
最

前
線カメラル

ポ

「ＣＫＫ」）である。
　「ＣＫＫ」は、ごみや下水汚泥をガス化し、セメ
ント生産過程の熱エネルギーとして有効利用
する。そのため、その熱源として燃やしている
石炭など化石燃料の使用量を減らせて、ＣＯ2
の排出量も削減できる。さらに、ごみ・下水汚泥
をガス化した後の灰などは、セメントの原料と

して再利用できるなど一石何鳥ものメリットが
あり、完全なゼロエミッションが実現できる世
界初の画期的なシステムだ。
　「ＣＫＫ」は、中国で１号機（安徽省）に続き、先
ごろ、２号機（貴州省）が運転を始めた。現地に
行ってみた。

配慮型ごみガス化システム）が運転

銅陵海螺水泥有限公司（中国・安徽省銅陵市）の
セメントプラントに併設された「ＣＫＫ」１号機。
2010年４月の運転開始以来、順調な運転でごみ
と下水汚泥を処理している。
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　中国で、これまでにない新しいごみ処理シス
テムが２機、運転中である。
　川崎重工が、中国最大手で世界有数のセメ
ントメーカー、安徽海螺水泥股份有限公司を傘
下に持つ海螺グループ（ＣＯＮＣＨグループ）と
共同開発した、環境配慮型ごみガス化システム
「ＣＫＫ」（ＣＯＮＣＨ Ｋａｗａｓａｋｉ Ｋｉｌｎ）（以下、

中国で、
「ＣＫＫ」（環境

現場を訪ねて

スーパーコンピュータ  　　　　　　　    カワサキガスタービン・コージェネレーションシステム

「京」を支える発電設備
独立行政法人理化学研究所計算科学研究機構
（神戸市中央区）
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川に見る・日本の四季⑬

中国地方の川の「春」を追う
吉備路の春は、
“桃源郷”の趣。

●表紙説明●
　フロントフェイスが精悍な印象を与える、カワサキモー
ターサイクル「Ｚ800」です。「Ｚ」シリーズは、1972年発売
の「Ｚ１」が世界に衝撃を与えて以来、常にモーターサイ
クルの常識を破るモデルを次々に開発し、多くのファンと
ともに時代の先端を走ってきました。「Ｚ800」は「Ｚ」シリー
ズ40年目の最新モデルです。
　カワサキモーターサイクル「Ｚ」シリーズ40年の軌跡に
ついては、「Ｃｌｏｓｅ－ｕｐ」（14～15ページ）をご覧ください。

中国で、「ＣＫＫ」（環境配慮型
ごみガス化システム）が運転

Ｃｌｏｓｅ－ｕｐ

時代の先端を走ってきた
カワサキモーターサイクル「Ｚ」シリーズ、
40年の軌跡

イラストぎじゅつ入門－◯

ごみの持つ熱エネルギーなどを
セメント生産に有効利用できる
「ＣＫＫ」（ＣＯＮＣＨ  Ｋａｗａｓａｋｉ  Ｋｉｌｎ）」
システムの構造
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「ＣＫＫ」から隣接するセメ
ントプラントに向かうダク
ト。このダクトを通って、ご
みの熱分解で生成した
可燃性ガスとチャー（微
細な炭）をセメントプラン
トに供給している。

❼残渣選別設備でごみに含ま
　れていた金属類（鉄やアルミ
　など）と不燃物を分離し、取り
　除く。
❽回収された金属類。ごみを
　低温度域でガス化させるの
　で熱による劣化が少なく、
　有効利用しやすい。
❾回収された不燃物。粉砕処
　理してセメントの原料として
　有効利用する。

「ＣＫＫ」１号機につ
いて語る、安徽海螺
川崎工程有限公司
（ＡＣＫ）設計本部の
楊長青・部長助理
（左）と吉川充副部
長（中）。右はＡＣＫの
通訳、陳婕さん。

すべてが有効利用され、
二次廃棄物の発生がゼロ

ごみの一部分だけを燃やして
ゆるやかに熱分解

ゼロエミッション・システム■

　流動床で沸き立ち、ごみをガス化する
一助となった砂は、炉の下端から金属
類や不燃物と一緒に定期的に抜き出
し、それらを分離した後、循環利用して
いる。
　金属類や不燃物は、残渣選別設備
で分離する。ごみを低酸素域・低温度
域でガス化させるので、鉄やアルミなど
の金属類は酸化しない状態で回収で

