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廃棄物処理・リサイクル 

 

『「環境に優しいコンセプト」の実現化を⽬指して⾐料品のライフサイクルを変えよう』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名：エコログ・リサイクリング・ネットワーク 
技 術 名：⾐料品等繊維製品回収循環型マテリアルリサイクルシステム 
技術や製品の概要 ：不要となった⾐料品等繊維製品や⽣産過程で⽣じる過剰資

材を回収し、独⾃のノウハウを⽤いてそれらのリサイクル
をはかる。⾐料品等をリサイクルしやすくするため、資材
サプライヤーから⼩売店まで 40 社を結ぶネットワークを形
成し、⾐料品の回収循環型マテリアルリサイクルの実現を
⽬指して運営している。

 
住所 ：広島県福⼭市草⼾町 3-12-5 
URL ：http://www.ecolog.co.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 和⽥ 顕男 
担当者名：取締役副社⻑ ⽥邉 和男  
電話 ： 084-924-8509 
ＦＡＸ ： 084-923-3594 
e-mail ： tanabe-kazuo@ecolog.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

・製品を化学的に分解するケミカルリサイクルと⽐較し、製品を 
中間素材まで戻し新たな製品にするマテリアルリサイクルは、 
ＬＣＡの観点から最も合理的である。その理由として、低コスト
かつ容易にリサイクル可能であることが挙げられる。 

・エコログ・リサイクリング・ネットワークには、商社、繊維メー 
カー、資材サプライヤー、アパレル企業など、⼤⼿企業から中⼩
企業まで 40 社が参画。リサイクルを軸に、各企業の得意分野を
⽣かした企業連携が⾏われている。 

・当社では、リサイクルの技術開発、リサイクル原料の開発、再製 
品化とその販路開拓を⾏っている。再製品化まで⾏うことによっ
て、Ｂto B だけでなく⼀般消費者向け企業との連携も⽣まれ、企
業間ネットワークの幅が広がる。 

・リサイクルする素材と製品はポリエステルに特化し、その技術⼒ 
を⾼めている。 

優位性  

・原油からポリエステルを⽣産するのに⽐べて、消費エネルギーは 
約 10 分の１、ＣＯ２排出は約 7 分の１ですむ。 

・⼤⼿繊維メーカーがケミカルリサイクルを⼿掛けているものの、繊維製品をポリエステルペレットにマテリアルリサイクル 
して再製品化を⾏う企業は他にない。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 15 年度 広島県が進める「びんごエコタウン構想」事業において、中核施設として位置付けられ、全国初
の繊維リサイクル施設を運営している。 

� 平成 25 年  資源循環技術・システム表彰 ⼀般社団法⼈産業環境管理協会会⻑賞受賞 



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  

ポリエスエルを 50％以上含有する⾐料品等繊維製品全般 （企業ユニフォーム中⼼） 

導⼊実績  

・地⽅⾃治体や国の機関、⼤学⽣協等のユニフォーム採⽤とリサイクルおよび再製品化 
・⼀般企業（コンビニエンスストア、電機メーカー、⾷品メーカー、電⼦部品メーカー、化学品メーカーなど）の 

ユニフォーム採⽤とリサイクルおよび再製品化 
・プロ野球球団のユニフォーム採⽤と、当該球団レプリカユニフォームへの再製品化 

⾼度化  

・混紡繊維に含まれる綿からバイオエタノールを製造する研究開発 
・再⽣ PET 樹脂を原料とした⼤型射出成形品の試作技術開発 

（医療廃棄物回収ボックスへの再製品化の取組み） 
・⾼視認性安全服のマテリアルリサイクルへの取組み 

環境への貢献  

・マテリアルリサイクルは、リサイクル時に消費するエネルギー量   
とＣＯ２の排出量が、他のリサイクル⽅法に⽐べ最も少ない。 

・ 廃棄物の排出抑制に貢献している。 
 

今後の課題  

・再製品化の商品開発⼒、および販路開拓が重要となる。 
・現状では、ポリエステル 100％またはポリエステルと綿かウールの 

混紡繊維しかリサイクルできない。これ以外の混紡でもリサイクルで
きる技術開発が必要。 

・⼤企業では環境に配慮した経営が浸透しつつあるが、中⼩企業では 
それにコストをかけられないのが現状である。国の援助や、消費者の
意識改⾰が必要となる。 

知的財産権等取得状況  

・⾐服のリサイクルシステムとそれ 
に⽤いる回収⾐服収納容器（取得） 

・エタノールの製造⽅法（取得） 
 
 

企業概要  

創 業 年：平成７年３⽉ 
資 本 ⾦：2 億 4,000 万円 
従業員数：５名 
事業内容：エコログ・リサイクリング・ネットワークの運営   

 

企業の環境への想い  

環境先進国ドイツで開発されたエコ
ログ・リサイクリング・システムを新た
に⽇本独⾃の技術開発を⾏い、エコロ
グ・リサイクリング・ネットワークを⽇
本及び世界に広め、環境先進国⽇本とな
るよう繊維製品のマテリアルリサイク
ルで貢献します。 

ＣＯ２排出量の比較 
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環境測定・分析・監視 

『あらゆる環境計量ニーズにお応えする総合環境コンサルタント』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：環境測定・分析業務、環境アセスメント、各種環境調査 
技 術 名 ：環境測定・分析（水質・大気・土壌）、水質監視・騒音振 

動監視システム、大気測定局、上層気象測定など 

技術や製品の概要 ：環境測量士や技術士といった環境測定の専門家である 
当社技術者と、公定法に沿った各種分析・測定用の機械、
装置を駆使して、お客様のニーズに対応した、より正確で、
的確な環境の状態の把握を実現する。また、土壌汚染調査、
水質監視や騒音監視システム、大気測定局設置や上層気象
測定など特殊な測定にも対応。 

 
住所 ： 広島県広島市西区己斐本町 

３-13-16 
URL ： http://www.nesupport.co.jp 
代表者 ： 代表取締役 長田 久史 
担当者名：総務課 落谷 秀伸 
電話 ： 082-272-9000 
ＦＡＸ ： 082-272-1230 
e-mail ： n-soumu@nesupport.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

環境測定にかかる多数の専門家の存在 水質、大気、騒音など、あ
らゆる環境の実態を的確に把握し、官民の様々な活動をサポート
する「環境のプロ人材」を多数擁する。現在、環境計量士 17名
（延数）、技術士 3名（延数）のほか、測量士、地質調査技士、
臭気判定士、公害防止管理者など、延べ約 30種類の資格保有者
を社内で有する。 

質の高い分析機器 当社は、環境測定に必要な高品質な機器を多数
保有している。例えば、大気測定車は 8台保有している。これ
だけの数の大気測定車を保有している会社は少なく、多地点同時
測定など多様な対応が可能。 

環境計量証明事業所 当社は、広島本社、大阪支社、東京支社、九州支社、名古屋支店の 5つの事業所で、環境計
量証明事業所として登録されている。多数の専門家が高品質な機器を駆使しながら、独自のノウハウにより、質
の高い計量証明書を発行することで、高い評価を得ている。 

優位性  

・品質、安全性、全国的なネットワーク（北日本を除く） 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 平成 11年 厚生労働省指定飲料水水質検査機関の指定を受ける 
 平成 11年 ISO14001の認証を取得、平成 16年 ISO9001の認証を取得 
 平成 15年 環境省指定土壌汚染調査機関の登録を受ける 
 平成 23年 東京技術研究室にて、ISO17025を取得 

 
検査風景 

－ 72 －



 

株式会社エヌ・イー サポート 環境・製品概要                   19 

環境測定・分析・監視 

『あらゆる環境計量ニーズにお応えする総合環境コンサルタント』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：環境測定・分析業務、環境アセスメント、各種環境調査 
技 術 名 ：環境測定・分析（水質・大気・土壌）、水質監視・騒音振 

動監視システム、大気測定局、上層気象測定など 

技術や製品の概要 ：環境測量士や技術士といった環境測定の専門家である 
当社技術者と、公定法に沿った各種分析・測定用の機械、
装置を駆使して、お客様のニーズに対応した、より正確で、
的確な環境の状態の把握を実現する。また、土壌汚染調査、
水質監視や騒音監視システム、大気測定局設置や上層気象
測定など特殊な測定にも対応。 

 
住所 ： 広島県広島市西区己斐本町 

３-13-16 
URL ： http://www.nesupport.co.jp 
代表者 ： 代表取締役 長田 久史 
担当者名：総務課 落谷 秀伸 
電話 ： 082-272-9000 
ＦＡＸ ： 082-272-1230 
e-mail ： n-soumu@nesupport.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

環境測定にかかる多数の専門家の存在 水質、大気、騒音など、あ
らゆる環境の実態を的確に把握し、官民の様々な活動をサポート
する「環境のプロ人材」を多数擁する。現在、環境計量士 17名
（延数）、技術士 3名（延数）のほか、測量士、地質調査技士、
臭気判定士、公害防止管理者など、延べ約 30種類の資格保有者
を社内で有する。 

質の高い分析機器 当社は、環境測定に必要な高品質な機器を多数
保有している。例えば、大気測定車は 8台保有している。これ
だけの数の大気測定車を保有している会社は少なく、多地点同時
測定など多様な対応が可能。 

環境計量証明事業所 当社は、広島本社、大阪支社、東京支社、九州支社、名古屋支店の 5つの事業所で、環境計
量証明事業所として登録されている。多数の専門家が高品質な機器を駆使しながら、独自のノウハウにより、質
の高い計量証明書を発行することで、高い評価を得ている。 

優位性  

・品質、安全性、全国的なネットワーク（北日本を除く） 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 平成 11年 厚生労働省指定飲料水水質検査機関の指定を受ける 
 平成 11年 ISO14001の認証を取得、平成 16年 ISO9001の認証を取得 
 平成 15年 環境省指定土壌汚染調査機関の登録を受ける 
 平成 23年 東京技術研究室にて、ISO17025を取得 

 
検査風景 

 

 

 

  

 

  

 

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  

北日本を除く国内全域の環境アセスメント・ニーズに対応 

導入実績  

過去３年間の官公庁主要受注先、及び件数（延べ） 
中国 541件、関東・東海 207件、近畿 167件、 
四国 110件、九州 248件 

高度化  

・全ての営業拠点をネットワークで結んだ高度な情報共有体制を
構築しているため、どの事業所からでも分析の状況、経過、結果等
の確認が可能。 
・水質、大気、土壌以外にもシックハウスや臭気測定なども対応。 
・分析・測定以外にも、海象・気象調査や動植生物など生態系の把握 
調査などの環境調査にも迅速に対応。 

