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1研究の概要

◆研究の目標
小型ボイラー排ガスからの熱回収と熱輸送

◆主要開発要素
•排ガス専用の高効率熱交換器の新規開発
•少量排ガスの熱利用におけるヒートパイプの有効性の検証

◆実験場所
•特定非営利活動法人
川崎市民石けんプラント（※）
•石けん製造用加熱灯油ボイラー
排熱からの熱回収と熱輸送
※川崎市民石けんプラントの事業内容
家庭や学校から回収した廃食油から石けんの
製造販売、地域活動支援センターの運営、市
民活動協力事業（市民の環境学習支援、JICA

視察受入等）、BDF（Bio Diesel Fuel）製造の
4事業を展開。 （上図：御協力を頂いた川崎市民石けんプラント建屋外観）



2研究の目的

◆低炭素化社会の実現
未利用排熱利用
•低温度領域（概ね200℃未満）の利用促進

•少排熱量の利用促進
小型・分散型排熱利用システムの普及による底辺拡大

◆小型・可搬・分散型かつ少量・低温度域排熱利用の安価なシス
テム開発に向けての研究

昨年度本共同研究事業＝「200℃未満の未利用熱を利用した発

電システムのための周辺技術の検証」の成果を引き継ぐ
200℃未満未利用排熱を利用した発電システムのための周辺技

術の検証として、排ガスからの熱回収と無動力による熱輸送技術
の実証実験を行った

本研究は、発電だけでなく少量・低温度域における排熱利用の
可能性の拡大に繋がる



3研究の背景①

◆低温度域での未利用熱量が大きい
低温度域（概ね200℃未満）は総排出熱量が多いにも係らず
利用をされないまま排熱されている。

特に100～200℃未満の排熱量が他温度域に比較し多い。

ガスでの排熱が多い。

◆限定された条件下のみの熱利用
現状の排熱利用（発電システム等）の多くは、概ね200℃以

上の高温度域かつ一定規模の排熱を有する、主に大企業の工
場等への導入に限られている。

中小規模の事業所等では、少量・低温度域排熱に対応した熱
利用ならびに熱回収システムがない、費用対効果が低い、温
度帯が適さない等の理由により、排熱の有効利用がなされて
いないことが多い。



4研究の背景②
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低温ほど総廃熱量が多い。

本研究の対象範囲

未利用排熱量が多い領域

東芝レビューVol.63 NO.2 2008から引用



5本研究の位置づけ

2014年度：排熱利用による発電実験

2015年度：小規模排ガスからの熱回収実験

2016年度：小規模排ガスからの熱回収実験
（実用レベル研究）

多様な熱形態への対応の必要性

市場性の感触＝高効率化

環境技術
クラスター
形成



62014年度の研究成果

◆実証実験
浮島処理センターにおける温水による実証実験（高温側温度
約75℃、低温側温度約25℃、温度差約50℃で約1kWhの発電が
可能であることを実証した）。

◆企業インタビュー
中小企業等を中心に、排熱の状態についてのインタビューの
結果、関心の高さ（市場性）を確認。

排熱は、多様な状態（水・気体・有機系液体等）かつ場所局
所性、時間局所性が高く、排熱利用には、多様な熱回収技術
と熱利用技術の双方の開発が必要。

◆共同開発
インタビュー等を通じて環境技術に関係する川崎市内企業と
の協働に向けて協議を開始。

次年度研究で共同開始。他にも具体的プロジェクト化。



7昨年度の研究成果



82015年度の研究概要

上記を中小企業の連携により実施。

◆研究内容①：排ガスからの熱回収（熱交換）
今年度は排熱に占める割合が高い排ガスからの熱回収の可能
性についての検討を行う。

◆研究内容②：ヒートパイプの可能性の検証

ヒートパイプの導入による動力を用いない熱輸送の可能性に
ついての検討を行う。

◆市内企業との協働・連携
実証実験場所の提供：市内企業 マサキ産業㈱様
熱交換器・ヒートパイプ設計・製造：市内企業 MDI㈱

◆川崎市からの支援
市内企業との協働・連携支援

川崎市と市内企業の信頼関係があったため、実験のための協
議は極めてスムーズ。



9実験システム概要図

＜熱交換器（排ガス―液）＞

排ガス温度は150～200℃
ヒートパイプ媒体ガス：HFC-Ｒ134a

ガスの蒸発・気化による上昇→凝
縮、液化したガスの重力による落
下、が循環の動作原理。（大気中
での水の循環と同じ）。

＜システム＞



10実験設備 外観



112016年度の実験概要

◆実験目的
•新規開発の排ガスからの小型熱交換器とヒートパイプにより、
動力を持ちない熱輸送の仕組みを構築する。
◆実験内容
•鹸化前の精製タンクの加温を行い、燃料消費量抑制の可能性
検証を行う。
•新規開発の「排ガス－液」の熱交換器（後述14頁①）につい
ては、従来型機器の存在は確認できず、新たな開発である。
→従来型との比較ができないことが判明した。

