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エア･ウォーター会社概要

商 号 エア・ウォーター株式会社

設 立 1929年（昭和4年）9月

代 表 者 代表取締役会⾧ CEO・最高経営責任者 豊田喜久夫

本 社 所 在 地 〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目12番8号 エア・ウォータービル

資 本 金 55,855百万円

売 上 収 益 連結 8,887億円 単体 1,418億円（2022年3月期）

グループ会社数 273社／うち連結子会社167社

従 業 員 数 連結19,299名 単体666名

上 場 市 場 東証一部、札証
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産業ガスの供給を原点に事業を広げ、ものづくりの現場で活躍する産業ガスやケミカル、人々の生命を支え
る医療、くらしにかかわるエネルギーや農業・食品、さらには物流、海水、エアゾールなど、多彩な製品や
サービスをお届けしています。

売上収益
8,887億円
IFRS FY2021

産業ガス

22%
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農業・食品
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その他

17%

ケミカル
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単位：億円

ものづくりに欠かせない酸素、窒素、アルゴン
といった様々な産業ガスを安定供給

機能化学品分野を中心に、世の中に欠か
せない高付加価値なケミカル材料を生産

高度医療から、くらしにかかわる医療
まで、多彩なソリューションサービス
を展開

LPガス・灯油・LNG等の供給を通じて、地域のくらし
と産業を支える総合エネルギーサービスを展開

野菜生産から食品・飲料の製造・販売、
全国市場への流通・小売を手掛け、安
心で安全な食をお届け

高圧ガス輸送で培った低温輸送技
術と独自のノウハウを生かして、
多彩な物流サービスを展開

高品質の塩やマグネシアを中心に、
海水資源を有効活用した製品を販売

エアゾール製品やOリング、再生木質建材「エコロッカ」
など、オンリーワン技術で特長ある製品群。電力事業や海
外エンジニアリングも強化

エア・ウォーターの事業ポートフォリオ
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エア・ウォーターの事業領域
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地域密着のソリューションサービスを、全国ネットワークで展開

エア・ウォーターグループは、独自の経営戦略である「地域事業構想」をもとに、1995年から地域に密着した事業展開を行ってきました。

今後さらに、収益力向上と持続的成長を牽引する基盤とするため、2020年10月1日より、それまでの地域事業会社8社を

「エア・ウォーター北海道」「エア・ウォーター東日本」「エア・ウォーター西日本」の3社に統合し、

組織体制を強化しました。

新生地域事業会社3社は、地域が抱える様々な課題を、エア・ウォーターグループのあらゆる経営資源を投入することにより解決し、

地域から必要とされ、望まれる会社を目指します。

エア･ウォーターの販売体制

エア・ウォーター・ハイドロ㈱
エア・ウォーター炭酸㈱
エア・ウォーターゾル㈱
エア・ウォーター物流㈱
エア・ウォーター防災㈱
エア・ウォーター・マッハ㈱
大宝産業㈱
日本海水㈱
春雪さぶーる㈱・相模ハム㈱
タテホ化学工業㈱

■独立事業会社
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カーボンニュートラルに向けた取り組み

バイオガス

水素(アンモニア)エネルギーCO2回収・再資源化(CCU)

地産地消・地域密着

酪農由来未利用バイオガスを回収・精製
CO2フリーの液化バイオメタンを供給
LNGの代替・脱炭素化を目指す

木質バイオマス発電（赤穗、防府、安曇野、苅田）
木質バイオマスによる再エネ電力事業を推進中。
上記の4発電所が全面稼働すれば、グループ全体の電力消費
量の約8割に匹敵する電力量を発電可能