・これまでに蓄積した様々なデータを活用することで、より高度な 
コンサルティング業務の展開が可能。 

環境への貢献  

各地で発生する人間活動や自然に由来する様々な環境汚染の現況
を素早く把握し、調査・測定依頼者へより正確に、よりスピーディに
調査結果を提供することで、環境汚染の防止に微力ながらも貢献している。 
 

今後の課題  

今後も環境問題については、より多様化、専門化が
進んでいくと思われる。そういった市場の需要に、タ
イムリーに対応すべく営業から受注ならびに調査等の
実施体制の充実、拡充を図っているところ。 

知的財産権等取得状況  

・環境計量士有資格者数 延べ 17名 
・技術士有資格者数   延べ 3名 
・土壌汚染技術管理者数 延べ 5名  
・公害防止管理者数   延べ 37名 ほか多数 

企業概要  
創 業 年：昭和 48年 8月 7日 
資 本 金：3,000万円 
従業員数：115名 
事業内容：水質・大気・土壌中の有害物質等の環境分析、ダイオキシン・放

射能・臭気・シックハウス等測定、環境アセスメント、動植物生
態調査、労働衛生環境の作業環境測定、飲料水の検査など 

 

 

企業の環境への想い  

私達は、水質・大気・土壌中の有
害物質等の環境分析業務、環境アセ
スメント業務など、「地球」と「人」
をとりまく環境の中で、「信頼でき
る技術とデータ」の提供をもって社
会貢献できるよう日々努力を重ね
ております。 

大気測定車 

ISO17025の認定証 

－ 73 －
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廃棄物処理・リサイクル 

『エフピコ方式の循環型リサイクル』トレー TO トレー、ボトル TO トレーの取り組み  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：エコトレー、エコ APET 
技 術 名 ：エフピコ方式のリサイクル「トレーtoトレー」 

「ボトル toトレー」 

技術や製品の概要 ：平成２年より使用済み食品トレーを回収し、トレーから 

トレーに再生する「エフピコ方式」のリサイクル事業を開
始した。現在では使用済み透明容器、廃ペットボトルから
トレーへのリサイクルにも着手している。 

 
住所 ： 広島県福山市曙町 1-13-15 
URL ： http://www.fpco.jp/ 
代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 守正 
担当者名：環境対策室 ジェネラルマネー 

  ジャー 冨樫 英治 
電話 ： 03-5325-7809 
ＦＡＸ ： 03-5325-7811 
e-mail ： Eiji.Togashi@fpco-net.co.jp 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

エコトレー 
平成２年より自社で製造・販売する食品トレーを、消費

者・小売店・包材問屋・エフピコの四者一体の協力体制で行
う「トレーtoトレー」のリサイクル事業を開始。回収され
た食品トレーを原料とする「エコトレー」はバージントレー
と比較して約 35％の CO2抑制効果（エコリーフ基準）が認
められており、地球温暖化防止と地上資源の有効活用に寄与
している。 

エコ APET 
平成２２年より回収透明容器及び廃 PETボトルを原料と

するエコ APETの販売を開始。リサイクルプラントでは PET
樹脂内に染み込んだ揮発留分を除去し食品グレードの原料
を製造しる。（FDA-NOL取得） 
このエコ APETもバージン容器と比較すると 33％の CO2

発生抑制効果（エコリーフ基準）が認められており、エコト
レーと同様に地球温暖化防止と地上資源の有効活用に寄与
している。 

優位性  

・エコトレー、エコ APET使用による CO2削減効果 
・水平展開のリサイクルによる廃棄物削減効果 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 平成 18年度 「第一回容器包装３R推進環境大臣賞」にて「製品部門最優秀賞」受賞 
 平成 22年度 「第一回エコマークアワード」にて金賞受賞 
 平成 23年度  エコファースト企業認定 
 平成 27年度  地球温暖化防止活動表彰(対策活動実践・普及部門)受賞 

エコトレー 

 

 
 

エコ APET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 74 －
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廃棄物処理・リサイクル 

『エフピコ方式の循環型リサイクル』トレー TO トレー、ボトル TO トレーの取り組み  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：エコトレー、エコ APET 
技 術 名 ：エフピコ方式のリサイクル「トレーtoトレー」 

「ボトル toトレー」 

技術や製品の概要 ：平成２年より使用済み食品トレーを回収し、トレーから 

トレーに再生する「エフピコ方式」のリサイクル事業を開
始した。現在では使用済み透明容器、廃ペットボトルから
トレーへのリサイクルにも着手している。 

 
住所 ： 広島県福山市曙町 1-13-15 
URL ： http://www.fpco.jp/ 
代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 守正 
担当者名：環境対策室 ジェネラルマネー 

  ジャー 冨樫 英治 
電話 ： 03-5325-7809 
ＦＡＸ ： 03-5325-7811 
e-mail ： Eiji.Togashi@fpco-net.co.jp 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

エコトレー 
平成２年より自社で製造・販売する食品トレーを、消費

者・小売店・包材問屋・エフピコの四者一体の協力体制で行
う「トレーtoトレー」のリサイクル事業を開始。回収され
た食品トレーを原料とする「エコトレー」はバージントレー
と比較して約 35％の CO2抑制効果（エコリーフ基準）が認
められており、地球温暖化防止と地上資源の有効活用に寄与
している。 

エコ APET 
平成２２年より回収透明容器及び廃 PETボトルを原料と

するエコ APETの販売を開始。リサイクルプラントでは PET
樹脂内に染み込んだ揮発留分を除去し食品グレードの原料
を製造しる。（FDA-NOL取得） 
このエコ APETもバージン容器と比較すると 33％の CO2

発生抑制効果（エコリーフ基準）が認められており、エコト
レーと同様に地球温暖化防止と地上資源の有効活用に寄与
している。 

優位性  

・エコトレー、エコ APET使用による CO2削減効果 
・水平展開のリサイクルによる廃棄物削減効果 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 平成 18年度 「第一回容器包装３R推進環境大臣賞」にて「製品部門最優秀賞」受賞 
 平成 22年度 「第一回エコマークアワード」にて金賞受賞 
 平成 23年度  エコファースト企業認定 
 平成 27年度  地球温暖化防止活動表彰(対策活動実践・普及部門)受賞 

エコトレー 

 

 
 

エコ APET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

食料品関連分野 

導入実績  

スーパーマーケット、食品製造業など 

高度化  

・PETボトルフレークを食品グレード品質にする為    
揮発留分除去装置導入（FDA-NOL取得） 

・透明容器の素材選別を行うため、赤外線素材識別 
機の導入 

環境への貢献  

・「エコトレー」「エコ APET」使用により 
約 10万ｔの CO2を排出抑制 

・地上資源の有効利用により累計で約 4億リットル 
の石油削減 

 
 
 

今後の課題  

・トレー、透明容器、PETボトル店頭回収量の増加 
・エコトレー、エコ APET製品の拡販 
・リサイクル工場見学者数の増加 

知的財産権等取得状況  

・平成 3年  エコトレーが業界初の「エコマーク」取得 
・平成 12年  エコトレーが第 20類で商標登録 
・平成 24年  エコ APETが「エコマーク」取得 
・平成 24年  エコ APETが第 20類で商標登録 

企業概要  
創 業 年：昭和 37年７月 
資 本 金：131億 5,062万円 
従業員数：757名（エフピコグループ：4,173名） 
事業内容：プラスチック製簡易食品容器製造業 
 

 

企業の環境への想い  

当社では地球環境の保全が最重
要課題である認識のもと、環境と調
和し持続発展が可能な社会の実現
する事を「環境理念」として事業活
動を推進しています。今後も更にリ
サイクルを進化させ環境負荷の低
減を目指して参ります。 

－ 75 －
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環境調和型製品 

『⾃然の⼒で環境浄化。ミラクルチタン光触媒コートシステム』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：ミラクルチタン光触媒コート 
技 術 名 ：光触媒酸化チタン⽔溶液を使⽤したコーティングシステム 
技術や製品の概要 ：化学的に安定で安全な⽔溶性酸化チタン溶液を専⽤噴霧器

で基材に塗布・乾燥させ、紫外線を利⽤して有機物分解や
セルフクリーニングを⾏う環境浄化システム

 
住所 ：広島県広島市中区⻄⽩島町

22-15 
URL ：http://www.miracletitan.jp 
代表者 ：代表取締役 ⼤野 徹 
担当者名：酸化チタン部⻑ 北⼭ ⼀郎 
電話 ： 082-221-9107 
ＦＡＸ ： 082-223-5600 
e-mail ：kitayama.i@ohno-group.co.jp 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

 
太陽などの紫外線の⼒で臭いや雑菌、⼤気汚染物質を分解 

紫外線により O2⁻（スーパーオキサイドアニオン）、
-OH（ヒドロキシラジカル）という活性酸素が発⽣し、
表⾯に付着した有機物やカビ・雑菌、⼤気汚染物質と呼
ばれる窒素酸化物を分解。 

 
⾬の⼒で汚れを流し落とす 
 ⽔と⾮常になじみの良い親⽔基（-OH）で覆われ、降
⽔によりコーティングと汚れの間に⽔が⼊り込み、汚れ
を浮き上がらせ洗い流す。 
 

優位性  

・専⽤塗布機による約１μｍの透明な酸化チタン被膜により
基材の意匠性を活かす。 

・建物以外にも⽂房具や家具など幅広い分野利⽤。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 広島ホームテレビ 番組「地球派宣⾔」 平成 27 年 8 ⽉ 31 ⽇に紹介された。 
� 中国放送（RCC） e タウンにて紹介された。  
  
 
 



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  

建物などの構造物などを始め、⼀般製品（⽂具・家具など幅広い製品）に応⽤可能 
 

導⼊実績  

・広島県呉市にある「てつのくじら館（潜⽔
艦）」の外壁、広島県呉市庁舎の外壁など
5,000 件以上で導⼊ 

・ペンの持ち⼿（ゴムグリップ）に塗布され
抗菌性を実⽤化された 

 

⾼度化  

・被膜の透明度の薄さおよび透明度の⾼さ。 
・安全性の⾼い⽔溶液であり、その利⽤汎⽤

性の⾼さ。 
 

環境への貢献  

・親⽔性による汚れ防⽌効果があり、メンテナンスコストの削減。 
・⼤気汚染物質である窒素酸化物（NOx）の分解による環境浄化作⽤。 
 

今後の課題  

 汎⽤性の⾼いコーティングシステムであり、さまざ
まな分野での利⽤を拡⼤していきたい。今後は、構造
物以外にも衛⽣的管理が必要な⼀般消費財向けの製品
への販路拡⼤していきたい。そのために当技術の知名
度を向上させていく必要がある。 

知的財産権等取得状況  

特になし 
 
 
 
 

企業概要  

創 業 年：昭和 22 年 12 ⽉ 
資 本 ⾦：3,000 万円 
従業員数：230 名 
事業内容：⽯油製品および⾃動⾞関連商品の販売、⾃動⾞整備、保険代理業 

