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環境調和型製品 

連続式炭化炉 木炭の電子顕微鏡写真

『⼈々の健康はまず家を健康にすることから』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：調湿⽊炭「炭⼋」 
技 術 名 ：「炭⼋」の使⽤による住居内の除湿、防臭、防⾳、    

省エネ 
技術や製品の概要 ：マテリアルリサイクル率の低い建築解体材を利⽤し、床

下や天井裏に敷設する調湿⽊炭。床下に敷設した場合、
床下湿度が低下し床下⽊材が乾燥するため建築物の⻑
寿命化を期待できる。天井裏に敷設した場合は、断熱効
果を発揮して冷暖房費の削減に寄与する。   

 
住所 ： 島根県出雲市下古志町 1819-121 
URL ： http://www.sumi8.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 ⽯⾶ 裕司 
担当者名：管理課⻑ 松岡 康⼆ 
電話 ： 0853-24-8808 
ＦＡＸ ： 0853-24-8878 
e-mail ： sumiken@m1.izumo.ne.jp 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

調湿⽊炭「炭⼋」 
島根⼤学産学共同研究センターとの産学共同研

究により調湿専⽤の⽊炭の開発に成功した。建築解
体⽊材由来のチップ状原料を⼤型の炭化炉により
約 800℃で 1 時間かけて製造している。⽊炭はポリ
プロピレン製の不織布に包まれており、袋のまま住
居の床下や天井裏に敷設する。スギ、マツ、ヒノキ
など針葉樹が主な原料であるため、広葉樹炭に⽐べ
て軽いのが特徴であり、敷設作業を容易に⾏うこと
ができる。⽊炭内部の空洞が⼤きく、形状がチップ
状であるために空気に接触する⾯積が⼤きく、湿気の調湿能⼒に優れている。 

床下には 1 坪あたり 12〜16 袋使⽤し、天井裏には 1 ㎡あたり 6 袋使⽤する。⽊炭の成分は 90％以上が炭素で
あり、腐⾷することが無いため⼀度敷けば半永久的に使⽤でき、メンテナンスも必要としない。 

優位性  

・⾼品質、低コスト 
・敷設現場での効果実証、産学官共同研究、特許取得 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

□平成 19 年度 中国ニュービジネス⼤賞優秀賞（⼀般社団法⼈中国地域ニュービジネス協議会） 
□平成19年度 ⽇本ニュービジネス⼤賞アントレプレナー部⾨優秀賞（⼀般社団法⼈⽇本ニュービジネス協議会） 
□平成 21 年度 元気なモノづくり中⼩企業 300 社（経済産業省中⼩企業庁） 
□平成 27 年度 The Wonder 500TM に炭⼋タンス⽤が選定（経済産業省） 



天井裏への敷設例

天井裏に「炭八」を敷設した場合の調湿イメージ

技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

国内全域の⼾建住宅、集合住宅、学校、保育園、公共施設 
 

導⼊実績  

・床下調湿⽊炭：累計 160 万袋 
・天井調湿⽊炭：累計 50 万袋（平成 27 年 12 ⽉現在） 
 

⾼度化  

・住居内の湿度を低減する効果を全国で初実証。 
・住居内の VOC の吸着、カビやダニなどのアレルゲン発⽣を 

抑制。 
 

環境への貢献  

・⽊炭の調湿作⽤と断熱効果により住居内の冷暖房費の⼤きな 
節減につながる。 

・不要⽊材をリサイクルし⽊炭にすることで⽊材のリサイクル率 
向上、CO2 排出の削減に⼤きく貢献する。 

 
 

今後の課題  

島根⼤学医学部との産学共同研究により調湿⽊炭の
敷設がアトピー性⽪膚炎や⼩児気管⽀ぜん息を緩和す
る可能性が⽰された。 

今後も更に研究を進め、薬事法上「病気に効果があ
る」ことの⽴証を⽬指している。 

 

知的財産権等取得状況  

特許取得  
・平成 18 年 2 ⽉ 床下調湿材 特許第 3768498 号 
・平成 22 年 7 ⽉ 防⾳調湿天井構造  

特許第 4550609 号 
 

企業概要  

創 業 年：平成 13 年 4 ⽉ 1 ⽇ 
資 本 ⾦：9,800 万円 
従業員数：7 名 
事業内容：調湿⽊炭「炭⼋」の製造・販売 
 
 
 