CO2回収装置(低濃度CO2回収)
燃焼排ガス(CO2濃度約10％)からの
経済的なCO2分離回収の実現を目指し
効率改善に向けた研究開発を進行中

グループ内の飲料メーカーが排出する
コーヒー・茶飲料製造後残渣などを原料に
メタン発酵で、バイオガスと液肥を製造

次世代型水素発生装置「VHR」
2019年8月より商用運転中
天然ガス原単位の最小化を追求
排ガスからのCO2回収も検討

しかおい水素ファーム(2017年1月稼働)
家畜糞尿由来バイオガスから水素を精製
定置型燃料電池やFCV・フォークリフトへ供給

CO2改質型 高純度CO発生装置
CO2とメタンからCOと水素に変換
2019年に初号機を納入完了

高効率小型液化酸素・窒素製造装置「VSU」
VSUを日本全国に分散立地することにより
輸送距離短縮・燃料消費削減を実現

アンモニア燃焼装置の研究開発
難燃性のアンモニアを安定燃焼
させる機構の研究開発を進行中

液化水素タンク・トレーラー
極低温(‐253℃)を保持することで
気化を抑制する、高度な技術力

家畜糞尿由来バイオメタンから
メタノールとギ酸を製造する
光化学プラントの研究開発に参画

エア・ウォーターグループは、1929年の創業以来、酸素や窒素をはじめ、各種ガスの供給に加え、関連ソリューション
の提供を手掛けてまいりました。当社グループにとって、「2050年カーボンニュートラル実現」は大きな挑戦であると
同時に、社会に向けより一層の価値を提供できる好機でもあると認識しており、カーボンニュートラル実現に向けたソ
リューションの提供に努めてまいります
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エネトラップ®が実現する

徹底エネルギー管理のご提案

株式会社エコファースト
２０１９年４月

特許第５６９４６１９号
PCT/JP2014/70163出願中

エネトラップETSは(公財)東京都中小企業振興公社
ニューマーケット開拓支援事業の支援対象製品(技術)です。
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スチームトラップとは
 スチーム（蒸気）は熱源として多くの工場で加熱工程で使用される。
 スチームは熱源としての役目を終えると凝縮水（ドレン）となる。
 凝縮水が配管内に溜まると熱効率低下や機器の故障につながるため、
系外へ効率よく排出する必要がある。

凝縮水を自動的に系外へ凝縮水を排出する装置（自動弁）が
スチームトラップ

【求められる機能】
・凝縮水を系外へ排出する。
・スチームを漏らさない。
・壊れない。

8
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スチームトラップの種類

9

ディスク式

バイメタル式 バケット式

フロート式

可動部あり（間欠作動） 可動部なし（連続排出）

オリフィス式

ノズル式（エネトラップ）
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ディスク型

バイメタル型

フロート型

バケット型

●作動原理
一定量のドレンが溜まると弁が作動。
一次的な開放状態となり、
蒸気圧力で凝縮水を一気に
押出すことで排出し、弁が閉じる。
間欠的に作動を繰り返す。

可動式（従来型）のスチームトラップ
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可動式スチームトラップの⾧所・問題点