（⽣命保険、損害保険代理店）、CD・ビデオ・DVD のレンタル販
売（TSUTAYA)、本・CD・DVD リサイクル（BOOKOFF）、酸化
チタン関連、太陽光発電システム販売施⼯ 

 

企業の環境への想い  

当社は⽯油製品の販売から⾃動
⾞関連分野を中⼼に事業展開を続
けています。広島で育てていただか
なくてはならない会社でありたい
との願い、社会に⼀層貢献するため
環境事業にも注⼒しお役に⽴ちた
いと考えております。 

環境浄化効果

樹⽊ 130 本分の空
気浄化能⼒に相応 

防汚効果

⽔が汚れを洗い流
します。 
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廃棄物処理・リサイクル 

 

『機密書類も制服も、ＲＰＦ化で情報漏洩防⽌&リサイクル』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：廃棄物をリサイクルしたＲＰＦ固形燃料 
技 術 名 ：RPF 固形燃料の製造 
技術や製品の概要 ：プラスチック類、⽊くず、紙くず、繊維くずを原料として、

RPF 固形燃料に加⼯･製造。細かく破砕し、廃棄物を溶融
固化するため、精密書類や制服も安⼼して処理できる。RPF
は主として、熱乾燥や発電⽤ボイラー燃料として使⽤され
るサーマルリサイクルの⼀環である。

 
住所 ：広島県府中市⾼⽊町 502-10 
URL ：http://www.o-econos.com 
代表者 ：代表取締役 ⼩川 勲 
担当者名：本⼭兼鵜飼⼯場⻑ 井上 英樹 
電話 ： 0847-45-2998 
ＦＡＸ ： 0847-45-5872 
e-mail ： eco-info@o-econos.com 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

RPF の特徴 
・廃棄物固形化燃料 RPF「Refuse Paper & 

Plastic Fuel」は、従来、単純焼却や埋⽴さ
れていた廃プラスチック類・紙くず・⽊く
ず・繊維くず等の原料を破砕・固形化し、⽯
炭代替燃料として発電等に利⽤されている。
⽯炭に⽐べ、CO2 の排出量は 33%低く、コ
ストは 1/２〜1/3 程度。また灰分は⽯炭の半分程度であり、廃棄物埋⽴ての抑制も含めてサーマルリサイクルに
貢献する燃料として活⽤されている。 

・RPF 製造時に特に注意が必要な品質上の項⽬に塩素があるが、当社は蛍光 X 線分析器を⽤いて原料となる廃棄物
の分別や塩素含有量調査による製造技術を確⽴しており、今後、⼯業製品として利⽤の広がりが期待されている。 

当社の特徴 
・当社の事業は、RPF 製造、廃棄物処理事業、アクア事業を 3 本柱としており、「あらゆる業務を、ひとつの窓⼝

で」を合⾔葉に、地域社会と地球環境に貢献している。 

優位性  

・平成２７年３⽉に RPF 製造の JIS 認証（JIS Z 7311 RPF-A）を取得。 
・通常よりも厳しい許可基準をクリアした、優良な産廃処理業者の証である「優良産廃処理業者認定」を取得。ま

た、OHSAS18001 認証、ISO14001 認証を取得し、信頼性の⾼い事業運営を⾏っている。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 17 年 10 ⽉ 財団法⼈クリーンジャパンセンター「奨励賞」受賞 
「リサイクルできなかった廃棄物の固形燃料化」 

� ⼩川勲代表取締役が、平成 26 年 6 ⽉「ひろしま環境賞」（広島県）、平成 27 年 11 ⽉「循環型社会形成推進
功労者環境⼤⾂表彰」（環境省）を受賞。 

� 平成１８年から 9 年間、スタンダード＆プアーズ社の格付け「ａａ」以上を獲得。 



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  

製紙⼯場における発電ボイラーの燃料、養鶏場における鶏糞燃焼の助燃材 

導⼊実績  

王⼦製紙、⽇本製紙、⼤王製紙など⼤⼿製紙会社 11 社 21 ⼯場、 
神⼾製鋼 加古川製鉄所、 養鶏場 2 社 

⾼度化  

広島県の協⼒の下、RPF 製造のノウハウや技術を海外でのサーマルリサイクルに活かす活動に取り組んでいる。 

環境への貢献  

・RPF は産業廃棄物を原料とした新しい代替燃料であり、リサイクルに 
おける資源の循環に貢献している。また、化⽯燃料と⽐較して CO2 の排出
量が削減できる。 

※RPF1 ㎏当たりの CO2 削減量 
⽯炭代替と⽐較した場合・・・・・・・・ 2.33kg 

  Ｃ重油代替と⽐較した場合・・・・・・・ 1.89kg 
  LNG 代替と⽐較した場合・・・・・・・・ 1.31kg 

【地域への貢献】 
・当社では CSR 活動に⼒を⼊れており、10 年以上道路清掃を⾏っている 

ほか、⼯場⾒学・エコノス農園による⾷育・環境イベント参加など、地域
に根ざした活動を多数実施している。昨年から⾼齢者⽀援として「おでか
け隊」「ふるさとを⽚付けたいの〜」サービスを開始。

今後の課題  

現状では、陶器など、技術的な問題で⼀部リサイク
ルできないものがある。今後は全ての廃棄物をリサイ
クルし、100％リサイクルを⽬指していく。 

知的財産権等取得状況  

「⾷の環 エコ堆肥」商標登録 第 4597005 号 
 

企業概要  

創 業 年：昭和 27 年 3 ⽉ 
資 本 ⾦：1,000 万円 
従業員数：208 名 
事業内容：⼀般廃棄物、産業廃棄物の収集運搬及び中間処理再⽣、下⽔処 

理施設及びゴミ処理施設等の維持管理、浄化槽の維持管理及び
清掃、管洗浄及び各種ピットの清掃、環境設備機器・仮設トイ
レ等のレンタル、販売及び施⼯、RPF 固形燃料製造及び販売、
肥料・飼料の研究開発、製造及び販売 

企業の環境への想い  

循環型社会における役割と責任
を果たすため、廃棄物の分別を推し
進め、再資源化を図る事により、地
域環境並びに地球環境に与える環
境負荷をできる限り少なくします。
「埋めない」「焼かない」を実⾏し、
環境負荷の低減を実践していきま
す。 

【地域への貢献】 

⼯場⾒学 

⾼齢者⽀援「おでかけ隊」
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廃棄物処理・リサイクル 

 

『排出物を扱いやすい粒状にして再資源化』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：ペレガイア 
技 術 名 ：造粒固化プラント 
技術や製品の概要 ：建設汚泥や焼却灰を造粒・固化し、資材へリサイクルする

プラント 

 
住所 ： 広島県府中市元町 77-1 
URL ： http://www.kiw.co.jp 
代表者 ： 代表取締役 北川 裕治  
担当者名：環境推進室 下江 忠明  
電話 ： 0847-40-0545  
ＦＡＸ ： 0847-45-8614 
e-mail ： shimot@kiw.co.jp  

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

ペレガイア 
・ペレガイアおよびミキサ 

ペレガイア（混練造粒機）は攪拌・混練・造粒の 3 つの機
能を 1 台で持つ⾼性能混練造粒機である。スイングブレー
ド、多段ローラの回転は各々別駆動で、材料や⽤途に合わ
せて回転⽅向・回転速度が設定可能。粉体から⾼粘性材料
まで様々な材料に対応できる。 

その他の環境製品 
・放射能測定装置 

放射能汚染⼟をミキサにより均⼀混合し、その⼀部を⾼性能⾼速放射能測定する。
放射能濃度が⾼い⼟壌か低い⼟壌かを⼤量かつ正確に測定することで、中間処理
施設に保管する除染⼟壌を⼤幅に減らすことが可能となる。 

・ペレメイク（ペレット製造装置） 
フラット台式のペレタイザーであり、国内最⼤級の処理能⼒を有する。 
また、フラット台の特徴である粉砕機能を有し、⽊質から草本系までのペレット化が可能である。 

優位性  

・⻑年⽣コンクリートミキサで培ってきたノウハウを活かし、処理能⼒が⾼く⾼機能な造粒固化設備やペレット製
造装置を開発している。 

・ペレガイアはミキシング機能が⾼いので、安定化（無害化）処理時に必要な薬品類の分量を最低限に抑えられる。
特に危険物の場合に有効。 

・３つの機能を持つので個別の機器を併⽤するよりコンパクトで省スペースである。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

モバイル型ユニットから⼤型プラントまで、顧客の要望に合わせた設計・施⼯で最適なプラントを提案。 

ペレガイア

造粒固化プラント 



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  

・ペレガイア：⼤⼿製鉄所、製紙会社、中間処理、採⽯場、ゼネコン（東⽇本⼤震災での⽡礫処理）他 
・ペレメイク：ペレット製造業 他 

導⼊実績  

・ペレガイア：平成１０年より約 200 機の実績 
・放射能測定装置：現在福島を中⼼に PR 中 
・ペレメイク：平成２１年より約 10 台  

⾼度化  

・プラントをユニットタイプでパッケージ化して提案。 
・NEDO、トヨタ⾃動⾞株式会社と共同で、農産副産物や資源作物からバイオマス発電所向けのペレット燃料を製

造する技術・設備を開発中。インドネシアにユニット型ペレット製造設備を設置し、実証実験を⾏っている。 

環境への貢献  

・ 粉状や泥状で扱いにくい廃棄物を造粒固化
することで、建築資材などへ再資源化が可
能となる。 

・ 輸送⽤エネルギーコストの低減 
・ 処分場の延命 
・ 除染⼟壌の減容 

今後の課題  

環境分野は政策的な要素が強く、市場変化も激しい
領域であるため、市場の動向情報の⼊⼿が課題である。 
また、個別分散型の事業であり幅広い知識が必要とな
るため、⼈材の確保と育成が課題となる。  

知的財産権等取得状況  

・ペレガイア：特許取得済み、周辺特許有り 
・放射線測定装置：特許取得済み 
・ペレメイク：特許申請中  
              他、多数の特許あり     

企業概要  

創 業 年：⼤正７年３⽉ 
資 本 ⾦：86 億 4,000 万円 
従業員数：908 ⼈ 
事業内容：・⾦属素形材事業(⾃動⾞部品、建築機械部品、農業機械部品など) 

・⼯機事業(旋盤⽤チャック及び回転シリンダ、NC 円テーブル      
 など) 
・産業機械事業（コンクリートプラント、コンクリートミキサ、建

設⽤クレーン、環境関連設備及びリサイクルプラントなど） 
・駐⾞場事業（⾃⾛式⽴体駐⾞場）

 

