
　当社グループは、地球環境の保全及び地球温暖化防止は人類共通

の課題と認識し、環境に対する基本理念を、「人類の発展と環境保

全を両立させ得る持続可能な発展に貢献する」ことと、「国際的な

企業の一員として地球環境と調和のとれたエンジニアリングを提

供することにより環境保全に貢献する」ことと定めました。

　この理念を実現するため、当社グループは今後とも積極的にお客

様の環境課題の解決に取り組んでまいります。
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　当社グループは、環境に貢献する技術の開発・導入・改良を推し進め、お客様に最適な技術の選定に
より、省エネルギー・省資源設計によるプラントを提案し、環境保全、汚染の防止に貢献する様々なソ
リューションを提供しています。

● SUPERHIDIC ® の概念図
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CO2 削減 / 省エネルギー

■ 省エネルギー蒸留システム SUPERHIDIC ® スーパーハイディック

　蒸留（注）は技術が比較的確立されている単位操
作であり、産業分野において広く用いられていま
す。一方で操作には熱エネルギーを多く消費する
ことから、省エネルギー化が求められる分野とい
えます。蒸留に関してはこれまで多くの省エネル
ギー技術が提案されていますが、従来型蒸留装置
と比較して50%を超える大きな消費エネルギー
削減が期待できるとして当社グループは独立行
政法人産業技術総合研究所の協力のもと、内部
熱交換型蒸留塔（Heat Integrated Distillation 

Column: HIDiC)の進化型SUPERHIDIC® を開発
しました。
　SUPERHIDIC® は特殊な機器を用いることな
く、既存の蒸留・伝熱技術を適用したシンプルな
構造です。このため保守性は従来の蒸留塔と変わ
りありませんが、熱力学的な理論背景に基づき研
究を重ねた結果、HIDiCの省エネルギー特性をよ
り有効に引き出すことに成功しています。

技術による環境への貢献

（注） 蒸留とは、混合物の一部を一度蒸発させ、後で再び凝
縮させることで、沸点の異なる成分を分離する操作の
こと。
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■ 省エネルギー型尿素プロセス（ACES21®） 
　尿素は、アンモニアと二酸化炭素を原料に製
造される代表的な窒素肥料です。その用途は、
肥料だけでなく、家畜配合飼料、樹脂、接着剤の
工業用材料として使われ、最近では、ディーゼ
ルエンジン排ガスの脱硝還元剤にも活用されて
います。「食糧問題」「環境問題」「エネルギー問
題」の解決の観点から尿素は、非常に重要な化学
製品の一つとなっています。
　1961年の創業以来、当社グループは尿素製
造技術のリーダーとして、現在まで自社技術に
よる尿素プラントの設計、建設、運転を行い、そ
の実績数は100基を超えています。
　尿素プラントの歴史は省エネルギーの歴史
です。1980年代初めに当社グループは、尿素
プラントでのエネルギー消費を大幅に削減す
る ACES (Advanced Process for Cost and 
Energy Saving) 尿素プロセスを確立しました。

さらに1990年代に入り21世紀に向け、ACES
尿素プロセスの優位点を維持したまま、エネル
ギー消費と設備費をさらに削減した尿素合成技
術（ACES21®）を開発、提供を開始しました。
　過去、尿素 1 トンを生産するのにスチーム
0.93トンと電力140kWhを必要としていまし
た。これに対して、最新プロセス（ACES21®）
で は、ス チ ー ム 0.43 ト ン（54 ％ 減 ）と 電 力
118kWh （16％減）となり、大幅なCO2 削減/
省エネルギーに貢献しています。
　現在この ACES21® の採用プラントの生産
規模は、日産 4,000 トンに達しており、一系列
日産 6,000 トンの大型プラントにも対応可能
です。 
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■ 有害物質対策
● 低濃度 PCB 廃棄物（PCB 汚染物）の無害化処理

　近年、PCB （ポリ塩化ビフェニル）を使用して
いないはずの電気機器（トランス、コンデンサー、
ケーブル等）中に実際には微量のPCBが混入し
ていることが、国や業界団体の調査で明らかに
なりました。PCBは長年処理困難物とされてき
たもので、この微量PCBが混入した電気機器は、
保有事業者の責任で処分することが求められて
います。　
　当社は、財団法人愛媛県廃棄物処理センター向
けに、上記の微量PCB廃棄物をはじめとした低
濃度PCB廃棄物を無害化する処理設備を2012
年３月に引き渡し、現在順調に稼働中です。
　当社の建設した設備は、トランス等の電気機器
本体を連続加熱炉で高温焼却処理し、付着した低
濃度のPCB含有廃油を蒸発させ、蒸発したPCB
は既設の焼却溶融炉（1,100℃）で安全に分解処
理されるものです。
　当社は、これまでに建設したPCB処理設備で
の経験を生かして、環境負荷を低減した安全な設
備を提供し、社会への貢献を目指しています。

高温焼却後のトランス

高温焼却前のトランス
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　当社グループでは、プラント運転時に伴う環境負荷を低減するため
に、設計の段階から対応しています。客先要求品質を満足し、プラント
の設計、技術の適用で「ムリ・ムダ・ムラ」の無い、最適設計を目指して
います。

■ 熱交換器の伝熱促進技術の適用
　プラントの大型化と効率化が進むにつれ、熱
交換器自体の大型化、系の低圧化と低圧力損失
の要求、低温度差の要求等、熱交換器の設計に
はますます厳しい条件が求められています。
　このようなニーズの変化に伴い、「伝熱促進技
術」を適切に選定し、採用することにより、熱交
換器の基数削減またはサイズ減少によるプロッ
ト（設置場所）の節約が期待できます。
　伝熱促進技術には、

　 ・伝熱面積自体を増やす方法 
（例として、図1: ローフィンチューブ） 
 ・流動状況を改善する方法 

（例として、図2: ロッドバッフル、 
図3: へリックスチェンジャー）、等があります。

　当社グループでは、これらの方法を使い分け、
熱交換器の設計に適切に組み込むことにより、
効率的でコンパクトな機器の提供を実現してい
ます。

図1：ローフィンチューブ
通常の平滑管の外表面を機械加
工で成形し高さの低いフィンを
設け、伝熱面積を増やす。

ムリ・ムダ・ムラの撲滅

図3：ヘリックスチェンジャー
らせん状のバッフルにより、らせん状の
流れを作り流動状況を改善する。

図2：ロッドバッフル
平板のバッフルの代わりに丸い棒

（ロッド）で成形された櫛状の構造
のバッフルでチューブを支え、流
動状況を改善する。
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