長所

比較的安価

設定レンジの範囲内で、凝縮水の増減・圧力変動に追従可能

問題点

弁が作動し、一時的に開放状態となり、ドレンと一緒にスチームまで排出してしまう。

構造上スチームハンマー発生防止の為、凝縮水を残さず排出する。必ずスチーム漏れが発生する。

配管内のサビや異物の噛みこみにより、漏洩発生の懸念

耐久性悪い。作動部の機器消耗や経年劣化により２～４年程度で故障、性能劣化。交換必要。

11
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≪作動原理≫

配管の要所に狭隘部（オリフィス）を構成し、また広い空間
に流体が出るときに圧力が下がることを利用したトラップ。

オリフィス式トラップの概念図

オリフィス式（可動部なし）スチームトラップ

長所

比較的安価

可動部が無い為、可動式トラップの問題点を解消

問題点

凝縮の増減・圧力変動に追従不可能

初期性能が維持できない。腐食等により、孔が広がりスチーム漏洩発生

一次側にドレンを溜めないよう安全率をみて選定しているため、ロスが発生している。

オリフィスに異物のつまりの可能性



www.enetrap.jp

13

≪作動原理≫
●1次側からスチーム・ドレンが流入。

●ストレーナーで配管内の鉄錆などの異物が濾過され、ドレン・スチームがノズルに向かう。

●ノズル（円管）を優先して通過するのは一見蒸気と思いますが、動粘度が大きく作用し、

実はドレンです。液体であるドレン水の方が７０倍も通りやすいのです。

●さらに上方のドレン溜まりがフタの役割となり、スチームを逃がしません。

エネトラップ®の基本構造

1次側
（ドレン・スチーム）

ドレン溜まり⇒フタの役割で蒸気を逃がさない

ノズル⇒ドレン量に合わせ最適なノズルを選定エネトラップ外観

2次側
（ドレン）
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エネトラップ原理について

14

水

蒸 気

流体（水、気体）は、元々粘性を有しており、その粘性を有した流体が円管の
中を通過する時に大きく作用するのが動粘度といわれるもので、水も気体も
温度に左右されます。
上記の図のように、100℃の飽和蒸気では、21.7×10-6、水は0.297×10-6で、
飽和蒸気の方が水の約70倍も動粘度が大きく、言い換えれば蒸気のほうが
水に比べ、約70倍も円管を通りにくくなることを表しています。
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エネトラップの⾧所

長所

スチームロスを極限まで低減

全16種の異径ノズルにて幅広いドレン流量に対応

高耐久性。可動部が無い為、故障が少ない 5年保証

縦配管にも設置可能

ストレーナー内蔵。サビや異物の噛みこみによる漏洩を防止

条件の変更によるドレン量の変更でも、ノズルの交換だけで対応可能（作
業時間約5分）

15
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②省エネ・環境保全
・環境ISO報告書のテーマの柱として

・消耗品のスチームトラップから省エネ機器としてのトラップへ

エネトラップ®の特⾧
①スチームロス大幅低減による燃料費削減・CO2削減

・従来方式と違い、開放状態とならないため、スチームロス大幅低減可能。

スチームロス削減により、ボイラー燃料費・CO２を削減可能です。

③高耐久性 （本体5年保証付）
・可動部なし

・オールSUS製 耐久性10年以上

・本体5年保証のエネトラップにすることでトラップ購入にかかるTOTALコスト削減

・耐久性向上によるトラップ交換無し、安定操業⇒交換人件費削減

・スチームハンマー減少、凍結破壊回避

④メンテナンスコスト削減
・管理工数ダウン 可動部の損傷、破壊が無い為、トラップ交換コストダウン

・安定ドレン排出でスチームハンマーによる配管損傷削減

・運転蒸気量の削減で水使用量、電気使用量、軟水器薬剤など周辺コスト削減、ボイラー寿命延⾧
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試験キット:ねじ込み配管に接続

試験キット:フランジ配管に接続

既設トラップとエネトラップを実際の蒸気配管系を使って、
蒸気漏えい状態を比較する試験(比較試験)を実施します。

漏えい蒸気量の大きさと実際の現場での漏えい蒸気削減
効果の数値化(削減金額算出)によって、蒸気に関わる
省エネ戦略を考えます。

既設トラップ移動
（新品）

既設トラップ位置

▶漏えい蒸気を容器の水で回収し、回収ドレンと合わせて、
トラップ間の [差] を計算します。

差

既設トラップとの比較試験デモ
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従来トラップとエネトラップ®比較試験の実際

対象機器:加熱水槽
対象工場 : アルミ加工

今回は比較対象トラップとエネトラップで、
(ドレインと漏えい生蒸気の評価)約40％
の蒸気ロス削減量となりました。

さらに工場ごとの蒸気単価、燃料使用量
を元に年間の燃料費削減効果、CO２
削減効果を計算します。

約４０%のスチームロス削減量と計算されました(例)

単位
他社製 エネトラップ®

＊＊＊＊２５A ノズル No.５
２５A

計量時間 分 10 10

１次側蒸気圧力 kg/㎠ 1.12 1.12

当初の水温 ℃ 10.3 24.2

ドレイン流入後の水温 ℃ 82.0 55.3

トラップ一次側温度 ℃ 122.7 119.7

当初の重量 kg 2.21 2.25

流入後の重量 kg 7.65 5.56

ドレインの重量 kg 5.44 3.31

削減率 ％
5.44 － 3.31

×100＝ 39.2(%)
5.44
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エネトラップの漏洩蒸気削減効果とノズル調整許容範囲