き、より有効利用しやすい。
　不燃物は、粉砕処理してからセメント
の原料として有効利用する。また、灰も
セメントの原料として利用できるので、灰
処理設備が不要で、埋め立て処分の
必要もなくなる。
　このように、「ＣＫＫ」では、持ち込まれ
たごみや下水汚泥が持つ熱エネルギー
だけではなく、すべてが有効利用されて
灰など二次廃棄物がまったく発生しな
い。つまり、ゼロエミッション・システムなの
である。
　また、これらの有効利用によるセメント
の品質への影響はまったくない。
■「ＣＫＫ」のシステムフローなどは、本
　誌「イラストぎじゅつ入門（89）」（6～7
　ページ）で詳しく紹介していますので
　ご参照ください。

　ごみバンカに投入されたごみ（タンス
やソファー、机などの粗大ごみは破砕処
理してからごみバンカに投入）は、ごみク
レーンで投入ホッパからガス化炉に投入
される。
　このガス化炉は、流動床タイプ。炉の
下部から吹き込む空気により砂が沸き立
つように流動している部分を流動層と呼
ぶ。空気を吹き込むといっても、ごみの一
部分だけを燃やすのに必要な少ない量
である。そこに投入したごみを砂と混ぜ、
500～600℃の低温度域でゆるやかに
熱分解し、ごみから可燃性の熱分解ガ
スとチャー（微細な炭）をつくる。
　熱分解ガスとチャー（微細な炭）は、
隣接する日産5,000ｔのセメントプラントの
仮焼炉にダクトで送られる。
　「仮焼炉は、セメントの原料の石灰石
を部分的に焼成する炉で、石炭などの
化石燃料を燃やしています。この炉で、
『ＣＫＫ』から送られてきた熱分解ガスと
チャーを燃やすことで、化石燃料の使用
量を減らすことができ、それだけＣＯ2の
排出量を削減できます。」（ＡＣＫ設計本

部の吉川充副部長）
　熱分解ガスは、仮焼炉内で900℃の
高温で完全燃焼する。そのため、ダイオ
キシン類など有害物質の排出量は極め
て少なく、日本やヨーロッパの基準値の
10分の１以下となっている。
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❶「ＣＫＫ」のプラントに到着した
　ごみ収集トラックは、まず、ごみ
　計量装置に乗り、運んできたご
　みの重量を計量する。
❷その後、プラットホームでごみを
　ごみバンカに投入する。
❸将来の２号機の増設に備えて、
　ごみバンカは容量が非常に大
　きい。
❹下水汚泥（水っぽい粘土状）は
　ここから投入される。

❺ガス化炉への空気の供給
　装置。ごみの部分燃焼
　に必要な少量の空気を
　供給する。
❻世界最大級（１日のごみ
　処理量300ｔ）のガス化
　炉の下部。ここで、ごみ
　は砂と沸き立つように流
　動しながら部分燃焼で
　ガス化される。

１号機は日産5,000ｔの
セメント生産ラインに併設

ガス化炉（１日のごみ処理量300ｔ）
は世界最大級

■セメントの品質に影響のない

　上海から北京上海高速鉄道でおよそ
２時間、南京南駅（江蘇省南京市）に着
く。そこから車で約１時間半。蕪湖市（安
徽省）は2000年の歴史を有する中心部
人口約70万人の街だ。安徽省の南東
部、長江のすぐ南側に位置している。
　ここに海螺グループ（ＣＯＮＣＨグルー
プ）の本社がある。川崎重工の合弁
パートナーであるＣＯＮＣＨグループは、
セメントや建材、貿易などの事業を展開
している企業集団だ。中でもグループの
中核である安徽海螺水泥股份有限公
司は、中国最大手のセメントメーカーで
ある。
　「ＣＫＫ」の１号機は、安徽省銅陵市
にある安徽海螺水泥股份有限公司の
傘下の、銅陵海螺水泥有限公司（以
下、銅陵海螺）のセメントプラントに併設
された。銅陵市は、蕪湖市から車で南
へおよそ２時間。その名のとおり、古くか
ら銅の採掘、精錬で栄えた街だという。
　銅陵海螺には、セメントの生産能力
１日5,000ｔのラインが２ライン、同１万ｔの
ラインが２ライン設けられている。設計上

の合計日産能力は３万ｔ（日産実量３万
1,000ｔ）で、工場単位では世界最大の
セメントプラントとされている。
　「ＣＫＫ」は、日産5,000ｔラインの一方
に併設されている。