企業の環境への想い  

社会的な環境意識が⾼まる今⽇、
私たち企業は、⽣産性を⾼めると同
時に省資源・省エネルギーを推進し、
環境効率を⾼めなくてはなりません。  

当社では、事業の柱の⼀つとして
環境事業に取組み、有効資源をくま
なく利⽤して余分な排出物を減らす
循環型社会に貢献します。 

ペレガイアのリサイクルシステム



 

クリーンアース・ 

ホールディングス株式会社 
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環境調和型製品 

 

『もっともっと地球と仲良くするために。⼟から⽣まれ、⼟に還る⽣分解樹脂原料』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：クリーンスターチ・エコロジーシステム 
技 術 名 ：⽣分解性プラスチック 
技術や製品の概要 ：トウモロコシのでんぷんをベースとした、ハイブリットペ

レットの製造。これを原料として成型加⼯された樹脂製品
は、⼟に埋めると分解され⼟に還る。 

 
住所 ：広島県広島市中区上⼋丁堀 

７－１  
URL ：http://www.clean-earth.net 
代表者 ：代表取締役 久保河内 豊 
担当者名：常務 吉⽥ 晋  
電話 ：082-222-9381 
ＦＡＸ ：082-222-9382 
e-mail ：nihon_flex@yahoo.co.jp 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

・クリーンスターチは、トウモロコシのでんぷんであるコーンスターチと、 
樹脂原料とのハイブリットペレットである。⼀般プラスチックとは異なり、
燃やしても有毒ガスやダイオキシンは発⽣しにくい。⼟に埋めると微⽣物
の働きにより分解され⼟に還る。 
クリーンスターチの特徴としては、以下が挙げられる。 

・低コストで、しかも安全性が⾼い。  
・加⼯しやすく、⽔に強いので製品バリエーションが多彩である。  
・燃焼時にダイオキシンを発⽣しない。発熱量が低く焼却炉に優しい。  
・⼟に還るので環境に優しい。 

・クリーンスターチの開発は、カーボンニュートラルという概念に基づき 
開発された。カーボンニュートラルとは、植物由来燃料･原料の燃焼･分解
に伴って排出された CO2 と、元となる植物が成⻑過程で吸収した CO2 が同
量になることを指している。 

 

優位性  

・当社のクリーンスターチは、他社の⽣分解性プラスチックと⽐較して、⾊が⽩く⾼品質である。でんぷんは 200 度以上の熱
を加えると焦げてしまうため、通常は製造時の熱で⾊がついてしまう。当社では、特殊なバインダーを使⽤したうえ最適な配
合率を研究し、においがなく真っ⽩なペレットに仕上げている。よって、美観的に美しい様々な製品に加⼯できる。 

・クリーンスターチを使って樹脂製品を作る場合でも、特別な成型機を必要とせず、通常のプラスチック成型機が
使⽤できる。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

⽇本⾷品分析センターによる⽣分解度試験で、28 ⽇後には⽣分解度が 19.0％と確認されている。 

クリーンスターチの製造 

クリーンスターチのペレット 

 



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  

企業の PR 品、農業分野などへの利⽤ 
⼀般に⽯油由来樹脂で作られているもの全般に加⼯が可能である 

導⼊実績  

郵便局他での PR ⽤ノベルティグッズ、物産館での買い物袋、牡蠣を⼊れる袋とし
て抗菌⼒のあるよもぎ⼊りシートの導⼊など。 

 

⾼度化  

・中国で共同研究を⾏い、環境改善策に関する事業を推進する。 
・カーボンニュートラルの概念から、28 年度は、バイオエタノールの分野にも広げ

ることを検討。 
 

環境への貢献  

・⽣分解樹脂製品は⽣産や廃棄の段階で環境に害を与えない。 
 

今後の課題  

国内では、原料が⾼いことと⾼品質が求められるこ
とにより、コストが⾼くなる。よって、海外の企業へ
技術提供して現地で⽣産・販売することを検討してい
る。そのための海外情報や、現地事情に詳しい⼈材が
必要となる。 

知的財産権等取得状況  

〈特許〉 
・T00049 抗菌性を有する⽣物崩壊性樹脂組物 
・T9903 ⽣物崩壊性樹脂組成物及びその製造⽅法 
 

企業概要  

創 業 年：平成１２年 7 ⽉ 
資 本 ⾦：1,000 万円 
従業員数：5 名 
事業内容：・⽣分解性樹脂、開発、企画、製造、販売 

・⽣分解性にかかわる新規製品の研究開発 
・商品販売の SP ツール、ノベルティの企画販売 
・海外貿易業 
 
 
 
 

企業の環境への想い  

クリーンアースという社名は、地
球をきれいにという意味を持ってい
ます。プラスチック製品は便利な反
⾯、環境に負担をかけます。⼟に還
るクリーンスターチによってゴミを
減量するとともに、極⼒⽯油製品を
使わず天然資源を使うようにして、
⾃然環境を守り、社会に貢献したい
と考えています。 

【クリーンスターチを使った商品例】 
日用品 

農業用マルチシート 
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環境調和型製品 

『ステンレスに、より耐⾷性
つ よ さ

と輝きを！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：電源器「スーパーシャイナー」、電解液「ピカ素」  
技 術 名 ：ステンレスの中性塩電解焼け取り及びウルトラ不動態化  

技術や製品の概要 ：スーパーシャイナー ステンレス表⾯を陽極または直流 

交流を重ね合わせた特殊波形の6価クロム対策型の電源器シ
リーズ。 

ピカ素 当社が独⾃に開発した 6 価クロム対策型の無機中
性塩を主体とした電解液シリーズ。布状モップを被せた電
極に本液を浸し、ステンレス表⾯を軽くなぞることで、電
気化学反応が起こり、溶接焼けやさびが瞬時に取れる。 

 
住所 ： 広島県広島市佐伯区五⽇市町 

美鈴園 17-5 
URL ：http://www.chemical-y.co.jp/ 
代表者 ：代表取締役社⻑ ⼭本 正登 
担当者名：取締役副社⻑ 上⽥ 隆 
電話 ： 0829-30-0820 
ＦＡＸ ： 0829-20-2253 
e-mail ： ueda@chemical-y.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

ステンレス中性塩電解焼け取り法 ステンレス製品の溶接部は、そ
のままにしていると⿊い焼けやさびが出て美観上好ましくない
上に、腐⾷が進⾏し、重⼤事故に繋がる。そこで、焼けやさびを
取る必要があるが、これまでは毒劇物である硝フッ酸を使⽤する
酸洗⽅式が主流で、⾮常に危険を伴う作業であった。 

当社⼭本正登は、現場からこのような危険を伴う作業を排除し
たいと考え、画期的な「ステンレス中性塩電解焼け取り法」を世
界に先駆けて開発した。これは、当社が独⾃に開発した電源器（ス
ーパーシャイナ―シリーズ）と電解液（ピカ素シリーズ）を使⽤
することで簡単に焼けやさびを取ることが可能であると共に、ス
テンレスの表⾯に不動態⽪膜を形成し、耐⾷性が著しく向上する。 

優位性  

・安全性が⾼く、環境を破壊しない。また、作業スピードが⼤幅に改善さ
れ、製品の仕上がり（美観）も良好。 

・当社独⾃のウルトラ不動態化効果で、ステンレスの耐⾷性が⼤幅に強化される。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 9 年 科学技術庁⻑官賞  (特許「ステンレス鋼表⾯仕上法と検査法」)※以下全て、⼭本正登個⼈の受賞 
� 平成 10 年 ⻩綬褒章 (特許「ステンレス鋼表⾯仕上法と検査法」) 
� 平成 14 年 特許庁⻑官表彰  ⼯業所有権の有効活⽤で制度普及に貢献 
� 平成 25 年 旭⽇双光章  安全無害な中性塩電解焼け取り法の開発と普及によるステンレス溶接業界への貢献 

 
電源器（スーパーシャイナ―Ａ２） 

 
中性塩電解液（ピカ素#SUS S・C・C） 



 

 

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  

ステンレスの溶接作業を⾏う全国の⾦属加⼯業者など 

導⼊実績  

三菱重⼯業、サタケ、ホーコス、ホシザキ電機をはじめ全国の機械製造、
⾦属加⼯、⾷品製造、造船等多くの企業へ販売中。 

⾼度化  

・「ステンレス鋼製プラント、機器類の応⼒腐⾷割れ予防保全ないしは  
延命処理⽅法」を特許化し、不動態化度を判別可能な「ステンチェッカ 
ー」とウルトラ不動態化電解処理技術を使って、⼤型のステンレスプラ
ントなどの健全性を評価し、延命化処理が可能。 

環境への貢献  

・本技術により、全国のステンレス製品を扱う⼯場で、⾶躍的に安全性が 
⾼まった。 

・毒劇物の硝フッ酸を使⽤しない環境にやさしい作業現場を実現した。

今後の課題  

本技術は、まだ普及途上である。理由の⼀つは、⼤
⼿企業等が作成する溶接焼け取りの施⼯仕様書に「酸
洗のこと」と指定されていることが多く、⼯事を請け
負う中⼩企業では酸洗⽅式に従わざるを得ないためで
ある。今後は、国をはじめ関係者の理解を促すことで、
より多くの企業が危険な酸洗作業から解放され、環境
に優しい中性塩電解焼け取り技術がより広く浸透する
ことを期待したいと考えている。 

知的財産権等取得状況  

・含弗素乃⾄含弗素・酸素系⽪膜層を形成させたステ
ンレス鋼とその製造⽅法 （特許第 4218000） 

・表⾯改質ステンレス鋼及び表⾯改質ステンレス鋼の
処理⽅法 （特許第 4678612） 

・ステンレス鋼製プラント・機器類等の応⼒腐⾷割れ
予防保全ないしは延命処理⽅法（特許 5747268） 

ほか 30 件以上特許保有 

企業概要  

創 業 年：昭和 57 年 6 ⽉ 1 ⽇ 
資 本 ⾦：1,600 万円 
従業員数：53 名 
事業内容：ステンレスの溶接焼け・さび取りと電解研磨⽤資材、ステンレ 

スの⾮破壊的材質判別及び不動態化度測定⽤チェッカー、 
その他鉄、アルミなどの実⽤⾦属の溶接焼け取りとさび・汚れ
取り洗浄剤 
 
 
 

企業の環境への想い  

当社は、社⻑の⼭本が定年退職後、
⼀念発起して、毒劇物である硝フッ
酸の使⽤を伴う劣悪な作業現場で
あるステンレスの酸洗作業を安全
な環境に転換することを念頭に、
“ステンレスにより耐⾷性（つよさ）
と輝きを”をスローガンに設⽴した
会社です。 

