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水節約の技術的可能性（ 1 ) 

島 津 障 之

序章研究の視点

1. 原単位の分析 （前回の研究）

かつて筆者は，工業統計表（用地用水編）を作成する際の元データである

個々の工場の調査票を使って， 用水原単位，すなわちー単位の製品をつくる

のに使用する水量が工場によ ってとの程度異なるかを検討した（「工業用水」

1968.5.pp.6～25）。その検討の結果，意外な事実が明らかになった。今まで

は一般にー単位の製品をつくるのに要する水量は多少の技術的な差はあって

も割合固定したもので，それ以下に水量を減らすと生産に支障が生じると

考えられてきた。しかし分析結果は全くそうで、はなかった。同種類の製品

をつくる，同規模の工場であっても各工場の用水原単位は全く まちまちの値

を示しており ，最大原単位工場は最小原単位工場の 100倍以上の原単位を示

していた。一般に考えられている，固定した用水原単位というものは全く存

在しなかったので、ある。そして， 分析をさらに進めると，この用水原単位の

大きなバラツキは，用水コストの工場聞の差によって引き起こされたもので

はないことが分った。したがって，このバラツキは多くの工場が水をほぼ任
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意か，あるいは水をあるだけ使っている状態．すなわち多 くの工場で、は7）＜.が

いまだ生産財として確立されてL、ない状態を表わしているとちえざるをえな

かった。これらの事実から，筆者はつぎのような惟論を行なった。①“工場

が現在の水利用方式を改めて，水を生産財として扱い‘さらに必要最小限の

水利用を行なうようになれば、現在の水使用量を大幅に，工場によってはー・

桁以 tも節約することが可能である”。② “そのよ うな状況をつくりだすた

めには，工業用水道料金の値上げ司あるいは賦課金の徴収によって企業の水

コスト（単価）を現在より高めなければならない。しかし．その企業の水コ

ストの上昇幅は現在の 2倍程度に納まるものであって；工なうない。現在より

格段に，少なくとも10倍以上に水コストを高める必要があるe なぜなら，現

在の水コストは工場が水をほとんど引三産財として扱わない．きわめて低い水

準にあるので，水コストを 2～3倍に高めたところで．工場が水使用量を若

干気にかける状態しか得られないだらうからである’乙

2. 現在の水政策への疑問

この惟論が正当なものならば（後半の研究結果の報告で．その推論が正当

であることを実証する），それは現在の水政策に対してどのよ うな意味をもつ

のだろうか。工業用水の節約が可能ということで．水資源開発の限界から

関東地域等においてここ10年のうちに発生して くる水不足の絶対的危機を数

年引き伸；工せると考える読者がおられるかもしれない。しかし，上記の推論

は単にそのような水不足の絶対的ピンチの延命策ではなL、。それは現在の水

政策の根木的な変革を要求する（これについては，宇井純編者『日本経済と

水』（ B本評論社）第三章“工業用水の増大と浪費η で述べておいたので，こ

こでは要点だけを記す）。上記の推論が関係して くる水政策は，水資源開発

行政，地盤沈下行政，水質汚渇行政である。

従来の水資源開発は爆発的に増大する水需要に対して．それに見合う 水供

給量を如何に確保していくかという 観点だけから進められてきた。河川の利

用率を高めるために，いたる所に多目的ダムの建設が行なわれてきた。しか

し多目的ダムの建設は自然と社会に多大な影響を与えるp 自然への影響で、

特に問題となるのは，タムによる土砂の堆積であり，そ九によ って夕、ム上流

の河床と昇， 下流の河床低下，河口付近の海岸線の変化が引き起こされる。
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この自然の変化が人間社会に及ぼす反作用は， 無視できるものではない。一

方，社会への影響とは水没地区住民の立退きである。現在のように，金だけ

を与えて追L、出すと L、う金銭補償のみの補償方式は早晩改められ．今後の水

没補償は．水没前の生活を再健するための措置，たとえば代替地の提供が金

銭補償にプラスされることになろうっしかし，どのような補償方式に改めら

れようとも．水没地｜玄住民にと って立退きは既存の生活の破壊であることに

変わりはなし、。特に農民は，たとえ同じ大きさの代替地を与えられようとも，

それは水没前の農地に長年積重ねてきた労苦にかわるものとはなりえない。

このような農民の苦悩を一方的に強制するのが，公共事業という名目のタム

建設である。 しか し 一方，タム建設の受益者の一つである工場はそのよ う

な農民の苦悩にかかわることな く， 水をふんだんに使っている。このように

現在のタム建設はし、くつかの矛盾を含んでおり，増大する水需『要にただ追い

着く ために，水資源開発を進めていく のではなく，水需要の中身を問題に

し，水資源開発がもっ矛盾を水利用者に受け止めさせる方筑がとられなけれ

ばならないであろう。

地盤沈下については．最近に至ってようやく正しい地下水理論が認められ

てきたようである両関東地域の被圧地下水はおわんの中に入った水のよう

に 一つにつながっており，その被圧地下水への 自然、の補給はほとんどゼロ

に等しいc したがって， 東京．埼玉，千葉等の地盤沈下を食い止めるために

は，南関東地域はおろか．北関東地域の地下水利用をもほぼ全面的に禁止し

なければならない《ただ．ここで問題となるのは， 地下水利用を禁止した場

合の代静水源であるn 関東地域の現在の地下水利用量の75%を占める工業用

水については．今まで代替水源と して工業肘水道の敷設が行なわれてきたが，

水需給が逼迫し ている今日， 地下水の代替水源を生みだすだけの余裕は少な

い。そのため，工業肘水道の敷設は計画してから10年近い年月が賀され．敷

設されるまで以前からの地下水利用は放任される。したがって既存の地下水

利用量をそのまま工業H-J水道で代替させようとする限り，関東地域全体の地

下水利加を全面的に禁止するのは何十年か先のこ とになってしまうであろ

う。けれども．工場の現在の地下水利用量は最小必要水量にほど速い過大な

水量であり，工場に71'節約を行なわさせる手段が講じられれば，代替水源必

要量は激減するはずである。特にすでに上水道が敷設されている所では，あ
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らたな工業用水道の敷設を必要としなし、。工場に水の節約を行なわさせない

限り，ここ何十年も南関東地域の地盤沈下が進行していく ことになろう。

現在の水質汚渇対策は工業用水対策と全く別個に進められて いる。 しか

し 実際には両者は密接に結びついている。工場で使用された水は原料水と

して製品に含まれる水や， 蒸発してしまう水を除いてほとんど工場外へ排出

され，それが水質汚濁の元凶となる。現在の工場排水の規制は水質だけの規

制（排水基準）であり，水量の方は全く野放しと なっている。ふえつづける

排水量が規制されていないのだから，水域の汚染状況は改善されるどころか

ますます悪化してい くことになろ う。さらに排水量の野放しは，工場が排水

の水質を処理によ ってではなく， 希釈によって排水基準に適合する状況をも

たらしている。そして，も ともと，生産工程の段階で排水量と汚染物質の流

出をできるだけ減らすようにしなければ，排水のま ともな処理は行ない得る

ものではない。なぜなら，排水量が小さければ，排水量にほぼ比例する排水

処理設備費が安くなり，高度な処理の適用を可能にさせるからである。逆に

現在のように過大な排水量はまともな処理が行なわれていないことを物語っ

ている。以上の工業用水と水質汚濁，排水処理の関係については， 1‘ 2章

で具体的な事例を通して詳しく述べることにする。ニニでは，工業用水の増

大こそが水質汚濁を引き起こし，まともな排水処理を不必要ならしめた元凶

であり，そのような状況を改善していくためには，用水量または排水量に賦

課金等をかけて，企業に水使用量の徹底的な節約を行なわせる以外に方法が

ないことを強調しておきたし、。

3. 今回の研究

以上述べてきたように，工場における水節約の可能性は水政策全般におい

て大きな意味をも っている。したがって，その水節約の可能性は単に既存の

調査資料の分析結果から引き出した推論に止ま らず，現実の具体的な事例に

よって実証しておかねばならない。今まで工業用水の節約を本格的に検討し

た事例は皆無に近い。農業用水，特に水田の濯瓶用水については， 水田の減

水深という形で最小必要水量が研究されている。さ らに，その減水深による

最小水量は自然、条件だけからの物理的な必要水量であり，一方，現実の水使

用量は歴史的社会的な根拠をもったものであるから，現実の水使用量を物理
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的必要水量まで減少させるには，歴史的背景をも った農業用水組織の改変に

手を下さなければならないことも指摘されている。それに比べ，工業用水の

最小必要水量がほとんど研究されてこなかったのは，工業用水と一口にいっ

ても，その中身は業種，生産工程によ ってさまざまであり，水節約の検討

は，生産プロセスを熟知している工場側にただまかす以外にないと考えられ

てきたからである。それゆえ，工場外の人聞が工業用水の節約をまともに検

討した例は今まで全くない。それでは工場側は水節約の可能性を十分に検討

しているのだろうか。通産省から業種別の水使用合理化の報告書が出されて

いる。その報告書は各企業の用水担当者によってまとめられたものであり，

本来ならば，各業種ではどこまで水節約が可能か，そしてその水節約の方法

とその経済性を教えてくれるはずのものである。けれども，率直にいってそ

の報告書はそのような希望を満たしてくれるものではなし、。その報告書は生

産工程にまで立ち入って水使用合理化の可能性を検討したものではなく，用

水設備担当者の参考書に止まっている。この報告書がそのような様相を呈し

ているのは，水節約の必要性が本当に認識されていない現状の裏腹の関係と

Lて，現在の企業における用水担当者の立場を示しているのではないかと忠

われる。現在の企業のように，技術者の仕事が細分化され，さらに用排水の

仕事が生産方式に対して一方的に従属的な存在でしかない状況では，用水担

当者は生産工程内の水利用状態について一通りの知識をもっていても，水節

約の観点から生産方式を再構成していく立場はもちえないからである。生産

工程内の問題は専ら，各工程の担当者にまかされる。しかしその人達は水

節約についてほとんど関心をもつことがなく，水が必要になれば，用水担当

者に供給水量の増加を要求するだけである。このように，生産工程内の水利

用状態について最もよく知っているはずの企業において，水節約の検討が本

格的に行なわれていない以上，水節約の問題を企業側にだけまかしてお くわ

けにはし、かない。企業外の人聞が水節約の可能性と問題点を解明しなければ

ならない。もちろん，その場合，工場の水利用は業種，生産工程によって全

くさまざまであるから， 一業種ずっとりあげて，生産工程の細部にまでわた

って水利用方式を検討していくことが必要である。筆者は鉄鋼業と紙パルプ

製造業の二業種をとりあげて，工場の実態調査を行ないながら，水節約の技

術的および経済的可能性を検討した3 これらのこ業種ともその検討がし、まだ
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十分なものではな く，特に後者は部分的な考察に止まっているけれども，本