19

比較試験結果からあらためて考えます

ド
レ
ン
量

+

生
蒸
気

可動部を持つトラップ

エネトラップは長期間ドレン安定排出

(㎏/h）

経過時間 （ｈ）

新品との比較試験時

漏
洩
蒸
気
削
減
分

比較試験による削減効果計算分

エネトラップノズル調整許容範囲

部品損傷・動作不良に
よる蒸気漏れ量増大

お客様故障認識

：新品試験時の削減分

： 可動部を持ったトラップのドレン（蒸気）排出曲線

： エネトラップのドレン（蒸気）排出曲線

⇒最終 吹きっぱなし
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◆東京都中小企業振興公社の支援製品
東京都中小企業振興公社ニューマーケット
開拓支援事業の支援対象製品(技術)です。

◆新発想の特許製品
・特許第5694619
・PCT/JP2014/70163(出願中)
・周辺特許取得

標準タイプ
15A～25A

フランジタイプ
15A～25A
フランジ溶接加工
(オプション)

大口径タイプ
32A～100A
(受注生産)

エネトラップ®製品群
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エネトラップ®の導入事例と効果
先行導入企業例 １次導入 導入計画等

1 ﾌｨﾙﾑ製造
KM㈱日野工場・他工場 115 建屋周辺の管末トラップで効果測定、管理上の問題点がないか1年間検証を実施。通

常の点検業務に負荷を掛けないよう感熱テープ装備で遠隔監視を可能に。

2 製鉄
㈱K製鋼 90 環境ISOの目玉として導入決定、目に見える効果にユーティリティー部門がさらに発注、

年度が変わって、全工場が集まる会議で環境対策として発表済み。

3 麺・つゆ製造
㈱M工場 35

製麺機のトラップには当初から問題無し（３０％漏えい蒸気削減を確認）、一日中
繰り返される麺つゆ作りの変動を吸収できるかボイラー技術社が効果測定を行いボイラー
の高燃焼が5～20％減ることを確認した。

4 タイヤ製造
B九州工場 65 タイヤ製造の心臓部８加硫機で初期ドレンの排出も含めて問題ないか検証、ドレン回

収ラインのある工場でも10％の蒸気削減を確認した。

5 乳業
㈱M九州工場 85 節電の次のテーマとして「節蒸気」を検証、環境報告会では2工場からエネトラップ導入

効果の発表があり、全国に拡大中。

6 飲料
K㈱新松田工場 12 ご担当者の環境意識が高く、丁寧にデータ取りを行いながら導入を進める。導入分は半

年で回収し、燃料費の１０％削減。

7 食品
I㈱竜ケ崎工場 34

連続加熱湯槽での漏えい蒸気削減を狙ってスタートしたが、毎日の湯槽立ち上げ時間
にも着目、ほぼ同時間の立ち上げで、燃料費２０％削減を実現、工場内トラップ全部
を交換することになった。

8 半導体
SS㈱熊本工場 24

クリーンルーム空調用の施設で、年間の寒暖差により、ドレン量が2倍異なるとして、年間
を通して検討を行った。エネトラップでは年間を通して同一ノズルでカバーできることが分か
り、1工場全部に設置。年間データでは蒸気量の変動は約3倍であった。

9 製紙
N㈱九州工場 3 オリフィス式トラップの導入が多くみられる製紙工場で、新型トラップの可能性検討として、

大型（６５A)から設置。効果確認後、順次工場全体に広げていく。

10 食品
WN東京工場 91 9割程度のトラップ交換でガス代を毎月９％削減中。多品種総菜製造での効果に全工

場での採用決定。

※一部抜粋
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エネトラップ® Q&A

フィルム工場 ＫＭ様 (導入事例 1 参照)
<配管が古くサビ・異物の多い水質が心配>

▶定期修繕工事終了後のバルブ開放や示温テープ
による管理法を確立

温度が下がると黒が赤に変色する
(温度の特定は40℃～70℃)

①サビによるノズル目詰まりの可能性を連続調査。
②ストレーナ下部に取り付けたボールバルブからストレーナネット蓄積物を

ウエスで受けた(上記写真)
③3ヶ月の蓄積でも想像以上に蓄積物量は少ない。鱗片状のサビは見当

たらなかった。ストレーナ上で大きなサビ片は破壊され、粉砕されたサビは
ノズルを通り、排出されたものと思われる

④温度が下がる(ノズルにサビなどが詰まる)とテープの色が変色するので、
変色が認められた場合は直ちにフラッシュ洗浄をする。

ウエス ストレーナーネットの蓄積物

Q１．ノズル式で目詰まりしないか?

