上げ

を目指していく。

日立、シンガポールのRO膜シス
テムと水関連設備技術の子会社を
合併� 水処理

㈱日立製作所（東京都千代田区丸の

内1-6-6、Tel.03-3258-1111）は、イン

フラシステム事業の東南アジア地域統

括会社Hitachi Infrastructure Systems

（Asia）Pte. Ltd.のシンガポールにお

け る 100% 子 会 社 で、RO（Reverse 

News Flash

事業化するフィルム型LiB



20 環境エネルギー産業情報 2016.4.5

Osmosis＝逆浸透）膜システムの設計

から製造、販売、保守維持を手がける

日立アクアテック社と、商業施設・公

共施設および住宅向け水関連設備のエ

ンジニアリングを手がけるアクアワー

クス社を4月1日付で合併した。合併

後の存続会社は日立アクアテック社。

同合併は、アジア地域や島しょ国で、

リゾートや商業施設、高層集合住宅向

けの水・環境ソリューション事業のさ

らなる強化を目的として、日立アクア

テック社のRO膜システムとアクアワ

ークス社の水を利用した景観設備を組

み合わせた総合提案力の強化と、両社

の顧客基盤を通じた受注機会の拡大を

図り、経営資源の集約による一層の経

営効率向上を目指すもの。合併後の日

立アクアテック社は、2018年にシン

ガポールやモルディブ共和国などを中

心としたアジア地域や島しょ国で、売

上高約30億円（3800万シンガポール

ドル）を目指す。

現在、限られた水資源の有効活用が

求められており、RO膜システムは、飲

料水の確保のための海水淡水化システ

ムや、生活・産業排水を工業用水など

へ再利用可能とする水処理システムの

中核製品として活用されている。また、

アジア地域の新興国やリゾートでは、

RO膜システムとともに、噴水やプー

ルなど水を利用した景観設備の需要拡

大が見込まれている。

このような中で日立グループは、シ

ンガポールやモルディブなどにRO膜

システムの豊富な納入実績がある日立

アクアテック社を09年1月に、また

シンガポールを中心に数多くの噴水・

プールなど水を利用した景観設備を手

がけているアクアワークス社を15年

1月に子会社化し、製品や資源を相互

活用した一体運営を推進してきた。そ

して今回、両社の合併を通じて、より

一層の相乗効果を創出し、アジア地域

や島しょ国で、リゾートや商業施設、

高層集合住宅向けの水・環境ソリュー

ション事業をさらに強化する。日立グ

ループは、水・環境ソリューション事

業を「社会イノベーション事業」の注

力分野と位置づけている。

新日鉄住金エンジ、野田物流セン
ター竣工、低費用で高制振� 省エネ

新日鉄住金エンジニアリング㈱（東

京都品川区大崎1-5-1、Tel.03-6665-

2000）は、千葉県野田市で大型物流

施設「（仮称）野田物流センター」を竣

工し、引き渡しを完了した。合同会

社欅プロパティーズ（伊藤忠商事と

Mapletree Groupの共同事業会社）か

ら受注した。

同施設は、S造り地上4階建て延べ

床面積約 7 万 4000m2。1 階から 3 階

にトラックバースと片側にランプウェ

イを配したマルチテナント型となって

おり、新日鉄住金エンジが設計・施工

を担当。13カ月の工期で2月29日に

予定どおり竣工した。

施設設計は、同社独自の構造設計ノ

ウハウを活かし、地震エネルギー吸収

能力の高い自社製制振ダンパーを採

用。耐震構造並みの費用で、ワンラン

ク上の制振構造を実現した。また、壁

面の防火区画にはシャッターを取り付

け、最上階は防火区画内の柱を取り除

き大スパン化することで、多様な物流

レイアウトに対応できる柔軟性ある倉

庫空間を形成した。

同社では、大型物流施設の建設工事

に積極的に取り組んでおり、今回を含

む大型物流施設の受注実績は、直近

10年で約190万m2 に達する。新日鉄

住金エンジでは、引き続き物流施設の

計画・建設手法を提供し、顧客の要望

に応える方針である。

STマ イ ク ロ エ レ、 新 パ ワ ー
MOSFETを開発、電力変換効率を
向上� 省エネ

STマイクロエレクトロニクス（本

社ジュネーブ、日本法人=STマイクロ

エレクトロニクス㈱、東京都港区港

南2-15-1、Tel.03-5783-8270）は、新

しいパワー MOSFET（nチャネル）を

開発した。1000個購入時の単価は約

1.55ドル。新製品はコンピューター、

通信ネットワーク、産業機器、および

消費者機器に使用される低圧電源の効

率を大きく向上する。

電子書籍や動画、画像、音楽ファイ

ルなど、世界中の人々が取得・保管・

共有するデジタル・データの量は急速

に増加している。そのような中で、ク

ラウドコンピューターを支える巨大サ

ーバー、人々やモノをつなげる通信ネ

ットワークでは、低消費電力化に対す

る要望が高まっている。

今回同社は、最先端パワートランジ

スター構造と、低費用で優れた放熱性

能を特徴とする小型パッケージ技術

を組み合わせて開発。ファスト・リ

カバリー・ダイオードを内蔵し、最大

650Vのブレークダウン電圧に対応す

るスーパー・ジャンクション型の製品

で構成した。

News Flash
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