章の最初に述べた，工場の水利用についての推論が現実に妥当するものであ

ることを実証し得たので，その研究結果を報告してお く。

第 1章鉄鋼業における水利用の分析

1. 鉄鋼業とその水利用

l 1 鉄鋼業の生産工程と業種

鉄鋼業について不慣れな読者のために，鉄鋼業における生産工程と業種に

ついて簡単に解説してお く。 鉄鋼業といっても，銑鋼一貫メ ーカーをはじめ

として，さまざまな業種があることは周知のとおりである。日本の標準産業

分類では，銑鋼一貫メー カー，電気炉メーカー司単庄メーカ一等の38の業種

に分類されている。しかしこれらの，さまざまな業種は全く個々別々に存

在しているのではなく．相互に連聞を保ちながら，鉄鋼製品の生産体系の中

でそれぞれの役割を担っている。鉄鋼業における生産工程を第 1表に示す。

鉄鋼製品の生産の主軸は①製銑→②製鋼→③熱間圧延→④冷間圧延加工→⑤

メッキである。鉄鋼製品は建築物用の鉄筋のように③で製品になるもの，自

動車のボディの薄板のように④で製品になるもの、 屋根のトタ ン板のよう に

＠で製品となる ものに分類されるが．その生産量の割合は 29:7: 3で， ③

で製品になるものが圧倒的に多L、。この生産の主軸を補うものとして，鋳物

工程，鋳鋼工程．鍛鋼工程が主軸から分校しているが．これらの生産量が全

鉄鋼製品に占める割合は小さし、。このように鉄鋼業における生産工程は一つ

の体系だったものとなっているので，これらの各種生産工程を担う各業種の

相互関係もまた，きわめて体系化され，組織化されたものとなっている。第

1表に示したように． どんなものにせよ，鉄鋼製品を得るためには製銑工程

を経なければならないp そこで，この製銑工程の熔鉱炉 （高炉） を所有する

ことが，鉄鋼業全体に対して支配的な地位を保証するe それがいわゆる銑鋼

一貫メーカーであり 、新日本製鉄，日本鋼管，住友金属， 川崎製鉄等の超ビ

ッグビジネスである。これらの銑鋼一貫メーカーは製銑工程のみを受け持っ

ているのではなく 少な くとも製銑，製鋼，熱間圧延の三工程を，時には冷
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第 1表 鉄鋼業の生産工程（生産量は1970年の数値。 単位は10't／年）

－－－分塊～～一
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0酸洗設備（材料の表面にできた酸 ｜
化鉄を酸で落す） ｜冷間圧延加工鋼材

5. 工冷工間l程主延加 I および 五年板 1,530 415 

冷間圧延機機 （常瓶で圧延す延る） ま
たは仲線 （常温で引き ばす） 鉄線等 410 105 

0酸洗設備 メッキ鋼材

6. メッキ および 務板 530 130 

メyキ設備 鉄線 50 12 

7. その他

鋳 物 0キュポラ （銑鉄を裕解）（および電
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第2表 鉄鋼業を構成する業種（数字は各業種が各種鉄鋼製品，半製品の全国生産量

に占める割合（%））

銑鋼一賞メーカー

銑鉄 ｜粗鋼 i警間圧 冷間圧 1メッキ ｜その他
I I 延 鋼 材延鋼材鋼材 ｜

I 99 1 83 I 85 I n I 46 I 

製 鋼 電気炉メ ーカー

-1~~1 メ ー カー 平炉メーカー

熱間圧延 単圧メーカー 1.7i 

メ ーカー ｛申鉄メーカー o. 5 I 

冷間圧延 冷間圧延メ ーカー 8 

加工メ ｛カー
イ申線業 21 8 

メ ツ キ業

ぞ‘’ 
鋳 物

の 鋳 鋼

他
鍛 鋼

業

一
業

一
業

j-£－己盈
間圧延，メ ッキ も含めた 5工程を握っている。銑鋼一貫メ ーカー以外の業種

は，上記の 5工程および校分れ工程のうち，どの工程を担当するかによ って

分類される。それを第 2表に示す。一貫メー カー以外で製鋼工程を担う メー

カーとして，平炉メー カー，電気炉メ ーカーがある。これらのメーカ ーは，

多 くの場合，熱間圧延工程をも所有している。熱間正延工程のみを所有して

いるメ ーカーとして単圧メ ーカーと伸鉄メ ーカー， 冷間圧延加工工程を所有

しているメー カーとして冷間圧延メ ーカーと伸線業等，メッキ工程を所有し

ているメ ーカーと して亜鉛メッキ業等がある。そして， 枝分れ工程である鋳

物工程，鋳鋼工程，鍛鋼工程を担う業種としてそれぞれ鋳物業，鋳鋼業，鍛鋼

業がある。 一貫メーカー以外のこれらのメ ーカーは一貫メ ーカーから直接 ・

間接に原材料の供給を受けている。第 2表に示したように，銑鋼一貫メーカ

ーは各段階の鉄鋼製品および半製品の生産で圧倒的な シェアを占めている。

シェアばかりでなく，銑鋼一貫メーカ ー各社は原材料供給の立場から，銑鋼

各業種を系列化しており ，このような寡占化と系列化によって鉄鋼市場は銑
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第 3表 関東地域鉄鋼業の業種別水使用比率 （関東地域における全鉄鋼業の水使用量

：新淡水74万m3／日，全淡水380万m3／日，海水370万m3／日）

新（回収水淡を除く水＞I 全（回収水淡を含む水） ｜｜指伴 オく

銑鋼一貫メーカー 54.防 （ 位協 ｜98.1% 

Io. 6 } 
メー カー 平炉メーカー

19.3 11. 7 1. 9 
3.2 1. 5 1. 3 

｜単圧メーカー 1. 0 

熱間圧延 ｜i伸鉄メーカー
メーカー

0. 1 ) 1. 6 

そ の ｛也 2.3 0.5 

｜冷間圧延メーカー 3.3 

冷間圧延 伸
加工メ ーカ ー

線 業 2.8 7.0 

そ の 他 0.9 0.2 

メ ツ キ業 2.4 0.5 

そ
鋳 物 業 5.8 1. 0 

鋳 3岡 業 3.0 0.6 
の

鍛 鋼 業 1. 5 0.3 

他
そ の 他 1. 3 0.5 

鋼一貫メー カーの掌中に握られている。

1 2 水利用の現状

1) 関東地域を例にとりあげると，この地域の全鉄鋼業は現 在， 新 淡水

（回収水を含まず）を 74万m3／日．海水を 370万ma／日使用している。 この水

使用量をどこまで減らすことができるのだろうか。これを本章の最終的な目

的としよう。それを明らかにするためには，この水使用量を構成している最

も基礎的な要素（生産工程内の各水利用個所）まで分解し，その各水利用個

所での水節約の限界を把握しなければな らない。まず，この水使用量がどの

ような業種によって構成されているかを見ょう。第 3表に示すよ うに，鉄鋼

製品の生産における銑鋼一貫メ ーカーの圧倒的な シェアはそのまま鉄鋼業全
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第4表 関東地域鉄鋼業の工程別水使用量

生産量 l 新淡水 ｜ 海 水

(t／日） 1水量（m＇／日）｜原単位（m3/t収量（m＇／日）｜原単位（m3/t) 

製銑工程 I3問。 ｜ 川 oo l i.so i 肌 ooo I 23. 5 

瓦丁転王玉石Eコ~＇~···~~ •• ~ 
空 電気炉 l 山 00 46, 000 3. 95 則 00 2.20 

程平~ 2,900 6, 700 ーゴ~「 19 , 000 6. 55 

分塊 ｜旦｜三E一 子町玉~：－ ~~ti二E
連鋳 ｜連鋳 ： 6 ， ~竺一一竺竺q」~－一一ーし一一
熱間圧延工程＊ I 52, goo 2州 00川 3.80 則 oo 1 1. 05 

冷問圧簿板 i 11,400 I 85,oo川 1.50 ; I 
延加工 一一一一一」一一一一一 一一一一一一一一一一一一1- 卜一一一一一一
工程 l 鉄線 ； 2, 900 i 20, 000 I 6. 90 I I 

メッキ ｜薄板 ｜ 3, 600 _1 20 600 I 5. 75 I 

王~l~！~－1っ：9oO 「百二コ三二：
そ ｜竺？日~o一一 竺仁＿＿＿＿＿：：三一一一一｜
の ［鋳鋼 440 16, 000 36. 5 i 

他 軍五-m つ扇子~ －τ，可I 3. 70 

雑 ｜ 川 ooo I 2, 600, ooo ! 
エ一 計 ！一一 7ム，可寸一一一一τ玩~I一一一一

（注） ＊．俸鋼，形鋼等の製品別の数値は不明”