⼤型装置でも対応可能 

⼥性でも楽々とさび取りが可能 
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廃棄物処理・リサイクル 

『⾬⽔を利⽤し、⽔やりの⼿間と費⽤を⼤幅に削減した緑化システム』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：WATER WITH GREEN 
技 術 名 ：廃ガラスを主原料とした軽量発泡資材（スーパーソル）を

使⽤した貯⽔システムおよび緑化システム 
技術や製品の概要 ：①⾬⽔貯留槽②揚⽔柱③システム専⽤⼟からなる構造で 

ある。スーパーソルを使⽤したシステム専⽤⼟の乾燥に呼
応し、⾬⽔貯留槽から揚⽔柱を通じて、システム専⽤⼟に
適度な⽔分を供給する省管理型緑化技術である。

 
住所 ：広島県呉市広多賀⾕ 1-9-30 
URL ：http://www.cocco-at.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 槙岡 達真 
担当者名：スーパーソル営業統括リーダー 

⼭根 武志 
電話 ： 082-536-0120 
ＦＡＸ ： 082-536-0125 
e-mail ： yamane.t@cocco-at.jp 

技術・製品の特徴、優位性        

技術・製品の特徴  

 
アルカリ性の廃ガラス軽量発泡資材（スーパーソル） 
 スーパーソルを使⽤した⾬⽔貯留槽では、スーパー
ソルにより貯留⽔が弱アルカリ性に維持され、貯留し
ている⾬⽔を循環させなくても、⽔質を維持する。ま
た貯留槽に揚⽔ポンプを取り付ければ、⾬⽔を断⽔時
にも安⼼してトイレ排⽔⽤⽔などとして利⽤できる。 

適度に⽔分を提供する揚⽔柱  
 システム専⽤⼟の乾燥具合に合わせ、独⾃技術であ
る揚⽔柱から⽔分を供給するシステムである。貯留槽
上の植物への毎⽇の⽔やりの⼿間と⽔道代を削減する。 
 

優位性  

・意匠性に富んだ平⾯形状にフレキシブルな対応可能 
・⾬⽔を利⽤することによる低コスト化 
 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� ⼭陰経済ウィークリー 平成２６年１０⽉ 掲載 
� ビジネスフェア中四国 2015 紹介  
� 広島経済レポート 平成２７年２⽉ 掲載 
 



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  

緑化や⾮常⽤⽔を必要とする国内全域の空きスペース、公共機関のスペース 

導⼊実績  

・株式会社こっこー福⼭営業所 

⾼度化  

・独⾃技術である揚⽔柱から⽔分を供給するシステム 
・あらゆる場所に対応できるフレキシブル性 

環境への貢献  

・廃ガラスを再⽣ガラスにリサイクルするよりも、半分
以下の燃焼度温度で済み、CO2 削減の排出削減 

 （スーパーソルの特徴）。 
・緑化⾯積の増加による CO2 吸収増加。 
・⾬⽔を利⽤することによる⽔資源の確保。 
・災害時に利⽤する事も可能。 

今後の課題  

 課題としては、当技術の知名度が低いことにある。
また⺠間企業や公的機関が環境対策の⼀環として、積
極的な緑化事業・災害対策事業の意識・⾵⼟を向上さ
せていくことが必要。その中で当社の特徴・優位性を
知ってもらい、知名度の向上を図る必要がある。 
 

知的財産権等取得状況  

・実⽤新案 第 3191153 号 
 
 
 
 
 

企業概要  

創 業 年：昭和２６年６⽉４⽇ 
資 本 ⾦：9,900 万円 
従業員数：334 名 
事業内容：スクラップ・産業廃棄物の収集運搬から適正処理を⾏う「資源循

環事業」をはじめとし、鉄に関する加⼯・販売及び建材販売・建築
⼯事を⾏う「⽣活環境事業」、⼤⼿企業の構内作業をおこなう「製
鉄事業」の３事業を柱とした事業展開。 

 

企業の環境への想い  

⼈が⼼地よい環境を保つことは
もちろん、資源の枯渇や最終処分場
の逼迫、そして地⽅の振興を考える
とき、地⽅で循環型社会に寄与する
静脈産業を担う企業は今後ますま
すその必要性を増すと考えており
ます。 
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廃棄物処理・リサイクル 

『地球に優しく信頼の技術で未来を創造する』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：廃⽊材の破砕・選別機械装置 
技 術 名 ：⽊材リサイクルのための破砕・選別システム 
技術や製品の概要 ：破砕選別システム機械は、廃⽊材を破砕・篩い分け・選別

する独⾃技術システムを構築し、⾼品質・⼤量⽣産・低コ
ストを実現した⽊材チッププラント 

 
住所 ：広島県呉市中央 1-6-9  

センタービル呉駅前 403 号室 
URL ：http://biomass-hasaiki.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 梶川 守夫 
担当者名：代表取締役 梶川 守夫 
電話 ： 082-360-5000 
ＦＡＸ ： 082-360-5001 
e-mail ： kajikawa@sanyoeng.jp 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

 
独⾃ノウハウによる⽊材の破砕・選別システム 

顧客⼯場条件に合わせたきめ細かなシステム設計が可能
であり、⽣産される⽊材チップの状況に合わせた破砕（ハン
マーミル・ドラムチッパー他）や選別（旋回スクリーン他）
の設計・製造。 

 
⽊材チップ中に含まれる異物除去技術 
 技術の蓄積により、破砕した⽊材チップ中に存在する⾦
属・⽯などの異物を、⾵⼒・⽔・センサーなどを使⽤して異
物を除去するシステム。 

 

優位性  

・顧客の要望に合わせた機械設計が可能 
・⻑年のノウハウ蓄積を有し、独⾃のシステム 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 地域産業活性化⽀援事業補助⾦ 採択 
 
 

 破砕対象物 破砕後 

建
築
廃
⽊
材

  

森
林
未
利
⽤
材

  

樹
⽪

  



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  

国内全域のバイオマス発電・プラント、製紙メーカー、 
建材メーカー、廃棄物中間処理業 

導⼊実績  

・王⼦製紙㈱富岡⼯場 
・㈱ミツウロコ岩国発電所 他 150 件以上で導⼊ 

⾼度化  

・独⾃ノウハウによる低コスト⽣産システム。 
・⻑年の経験による過酷な現場での耐久性の⾼さ。 
 

環境への貢献  

・間伐材の需要を促進させ、森林整備へ貢献。 
・⽊材からエネルギー資源への転換することによる CO2 の

ゼロへの貢献 

今後の課題  

 今後バイオマスエネルギー市場が拡⼤していく中で、
当社の設備を知ってもらい、需要拡⼤をしていくこと
が課題である。当社の強みである低コスト⽣産システ
ム・設備の耐久性から地域での地産地消のエネルギー
資源確保に役⽴てていきたいと考えている。 

知的財産権等取得状況  

・⽊材チップ分離装置 実⽤新案 3146626 号 
・電池選別機 特許 5625153 号 
・ドラムチップ供給装置 特許申請中 
 

企業概要  

創 業 年：平成１３年 4 ⽉ 1 ⽇ 
資 本 ⾦：1,000 万円 
従業員数：8 名 
事業内容：廃棄物の処理及び再利⽤を⽬的とした機械設備の設計、制作、 
     据付、販売業務 
     （各種破砕機、各種粉砕機、フルイ機、選別装置、搬送装置） 
 

 

企業の環境への想い  

三蓉エンジニアリングは、⽊材の
破砕、選別技術を通じて、再⽣可能
な資源エネルギーである⽊材を有
効利⽤する循環型社会の確⽴を⽬
指し、⼜、⽊質バイオマス資源の有
効利⽤による CO2 削減、地球環境
の保全に貢献します。 

 

ドラムチッパー ハンマーミル 

  

バーク破砕機 旋回スクリーン 
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環境関連サービス 

『高度な専門技術と技術シナジーを発揮し，安全・安心・快適な地域づくりに貢献します。』 

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：環境コンサルティング、環境アセスメント 
技 術 名 ：環境調査、環境影響評価、環境保全対策（自然環境･生活 

環境保全･創出）、環境管理計画、J-クレジット支援等 

技術や製品の概要：気候変動問題やエネルギー問題への対応や低炭素社会、自 
然共生社会、循環型社会の構築に向けた、生活環境を基軸
とした未来につながる地域づくりのために、総合技術力を
発揮し、多様な要望へ対応している。 

 
住所 ： 広島県広島市南区出汐 2-3-30 
URL ： http://www. cecnet.co.jp  
代表者 ： 取締役社長 末國  光彦 
担当者名：福原  和顕 
電話 ： 082-256-3362 
ＦＡＸ ： 082-251-0302 
e-mail ： fukuhara@cecnet.co.jp 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  
 
中電技術コンサルタント株式会社は、

土木、建築、電気・通信、情報および
各種調査部門を擁する総合建設コンサ
ルタントとして、社会生活と密接に関
係する道路・橋・ダム・堤防・防波堤・
上下水道などの社会資本設備の整備や
それらの管理に係わる計画・調査・設
計・維持管理などの各段階で、地域社
会の皆さまのニーズと信頼にお応えし
ている。 
各種事業の環境影響評価など環境コ

ンサルティングにおいても、未来につ
ながる地域づくりのために、総合技術
力により対応している。 

 

優位性  

・土木、建築、電気・通信、情報および各種調査部門を擁し、総合的な技術力を保有する。 
・環境・エネルギー、維持・管理、防災、生活環境、情報通信など様々な分野の豊富な経験と業務実績を有する。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 国土交通省 中国地方整備局長表彰 広島西部山系豪雨災害緊急調査業務（平成 27年度） 
 国土交通省 中国地方整備局出雲河川事務所長表彰 志津見ダム･尾原ダム管理運用検討業務（平成 27年度） 
 島根県浜田河川総合開発事務所長表彰 都治川治水ダム建設事業(波積ダム)環境調査･予測評価業務(平成 27年度) 

等 多数の業務表彰実績あり 

 

 環境コンサルティング業務の流れ（例：ダム建設事業）  

－ 90 －
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環境関連サービス 

『高度な専門技術と技術シナジーを発揮し，安全・安心・快適な地域づくりに貢献します。』 

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：環境コンサルティング、環境アセスメント 
技 術 名 ：環境調査、環境影響評価、環境保全対策（自然環境･生活 

環境保全･創出）、環境管理計画、J-クレジット支援等 

技術や製品の概要：気候変動問題やエネルギー問題への対応や低炭素社会、自 
然共生社会、循環型社会の構築に向けた、生活環境を基軸
とした未来につながる地域づくりのために、総合技術力を
発揮し、多様な要望へ対応している。 

 
住所 ： 広島県広島市南区出汐 2-3-30 
URL ： http://www. cecnet.co.jp  
代表者 ： 取締役社長 末國  光彦 
担当者名：福原  和顕 
電話 ： 082-256-3362 
ＦＡＸ ： 082-251-0302 
e-mail ： fukuhara@cecnet.co.jp 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  
 