　銅陵海螺のセメントプラントに着くと、
折しもごみ収集トラックが「ＣＫＫ」のプラ
ントに到着した。
　ごみ収集トラックは、計量装置を経て
プラットホームでごみバンカにごみを投入
した。ここまでのごみの動きは、通常のご
み焼却プラントと同じである。
　ところで、この「ＣＫＫ」の１日のごみ処
理量は300ｔ。ごみのガス化炉としては世
界最大級だ。そして、現在、１日に運び
込まれるごみの量は約290ｔとか。
　「『ＣＫＫ』が運転を開始した2010年
４月当初は１日に約230ｔでしたが次第に
増えて、現在、中心部人口約30万人の
銅陵市で発生する一般家庭ごみ（一部
は建築廃材などが混入）のほぼ全量を
処理しています。それまではすべて埋め
立て処理で、衛生・環境面で問題があり

ましたが、『ＣＫＫ』の運転後はそうした
問題が解消されました。昨年からは下
水汚泥も処理しています」
　と、「ＣＫＫ」のプラントを川崎重工と
共同開発した安徽海螺川崎工程有限
公司（ＡＣＫ）（川崎重工とＣＯＮＣＨグ
ループの合弁会社、蕪湖市）設計本部
の楊長青・部長助理は話す。楊長青・
部長助理は、「ＣＫＫ」の実証プラントで
あるこの１号機の開発・建設に当初から
関わったという。
　「技術面はすべてカワサキがサポート
してくれましたが、こうしたプラントの建設
は中国では初めてなので、苦労しまし
た。カワサキとＡＣＫなど関係４社で何度
も検討会議を開き、問題をひとつずつ解
消していきました」（楊長青・部長助理）
　この「ＣＫＫ」１号機は、川崎重工の設
計を元に製作されており、ガス化炉も
含めて資機材のほぼ100％が中国製
だ。ちなみにガス化炉は、川崎重工と
ＣＯＮＣＨグループとの合弁企業である
安徽海螺川崎節能設備製造有限公司
（ＣＫＭ、蕪湖市）が製作した。
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左：ＣＯＮＣＨグループの本社ビル（安徽省蕪湖市）。中：同ビル内、ＡＣＫのオフィス。右：「ＣＫＫ」１号機を訪れた見学者を慰労する“カフェバー”。

すべてが有効利用され、
二次廃棄物の発生がゼロ

ごみの一部分だけを燃やして
ゆるやかに熱分解

の内外から引き合いなど多数■

初期費用を従来の３分の１～
４分の１に抑制可能

東南アジア各国で引き合い多数、
日本でも関心高まる

　連日のように多くの見学者が訪れると
いう銅陵海螺の「ＣＫＫ」１号機。見学
者の反応はどんなものだろうか。ＡＣＫの
楊長青・部長助理は、
　「評価は非常に高いです。具体的な
評価点は、プラント周辺に臭気がないこ
と、ダイオキシン類がほぼ完全に処理さ
れてほとんど排出されないこと、灰・不燃
物がセメントの原料に有効利用されるこ
と、回収した金属類もリサイクルできるこ
となどです。また、ごみ処理費用を地方
自治体から得られるメリットを指摘する声
もあります」
　と話す。
　費用といえば、従来の一般廃棄物焼
却処理施設は建設コストが高いうえ、灰
処理設備などが必要だ。これに対して
「ＣＫＫ」は、大まかにいえば、既存のセメ
ントプラントにガス化炉を併設するだけで
よく、新規に焼却処理施設を建設する
場合に比べて初期費用は３分の１から
４分の１に抑えることが可能である。

　「個人的な意見ですが、わが国の環
境意識の高まりに連れて、『ＣＫＫ』は必
ず発展していくと思っています」（楊長青・
部長助理）

　東南アジアなどでも経済発展に伴っ
てセメント需要が拡大し、また、都市部へ
の人口集中などによるごみ処理施設お
よび下水処理施設の整備が大きな課題
となっている。
　「ヴェトナムのハノイ市では１日に4,000
ｔもの一般廃棄物を埋め立て処理して
いるという現実があり、処理場が不足し
て困っているようです。そうしたことから
『ＣＫＫ』に関心が高く、ハノイ市の環境
部門の関係者と話しが進んでいます。イ
ンドネシアやタイのセメントメーカーなどか
らも問い合わせや引き合いがきていま
す。また、『ＣＫＫ』の販促活動はヨーロッ
パなどでも活発に行なっています。
　日本でも、あるセメントメーカーが興味
を示しており、需要があると確信してい
ます。セメントプラントが立地している自
治体という条件はつきますが、既存のご
み焼却処理施設が老朽化して建て替
え時期を迎えた場合など、『ＣＫＫ』のメ
リットを検討していただければ、需要は
少なからずあるものと思います」（ＡＣＫ
の 茂樹・総経理）