体の水使用量における一貫メ ーカーの地位につながる。一貫メ ーカーは新淡

水で55%. 海水で98%を占めている。つぎに製鋼メー カー （電気炉メーカ ー

と平炉メーカー）が新淡水で19%、冷間圧延加工メーカー（冷間圧延メーカ

ー，イ申線業等）が 7%と続いている。 それゆえ，業種別に検討していく なら

ば，まず新淡水で55%を占める一貫メ ーカーから，水節約の可能性を検討し

ていくべきであろう。しかし．1 1で、述べたように，鉄鋼業のほとんどの業

種は製銑→製鋼→熱間圧延→冷問圧延加工→メッキの 5工程を主軸とする鉄

鋼製品の生産体系の中に位置づけられているので，工程別に水使用の分析を



行なえば，いくつかの業種の水節

約の可能性を同時に検討すること

ができる。そこで，この研究では

一貫メーカだけでなく，それ以外

の業種についても同時に調査を行

なって，工程別に水利用の分析を

進めた。

2) 第 3表から，筆者の調査結

果をまじえて，関東地域における

全鉄鋼業の生産工程別水使用量を

推定したのが第 4表である。同じ

表に各工程の生産量と平均原単位

（水使用量／生産量）の推定値を

示す。 今，この生産量を所与とす

れば，工程別平均原単位をどこま

で引き下げることができるかが，

この研究の目的となる。この限界

最小原単位を把握できれば，生産

量とかけ合わせて，関東地域にお

ける全鉄鋼業の限界最小必要水量

を求めることができる。筆者の調

査結果から，工程別原単位の工場
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第1図 各工程の原単位の分布
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による違いを第 1図に示す。この ~o~ 量 ，：：：）

図から明らかなように，工程別原単位は工場によって随分異なっている。序

章で、述べた前回の研究で、は，調査資料の精度の問題と，原単位が工程ごとで

はなく，工場単位であることの問題から，原単位のパラツキが必ずしも同じ

製品をつくるのに要する水量の工場聞の差を表わしているとはいえないきら

いがあった。しかし第 1図に示す原単位の差は間違いなく，同じ製品をつ

くるのに使用する水量の工場聞の差を表わしている。各工程とも工場数が少

ないので，前回の研究のときのように，原単位のオーダーが工場によって全

く異なるという傾向はでていないが，それでも各工程の最大原単位と最小原
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第5表 各生産工程の主な水利用個所

' 熔鉱炉炉体冷却水，熔鉱炉炉頂ガス集塵用水
製銑工程 ｜

｜ 焼結炉冷却水，コ ークス消火水

製互~I 転炉ランス冷却水，廃ガス冷却水

型i電気炉 電気炉炉体冷却水， 電気炉機探冷却水， 廃ガス冷刻｜］

程 τヲ7平炉炉体冷対JJj~ ~ 

分 塊工 程 i 圧延機冷却~＇

連鋳工程 連続鋳造モーノレ ド冷却；j（，スプレー冷却水

熱間庄延工程 加熱炉炉休冷」、：117](，圧延機冷却水

冷問圧延工程 酸洗洗浄水，冷間圧延機冷却水

メッキ工程 酸洗洗浄水，メッキ洗浄水

Z鋳 物 キュポラ炉体制｜］水，電気炉炉体冷却水

虫 鋳 鋼 電気炉炉体冷却;j(

主鍛 鋼 同 炉炉体冷却水

雑 ｜ ボイラー用水， 動力用水，化成工程用水，生活用水

単位の聞には新淡水で3～8（きの違いがみられる。そして，この原単位の差

が生産規模の遣いによるものではないことはその図から明らかである。この

悶には第4表の平均原単位も記しておいたが，設備転換の難易を度外視すれ

ば，すべての工場に最小原単位工場と同じ水利用方式を採用させることによ

って，関東地域全体の各工程の新水必要量を 2～5分の lに減らすことがで

きるはずである。けれども．この図に示される最小原単位が限界最小必要水

量を表わしていると考える必要はない。 それはたまたま， ある生産工程をも

っ工場を数工場とりあげたうちの最小原単位にすぎない。水節約の可能性を

論じるには，一単位の製品をつくるのに使う水量を単に工場開で比較するだ

けでな く， 工程内の水利用形態にまで立ち入って，水使用形態をとのように

改変すれば．水使用量を とこまで減らすことができるかを考察しなければな

らない。そのような考察を経て得られた限界最小原単位は噌第 1図の最小原

単位よりさらに小さ くなることが予想される。そのためには 生産工程内の

水利用個所を一つーっと りあげて．そこでの水利用方式を検討していくこと
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第6表 鉄鋼業における水利用の分類

0冷却水 新淡水 55万m＇／日，海水 132万m＇／日

間接冷却水 32万m＇／日， 131万m＇／日ii＇：冷却水 一一炉休冷却水（熔鉱炉，電気炉，平炉，加熱炉，キュポラ）

~ 13万m＇／日， 83万m＇／日

11 ii; h' A lt*O* (Oil? Jtl<!P ii; 1i A冷却水）

3万m＇／日， 4万m＇／日

その他 16万m＇／日， 44万m＇／日

（焼結炉，転炉ランス，電気炉機紙連鋳モーノレド冷却水＼

冷閲圧延機冷却水の一部，その他 ／ 

直接冷却水 23万m＇／日， I万m＇／日

（圧延機冷却水（分塊，熱延） 冷間圧延機冷去附一部’）

連鋳スプレー冷却水，コークス消火水，メッキ冷却水

0酸洗洗浄水 新淡水 7万m＇／日

（冷間圧延加工工程の酸洗洗浄水，メッキ工程の酸洗洗浄水）

0雑用水 新淡水 12万m＇／日，海水 238万／m3/EI

（ボイラー用水，動力用水．化成工程用水，熔鉱炉集塵用水，生活用水）

が必要である。鉄鋼業の各生産工程における水利用個所は第 5表に示すとお

りである。この表から明らかなように，鉄鋼業では別の生産工程の水利用個

所であっても， 水利用形態として共通しているものが多い。たとえば，高炉

冷却，電気炉冷却，加熱炉冷却はそれぞれ製銑，製鋼，熱間圧延工程に属し

ながら，炉休冷却として水利用形態が共通している。そこで，第 5表から共

通しているものをまとめて書きかえたのが，第 6表である。鉄鋼業の水利用

はまず冷却水，酸洗洗浄水，その他の用水に大別され，さらに，そのうち冷

却水は間接冷却水， 直接冷却水に分類されてし、〈。 この研究では冷却水と酸

洗洗浄水の二つに分けて，水節約の限界を追求していくことにしよう。

2. 冷却水節約の限界とその問題点

工業用水全般についてはその節約方法が全く 一般のものとなっていない

が，冷却水はその例外である。冷却水の節約が可能であることはよく知られ

ている。 冷却水はその利用によ って原則として水温が高ま るだけであるか

ら，冷却塔によって水温を下げれば，その大部分の水を回収し，冷却水とし

て再利用できることは周知のこととな っている。しかし，冷却水に関する，
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その一般の認識は十分とはし、し、がたい。冷却塔は水節約の有力な手段である

が， それはあく まで一手段であり，それだけが水節約を減少させる方法では

ない。さらに，冷却塔によってどこまで水節約を行なうことができるかの認

識も不十分である。通常，冷却水の節約程度の評価は回収率によ って行なわ

れる。回収率が高い工場ほど，水節約に努力しており．回収率九十数万の工

場は極限まで水節約を進めていると，一般に評価されている。けれども，回

収率による水節約程度の評価は水利用についての情報が他に何もない場合の

便宜的なものであって，そのような評価方法が正し くないことは後に明らか

となる。生産工程の中で各冷却水がどのような位置を占めているかを把握す

ることなしに‘冷却水節約の限界を知ることはできなし、。 さて、冷却水と一

口にいっても，さまざまな種類があるが，第6表に示したように，間接冷却

水と直接冷却水に大別される。 間接冷却水は，冷却個所へ水がノミイ プで送ら

れた後は，製品，設備．大気に直接触れるこ となく，常にノミイプ等の壁を通

して冷却を行な うが，一方．直接冷却水は製品 ・設備を直接冷却し冷却時

には大気とも接触する。したがって前者はパイプの壁の破損個所から冷却水

にプロセス流休が流れこむ場合を除いて，冷却過程で水温以外の水質変化を

することなく，また．冷却個所に送られた水は全量もどってくる。後者は製

品 ・設備に直接触れるので．水温以外の水質の変化を受け， また，冷却過程

で飛散する水や蒸発する水などがあるため，冷却水の一部が失われる。この

ような違いがあるので， 同じ冷却水であっても，両者はいく つかの点で水節

約の方法と可能性が異なる。そこでまず，より簡単な間接冷却水から水節約

の可能性を検討しその後で，直接冷却水の節約方法を，間接冷却水との相

違点という形で明らかにしていく ことにしよう。

2 1 間接冷却水

冷却水の役目は生産工程内で発生する熱量の一部を奪い取って，それを生

産工程外に捨てることにある。この工程外に捨てる熱量を冷却負荷とよぶこ

とにしよう。冷却水の節約は二段に分けて考えることができる。第一段は生

産工程内の冷却負荷をできるだけ滅少させる段階であり ，第二段はその冷却

負荷を所与として水使用量を減少させる段階である。第二段の方法のーっと

して，冷却塔がある。このように，第一段階と第二段階に分けるのは，第二
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段の方法としての冷却塔や蒸発冷却による水節約の限界が冷却負荷によって

押えられるからであるが，それについては後に述べよう。

2-1 1 冷却l負荷を所与とした場合の水節約の限界

冷却負荷を所与とした場合の水節約方法としては，冷却塔，空冷，蒸発冷

却がある。この他に淡水を海水に切り替えることによって，冷却用の淡水必

要量を減らす方法が考えられる。しかしこの海水の利用については，現在

さまざまな問題が浮かび上がってきている。第一は熱汚染の問題である。熱

汚染は火力発電所，原子力発電所において重大視されているが， 2-4で述べ

るように，鉄鋼業も発電所と匹敵するほどの熱量を放出する。魚類は各季節

における最適の生活温度を求めて回避するので，製鉄所からの温排水も魚類

の生活環境に大きな影響を与えることが懸念されている。第二は現在の排水

規制の問題である。現在は排水の水質だけしか規制されていなし、から，汚渇

負荷量を一定とすると，水を多量に使えば，排水の濃度は下がり，排水処理

の必要性がなくなってくる。それは淡水で、あっても海水であっても同じであ

り，海水の一過的使用は汚染物の排出を助けている。第三に工場側にとって

も，海水の使用はパイプの腐食，スケールの析出等の障害を引き起こすの

で，一貫メーカーでは，新鋭工場になるにつれて，海水の使用率が減少して

きている。このように，海水はコストがただ同然であっても，その使用はさ

まざまな問題を含んで、おり，今後の方向と しては淡水から海水への転換で、は

なく，逆に海水から淡水への転換を考えなければならないと思われる。ここ

でも海水の使用は水利用形態として望ましい方法ではないと考え，海水を

用いない場合の水節約方法を考察していくことにする。

A 冷却塔

1) 冷却塔による水節約の限界

①冷却塔は鉄鋼業の大中工場で、かなり採用されているが，しかし冷却塔

を水節約の極限まで使っている工場はまずないといってよい。鉄鋼工場では

冷却塔以外に，冷却水を再利用する手段と して，冷水池が用いられることが

ある。けれども，冷水池は冷却効率が悪く，真夏の気象条件で， 1,000m3／時

の水を40°Cから30°Cまで冷却するのに，約2万m2の池が必要になる。その
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ため，水温上昇が非常に小さい冷却水（たとえば，2-2で述べる中小工場の圧