中電技術コンサルタント株式会社は、

土木、建築、電気・通信、情報および
各種調査部門を擁する総合建設コンサ
ルタントとして、社会生活と密接に関
係する道路・橋・ダム・堤防・防波堤・
上下水道などの社会資本設備の整備や
それらの管理に係わる計画・調査・設
計・維持管理などの各段階で、地域社
会の皆さまのニーズと信頼にお応えし
ている。 
各種事業の環境影響評価など環境コ

ンサルティングにおいても、未来につ
ながる地域づくりのために、総合技術
力により対応している。 

 

優位性  

・土木、建築、電気・通信、情報および各種調査部門を擁し、総合的な技術力を保有する。 
・環境・エネルギー、維持・管理、防災、生活環境、情報通信など様々な分野の豊富な経験と業務実績を有する。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 国土交通省 中国地方整備局長表彰 広島西部山系豪雨災害緊急調査業務（平成 27年度） 
 国土交通省 中国地方整備局出雲河川事務所長表彰 志津見ダム･尾原ダム管理運用検討業務（平成 27年度） 
 島根県浜田河川総合開発事務所長表彰 都治川治水ダム建設事業(波積ダム)環境調査･予測評価業務(平成 27年度) 

等 多数の業務表彰実績あり 

 

 環境コンサルティング業務の流れ（例：ダム建設事業）  

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  

・河川･砂防、海岸･海洋、港湾･空港、道路･
トンネル･橋梁、上下水道、廃棄物、発
電所等の各種事業 

・大気環境、水環境、土壌環境、自然環境
（動物･植物･生態系）、景観、廃棄物等
の各種環境分野 

導入実績  

・河川･道路･海域等の環境調査 
・ダム･道路･埋立事業等の環境影響評価 
・水質･動植物等の環境保全対策検討 
・環境基本計画、環境管理計画策定 
・J-クレジット支援 
  等多数の業務実績あり 

高度化  

・大気質･動植物等の環境調査技術 
・水質･生態系等の環境影響予測･評価技術 
・各種事業の環境保全対策技術 

環境への貢献  

・環境コンサルタント事業を通して、低炭
素社会、自然共生社会、循環型社会の構
築に貢献する。

今後の課題  

 今後、環境を軸とした未来につながり地域づくりの
ために、「技術を磨き、技術を競い、技術で選ばれる」
「技術創造企業」を目指す。 

知的財産権等取得状況  

・感潮河川の泥質及び水質改善方法 
・防音装置及び防音方法 
・防災事業計画支援システム  等多数あり 

企業概要  

創 業 年：昭和 40年 7月 15日 
資 本 金：1億円 
従業員数：370名 
事業内容：土木、建築、電気、機械設備の調査、測量、計画、設計、工事

監理、地域開発、環境影響予測評価に関する調査、企画および
立案、海事関係および防災関係の調査、研究等 

 

企業の環境への想い  

建設コンサルタントには、社会資
本整備をリードしていく使命があ
ります。環境コンサルティングには
時代に先がけて取り組み、産学官と
の連携も推進しながら、地域の未来
につながる環境に貢献していきま
す。 

①植生の遷移予測を組み入れた平面二次元河床変動シミュレーション 

河川内の植生の流出結果を，植生の遷移予測を組み入れた平面二次元河床
変動モデルにより再現します。この結果，計算後の植生の流失状況について，ほぼ
現況の流失状況を再現できます。植生の分布状況は，自社保有の小型無人飛行
機で，空中からの撮影により確認できます。 

 
 
 
 
 

 

 
②置き土流下のシミュレーション 

ダム下流に設置した置き土の
流下過程を平面二次元河床変
動モデルにより再現します。この解
析モデルによる計算後の置き土
の下流過程は，現況の下流状
況をほぼ再現できます。 
これにより，置き土による下流

河川の環境（生物の生息環境
の変化），治水，利水の環境
変化が可能になります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 河川環境影響評価の事例（環境影響予測･評価技術）  
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環境調和型製品 

⾷品資源リサイクル機器 マジックバイオくん 『⽣ごみは、⼟が⾷べてくれる！』 

技術・製品の基本情報 

技術・製品名 ：⾷品資源リサイクル機器「マジックバイオくん」  
技 術 名 ：微⽣物の⼒により⾷品残渣を発酵分解し⼤幅減容 
技術や製品の概要 ：「環境に適した⽣ゴミ処理の⽅法とは。」その答えは⾃然

の中にあった。 ⾃然に⽣息する微⽣物の働きを⽣ゴミ処
理に利⽤。 ⽣ゴミに含まれる有機物を⽔蒸気と炭酸ガス
に分解し、数時間で⽣ゴミを約 90％減容。毎⽇発⽣する
⼤量の⽣ゴミも、効率よく処理できる。 

 
住所 ： 広島県広島市中区三川町 26 

    くれしん広島ビル 9 階 

URL ： 
http://www.techcorporation.co.jp 

代表者 ： 代表取締役 中本 義範 
担当者名：技術本部⻑ 佐々⽊ ⼤五郎 
電話 ： 082-247-1100 
ＦＡＸ ： 082-247-6161 
e-mail ： info@techcorporation.co.jp 

 

技術・製品の特徴、優位性 

技術・製品の特徴 
 特許技術の撹拌⽖と菌床材の最適なコンビネーションにより⾼
速に⽣ごみ処理を実現。 
 近畿⼤学⼯学部との共同開発によって⽣まれた菌床材「バイオ
テックユーノサ」は⾷品廃棄物を 24 時間で約 90％減容する。ま
た、処理槽内の撹拌⽖は、菌床材を均⼀に撹拌し好気性菌の活動
を活発にする。また、撹拌と同時に⾷品廃棄物を砕く、押し切る、
すりつぶす作業を同時に⾏うことができる特殊形状で、微⽣物に
よる発酵分解をさらに促進。 

優位性  

・⾼速発酵分解による⾼い減容率と、⽩⾦触媒を使った⾼性能脱臭装置が、都⼼部の飲⾷店での運⽤を可能に 

する。 

・また⾃社 8 拠点と各都道府県の販売店によるサポート体制が充実。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー） 

� 平成 11 年 科学技術振興事業団「平成 11 年度独創的研究成果育成事業」に選定。 
（バイオ式減容型無臭⾼速⽣ゴミ処理システム） 

� 平成 11 年 財団法⼈広島県産業振興公社「平成 11 年度ベンチャー企業育成⽀援融資事業」に選定。 
� 平成 11 年 「ひろしまベンチャー育成機構」創造的中⼩企業等育成事業投資対象企業に選定。 
� 平成 16 年 ⼀般社団法⼈中国地域ニュービジネス協議会「第 12 回中国地域ニュービジネス特別賞」受賞。 



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 
⾷品廃棄物リサイクル 

導⼊実績 
2,000 台以上 

⾼度化 

脱臭装置の排熱を再利⽤した省エネタイプ。 

環境への貢献 

・化⽯燃料を使⽤せずに⽣ごみを減容するため、⼤幅なCO2削減効果。 
・３R（Reuse, Reduce, Recycle）の啓発。 
・⾷品資源のリサイクルループ構築。 
 

今後の課題 

 従来はサービス業向けの装置であったが、製造業へ
の対応も踏まえ、単⼀⾷品廃棄物や油脂を多く含む廃
棄物の⾼効率処理。  

知的財産権等取得状況 

特許取得 
・⽣ごみ分解菌床の調整⽅法 
・⽣ごみ処理における撹拌粉砕装置 
 

企業概要 

創 業 年：昭和５９年４⽉３⽇  
資 本 ⾦：7,000 万円 
従業員数：140 名 
事業内容：環境機器の開発、製造、販売、保守 
 

 

  企業の環境への想い 

30 年後の世界に、いかに若者たちが健や
かに⽣きていける社会をつくるか、いかに⼈
と環境をつなぎ、調和させるか、私たちは
⽇々、その課題を解決する製品を⽣み出す技
術を磨き、その製品を普及させるための意志
を培っています。そして、それらの製品は、
暮らしの延⻑線上に存在する⾝近な問題を
解決するものがほとんどで、私たちが中⼩企
業であるがゆえの強みだと考えています。そ
の利点を活かし、全国の企業様に向けてきめ
細かなサービスとサポートを提供する。こう
した⼀つひとつのビジネスを明⽇へと積み
重ねていくことで、私たちは全国に、世界に、
企業活動のフィールドを広げてまいります。 
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環境調和型製品 

『瀬戸内海に浮かぶ島の町工場から生まれた CO2 の排出量発生を抑えた化石燃料を使用し

ないエコ製品！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：木質バイオマス燃料ガス生成装置「ミライトーン」 
技 術 名 ：スパイラル方式によるガス発生装置 

技術や製品の概要 ：木質ペレット、竹ペレット、アシ、ヨシ草のペレットを 
ガス化炉に投入して、点火は 200V、400W、電気ヒーター
40分。点火後大気空気を利用してガスを発生し、発生した
ガスからタール、酢液を取り除き、ガスタンクに溜め、温
水ボイラーにバーナーで燃焼。温水利用。ガスタンクから
ガスを利用。発電気エンジンの燃料として発電ができる。 

 
住所 ： 広島県尾道市向島町 5576-3 
URL ： ー 
代表者 ： 代表取締役 東根 秀幸 
担当者名：代表取締役 東根 秀幸 
電話 ： 0848-44-1393 
ＦＡＸ ： 0848-44-3680 
e-mail ： touneseisaku@deluxe.ocn.ne.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

 新開発のMIRAITONEは、木質ペレッ
ト及びチップを、空気を利用して蒸し焼きにしてガスを発生。
ガスに含まれるタールや水分を除去したのち、バーナーでボ
イラーの燃料として利用できる。CO2の排出も廃棄物も限り
なくゼロに近い製品。 

 

優位性  

木質バイオマス燃料ガス生成装置 

・特許を取得した独自のスパイラル方式により、ガス発生ま
で約 15分。 
・ガス化により、CO2の発生が少なく、灰や煙を出さない。 
・冷却の際に出る木酢液、タールも様々な用途に再利用でき、
廃棄物ゼロ。 
・産業廃棄物として処分されている木質バイオマスを活用し、
さらに熱効率の高いガス化によりランニングコストを最小
限に抑える。産廃ゼロエミッション、無公害を実現。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 平成２6年度補正予算 小規模事業者持続化補助金採択、経済産業省 
 広島県の「ものづくり」～オンリーワン・ナンバーワン企業～ 製品・技術に掲載  

 

 

木質バイオマス燃料ガス生成装置「ミライトーン」 
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有限会社東根製作所 環境・製品概要                   30 