※フラッシュし、ウエス
に堆積物を受けた画像
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エネトラップ® Q&A

半導体製造 ＳＳ様 (導入事例 8 参照)
<夏冬2倍のドレン差でノズル交換は必要なのか>

▶夏冬2倍のドレン差を想定してノズルを選定。年間の追
跡調査でもひとつのノズルで問題なく運転を続ける。
(実際の蒸気量計測では夏冬で3倍変化していた)

食品製造 ＷＮ様 (導入事例 10 参照)
<バッチ製造、工程替えによる変動に追随できるのか>

▶操業時間中はその日の生産計画に従い、次々と多種
類の食品 加工をこなす。同じ加工機を使っても、加
熱する対象（量）はまちまちのため、都度使用する蒸
気量も大きく変動する。

▶このような操業に起因する蒸気量（ドレン量）変動に
対しては、最大時のドレン量を計算するだけでなく安全
率を見込んだ巨大なスチームトラップを選定しがちだが、
操業に影響を与えない範囲でエネトラップノズルを選定
することで、大きな漏洩蒸気削減効果が生まれる

Q２．負荷変動に追随できるか? (季節変動、使用蒸気量変動）

●季節変動問題無し

●使用蒸気負荷変動問題なし
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エネトラップ® Q&A

製鉄所 ＫＳ様 (導入事例 2 参照)
<ノズル交換が手間ではないか>

▶40台のエネトラップ設置を計画、バイパス配管で既設ト
ラップとエネトラップを並べて配管する。

▶工事完了後、既設トラップの配管前後温度を測定し、
同様の温度になるようにエネトラップのノズルを交換してい
く。(1回の交換で3分ほど)

タイヤ製造 ＢＳ様 (導入事例 4 参照)
食品製造 Ｉ様 (導入事例 7 参照)
<初期ドレンが大量に出るので、その排出量が心配>

▶初期ドレン量が大きく、その排出を心配するあまり巨大
なスチームトラップを設置している工場は多い。

▶エネトラップノズルを適正に選択すれば、既設トラップの
蒸気漏れが大きいため、その削減効果は莫大

従来型トラップ:
立上時のドレン排出にあわせ、大型トラップ設置

エネトラップ:
安定時のドレン排出にあわせ、適正ノズル選択

Q３．ノズル選定がむずかしくないか?(手間ならびに熟練度合いについて）
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工場保守担当者様
・異常検知時モバイル端末へ通知
・リアルタイムで稼働状況チェック

エネトラップ監視センター
・稼動状態を把握・分析
・データ蓄積→ビッグデータ

トラップウォッチャー導入工場

エネトラップ

エネトラップ/
トラップウォッチャー装着

トラップウォッチャー
(IoT 温度センサー)

LPWA通信

クラウドシステム

異常検出

・蒸気漏れの発見
・目詰まりの発見

・ノズル交換/最適化

蒸気の流れ

・さらなる燃料代・エネルギー・CO2の削減
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エネトラップ® まとめ
▶優先順位を考えてのエネトラップ導入によりさらなる省エネの実現になります。

※蒸気漏洩やドレン量の多い場所から設置することにより、大きな蒸気削減率を得ることが可能です。

▶エネルギー削減効果を確認することで環境優先企業をアピールできます。
※燃料や水の節約による省エネルギー、CO2削減など環境保全企業のアピ-ルが可能となります。

▶耐久性省エネ機器であり、メンテナンスコストの大幅削減を実証しました。
※４年間の大手工場様との検討で担当者様の疑問点を解消、消耗品の位置づけから省エネ機器へ

既設トラップとの比較試験のおすすめ

現在ご使用中のスチームトラップは蒸気漏れを起こしているかもしれません。
比較試験キットの貸し出しや、出張試験もありますので、まずはご相談下さい。

株式会社エコファースト

〒160-0022
東京都新宿区新宿1-29-5グランドメゾン新宿東204

エア・ウォーター株式会社
デジタル＆インダストリーグループ
〒542‐0081
大阪市中央区南船場2丁目12番8号

<販売代理店><製造元>