延機冷却水）の場合を除いて，冷水池を使用することはできない。 さて， 冷

却塔の原理はビノレの空調用ク ーリンクタワ ーと全く同じで，冷却塔の上部か

ら水をたらし下部から空気を吸込んで，冷却塔の中の充填物のと ころで水

と空気を十分に接触させる。その空気との接触によって水の一部が蒸発し

その時の蒸発熱の奪取によって残りの循環水が冷やされる（潜熱の伝導）。同

時に水から空気へ熱が直接伝わることによっても，循環水が冷却される（顕

熱の伝導）。潜熱の伝導と顕熱の伝導の比率は空気の乾湿球温度， 循環水の

冷却塔通過前後の温度によってきまるので，その比率は一年中変化する。向

流型冷却塔で冷却水の水温を 45°Cから30°Cまで下げる場合を考えると，真

夏の気象条件で潜熱の伝導と顕熱の伝導の比は約 9:1となり，冷却塔にお

ける空気への熱放出の90%は潜熱の移動，つまり 水の蒸発によって行なわれ

る。潜熱の伝導が主体であるから，出球温度が非常に高い工.！－夏でも 30°Cま

で循環水を冷却することができる。鉄鋼業の間接冷却水で必要とする温度

は，通常 30°C で十分である。冷却塔では．このように熱放出の大半が水の

蒸発によって行なわれるので，循環水からはたえず，この蒸発分の水が失わ

れていく。蒸発水量Eは次式で示される。

E (m3／時） =O. 9x冷却負荷（103kcal/ll与）/580 (103kcal/m3）……………・・（1)

冷却負荷 （l03kcal/時）＝循環水量（m3／時）×（冷却広入U水温一出口水

温）（。C)

580(103kcal/m3）は30°Cのときの水 lm3の蒸発熱

したがって， この蒸発水量および冷却溶からの飛沫水量 （冷却塔では空気

によって水滴のまま．水の一部が運び出される。最近の冷却地では循環水量

の o.2%）は少な くとも補給しなければならなし、。

②さらに， この蒸発によってその水に含まれていた溶解塩類が循環水の中

にとり残されて、循環水の塩類濃度が高ま ってし、く。塩類の濃縮はやがてノ之

イプ内部に塩類を析出させ．スケールを形成するので．濃縮防止のため，循

環水の一部を強制排水する必要がある。したがって，冷却サイクルへの補給

水必要量は，蒸発水量＋飛沫水量十強11111羽｜水量（ブロー水）となる。 塩類の

許容濃縮度を nとすれば‘塩類の収支から補給水の必要量が求められる。

R(m3／時） ＝〔1+1/(n-1)〕E(m3/I時）…………・………・・・…...・ H ・・・（2).
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(1). (2）式で特に重要なことは，補給水必要量を決めるのは循環水量ではな

く，冷却負荷だということである。

スケールを形成する塩類と して通常，問題となるのは CaC03である。 上

水道水の中には， CaC03として析出する Ca(HC03)2が平均 30ppm含まれ

ている。CaC03の溶解度は温度上昇とともに減少し，55°Cで30ppmくらい

になるので，濃縮が起こらなくても高温水ではスケール析出の危険がある。

したがって，濃縮度を高め， 補給水量を少なくする場合には，水中のeaco~ 

を， 溶解度がきわめて高い CaS04に変えるために，H2S04を補給水に添加す

る。すなわち， アルカリ度の中和である。 化学工場では硫酸の添加によ って

濃縮度を通常2～ 3倍に高めている所が多い。 日本ではこの濃縮度は最高 5

倍までしかとられていないが，理論的には10倍以上高めても， CaS04の析出

は起こらなし、。アメ リカでは10倍まで高めている例があるという。鉄鋼業で

はスケール析出の危険が多少あっても，通常，硫酸の添加を行なわず，強制

排水量を多く して濃縮度を 1倍台に押えている。しかし，現在，日本の工業

地帯では， S02の大気汚染が進んでおり，硫酸の添加が行なわれなくても，

大気中のS02が酸化されてできた硫酸ミストが，冷却塔の中で循環水に溶け

こむ。とにかし 雨水がこの硫酸ミストによって PH3～4を示しているの

だから。それゆえ，硫酸添加の有無にかかわらず，濃縮度は少なくとも 5倍

以上に，理論的には10倍まで高めることが可能となる。

③今，冷却負荷を T(l03kcal/時）とすると，許容濃縮度 n=5の場合は，

(1). (2）式より，

補給水量 R(m3／時） =T/515 

n=lOにすると， R=T/580である。

ただし，飛沫損失水（循環水量のo.2%）は必ず伴うものであるから，〔冷

却塔入口水温 出口水温〕＝15°Cのと き，濃縮度は（1), (2）式から逆算して，

12倍以上に高めることはできない。 10°Cのときは 8倍以下である。

硫酸添加によるスケール析出の防止策は， Ca成分が循環系の中に高濃度

に存在しているのであるから，部分的な高温等の条件変化によってスケール

を析出させる危険がある。そこでこのような塩類析出の危険性を全くなくす

るには，補給水を軟化し，最初から Ca成分を取除けばよい（補給水 lm3当

り3円程度の費用がかかる）。 軟化を行なえば，強制排水なしで，蒸発水量
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と飛沫水量だけを補給すればよく， 〔冷却塔入口水温一出口水温〕＝15°Cの

とき，補給水量 R(m3／時） =T/595となるつこれが冷却塔による水節約の限

界である。

2) 冷却犠のコ スト

冷却誌の コストは水量．冷却港の入口水温と出口水温によって異なる。某

冷却塔メー カーの資料によると， 1,000m3／時の水を 40°Cから 30°Cまで冷

却する場合，冷却塔の装置コストは約2,000万円で 循原水 lm3／時当り 2万

円程度である。それゆえ， 10年定額償却，金利10%とすれ；£循環水lm3当

りの固定貨は 0.4円となるゥ電力費は循環水 lm3当り約 0.6円である。 ま

た補給水のコ スト を 10円／m3.補給率を 2%とする と．それは循環水 lm3当

り 0.2円／m3 とな る。 この他に， 冷却権維持費， 人件1~等を含めると ， 循環

水 lm3当り の合計経費は大体 1.5円／m3くらいであると考えら れる。ただ

し，これは出入口の温度差が 10°Cの場合であって．その温度差が大きくな

るにつれて．比例的ではないにしても．循環水lm3当りの経費は増大する。

したがって，冷却塔の循環水lm3当りコストは平均2円前後と考えた方がよ

い（この費用は冷却塔のみの費用であって，冷却塔と生建設備の聞のパイプ

等の費用は含んでいなし、。 以下， 水コストを計算する場合は同様に扱う）。

工業用水道の料金は 4～ 7円／m3であるから，冷却水は冷却塔によって再利

用した方がずっと安くつ く。 しかし地下水規制によ って、地下水 (1～ 2

円／m3) から工業用水道へ工業用水源を転換させた場合に，冷却塔を直ちに

設置する工場は少なし、。下水道が敷設され，下水道料金10円／m3が追加され

て， lm3当りの水コ ストが14～17円になって，ょうや く一般の工場は部分的

に冷却塔を採用する。このことから，現在の工業用水道料金4～ 7円／m3は

企業が水コストによ って水使用量を決める価格にほど遠いことがう かがえる

であろう。

3) 冷却培のマイナス面

以上のよう に， 冷却塔はコストが大変安く，水を節約するよできわめて有

効な方法であるe しかし． 冷却塔にも種々の問題点がある合冷却塔の第一の

問題点は，大量の水蒸気を発生することである《 これについては， 2-4で検

討するが，それが周辺環境および局地気象へ与える影響を軽視してはならな

い。第二の問題点は騒音である。冷却i容の送風機の音と，冷却塔内で水が落
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下するときの音である。工業地帯ならともかく，人家と混在している都市内

部の工場が冷却塔を設置する場合には騒音について十分に検討する必要があ

る。第三の問題点は冷却塔からの飛沫水である。前述のように，冷却塔から

は循環水量の 0.2%程度の水が空気によって運ばれる。たとえば，2,000m3/ 

時の冷却塔の場合は． 1日約100m3の水が冷却塔のまわりにばらまかれる。

非常に細かし、水滴も含まれているから，一部の水滴は遠くまで運ばれる。普

通の気象状態ならば， 地上に落ちる前に蒸発してしまうであろうが，しかし，

湿度が非常に高く． 空気がほとんど停滞してしまった時には，付近200～300

mまでの所で， 0.2～0.3mm／時程度の霧雨が降り ，付近人家の洗濯物がよく

乾かない等の問題を引き起こす危険性がある。第四の問題点は循環冷却水に

使われる腐食防止剤である。防食剤として最も効果があり，最も使用されて

いるのが， 重クロム酸塩フラスポ リリン酸塩である。循環水中のこれらの使

用濃度は通常 20～50ppmで，クロム濃度は普通 20～30ppmといわれている。

クロム，特にこの 6価のクロムは周知のように有毒な重金属であり ，飲料水

の水質基準では 0.05ppmを超えないこととされている。一方のポリリン酸

塩は ABSの増強剤として合成洗剤に含まれているトリポリりン酸塩と同じ

く，水域の富栄養化を引き起こすものとして警戒されている。これらの防食

剤は， 鉄鋼業では転炉ランス冷却水と酸素製造工場の冷却水等に使用される

だけで，他の冷却水には用いられないが， 化学工業では水冷式熱交換器が高

い精度を必要とするので，よく使用される。防食剤が用いられている場合は，

当然，冷却塔から出る水，すなわち強制排水と飛沫水に循環水と同じ設度で

防食剤が含まれているe 現在， 日本の工場で， この冷却排水中のクロ ムを処

理している所はなし、。希釈によって排水基準に適合しているにすぎなし、。 し

かし，技術的にはクロムの除去は可能である。沈澱によっても除去できるが，

その場合はクロムを含んだ沈澱物の始末が問題になるので，むしろ，イオン

交換樹脂によ って排水中のクロムをつかまえて，そのクロムを防食剤として

再利用する方が原理的には優れている。 しかし 一方の飛沫水中のクロムは

取除く方法がなL、。 冷却塔にクロム系防食剤を使うかぎり，ク ロムが冷却塔

周辺の大気に浮遊し，周辺の地面に蓄積されていくのを放置することになる。

飛沫水は循環水量の0.2% （古い冷却塔では0.5～ 1%）といっても，大工場

では循環水量が何万～何十万m3／日であるから，飛沫水も数十～数百m3／日
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に達する。 したがってク ロムが 30ppm含まれているとすれば， 1工場だけ