•よって、後述14頁④のリザーブタンクでの温度を計測するこ
とにより、得られる熱量を計測し、燃料消費量抑制の可能性
検証を行う。
◆成果
•灯油使用量低減効果の算出により経費削減効果を確認する。
•投資額を用い事業性の確認を行う。



12スケジュール概要

現地詳細調査＆調整

システム設計（配管ルート
＆計測装置等）

機器製造（HEX＆HP）関連設備製造

機器設置工事

測定

データ集計

試運転

2017年1月下旬

一部測定結果集計・分析

分析・評価

環境技術展 2017年2月下旬



13実験対象プラントの現状

乾燥・整形工程へ

精製
タンク

湯洗い
タンク

鹸化
タンク

圧搾器

灯油
ボイラー

廃油受入タンク

排気ガス

蒸気 蒸気

洗浄後廃油
圧搾後廃油



14実験概要

乾燥・整形
工程へ

湯洗い
タンク

鹸化
タンク

圧搾器

灯油
ボイラー

蒸気蒸気

排気ガス

廃油受入タンク

②ヒートパイプ
（冷媒ガス）

①排ガス－液
小型熱交換器
（新規開発）

③熱交換器
（従来型）

熱交換後排気ガス

④リザーブ
タンク

精製
タンク

⑦ポンプ

⑤熱循環パイプ
（水）

上図①～⑦が本実験での設置機器
新規開発要素は①および②

⑥熱交換器
（従来型／投げ込み式）

熱交換前排気ガス



15実験概要



16設置状況



17設置状況



18排ガス－液／熱交換器 概念



19排ガス－液／熱交換器 外観



20排ガス－液／熱交換器 展示モデル



21排ガスからの熱回収量

ボイラー仕様
燃料消費 l/h 14.4
使用エネルギー kW 148.0高位発熱量
出力エネルギー kW 133.0低位発熱量 カタログ値
排ガス風量（湿り） Nm3/h 165
煙突口径 φmm 230
カタログ効率 ％ 90%高位ベースでは８０％
実質効率仮定 低位発熱量 ％ 80%高位発熱量からの比較
カタログ出力 kW 125
実質出力仮定 kW 117.7実際の効率を掛けた出力
排ガス中の熱量 kW 30.3（使用エネルギー）-（実質出力）
排ガス温度仮定 ℃ 350
排ガスを20度まで冷却した場合の回収熱量 kW 30.3排ガス湿度0.105kg/kgと仮定
実験用熱交換器
伝熱面積 m2 4.2000
排ガス出口温度予測 ℃ 350
放熱用熱交換器水入口温度 ℃ 57
放熱用熱交換器水出口温度 ℃ 64
放熱用熱交換器水流量 l/min 13
回収熱量 kW 6.35



22
◆熱回収率
•30.3kWの排ガス熱量に対して6.35kWの熱回収
•約21％（20.957％）
◆経済性評価

実験結果（試案）

都市ガス単価 円/Nm3 90

都市ガス燃焼量 kcal/Nm3 10,750

ボイラー効率 ％ 80%

実質加熱出力 kcal/Nm3 8,600

ボイラー年間運転時間 時間/年 2,20010時間/日×220日/年として仮定

年間回収熱量 kW/年 135,684

都市ガス削減量 年間 Nm3/年 10,855

都市ガス削減金額 年間 円/年 976,923
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環境技術クラスター形成について、
以下のような活動を行った。

◆環境技術展への出展

•出展企業間等との意見交換・マッチ
ング
•来訪企業等の意見交換・マッチング

◆通常活動でのクラスター形成
•環境技術を有する企業との連携。
•公的研究機関等との連携。
→産総研、公設試等

◆セミナー開催
•本研究の実証場所にて開催。
→3/24（金）13：00～
→川崎市民石けんプラントにて

環境技術クラスター形成



24
本研究において、発生した課題について以下に整理する。

◆実験協力組織との調整
•協力企業・組織探し
•協力企業・組織との実験受入の可否調整
•協力企業の業務との調整の必要性

◆不具合発生時の対応
•排ガス－液の熱交換器、ヒートパイプの媒体ガス漏れが発生
し、不具合箇所の特定に関して時間を要した。
•部品交換により、不具合発生箇所の絞り込みを行った。
→継手を中心に部品交換を実施した。
→新規開発のため新規製作物、現場改造等が生じたうえ、部
品手配に時間を要した。

•部品手配に時間を要し、想定を越える時間を要した。

課題
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前述の課題に対して対処方法を以下に整理する。

◆実験協力組織との調整
•日常的なネットワーク・協働関係の構築が必須
→考え方の相違等、調整に時間を要する。
→先方の意向を予め知ることが有効。
•クラスター形成＝技術開発のプラットフォーム
→実験協力組織とのクラスター化
→新たな知見の獲得に有効

◆不具合発生時の対応
•実証実験場所に近い地域の企業・組織との協働が必要
→ネットワーク・協働関係の必要性
•モジュール化、標準部品等の採用が望ましい
→新規開発の場合、難しさが伴う。
→コスト要因もあり、簡単ではない

課題に対する対処方法