 

企業の環境への想い  

私たちはエアコンによる冷暖房
運転を前提とした⾼気密・⾼断熱住
宅ではなく、⽊炭と⾃然エネルギー
（⾃然換気）を利⽤した健康住宅の
提案をしています。⼈と機械が作り
出す⼈⼯気象に頼らない、⾃然の暮
らしを始めませんか。 
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排⽔処理 

『⾃然と⼈間の調和』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：多段⼟壌層法による⽔質浄化システム 
技  術  名 ：多段⼟壌層法（MSL） 
技術や製品の概要 ：多段⼟壌層法とは、⼟壌を利⽤した⽣活排⽔、環境⽔等

の浄化技術です。⼟壌の持つ浄化能⼒を最⼤限に利⽤し、
⽣物処理と物理化学処理を組み合わせた画期的な処理
⽅法で、窒素・リンを含めた⾼度処理が可能です。 

 

 
住所 ： 島根県松江市春⽇町 636 
URL ： http://www.kanatsu.co.jp 
代表者 ： 代表取締役 ⾦津 任紀 
担当者名： 取締役環境事業部⻑ ⾓ 勉 
電話 ： 0852-25-5555 
ＦＡＸ ： 0852-27-1207 
e-mail ： t-sumi@kanatsu.co.jp

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

多段⼟壌層法 
透⽔性⼟壌(通⽔層)と改良⼟壌(⼟壌層)をブロック状

に交互配置し、かつこれを多段に積層する構造を持つ。
汚⽔は、この多段⼟壌を通過する過程で物理化学的吸着
及び⼟壌微⽣物の作⽤を段階的に受けて、極めて良好な
⽔質に浄化される。 

本浄化技術は、従来の機械構造主体の装置とは異なり、
⼟壌微⽣物による⾃然⽣態系を活⽤した⾼度処理であ
り、薬品を使⽤せず、電気料⾦等ランニングコストを最
⼩限に抑え、以下の特⻑を有する。 

・浄化能⼒が⾼い。 
・窒素・リンの⾼い除去が可能。 
・負荷変動に強い。 
・維持管理費が安く、容易。 
・処理⽔・⼟壌の再利⽤が可能。 
・装置上部が有効利⽤できる。 

優位性  
⽔質条件に応じて、BOD、窒素、リンの除去が可能。

河川などの⼤⽔量であれば BOD のみに絞った対応を、
浄化槽後の⾼度処理であれば窒素やリンにも対応する
等、⽤途に応じた使⽤⽅法をとることができる。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

□ 平成２７年 県⺠いきいき活動奨励賞受賞    
□ ISO9001/14001 認証取得 
 

 

 
 

 

 
 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野                 

・公園等の負荷変動の⼤きい浄化施設 
・窒素、リンの⾼度処理施設 
・汚濁河川、湖沼の浄化施設 など 

導⼊実績  

・下⽔施設の⾼度処理･･･伯太町⼨次地区簡易排⽔他 5 件 
・浄化槽⾼度処理･･･三瓶フィールドミュージアム他 24 件 
・河川浄化の⾼度処理･･･熊添川浄化施設他 2 件 
・中⽔利⽤施設の⾼度処理･･･地蔵崎園地公衆トイレ他 1 件 

⾼度化  

⼟壌の浄化能⼒と通⽔性、この⼆つ
要素をバランス良く構成した⾼速型シ
ステムを確⽴しています。 

環境への貢献  

環境の世紀と⾔われる 21 世紀にふさわしい省エネで地球環境と共⽣可能なエコテクノロジーを活⽤した⽔環
境への取組みにより、地球の環境を守る。 

 

今後の課題  

脱窒、脱リン能⼒をより備えた処理システムの⾼速
化を⽬指す。 
 

知的財産権等取得状況  

・汚⽔浄化装置【特許番号 2034626 号】 
・汚⽔の浄化⽅法及び装置【特許番号 2126225 号】 
・汚⽔の浄化⽅法及び装置【特許番号 2835394 号】 