で 1日2～20kgのクロムが冷却塔の周辺にまきちらされていることになり ，

飛沫水中のクロムを無視するわけにはいかない。

以上のように，水節約のきわめて有効な手段で，コス トも安い冷却塔もさ

まざまな問題点を含んでいる。特に，第四の問題点の重金属によ る環境汚染

は鉄鋼業では一部の工場にしか該当しないが，放置しておける問題 ではな

L、。

B. 蒸発冷却

1) 蒸発冷却とは，沸騰点にある水を生産工程内の冷却対象に送りこみ，

そこで水を気化させて，その時の蒸発潜熱の奪取によって冷却を行なう方法

である。 その沸騰点は lkg/cm2の圧力で 100。C,7kg/cm2で 170°Cであるか

ら，冷却対象が少なくとも， これらの温度以上であるこ とを．そして効率よ

く冷却を行なうには約 500。C 以上であることを必要とするの第6表に示す

高温冷却水にのみ採用でき る方法である。leeの水の蒸発は約 540回 1(100°C) 

の熱を奪うので， 蒸発冷却の冷却効果はきわめて優れているn しかし沸騰

による気泡の発生が盛んにな りすぎる（核沸騰から膜沸騰に移る）と，気泡

が伝熱面をおお うようになり，冷却効果は激減するぞそのため、蒸発量の10

0倍程度の水量を冷却対象に送りこみ，冷却後， 気水分離ドヲムで蒸気を｜徐

き， 補給水を加えて再ひ、冷却対象へ送る方式が採られている。ちょ うど，冷

却対象にボイ ラーを埋めこんだようなものである。それゆえ，ボイ ラーと同

じく，あらかじめ水の中の不純物を取除いておかねばならない。すなわち、

純水が使用される （純水のコストは30円／m3程度）c 逆に．それによって冷

却搭のように，塩類濃縮によるスケーノレ析出や，さらには腐食をも心配する

必要がなくなる。なお，蒸発冷却が外国でいつごろからとりあげられたかは

明らかでないが，文献によると， ドイツでは1955年よ り前から平炉，高炉の

炉体冷却に蒸発冷却を採用している。それ以来，ソ連．ハンガリ ー，インド

等でも高炉，平炉の炉体冷却に蒸発冷却が使われている戸日本では1960年頃

一度，平炉に部分的に用いられたことがあったが，本格的に採用されたのは，

1967年の住友金属（株）和歌山製鉄所の高炉が最初である。 しかし 現在，円

本の全高炉64基のうち， 5基に採用されているだけで，平炉司電気炉等には

用いられていない。
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2) 蒸発冷却の水消費量は蒸発量に等しい。 したがって，生産工程内の冷

却対象から奪う熱量（冷却負荷）を T(l03kcal/時）とすると，消費水量 R

(m3／時） ＝T/610（補給水の水温が30°Cのとき）となり，冷却塔による最小

補給水量と大体同じくらいである。しかし，蒸発冷却の水節約はそれだけに

止まらない。発生した蒸気を有効に使ってボイラ ーの肩代りをさせれば，そ

の分だけボイラーで使用する燃料と水を節約するこ とができる。ただ，蒸気

の用途先と蒸気の発生場所が離れている時には，蒸気の圧力をかなり大きく

しないと， 蒸気が圧送の途中でなくなってしま う。それゆえ，日本で今まで

高炉に蒸発冷却を採用した例で、は蒸気の有効利用は行なわれていない。

3) 蒸発冷却のコストは純水化， 気水分離 ドラム等の貸用である。このう

ち，純水化の費用が半分程度占めるといわれているので， 蒸発冷却のコスト

は補給水量（蒸発量） lm3当り60円くらいであろう。冷却培は極限まで循環

させると，補給水量 lm3当り 80円程度であり ， 両者の補給水量はほぼ等し

し、から，両者のコストは大体同じくらいであると考えてよし、。このように，

蒸発冷却は水消貸量とコストが冷却塔にほぼ等しく ，発生蒸気の有効利用が

可能であり，さらに冷却塔に伴うスケールや種々のマイ ナス面がないので，

冷却塔より原理的に優れた冷却方法といえよう。

c 空冷

1) 水の代わり に “ただ”の空気を冷却に使うことは随分前から期待され

ている。 しかし 一般に空気に｜浪らず，ある流体を冷却流体として利用する

場合には，冷却を可能にさせる条件が冷却流体に備わっていなければならな

い。 まず第－vc.，冷却対象から一定の熱量を奪うこ とが冷却の目的であるか

ら，冷却流体には絶えず冷却対象カーら一定面積をとおしである熱量が伝達さ

れなければならない。その冷却流体の能力を熱伝達率（ 2-1-2で説明する）

というが，それは冷却流体の密度，比熱，速度，圧力等の種々のファクター

の関数として表わされる。第二に，冷却流体に伝達された熱量を冷却流体が

絶えず外部に運び去ることができるかどうかである。すなわち，受けた熱量

によって冷却流体が非常に高温になり，冷却流体としての役目を失って しま

うことがないかで、ある。この熱輸送能力は冷却流体の比熱と密度と流量の積

によって示される。この熱輸送能力の値が熱伝達率を決める要因となってい

る。今，lkg/cm2の圧力の空気を考え，同速度の水と比較すると，熱伝達率
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は水の約 1/400，比熱x密度は水の約 1/3,500である。したがって，水を同

速同庄の空気に置き換えて，水冷と同じ冷却効果と，そして水と同じ温度上

昇を得るには， 伝熱面積を400倍，冷却流体が流れる通路の断面積を 3,500

倍にしなければならなし、c 水冷却の場合より速度，圧力を高め， 温度上昇を

大きくとれば，その倍率を小さくするこ とはでき るが，その大きな差は埋め

られない。けれとも，熱伝達率の方は伝熱面積を特殊な方法で上目大させれば，

その差をかなり埋めることが可能である。鉄は空気に比べて，熱伝導率の逆

数がゼロに等しいので．伝熱壁の常気側の所に鉄の羽根 （フィ ン）をとりつ

けて伝熱凶i積を事実上 100倍近くにふやすことができる。 しかし熱輸送能

力についてはそのよう な手段がないので，高炉等の炉体冷却に直接，空冷を

採用することは通常ありえなし、0 ~＂＇冷を採用すれば，空気の通路のために炉

体全体を何倍にも大き くしなければならないからである。ただしもともと

わずかな冷却効果しか期待しない高炉の炉底では空冷が採則されている。そ

れゆえ．鉄鋼工場で空冷を用いるとすれば噛 一般的には生産工程内は水で冷

却し工程の外でその水を：;g冷式熱交換器によ って冷却する方式を採らざる

をえないであろう今工程外であれば，冷却設備の図体が大きくなっても解決

が可能だからであるっすなわち， 冷却塔の代わりに，自動車のラジエ ーター

のような常冷式熱交換器を採用するわけである。空冷式熱交換器は上記のフ

ィンを水が通過するパイプの外側にとりつけて噌空気側の伝熱面積をふや

しパイプ管径が不経済に大き くなるのを防いでいる。このフィンの優劣が

宅冷式熱交換器メ ーカーのシェアを左右するといわれている。日本でさE冷式

熱交換器がっくりはじめられたのは1961年である。欧米では30年以上前から

空冷式熱交換器が製造されてきたことからすれば， それだけ日本は水が豊富

であったといえるであろ う。 日本では現在，石油精製業，石油化学工業等で

部分的に採用しているだけで．鉄鋼業では全く使われていなし、。 しかしア

メリカで、は平炉の炉体冷却水を空冷式熱交換援によ って循環している例があ

る。

2) 空冷式熱交換i：~を使えば， 冷却負荷にかかわらず，冷却水補給量をゼ

ロにすることができる。さらに，冷却塔のように蒸発によ る濃縮が起こらな

し、から．スケール析出の心配はない し、また，空気との接触がないので，腐

食も起こりに くい。ただし，空気の乾球温度は真夏には 30°C以上になるの
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で，空冷式熱交換器による経済的な冷却限界温度は 40°Cくらいと考えられ