環境調和型製品 

『瀬戸内海に浮かぶ島の町工場から生まれた CO2 の排出量発生を抑えた化石燃料を使用し

ないエコ製品！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：木質バイオマス燃料ガス生成装置「ミライトーン」 
技 術 名 ：スパイラル方式によるガス発生装置 

技術や製品の概要 ：木質ペレット、竹ペレット、アシ、ヨシ草のペレットを 
ガス化炉に投入して、点火は 200V、400W、電気ヒーター
40分。点火後大気空気を利用してガスを発生し、発生した
ガスからタール、酢液を取り除き、ガスタンクに溜め、温
水ボイラーにバーナーで燃焼。温水利用。ガスタンクから
ガスを利用。発電気エンジンの燃料として発電ができる。 

 
住所 ： 広島県尾道市向島町 5576-3 
URL ： ー 
代表者 ： 代表取締役 東根 秀幸 
担当者名：代表取締役 東根 秀幸 
電話 ： 0848-44-1393 
ＦＡＸ ： 0848-44-3680 
e-mail ： touneseisaku@deluxe.ocn.ne.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

 新開発のMIRAITONEは、木質ペレッ
ト及びチップを、空気を利用して蒸し焼きにしてガスを発生。
ガスに含まれるタールや水分を除去したのち、バーナーでボ
イラーの燃料として利用できる。CO2の排出も廃棄物も限り
なくゼロに近い製品。 

 

優位性  

木質バイオマス燃料ガス生成装置 

・特許を取得した独自のスパイラル方式により、ガス発生ま
で約 15分。 
・ガス化により、CO2の発生が少なく、灰や煙を出さない。 
・冷却の際に出る木酢液、タールも様々な用途に再利用でき、
廃棄物ゼロ。 
・産業廃棄物として処分されている木質バイオマスを活用し、
さらに熱効率の高いガス化によりランニングコストを最小
限に抑える。産廃ゼロエミッション、無公害を実現。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 平成２6年度補正予算 小規模事業者持続化補助金採択、経済産業省 
 広島県の「ものづくり」～オンリーワン・ナンバーワン企業～ 製品・技術に掲載  

 

 

木質バイオマス燃料ガス生成装置「ミライトーン」 

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  

木質バイオマス燃料ガス生成装置 
・温泉施設の加温、かけ流し用温水 
利用 

・病院・老人施設・温水プールなど 
の温水供給用 

・養鰻水槽内温水供給用 
・花き育成ハウス、野菜・果樹育成 
 ハウス、畜産育成ハウス内暖房用 

導入実績  

・木質ペレット燃料ガス生成装置  
・木質ペレット焚き温風機 
・廃液処理装置  

高度化  

・ ガス化によるエネルギー供給 

環境への貢献  

・ 『木くずを宝に変える技術』―焼却炉製造で培ってきた経験と環境に負荷をかけないバイオマス燃料により創ら
れたガスから、発電はもちろん、ガソリンや LPガスに代替してエンジンを動かすことも可能。 

・ 産業廃棄物処分されている木質バイオマスを活用し、熱効率の高いガス化によりランニングコストを最小限に抑える。 

今後の課題  

 将来、間伐材、端材など地産地消の木質チップやペ
レットによる CO2を出さないクリーンエネルギーの創
出を目指す。 
 
 

 

知的財産権等取得状況   

・特許取得：燃料ガス生成装置・廃液処理装置 
天然素材であるヘチマを用いた集塵フィルターの製
造方法・殺菌抗菌剤、殺菌抗菌用のカルシウム粉末
及びその製造方法                        

・商標登録：MIRAITONEミライトーン 

企業概要  

創 業 年：昭和 6０年 10月 
資 本 金：300万円 
従業員数：４名 
事業内容：各種焼却炉製造販売及び修理、製缶工事、環境に関する機器類

の研究開発 
 

企業の環境への想い  

広島の小さな島の町工場が、長年、
焼却炉製造で培ってきた経験と研
究の成果と、環境への熱い思いを込
めて、木質バイオマス燃料ガス生成
装置を製造しています。世界で 

1台だけの製品をご提案します。 
 

 

－ 95 －
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廃棄物処理・リサイクル 

『持続可能な社会の実現のために、情報・技術を提供する環境総合コンサルタント』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：廃棄物処理・処分事業に関するコンサルティング業務 
技 術 名 ：廃棄物処理計画、環境保全対策、3R 循環型・低炭素社会

形成、環境施設計画・設計・発注⽀援、環境調査 他  

技術や製品の概要 ：廃棄物処理 処理事業を⾏う地⽅公共団体の施設整備に 

関する計画⽀援から施設設計、⼯事監理、運営計画の策定
まで、総合的にコンサルティングを実施 

環境保全対策 最終処分場や環境施設跡地に係る⼟壌汚染等を
はじめとする環境汚染対策や調査に関する技術提供を実施

 
住所 ：広島県広島市中区広瀬北町 3-11 
URL ：http://www.technology.co.jp/ 
代表者 ： 代表取締役 友⽥ 啓⼆郎 
担当者名：営業部⻑ 打海 智⾏ 
電話 ： 082-297-8700 
ＦＡＸ ： 082-295-3216 
e-mail ： sales@technology.co.jp 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

地域における情報と実績の蓄積 地⽅公共団体等の発注する廃棄
物処理事業に関するコンサルタント業務が、全売上⾼の８割
以上を占めている。これらの業務は、中国地⽅をはじめとし
た⻄⽇本を中⼼に展開している。当社は平成 19 年の設⽴であ
るが、前⾝の東和科学株式会社（昭和 44 年設⽴）から事業を
継承しており、40 年強の⻑い歴史と実績を有し、迅速かつ細
かいフットワークにより、地域や近隣⾃治体に関する情報を
極めて詳細に把握できることから、こうした情報と実績が業務を⾏っていく上で、⼤きな強みとなっている。 

⾃社の技術⼒ 環境コンサルティングを⾏う上で必要となる技術⼠等の資格を保有している優秀な技術スタッフ
が多数在籍している。また、これまでの実績から積み重ねてきたノウハウを有している。 

ネットワーク⼒ 廃棄物処理に関する業務を遂⾏するあたり、幅広い知識と情報が必要であると認識しており、精
度の⾼い調査や設計を⾏っている。主に中国地⽅管内の専⾨業者との情報交換を密に⾏い、強い信頼関係による
ネットワークを⽣かし、地域に配慮した精度の⾼い技術を適正なスピード（⼯期）で提供している。 

優位性  

・地域に適した技術⼒の提供、適正な⼯期の遵守と⼯程管理、迅速かつ適正な対応。 
 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

該当なし 
 
 
 

⼭⼝県周南市リサイクルプラザ（ペガサス） 



 
「D．Waste-Net（災害廃棄物処理⽀援ネットワーク）」
における組成調査 

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  

中央官庁、全国の地⽅⾃治体、⺠間企業、各種研究機関など 

導⼊実績  

全国における廃棄物処理施設⽀援の実績  約 150 件／年度 
中国地⽅における廃棄物処理施設⽀援の実績 

 約 50 件／年度 

⾼度化  

災害廃棄物処理計画の策定業務 
・災害廃棄物の処理は、被災⾃治体が早期復旧・復興を成し遂 

げるために極めて重要な業務であり、国の「災害廃棄物対策 
指針」では、都道府県・市町村において実⾏性のある処理計 
画の作成が定められている。 

・平成 27 年 9 ⽉の関東・東北豪⾬で甚⼤な被害を受けた茨城 
県常総市の災害廃棄物処理⽀援のため環境省が派遣した「D． 
Waste-Net（災害廃棄物処理⽀援ネットワーク）」における 
⽀援者グループメンバー（⽇本廃棄物コンサルタント協会） 
として、現地における災害廃棄物処理の⽀援を⾏っている。現在までに、複数件の災害廃棄物処理計画策定に関 
するコンサルタント実績を有する。当社では、今後も積極的に災害時の廃棄物処理に関するコンサルタント事業 
を実施し、⼀時も早い復旧・復興のための⽀援を⾏いたいと考えている。

今後の課題  

これまでは中国地⽅を中⼼として業務を展開してい
たが、今後は当社のノウハウをより広範囲に提供して
いきたいと考えている。そのための営業拠点と実施体
制の充実を図る。また、「災害廃棄物処理計画策定⽀
援」を進めるため、現状では⼗分とはいえない⾃治体
の認知度を⾼めていきたい。 

知的財産権等取得状況  

技術⼠   7 名 廃棄物処理施設技術管理者 ３名 
⼀級建築⼠ ２名 ⼀級⼟⽊施⼯ 管理技⼠  ３名 
測量⼠   ４名 ⼀級建築施⼯ 管理技⼠  ２名 
地質調査技師１名 ⼀級管⼯事施⼯ 管理技⼠ ２名 

企業概要  

創 業 年：平成 19 年 4 ⽉ 
資 本 ⾦：2,000 万円 
従業員数：40 名 
事業内容：廃棄物処理・処分施設に関するコンサルティング業務、各種環境 

調査及び予測・評価、環境保全対策コンサルティング、環境中に
おける汚染調査及び修復に関するコンサルティングほか 

 

企業の環境への想い  

私たちは、幅広い視野と鋭い感覚
で、常に変化し続ける社会環境や技
術の進歩を吸収・把握・理解し、持
続可能な社会の実現に向けた最新
の情報・技術をお客様に提供し続け
ることで、地域社会に貢献したいと
考えています。 
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⼤気汚染防⽌ 

『因島の造船機械業が培った技術を基盤に、もみ殻のバイオマス燃料化装置を開発』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：「グラインドミル」、固形燃料「モミガライト」 
技 術 名 ：もみ殻の固形燃料化および耐久性向上のための特殊形状 

設計・製造 
技術や製品の概要 ： もみ殻を供給し、もみ殻のすりつぶしと固形燃料（モミガライト）

成形の機能を合体、原料から１⼯程で製品製造を可能にするワン
ユニット構造を特徴とするもみ殻固形燃料製造装置。                   

グラインドミル もみ殻固形燃料「モミガライト」の製造 

モミガライト  グラインドミルから製造される 100％も
み殻の固形燃料。発熱量は、約 4,000kcal/kg で、接合剤を
使わず、排気ガスは、NOx、Soｘを含まない。

 
住所 ： 広島県尾道市因島重井町 5264 
URL ： http://www.tromso.co.jp 
代表者 ： 代表取締役 橋本 俊隆 
担当者名：常務取締役 井場 和男 
電話 ： 0845-24-3344 
ＦＡＸ ： 0845-24-3181 
e-mail ： info@tromso.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