●
　既存のセメントプラントに併設するだ
けで、ごみ焼却処理施設のゼロエミッ
ションを実現̶川崎重工ならではの
ユニークなアイデアによる、環境配慮型
ごみガス化システム「ＣＫＫ」が本格的に
動き始めた。

ント建屋内に“カフェバー”を整備したほ
どである。
　ここで、楊長青・部長助理に敢えて聞
いてみた。「ＣＫＫ」へのごみ搬送となっ
て混乱はなかったのだろうか。
　「それまでごみは全量埋め立て処理
で、住民のごみは、個別のごみ箱→ごみ
ステーション（粗大ごみを分別）→専用ト
ラックで埋立地へという流れができてい
ました。『ＣＫＫ』への搬送といっても、専
用トラックの行き先が埋立地から『ＣＫＫ』
のプラントに変わっただけですので、住
民などに混乱はありませんでした」
　なお、銅陵海螺の「ＣＫＫ」では、銅
陵市だけではなく周辺自治体からもご
みを収集することになっている。そのた
め、ごみ収集量の増大を見越し、１号機
の隣にもう１基増設できるスペースを確
保している。将来、増設した「ＣＫＫ」で
つくる熱分解ガスとチャーは、もう一方の
日産5,000ｔラインに送られることになって
いる。
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中国・貴州省貴定県に
建設された「ＣＫＫ」２号
機（１日のごみ処理量
200ｔ）。隣接するセメント
プラントへ、ごみから生ま
れた可燃性ガスを供給す
るダクトが伸びている。

「ガス化炉とセメントプラ
ントの高度な技術を持
つ川崎重工ならではの
アイデア」と語るＡＣＫ
の 茂樹・総経理。

左：「ＣＫＫ」２号機のプラン
ト建屋。

右：建設工事中の「ＣＫＫ」
２号機。「プランニングか
ら工事まで、１号機（銅
陵海螺）の経験を十分
に生かして取り組み、よ
りスムーズに進めること
ができました」（ＡＣＫの
楊長青・部長助理）。

１号機は日産5,000ｔの
セメント生産ラインに併設

ガス化炉（１日のごみ処理量300ｔ）
は世界最大級

■貴州省で2号機が運転開始、国
２号機（１日のごみ処理量200ｔ）
は貴州省貴定県に

川崎重工はガス化炉と
セメントプラントに高度な技術

　中国では、「ＣＫＫ」の２号機が、すで
に運転を始めている。場所は、貴州省の
行政区画のひとつの貴定県（中心部人
口約8万人）。上海から直線距離でも
1,500ｋｍ以上はあろうかという地方自治
体である。
　ここにある貴定海螺盤江水泥有限
公司のセメントプラント（日産5,000ｔの生
産ラインが２ライン）に併設された。１日の
ごみ処理能力は200ｔ。
　「銅陵の１号機の経験が生き、貴州
での２号機の建設はよりスムーズに進め
られました。ただ、場所が場所だけに、こ

こ（蕪湖市）からの出張は容易でありま
せん」（ＡＣＫの楊長青・部長助理）

　「『ＣＫＫ』は、川崎重工のアイデアを
もとに、ＣＯＮＣＨグループと共同開発で
実証プラント（銅陵海螺向け１号機）を
開発・建設しました」（ＡＣＫの 茂樹・
総経理）
　ごみをガス化してセメントプラントに熱
エネルギー源として供給し、また、灰や不
燃物をセメントの原料として有効利用
し、ゼロエミッションを実現させるというア
イデアは、ガス化炉とセメントプラントの両

分野の高度な技術を持つ、川崎重工だ
からこそ生まれたユニークな発想といえ
よう。
　ＣＯＮＣＨグループとの共同開発となっ
たのは、セメントプラントの排熱を有効利
用して発電する排熱発電などの合弁事
業を展開してきた経緯と実績があった
からだ。また、中国では急速な経済発展
に伴い、環境汚染やごみ処理の問題が
緊急の課題となっている。中国政府は
国策として“衛生的なごみ処理システ
ム”を最優先で確立しようとしているとい
う背景がある。こうしたことから、
　「『ＣＫＫ』への関心は非常に高く、中
国では現在、天津市など各地から10件
以上の引き合いがきています。環境汚
染やごみ処理の問題が中国社会に理
解され、広く浸透していけば、大きな需
要が期待できます」（ＡＣＫの 茂樹・総
経理）
　「ＣＫＫ」への関心の高さは、見学者
の多さにも表れている。銅陵海螺では、
連日のように訪れる自治体関係者などの
見学者を慰労するため、「ＣＫＫ」のプラ
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