る。しかし鉄鋼業の間接冷却水で，それ以下の温度を必要とするものは少

なく，ほとんどの間接冷却水に空冷を採用できると思われる。

3) 空冷式熱交換器を水の冷却に用いた例が少なし、ので，空冷の正確なコ

ストは不明であるが．ここでは某空冷式熱交換器メ ーカーのコスト算出式に

水の熱伝達率等の数値を入れて試算してみよう。1,000m3／時の水を 55°Cか

ら40°Cまで冷却する場合．減価償却費， 金矛lj （年率10%），維持費等の固定

経費は循環水量 lmi当り約5円，運転経費は約 1円／maである。そうする

と，全経費は6円／maであるが，計算の精度を考えて，やや大目にみれば8

～10円／maくらいになろう。冷却塔の 2円／maに比べて 4～5倍のコストが

かかることになる。しかしそれは冷却塔のコストが非常に安いからであっ

て，水の値段として 8～10円／maは決して高くなく，採用が十分可能なコス

トである。それにもかかわらず．より安い冷却塔があるために，補給水の コ

ストがよほど高くならない限り，スケール析出と腐食防止のためかあるし、は

特殊な場合を除いて，鉄鋼業で空冷式熱交換器が採用されることはありそう

にもない。なぜなら，補給水のコストが250円／maくらいにな干てはじめて冷

却犠を使用したときのコストが空冷のコストに追いつくからである。ただ．

石油精製業のように，水以外の流体，たとえば軽減iを水冷式熱交換器で冷却

しさらにその水を冷却塔で循環させている場合は．むしろ被冷却流体を直

接，密冷式熱交換器によ って冷却した方が安くすむことがある。被冷却流体

の冷却前温度が150°Cくらいで， 空気との温度差が非常に大きくなると， 空

冷式熱交換探は冷却効率が高まり， 単位冷却負荷当りのコストが小さくなる

からである。

4) 空冷式熱交換器にも，冷却塔と同じくマイナス面がある。空冷式熱交

換器では水が系外に出ることがなし iので，冷却塔の四つの問題点のうち，飛

沫水と防食剤の問題はあてはまらないが，熱放散と騒音の問題は共通する。

騒音は空気送風ファンからの発生音であるが，都心部の工場で空冷を採用す

る場合は，この問題の十分な検討が必要である。熱放散は冷却塔と異なって

水蒸気の発生でなく，すべて常気め顕熱の形で行なわれる。この問題につい

ては 2-4で考察する。

2 1 2 冷却負荷の検討
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上記の如く，冷却塔や蒸発冷却による水節約の限界は冷却負荷によって与

えられる。それではこの冷却負荷は生産工程の中でどのように決まり，どの

ような値をもったものなのか。また，この冷却負荷を減少させることはでき

ないのだろうか。つぎにこれらの問題を検討しよう。第 6表に示した各種間

接冷却水は各々，冷却の目的が異なっている。ここでは二つの代表的な例に

ついて考察していくことにする。

A 主に高炉炉壁冷却水について

1) 高炉の炉体冷却水の多くは炉壁レンガの溶損を防止するために使用さ

れる。高炉ではレンガの表面が高温下においてスラグや炉内ヵース等と反応

し，耐火点が低く，脆弱な物質を生成するため，レンガが徐々に侵食されて

いく。その化学反応は温度上昇とともに急速に進行するが，レンガ表面を一

定温度（700。Cくらし、）以下に保てば， 侵食はほとんどストップする。第2

図で 8，を 700。C 以下に保てばよい。炉内から水に伝わる単位伝熱面積当り

熱量を Q(k回 1/時・m2）とすると，それは熱伝導式からつぎのように求めら

れる。

Q=K(l, 100 仇）= AB/IB (8, －《）＝ん／ls(Oa-82)=h(82一水温）

(1）式 l2）式

ただし， k,hは各々炉内ガス，水の熱伝達率 （k伺 1/時・m2・°C).AB, As 

はレンガ，鉄の熱伝導率（kcal ／時 ・ m•°C), ls, lsはレンカ‘と鉄の各々の

厚さ（m）で，これらはhを除いですべて定数である。82～8，は図に示す各

部分の温度（。C）である。

(1）式から明らかなように， 8，を 700。C以下にするためには， Qを一定値

以上にしなければならない。すなわち， 水が奪取すべき熱量（冷却負荷）が

決まる。そしてQを一定値以上にするためには， （2）式において 82，水温を所

与とすると，水の熱伝達率hをある大きさ以上に高める必要がある。 hは流

量の関数である。ただし流量の増大に対して比例的には増えなL、。以上の

ようにして，最小必要冷却負荷および水の最小必要流量が与えられる。

2) 実際の高炉においてはこのような計算にもとづいて冷却対象での水の

流量を決めているわけではないから， 恐らく，必要流量以上の水が流され，

必要以上の熱量を奪取しているものと思われる。しかし水が運び去る熱量



は高炉の熱損失であり，高炉の熱効率の

面から，冷却負荷の上限が押えられる。

高炉内に送りこまれ，高炉内で発生）た

熱量のうち， 一部は鉄鉱石の還元， 溶銑

の顕熱等に有効に利用されるが，残つは

冷却水の顕熱（蒸発冷却の場合は潜熱），

廃カスの顕熱等の熱損失となる。冷却水

による熱損失の増大は，それだけに止ま

らず，その他の熱損失をも増大させる。

すなわち，冷却水熱損失の増大に対し

て， 炉内温度を一定に保つためには T 燃

料をより多 く投入する必要があるが，

れは廃ガス量を大きくして，廃ガスによ

る熱損失を増大させる。高炉の；場合の値

はl明らかでないが，平炉の場合は，冷却

水熱損失が増えると，その増大分の約2

倍の燃料を投入しなければならなし、。そ

れゆえ，炉体冷却は本来，炉の熱経済の面からは望ましいものではなく，熱

損失，熱発生量を少なくするためにも， 冷却負荷をなるべく小さくすること

が必要である。各工場がこの熱経済の問題にまともに取組んでいるとはいえ

ない。しかし，あまり過大な冷却負荷は水に比べて格段にコストの高い燃料

の浪費を招 くので，各工場とも冷却負荷を水使用量のように極端に大き くす

ることはできない。したがって，各工場の冷却負荷の減少可能量はあまり大

きなものとは期待できないであろう。

3) 冷却負荷を減らすために，より高温に耐えるレンガを片J ~ 、て，

の溶損を防〈内方法が考えられないでもない。現在，使われている粘土質レン

ガより耐溶損性の強いレンカ，たとえば高アルミナ質レンカが開発されてき

ている。しかしそれらは，しだいに苛酷な条件で操業されてきている高炉

の寿命を保つためのものであって，冷却負荷を滅らし得るものではなL、。 新

しいレンカPの優れた耐溶損性はむしろ 卜分な冷却を前提としている。高炉は

外周の鉄皮の内側にレンガ（耐火材）を張付けてから， 6～ 7年（これを高
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炉一代の寿命とし、う）はほぼ連続的に操業が行なわれる。レンガの一部が摩

耗，溶損しつくして，鉄皮が露出するようになると，操業を停止してレンガ

の張替が行なわれる。このレンガの張替は数ヵ月の修理調整期間と何十億円

もの費用を必要とするので，高炉一代の寿命を伸ばすことが生産性を上昇さ

せることになり，そのために十分な炉壁冷却は必須条件となっている。した

がって，高炉炉壁冷却負荷を前述の最小必要冷却負荷以下に減らすことは，

現段階では困難であると考えられる。

4) 高炉以外の平炉，電気炉，加熱炉等の炉体冷却の目的はそれぞれ，高

炉の場合とは異なる。平炉，電気炉の冷却水のうちで，開口部冷却水が最も

多くを占める（高炉の羽口 （送風口）冷却もこの開口部冷却である）。レンガ

積みの炉壁の績に穴をあけると，その穴のまわりのレンガは衝撃や熱によ っ

て崩壊する危険があるので，水冷の鉄枠によ って開口部を支える。また加熱

炉では圧延前の鋼片を上下から加熱するために，水冷の鉄パイプの上を走ら

せる。これらの場合，鉄枠や鉄パイプの温度を鉄の強度低下温度以下に保つ

ように，鉄枠や鉄パイプの内部に水を通過させればよし、。 それによって，高

炉炉壁冷却と同じく，最小必要流量と最小必要冷却負荷が決まる。この必要

冷却負荷を減らすことは，高炉の場合と同じく，容易ではない。ただ，開口

部の鉄枠は高温の炉内に露出してし、ることが多いので，熱伝導率の高い鉄を

通して多量の熱が水に伝えられている。それゆえ，鉄枠の露出面を熱伝導率

の低い耐火材で覆えば，水に伝わる熱量，すなわち冷却負街を数分の 1以下

に減らすことができる。この他に，冷却負荷減少が可能な冷却個所もある

（たとえば，電気炉のホットスポット部の冷却）が，炉体冷却水は総じて最小

必要冷却負荷を減少させることがむつかしい。もちろん，各工場が冷却負荷

を必要最小に保っているかは疑問である。しかし高炉炉壁冷却と同じく，

熱経済の面から冷却負荷の上限が押えられてくるので，各工場の冷却負荷減

少可能量があまり大きなものとは思われない。

B 製鋼炉廃ガスの冷却について

1) 電気炉からの廃ガスは多量の酸化鉄の微粉を含んでいるので，集塵装

置に通して廃ガス中の微粉を捕集する必要がある。電気炉からの廃カスはガ

スというよりも炎の流れであって， 酸素吹精時には 1,500。C以上の温度に
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達しさらに電気炉から引き出された後も廃ガス中の coが燃焼する。電気

炉の集塵装置と してはメヅグフィルβ ーが使用されるが，その炉布はテ トロ

ンまたはガラス繊維である。テトロンは 130°C以下，カ‘ラス繊維は 250°C以

下でないと，連続使用に耐えられないので，廃ガスの顕熱と燃焼熱を冷却に

よって吸収し，廃ガス温度を炉布の耐熱温度まで下げなければならない。通

常用いられる冷却方法はタクトを二重管にして外測に水，内側に廃ガスを流

して間接冷却する方法である。したがって冷却水の冷却負荷は 〔廃カポスの

1,500℃のときの顕熱＋廃ガス中のcoの燃焼熱一廃カポスの130°Cまたは250°C

のときの顕熱〕として示される。 一部の工場では廃ガスを450°Cまで水冷し

てから後は空冷式熱交換器で廃ガスを冷却している。上記の冷却負荷のう

ち， 一部を空冷式熱交換穏にまかすわけであるが，それらが全冷却負荷に占

める割合は小さし、。

Aで、述べた炉体冷却水は熱損失の発生過程に関与し，流量のとり方によっ

て熱損失の発生量および冷却負荷が変わった。それに比べて，廃ガス冷却が

もっ熱量はすでに発生した熱損失で、あり，冷却水はその廃ガスの熱量をただ

受けつぐだけである。それゆえ，炉の熱効率がきまれば，廃ガス冷却水の必

要冷却負荷は一方的に与えられる。

2) しかし 平炉の場合は廃ガ、スの熱量の一部回収が行なわれる。平炉に

は燃料燃焼のため，空気が送りこまれるので，蓄熱室という所で廃ガスと空

気の熱交換を行なう。廃ガスは蓄熱室を通ってから，廃熱利用ボイラーでさ

らに熱を放出しその後に電気集塵器にかけられる。それゆえ，そのボイラ

ーが受ける熱量を冷却負荷とすれば，それは廃ガス全体の熱量の数分の lに

止まる。 電気炉の熱源はアーク発生熱であり，酸素吹精や開口部から浸入す

る空気はあっても，空気が送りこ まれることがないから，平炉のような廃熱

の有効利用はできない。転炉もまた，熱源が純酸素吹込みによる燃焼熱であ

り，空気送入を行なわないから，廃熱の有効利用はできない。転炉の廃ガス

冷却方式と しては，ワグナーボイラ ー型と co型がある。前者は転炉から廃

ガスが出た直後に，廃ガス中のco（転炉の廃ガスはcoを平均60%含んで

いる）を燃焼させて，その燃焼熱と廃ガスの顕熱で水を蒸気にかえる。後者

は廃ガス中の coを燃焼させず，廃-j（スの顕熱だけを冷却して，集塵装置を

通 した後， 廃ガスを coガスホルダーに蓄える。後者の方法は前者に比べて
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冷却負荷が少なく（約 1/6),coの有効利用が可能であり，さらに集塵効