企業概要  

創 業 年：昭和１３年６⽉ 
資 本 ⾦：１億円 
従業員数：215 名 
事業内容：・建設⼯事の企画、設計、監理、請負及び 

コンサルティング業務 
・環境調査及び環境アセスメント業務 
・汚⽔処理場等の運転維持管理の受託業務

並びに技術指導業務 
・環境改善技術の開発並びに環境改善機器

の販売、賃貸、保守管理業務 
・産業廃棄物収集運搬業務並びに産業廃棄

物処分業務 

企業の環境への想い  

⾃然と⼈間（技術）の調和、故郷に美しい⽔と緑を
提供など、あらゆる地域の環境づくりに貢献していく
こと、それがカナツ技建⼯業の希望（ねがい）です。 
 

  
   

 
      万葉公園休憩所          熊添川浄化施設 

 
        マリンパーク多古鼻              伯太町簡易排水 
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廃棄物処理・リサイクル 

『⾮常にシンプルな酸化チタン繊維製造法』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：繊維状酸化チタン 
技 術 名 ：⾼光触媒活性を持つナノ粒⼦酸化チタン繊維 
技術や製品の概要 ：現在、シリカ粒⼦へのコーティングや薄膜などの形態を持

つ TiO2 材料が開発されている。しかし、これらの形態では、
粒⼦を付着させるための特殊な無機バインダーが必要で
あったり、バインダーに埋もれる、または⾯であるため表
⾯積が⼩さく能⼒が発揮できないなど、実⽤上様々な問題
があり、幅広い応⽤が困難なことが多い。本技術では、繊
維という利⽤しやすく、⽤途の広い、チタニア単体でしか
もナノ粒⼦からなる⾼光触媒活性をもつ繊維を開発した。 

 
住所 ： 島根県出雲市多伎町久村 213-8 
URL ： http://sankenp.co.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 ⼩村 洋司 
担当者名：開発部課⻑ 加藤 昇  
電話 ： 0853-86-3861  
ＦＡＸ ： 0853-86-3862 
e-mail ： nkatoh@sanin-kk.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

⼆酸化チタン（TiO2、チタニア）は、 
太陽光のような⾃然エネルギーや家庭照明
のような安価なエネルギーを利⽤して、⼤
気中のダイオキシン類や窒素酸化物（NOX）
あるいは新建材から発⽣する有機化合物な
どの環境汚染物質を処理する光触媒として
注⽬されている。 

優位性  

・光触媒材料として使⽤されている TiO2 は、
通常、粉末および⽔分散体をベースにしたものが多く、繊維状にした材料はこれまでにない。TiO2 で合成される
繊維は、表⾯積が⼤きく、光透過性がよく、触媒機能に優れており、また種々の加⼯品に適⽤しやすいといった
利点がある。 

・これまで、TiO2 光触媒についての⽤途開発は数多く存在し、環境浄化、抗菌、防カビ、防藻、脱臭等多岐にわた
るが、当初注⽬されていたほどの伸びを⽰していない。 

・しかしながら、本技術により製造された酸化チタン光触媒繊維は、従来適⽤困難であった排⽔処理や排ガス処理
をはじめとする様々な⽤途においても適⽤、応⽤が可能である。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 18 年度 独創的シーズ展開事業 独創モデル化 （科学技術振興機構） 
  

 
＜製造した繊維の光学顕微鏡写真＞   ＜電子顕微鏡写真＞ 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

・⼤気中の有毒物質の分解除去、室内空気の汚染除去や 
脱臭、⽔質汚染の処理、抗菌効果、超親⽔性効果 

導⼊実績  

・現在開発途中であるため実績はないが、⽔質浄化や排⽔ 
処理、排ガス処理装置、空気清浄器等に組み込むフィル
ターなどが考えられる。 

⾼度化  

・表⾯積が⾮常に⼤きいため、すばやく汚染物質などを 
吸着し効率的な分解を⾏う。 

・従来効率の悪かった空気や⽔など流体への適⽤が可能。 

環境への貢献  

・⾃然エネルギー（太陽光）の利⽤。 
・汚染物質や有害物質の分解除去による環境浄化。 

今後の課題  

 今のところ可視光応答性はなく、室内光などでは⼗
分な活性を持たない。可視光応答性を持たせる⽅法は
いくつか知られており、それらを適⽤する必要がある。 
 また、まだ脆さが⽬⽴ち、さらに柔軟性を持たせる
と、寿命や⽤途に広がりが出ると思われる。 
 

