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リボイラー（左）、蒸留塔（右）

蒸留塔に「温水ヒートポンプ」を適用
“異次元の省エネ” を実現
名糖産業株式会社 八王子工場では、医薬品、化粧品など

に用いられる多糖類「デキストラン」製造におけるメタノー

ルの蒸留工程（蒸留塔）に「温水ヒートポンプ」を適用させ
た「省エネルギー型メタノール蒸留システム」を導入。異次
元の省エネならびに安全性の向上を実現した。

八王子工場で製造されている化成品

▶平成29年度 省エネ大賞（省エネ事例部門）
経済産業大臣賞（産業分野）を受賞

導入の決め手

エネルギー使用量の大幅な削減と、安全性の向上

生産プロセスの中でエネルギー使用量が最も大きいメタノール蒸留工程において、蒸
留塔の老朽化による更新と合わせて熱源システムの省エネ化を検討。蒸留塔を減圧操

作し、沸点を下げることで「温水ヒートポンプ」の適用が可能となり、大幅な省エネの
実現に加えて、安全性が向上することが導入の決め手となった。

蒸留塔の廃熱を温水ヒートポンプで有効活用することによ

り、メタノール蒸留工程において60％削減できる見込み。
●一次エネルギー使用量 算出条件
◎電力・・・・・・9.97MJ/kWh（＊1）
◎都市ガス・・45.0MJ/Nm3（＊2）
＊1：エネルギーの使用の合理化等に関する法律
＊2：東京ガス㈱発熱量

CO2削減

従来システムと比較し、同工程におけるCO2排出量を60％
削減できる見込み。

●CO2排出量 算出条件
◎電力・・・・・・0.491kg-CO2/kWh（＊3）
◎都市ガス・・2.290kg-CO2/Nm3（＊4）
＊3：東京電力エナジーパートナー㈱2015年度実績値（調整後）
＊4：東京ガス㈱排出係数

ランニングコストの削減

従来システムと比較し、同工程におけるランニングコスト

を63％削減できる見込み。

気の設備外への流出を防ぐことで、安全性を高めた。

添用酵素などを製造する化成品事業
の 2 つを大きな柱とし、その技術力は

このうち化成品事業を担う八王子工
■一次エネルギー使用量

100%

従来システム

場は、1964年に操業を開始。多糖類

の「デキストラン」や酵素の「レンネッ

60％削減

ト」
「リパーゼ」等を製造している。デ

40%
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安全性の向上

蒸留塔内部の減圧操作により、引火性の高いメタノール蒸

心とした食品事業と医薬品原料や食

国内外で高い評価を得ている。

メリット

エネルギー使用量削減

名糖産業株式会社は、菓子製造を中
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導入システム

※グラフ数値は名糖産業㈱提供資料より
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なお、蒸留塔に供給されるメタノール排液

「今後は個々の老朽化した設備の更新だけ

水ヒートポンプの加熱だけでは濃度変更に
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●一次エネルギー使用量 算出条件
◎電力・・・・・・9.97MJ/kWh（＊1）
◎都市ガス・・45.0MJ/Nm3（＊2）
＊1：エネルギーの使用の合理化に関する法律
＊2：東京ガス㈱発熱量
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