率，装置コストの面で優れた方法であるので，新しい転炉にはこの方式が採

用されている。なお， OG方式は旧八幡製鉄が開発したもので，外国技術の

模倣が多い鉄鋼技術の中で数少ない国産製の技術のーっと してよく引合いに

出される方法である。このように廃カ‘ス冷却水の冷却負荷は各製鋼炉の機構

によって一方的に与えられるれ

以上，炉体冷却水と廃カス冷却水について冷却水の冷却負荷がどのように

決まるか，そして冷却負荷減少の可能性を検討 した。前者に関しては多少，

冷却負荷減少の可能性はあるが，後者にはその可能性がほとんどなく，概し

て冷却水の冷却負荷を減少させることはむつかしい。これはその他の間接冷

却水についても同様である。それでは各間接冷却水の冷却負荷はどれくらい

の大きさなのだろうか。その値がわかれば，冷却i苓や蒸発冷却を用いた場合

の最小必要水量が判明するわけであるが，それについては 23で，鉄鋼工場

の熱収支と関連させて検討していくことに しよ う。

2 2 直接冷却水

直接冷却水として分類されるものは，第 6表に示したように，分塊および

熱間圧延工程での冷却水，連鋳スプレー水，コ ークス消火水等である。この

うち，分塊および熱間圧延工程での冷却水が水量では圧倒的に多いので，こ

れについて水節約の可能性を検討する。は じめに， 圧延工程での直接冷却水

はどのような目的をもったものかを簡単に説明してお く。 分塊，熱間圧延工

程において使用される主な直接冷却水は，圧延機のロール冷却水．メタ ノレ冷

却水，圧延後の製品冷却水である。第 3図に示すように，圧延機のロールは

1, 200°C～900。Cの被圧延材をと下から圧延する。被圧延材は 1,000。C前後

の非常な高温であるから．それを圧延したロールも高熱を受けてロール表面

温度は急激に高まる。その熱をすみやかに奪うため．被圧延材と離れた直後

のロ ール表面にノスルまたはホースで水をかけて冷却するe これがロール冷

却水であるのメタル冷却水とは，ロールの軸受に樹脂メタルを用いている場

合に，潤滑液として，また摩僚熱を奪うために使｝刊される水のことである。

新しい圧延機では樹脂メタ ル以外の栴b受が使われているので，このメタル冷
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却水は常に圧延機に伴うものではない。圧 第3図 圧延機ローノレ冷却水

延後の製品冷却水はホットストリップミル

（コイル状の薄板圧延機），線材圧延機と一

部の分塊圧延機において使用されるだけで

ある。前者は圧延後の被圧延材を巻取り可

能な温度まで，後者はきず取り等の手入れ

が可能なf/jj'L度まで冷却するために用いられ

る。

これらの直接冷却水は間接冷却水のよう

にパイプ等の壁を通して冷却するのではな

く，大気中で製品 ・設備に直接かけられる

ので，間接冷却水との相違点と してつぎの二点があげられる。第一に製品，

設備の表面物質が排水に混入する。第二に飛散水，蒸発水等の形で，冷却の

過程で水の一部が失われる。これらの間接冷却水との相違点は直接冷却水の

節約の可能性にどのような影響を与えるだろうか。 2-1と同じく，冷却負荷

を所与と した場合の水節約の限界から検討していくことにしよう。

2-2-1 冷却負荷を所与とした場合の水節約の限界

2-1-1で、述べた三つの水節約方法のうち，蒸発冷却は，この直接冷却には

使用できなし、。蒸発冷却は密閉したノミイブの中で・・7j(を一部気化させ，その蒸

気の有効利mをはかる方法であるから，冷却時に大気と接する直接冷却には

使えなし、。直接冷却の過程で水の一部が蒸発することがあるが，その場合，

蒸発量は冷却水のほんの一部だし 水蒸気は大気中に逃げて しまう。そこ

で，こ こでは冷却塔による水節約の限界と，空冷式熱交換器の直接冷却水へ

の適用の可能性について考察する。

1) 冷却培；

①スケーノレの除去

直接冷却水の排水は水温以外の水質変化を受けているので，排水を再利用

する場合には水温を下げるだけで、なく，何らかの処理が必要である。圧延工

程の冷却拐｜水には，被圧延材表面の酸化部分が剥離したもの，すなわちスケ

ーノレ（F.oが主成分で，冷却水のパイプに析出する CaCOaのスケールとは全
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く別物）と圧延機械の潤滑油が混入する。冷却排水は庄延機直下の，および

それに続く排水路で粗大なスケーノレを沈積するが，それでもなお 200ppmく

らいの微細なスケールを含んでいる。ほとんどの圧延工場はこの圧延冷却排

水の多くを再利用している。それは昔からであって圧延排水は，各種の工場

排水のうちで，再利用を行なってきた最も古い例の一つに属するであろう。

中小工場では，自然沈澱池のみで再利用を行なっている。この向然沈澱池は

冷水池も兼ねている。沈澱時聞は30分程度のものであるから、浮遊物は 100

ppmくらいになるだけである。それでも再利用を行ない うるのは，スケー ノレ

がもともと，被圧延材の一部が剥離したものなので，それらの微粉がロ ー

ル，被圧延材にかかっても大して生産に支障が生じなし、からであろう。しか

し，大中工場になると，製品の品質管理がきびしくなって，再利用水の浮遊

物をもっと小さくすることが要求される。古い工場では，~，然沈澱池十凝集沈

澱池．新しい工場では自然沈澱池＋圧力急速F過塔によ って処理されてい

る。この処理によってスケールは一般にlOppm程度になる。

庄延工場での排水の再利用は水の回収ばかりでなく，スケー ノレ分を有効利

用するためにも行なわれている。スケールの主成分は酸化鉄であるから，ス

ケールを焼結炉で、焼き固めれば，製鉄の原料として使うことができる。銑鋼

一貫メ ーカーはスケールをもちろん自家消費しているし．平電炉メーカー，

単庄メーカーから発生したスケーノレも業者の手を経て， 一貫メーカーへ売却

される。あまり泥の混入したスケールは売却されず，各工場の敷地内に放置

されるが，しかし発生したスケーノレの大部分は有効利用される。一般に工

場排水処理では沈澱等で発生したスラッジの処分が最も問題となるが，圧延

排水は沈澱物の有効利用が容易な数少ない例の一つであろう。

しかし現在の圧延工場ではすべての水が回収されているわけではない。

何%かの水は水域に捨て られる。自然沈澱池のみを所有している工場からの

排水は lOOppmくらいのスケーノレを含み，どす黒い色を呈している。 さらに

油が 30ppm程度浮遊している。 F.o自体には毒性はないが，微細なスケー

ルが魚類に悪影響を与えないとは考えられない。また，自然沈澱池＋圧力急

速ヂ過塔（あるいは凝集沈澱池）の回収水処理設備をもっ工場も，それらの

処理を経た後の水を放流しているとは限らない。自然沈澱池を通しただけの

水を放流していることが多L、。特に圧力炉過塔をもっ工場はF過塔の逆洗水
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〈多量のスケールを含む）を貯える池を所有せず，その逆洗水を，自然沈澱池

をざっと通過させただけで、放流している例が少な くなし、。しかし，このよう

な水域汚染は，単に排水の高度な処理を行なうだけで解決できる問題ではな

い。たとえ，圧力急速炉過による処理が行なわれて，スケール分 lOppm程

度の水が放流されても，排水量が多ければ，多量のス ケーノレが水域に排出さ

れるからである。この問題の全面的な解決は水域への排水量をゼロにするよ

うに．水を極限にまで利用することによってのみ可能となる。この点からも

水節約の限界を把握することが必要なのである。

以上の如く，圧延工程冷却排水を再利用するには司間接冷却水と異なって

処理が必要であり，再利用水のコスト に処理コス トも含めなければならない。

そのコストは自然沈澱池＋庄力急速F過塔の場合で2円／maくらいである。

②損失水

直接冷却水は間接冷却水に比べて，損失水が多い。 損失水としては，冷却

過程での飛散水と蒸発水の他に，排水路がコンクリ ー トの溝になっているた

め，コンクリートのわれ目から土中に漏出する水がある。このうち， 蒸発水

は冷却水の冷却負荷の一部が冷却塔を経ずに大気中に放出されただけで、ある

から，冷却塔による循環の場合には，冷却過程で、の蒸発は損失水とはならな

い。各工場で飛散水と漏水が冷却水（循環水）の何%を占めているかは全く 不

明である。しかし飛散水も漏水も各工場の用水管理の程度によ って左右さ

れる。飛散した水が逃げ‘ないように，また，排水路のひび割れを常に修理す

るように用水管理を怠らなければ，これらの損失水はかなり減少するはずで

ある。十分な用水管理を行なえば，恐ら く，冷却場；での飛散水も含めて，損

失水の循環水量に占める割合を 0.5 :Yr,：以下にすること も可能ではないかと思

われる。

③完全循環の可能性

直接冷却水は間接冷却水に比べて損失水が多L、から， 排水をゼロにして完

全循環した場合，水中の塩類の濃縮度は間接冷却水よりも小さくなる。しか

しそれでもたとえば損失水を循環水量の 0.5%，冷却塔入口水温一出口水

温を 10°Cとすると，濃縮度は4.4倍となる。このような塩類濃縮は製品の

材質等にどのような影響を与えるのだろうか。間接冷却水で問題とな った

CaCOaの析出は， やはり H2SO，の添加あるいは大気中の硫酸ミストの混入
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によるアルカリ度の中和によって防くことができょう。ただし円本の圧延