知的財産権等取得状況  

特許第 5101321 ⼆酸化チタン繊維の製造⽅法及び装置 

企業概要  

創 業 年：平成９年 3 ⽉ 21 ⽇ 
資 本 ⾦：1,500 万円 
従業員数：18 名 
事業内容：・リサイクル業 

・アスファルト合材製造業 
・研究・開発事業 

 

 

企業の環境への想い  

時代は今、⼤きく変わろうとして
います。経済優先の時代から環境優
先の時代への移⾏です。今まで⾃分
たちが環境技術に取り組んできた
ことが、やっと⽣かせる時代になっ
たことを⼤いに歓迎しています。 

 

＜繊維状に成形した酸化チタン外観＞ 
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廃棄物処理・リサイクル 

『規格外⽡のリサイクル！エコ商品セラミックサンド』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：セラミックサンド 
技 術 名 ：⽯州⽡の⽣産⼯程から排出される JIS 規格から外れた⽡（規

格外⽡）の⽤途に合わせた粉砕・ふるい分けによる 
リサイクル 

技術や製品の概要 ：⼀般的には産業廃棄物として安定型処分場へ埋⽴処分され
るものが、有効にリサイクルされる。 
セラミックサンドの粒径は、1 ㎜以下、1〜5 ㎜、 
5〜13 ㎜、13〜20 ㎜、20〜30 ㎜の 5 種類。 

 
住所 ： 島根県江津市⼆宮町神主 1820 
  -5 
URL ： http://www.kawara.co.jp 
代表者 ： 代表取締役 佐々⽊ 賢⼀ 
担当者名：常務取締役 今﨑 真⼀郎 
電話 ： 0855-53-0811 
ＦＡＸ ： 0855-53-3623 
e-mail ： maruso@kawara.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

⽯州⽡の特徴の⼀つに、1,200 度以上の
⾼温焼成が上げられる。この⾼温焼成によ
り耐凍害性や耐塩害性に優れた品質を維
持できているが、それ故不良率が⾼く、排
出される規格外⽡は年間 5,000 トンにの
ぼる。この規格外⽡を産業廃棄物として処
分せず、専⽤のプラントで破砕し、⽤途に
応じた粒径にふるい分けることで付加価
値のある商品としてリサイクルしている。 
 

優位性  

・多孔質で保⽔性が⾼い。 
・透⽔性が⾼く、⽔たまりが出来にくい。 
・無機質であり、雑草が⽣えにくい。 
・⽡素地の⾃然な⾊合いが景観になじみやすい。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 25 年度 しまねグリーン製品認定 
� 平成 25 年度 しまねハツ建設ブランド登録 
� 平成 27 年度 ３R 推進協議会会⻑賞（広島⼤学、浜⽥地区⽣コンクリート協同組合、⽯州⽡⼯業組合が連名で

受賞。丸惣は⽯州⽡⼯業組合員として関与。） 
 



技術・製品の利⽤実績［利⽤分野、⾼度化利⽤、環境への貢献］  

利⽤分野  

・駐⾞場や庭の敷き砂 
・園芸⽤⼟壌 
・⼟壌改良材（野球のグランドの下層路盤材） 
・舗装⼯事の路盤材 
・コンクリート⾻材 
・シャモット（⽡原料） 

導⼊実績  

・島根県営住宅や分譲住宅の外構⼯事 
・メガソーラー施設の路盤⼯事 
・ボックスカルバート（⼭陰道浜⽥・三隅道路）の 

コンクリート⾻材 

⾼度化  

・特になし 
 
 

環境への貢献  

・安定型処分場において産業廃棄物として処分する場合に⽐べ、環境負荷の低減が図れる。 
・路盤材として施⼯後は、優れた保⽔性により打⽔効果が得られる。 

今後の課題  

1㎜以下の微粉を更にふるい分け、粒度を管理して付加

価値を持たせることを検討している。 

知的財産権等取得状況  

特になし 
 
 
 

企業概要  

創 業 年：昭和 17 年 4 ⽉ 
資 本 ⾦：1,000 万円 
従業員数：140 名 
事業内容：⽯州⽡製造 
 

 

企業の環境への想い  

資源の節約と廃棄物の発⽣抑制
及び再資源化を⽬標に継続的改善
を推進する。 

メガソーラーへの施⼯例 