工場で直接冷却水に H2SO，を添加してまで濃縮度を高めているところはな

く，濃縮度を 1倍台に止めている。しかし，アルカリ度の中和を行なっても，

つぎにそのようにして生成された Caso，の濃縮が問題となる。間接冷却水

と異なって直接冷却水は製品に直接ふれるので，坂類の析出が起こらなくて

も甑類濃度の高い水は製品の品質に影響を与えることが恐れられるからであ

る。一貫メ ーカーでは圧延用水の要求水質を全硬度（Ca,Mg塩類） を100～

150ppm 以下としてL、るe 要求水質通りにすると，たとえば水道水には全硬

度が普通70～80ppm含まれているので， 2倍の濃縮度もゆるされなし、。しか

しつぎのような例もあるn 下水処理水を水源としている東京都江東地区工

業用水道の供給水質は全硬度 200～300ppmである。某電気炉メ ーカ ーは高

品質特殊鋼の圧延工程で、この水を直接冷却水として用いているが、この水

質によって製品の品質が悪影響を受けたという話は聞かない。その点で，一

貫メーカーの要求水質がどの程度の根拠をもったものなのかは疑問であり，

完全循環を行なって 4倍台に濃縮度を高めても生産上支障が生じないと考え

られる。それでもなお，硬度地加によ って製品の品質が影響を受け るなら

ば，補給水の軟化（ 3円／ml）を行なわなければならない。軟化は Ca塩類

を Na塩類に転換するが。 Na塩類濃縮による製品への影響はないと思われ

る。 したがって．いずれにせよ，直接冷却水についても完全循環を行ない得

るものと考えられる。 完全循環を行なった場合の補給水 R (m.3／時）は冷却

負荷 T (103kcal/時），循環水量 M (m.3/11寺），損失水率＝0.5%として．

R=O. 9T/580+0. 005M で表わされる。

T/M=lO。C のときは R=T/490となる。

このように，直接冷却水の水節約の限界は T/490であり ． そのコストは

処理水のコストを含めて循環水 lm.3当り3.5円くらいである。

2) 空冷

直接冷却水を空冷式熱交換探で循環利mしている例は今まで全くない の

で．推定をまじえながら. ：；；；冷式熱交換器を直接冷却水に適用するこ との司

能性を考察する。まず，冷却過程で蒸発，飛散，漏水によって水の一部が失

われるので，空冷式熱交換昔止を）判いても，間接冷却水のように補給水量をゼ
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ロにすることはできないn このうち，冷却過程での蒸発には冷却負荷のせい

ぜし、10分の 1が費されるだけである。飛散水，漏水については1）の②で考察

した。それらを総合すると，空冷式熱交換器でも少なくとも循環水量の 0.5

Zくらいの水は補給しなければならないのではなし、かと思われる。空冷式熱

交換器を直接冷却水の循環に用いる場合，第一に問題となるのは空冷では経

済的には 40。Cまでしか水温を低下できないことであるが，しかし圧延工程

での直接冷却水が 40°Cであって も生産に支障は生じない。第二に直接冷却

水の再利用水は自然沈澱池＋圧力急速i戸過塔で処理しても lOppm くらいの

スケ ールを含んでいるので，スケールが熱交換器のパイプ内側に付着して，

伝熱効率が悪くなる危険がある。熱交換器の効率計算ではこれはいわゆる汚

れ係数が増大したものとして扱われる。しかし浮遊物 lOppmくらいなら

ば，伝熱効率がせいぜ、い l割程度低下するだけであろう。 したがって空冷式

熱交換器で直接冷却水を循環利用することは可能であると筆者は考える。そ

の場合のコストは処理のコストも含めて13円／m3くらいであり，補給水量は

少なくとも循環水量の 0.5%程度を必要とする。

2-2-2 冷却負荷の検討

上記の如く，冷却塔による直接冷却水節約の限界はT/490(m3／時） (Tは冷

却負荷（103k田 1/時））で示された。それでは，この冷却負荷の値はどのよう

にきま ってくるのだろ うか，さらにこの冷却負荷を減らすことは不可能だろ

うか。間接冷却水と同じく，つぎにこれらの問題を考察しよう。 まず，ロ ー

ル冷却水については，高温の被圧延材と接触後のロ ール表面に水を十分にか

けて，被圧延材から受けた熱をすみやかに奪い取らなければ， ロール表面の

熱はロール内部に蓄積されて，ロー ル全体の温度が高まってし、く。 ロール全

体の温度が高まる と．第一に熱膨張によって製品の精度が悪くな り，第二に

ロール材質の低下によ って ロール表面の摩耗が促進され，第三に熱疲労によ

ってロール表面に微細な亀裂（フ 7 イアクラック）が生じる。それゆえ、あ

る程度十分なロール冷却水は欠くことのできないものであり，その冷却負荷

もその点から決まるので，冷却負荷減少の可能性はほとんどない。ロ ール冷

却水はロ ール温度の t昇を防ぐためのものであるから，ロール冷却水が奪う

熱量（冷却負荷）はロ ールが圧延材から受ける熱量にほぼ等しい。被g::延材
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の温度は加熱炉から出た直後は約 1250°Cであるが，圧延終了後には 850°C

くらいになっている。被圧延材は圧延機を何台か通っている間に， ローノレ等

への熱伝導と， 大気中への熱幅射によ って熱の一部を失う一方で，！王延によ

るロー ノレと被圧延材の摩僚会~＼と，被圧延材の変形熱がプラ ス される。 このう

ち，大気中への熱幅射量は明 らかではなし、。 したがって，熱収支をとれば，

ロール冷却水の冷却負荷の上限値は 〔1250°Cの被圧延材の顕熱－ 850°Cの

被圧延材の顕熱＋圧延i待の発生熱〕で表わされるc

メタ ル冷却水は樹脂メタ ルのロール軸受を使わなければ．必要ではない

が，古い圧延機の樹脂メタルを他の種類の軸受に取替えるのは容易ではな

L、。 しかしメ タル冷却水の冷却負荷は軸受部の摩擦熱だけであるから，ロ

ール冷却水の冷却負荷に比べれば，ほとんど無視できる ものである。中小工

場ではメ タル冷却水量がロー ル冷却水量の 2倍近くあるので，メタル冷却水

は圧延機冷却排水全体の水温上昇ーを小さくするのに役立っている。中小圧延

工場が，圧延機冷却水を自然沈澱池（冷水池）だけで循環し，冷却塔なしで

済ましておれるのは． 一つは冷水池からの排水量を適度にと って熱を流出さ

せていることにあるが，もう一つは水温上昇をほとんど示さない，このメタ

ル冷却水が圧延機冷却水の多 くを占めていることにあるう

圧延後の製品冷却水の目的は，ホットストリ ップミノレでは圧延終了後の約

.S50°Cの製品（被圧延材）を巻取可能な温度 6Q0°C まで，分塊圧延では手

入れ可能な温度 100°c近 くまで冷却することにあるc 水冷せずに，空中放

冷（熱幅射）に頼っても，圧延終了後の製品は所定の温度まで下がる。現在

のホ ットス トリ ップ ミルにはこの製品冷却水がほとんど採用されているが，

以前は空中放冷に頼っていた。また，分塊圧延の方も製品冷却水を用いてい

る工場は今のところ，まだ少数である。それゆえ，製品冷却水は必ずしも不

可欠のものとはいえない。しかし空中放冷に頼ると， かなりの場所と時聞

が必要であり ，現在は合理化とスピー ド・アップの時代であるから，これら

の冷却設備が設置されていく のを，ある程度認めざるをえないのかもしれな

い。製品冷却水の冷却負荷はローノレ冷却水と同じ考え方によ って求められ

る。ホットストリ ップミ ルについていえば，〔850°Cの被庄延材の顕熱－600

"Cの被圧延材の顕熱〕で表わされる。

このように，圧延工程のロ ール冷却水と製品冷却水の冷却負荷は，生産工
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程上の発生熱量から一方的に決められる。すなわち，加熱炉等で被圧延材に

与えられた熱量のうちの一部がロ ールおよび製品冷却水の冷却負荷に転化さ

れるのであって，冷却負荷減少の可能性は非常に少なし、。

以上，間接冷却水およひ直接冷却水について水節約の限界を考察した。冷

却塔と蒸発冷却による水節約の限界は冷却負荷によ って与えられ，その冷却

負荷は生産工程上の熱収支の商から決定される。したがって，鉄鋼工場に持

ける熱収支を描いて．熱発生量のうち，冷却水が担う部分がどれくらいかを

把握すれば，冷却水節約の限界を知ることができるe それを次の 2-3で検討

することにしよう。その検討によって，現在の冷却水使用量が最小必要水量

にほど遠い，過大な水量であることが分るであろう。もちろん，その最小必

要水量は冷却塔および蒸発冷却に頼った場合で、あって，空冷式熱交換器を用

いれば，水必要量はさらに激減する。しかしこのような水節約技術の選択

は経済性や水節約程度の面だけからでなく，水節約技術が周囲環境に与える

影響を考察した上で、決められなければならなし、。現在，魚類の生活環境に影

響を及ぼす水域の熱汚染が重大視されているが，熱汚染は水域に限られる問

題ではなし、。冷却塔等の冷却水節約技術とはもともと，以前は水域に捨てて

いた熱を大気中に放出することに他ならない。それゆえ，大気中に捨てられ

た熱が周閤環境や局地気象に影響を与えることは十分に予想されることであ

る。そこで，この熱汚染と冷却水の問題を 2-4で考察することにしよう。

（東京大学大学院）
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