グラインドミル もみ殻をすり潰し、特殊な形状に仕上
げる独⾃技術を採⽤することにより、もみ殻固形燃料
の耐久性を⾼める構造をもつもみ殻固形燃料製造装置。
造船機械メーカーで培った技術が基盤。モミガライト
を製造する中間体である“擦つぶし籾がら” は、その保
⽔性を活⽤し、植物育成の⼟に代わる利⽤も期待され
ている。 

モミガライト 廃棄物となる天然資源のもみ殻をすり潰
した固形化燃料。化⽯燃料と違い、硫⻩・窒素酸化物を
含まず、新たな CO2も発⽣せず、地球環境保全に貢献。
また、10 年超の形状不変・⻑期保存が可能であり、優
れた燃料⼒などが特徴。 

優位性  

「グラインドミル」型式：TRM-120F 
処理能⼒ ： 約 120kg/h、主 動 ⼒ ： 15KW 
供給電⼒ ： AC200V 3φ 50Hz/60Hz  

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 26 年度 国際協⼒機構（JICA）「もみ殻を原料とした固形燃料製造装置の普及・実証事業（タンザニア）」
にかかる契約を締結 

� 平成 25 年度 外務省委託、外務省政府開発援助海外経済協⼒事業（本邦技術活⽤等途 上国⽀援推進事業）委
託費（案件化調査）を株式会社トロムソ・株式会社イースクエア共同 企業体が実施。 



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  

・全国の農業⽣産法⼈、⾏政機関（⽶の⽣産拠点への導⼊） 
・海外における普及展開中（もみ殻の固形燃料化、薪炭の代替燃料提供 

等の販路開拓、販売・メンテナンス体制の確⽴、商業ベースでの 
普及拡⼤を狙う） 

導⼊実績  

・グラインドミル：国内約 70 台（⾏政、農業施設など） 
・モミガライト ：⾮常⽤備蓄燃料としても販売中 

⾼度化  

・海外現地に合わせた仕様改良、コストダウン。 
・主要部品の耐摩耗性の改善。 

環境への貢献  

・モミガライト もみ殻 100％を原料とし、燃焼時に硫⻩酸化物（SOx）、窒素酸化物（NOx）を含まず、CO2 

削減に貢献し、バイオマス燃料として注⽬されている。 
・グラインドミル アフリカのコメ⽣産国であるタンザニアへの試験導⼊、デモンストレーションを実施。もみ殻 

はもとより、現地で廃棄物となっているピーナッツの殻のすり潰し、圧縮成形した固形燃料化にも成功。 
・もみ殻等を固形燃料化し、薪炭の代替燃料として活⽤し、深刻な森林伐採保護や地球温暖化抑制への貢献。 

今後の課題  

 平成 26 年度からの JICA と「グラインドミル」の普
及・実証事業の契約を締結し、現地における活⽤⽅法や有
効性、今後の国内普及を図る事業を推進中（2 年半活動予
定）。現地での適合性の向上、採算性等の検討。 

知的財産権等取得状況   

・特許番号 第 2567324 号 名称 圧縮微粉砕装置 
・商標登録 第 5420008 号 役務区分 モミガラの粉

砕成形機 
 

企業概要  

創 業 年：平成 19 年 3 ⽉ 
資 本 ⾦：300 万円 
従業員数：7 名 
事業内容：もみ殻のすり潰しと固形燃料成形の機能を⼀⼯程で⾏う、 

もみ殻固形燃料製造装置“グラインドミル”の設計、製造、 
営業、技術指導およびメンテナンス 

 

 

企業の環境への想い  

「もみ殻」をうまく活⽤し、国内外の
環境に役⽴つことを、もみ殻固形燃料
製造装置“グラインドミル”の開発、販
売を通じて学びました。“もみ殻すり潰
し”を培⼟に、固形燃料“モミガライト”
を⽯油の代替えに、『もみ殻』でつな
ぐ温かなグローバル・エコの輪を展開
していきます。 

もみ殻固形燃料製造装置 “グラインドミル” 
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廃棄物処理・リサイクル 

『有機性廃棄物の有効利用の方法について提案します！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：ミシマックス 

技 術 名 ：有機廃棄物の発酵分解処理装置（余剰汚泥・畜糞・生ごみ） 
技術や製品の概要 ：分解の困難な下水道由来の余剰汚泥を容易に高温好気発酵 

分解する有機廃棄物発酵分解処理装置「ミシマックス」を
オーダーメイドで製造している。同装置は余剰汚泥のほか、
生ごみ、畜糞などを 24時間で約 95%減容化することが 
可能。 

 

 
住所 ：広島県広島市南区出島 1-11-14 
URL ：http://www.mikuniya.jp 
代表者 ：代表取締役 田中 秀宜 
担当者名：主任 大森 誠紀 
電話 ： 082-251-3928 
ＦＡＸ ： 082-251-3988 
e-mail ： ohmori@mikuniya.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

高温好気発酵技術を用いた有機廃棄物発酵分解処理装置
「ミシマックス」の特徴は、余剰汚泥・畜糞・生ごみ等を
24時間で約 95%減容化が可能。ミシマックスの処理量は、
小規模（日 25kg）～大規模（日 15t）まで対応可能であり、
担体としてのチップの入替は半年 1回。 
当社の装置の品質・性能に関して、公設試験場等におけ

る検査や保有装置による実証実験を実施済。また様々な温
度環境（冬期の-13℃～夏期の 37℃）で稼働しており、耐
久性を有している。さらに微生物による脱臭装置を有しており、発酵時の臭いを軽減する。 
ご要望に応じて迅速に対応し計画立案を作成、さらに建設時には、建設会社とともに設計図面を作製し、スムー

ズな組み上げ作業を行うことが可能となる。これまで、島根県（行政・老人ホーム・畜産）・岡山県（老人ホーム）・
鳥取県（病院・調理センター）・広島県（行政）等で計約 20施設に「ミシマックス」を設置、運転及び保守管理
業務を実施中。運転及び保守管理業務では、専門技術者を派遣し迅速な対応を行う。 

優位性  

・低コスト、高効率化、資源循環、安全性 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 表 彰 実 績 ・平成 13年 しまね環境大賞奨励賞(調査研究・技術開発部門) 
・平成 16年 日本機械学会中国四国支部長賞(平成 15年度技術貢献賞) 

 メディア記載 ・マテリアルインテグレーション 25(8・9)、83-89、2012-08 
・「高温好気発酵による下水余剰汚泥処理技術」(雑誌掲載) 
・もうけの花道 「ミシマックス」(経済産業省 HP掲載) 

 

－ 100 －
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廃棄物処理・リサイクル 

『有機性廃棄物の有効利用の方法について提案します！』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：ミシマックス 

技 術 名 ：有機廃棄物の発酵分解処理装置（余剰汚泥・畜糞・生ごみ） 
技術や製品の概要 ：分解の困難な下水道由来の余剰汚泥を容易に高温好気発酵 

分解する有機廃棄物発酵分解処理装置「ミシマックス」を
オーダーメイドで製造している。同装置は余剰汚泥のほか、
生ごみ、畜糞などを 24時間で約 95%減容化することが 
可能。 

 

 
住所 ：広島県広島市南区出島 1-11-14 
URL ：http://www.mikuniya.jp 
代表者 ：代表取締役 田中 秀宜 
担当者名：主任 大森 誠紀 
電話 ： 082-251-3928 
ＦＡＸ ： 082-251-3988 
e-mail ： ohmori@mikuniya.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

高温好気発酵技術を用いた有機廃棄物発酵分解処理装置
「ミシマックス」の特徴は、余剰汚泥・畜糞・生ごみ等を
24時間で約 95%減容化が可能。ミシマックスの処理量は、
小規模（日 25kg）～大規模（日 15t）まで対応可能であり、
担体としてのチップの入替は半年 1回。 
当社の装置の品質・性能に関して、公設試験場等におけ

る検査や保有装置による実証実験を実施済。また様々な温
度環境（冬期の-13℃～夏期の 37℃）で稼働しており、耐
久性を有している。さらに微生物による脱臭装置を有しており、発酵時の臭いを軽減する。 
ご要望に応じて迅速に対応し計画立案を作成、さらに建設時には、建設会社とともに設計図面を作製し、スムー

ズな組み上げ作業を行うことが可能となる。これまで、島根県（行政・老人ホーム・畜産）・岡山県（老人ホーム）・
鳥取県（病院・調理センター）・広島県（行政）等で計約 20施設に「ミシマックス」を設置、運転及び保守管理
業務を実施中。運転及び保守管理業務では、専門技術者を派遣し迅速な対応を行う。 

優位性  

・低コスト、高効率化、資源循環、安全性 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

 表 彰 実 績 ・平成 13年 しまね環境大賞奨励賞(調査研究・技術開発部門) 
・平成 16年 日本機械学会中国四国支部長賞(平成 15年度技術貢献賞) 

 メディア記載 ・マテリアルインテグレーション 25(8・9)、83-89、2012-08 
・「高温好気発酵による下水余剰汚泥処理技術」(雑誌掲載) 
・もうけの花道 「ミシマックス」(経済産業省 HP掲載) 

 

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  

水処理事業者、畜産農家、一般・産業廃棄物事業者 

導入実績  

・行政（水処理施設）6基 
・行政（生ごみ）   3基 
・病院・福祉施設（生ごみ） ５基 
・畜産農家（糞尿） 1基 
・その他、有機性廃棄物の減容化 2基 他 

高度化  

・有機性廃棄物の減容化（24時間で 95％減容化）。 
・生物脱臭装置による臭気の軽減。 

環境への貢献  

・肥料成分である窒素・リン・カリウムの循環を促し 
肥料として再生利用を行うことが可能。 

・オンサイトで設置可能のため、移動および焼却に 
かかる温室効果ガス排出量の削減に繋がる。 

今後の課題  

 現在、中国地方を中心とした発酵分解処理装置導入
の実績を有する。東京の展示会に参加することにより、
全国的な営業展開に結び付けていくとともに、更なる
需要に対応すべく、営業活動、販売活動および維持管
理等の実施体制の充実を図る。 
 

知的財産権等取得状況  

・有機汚泥発酵分解処理装置の運転管理方法  
特許第 3753322号 

・分解処理層の給気装置 特許第 4771734号 
・発酵分解処理装置 特願 2009-246249号 
・商標登録 第 5332442号 
 

企業概要  
創 業 年：昭和 60年 10月 16日 
資 本 金：1,000万円 
従業員数：155名 
事業内容：有機物発酵分解装置製造業の商品の製造・販売 
 

 

企業の環境への想い  

有機物発酵分解装置の商品販売
を進めるにあたり、資源循環・温室
効果ガス排出量削減など、「お客様
に求められるサービスは何か。」を
常に考え行動し、それに応えられる
企業となるように努めて参ります。 

 

－ 101 －
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⼟壌、⽔質浄化 

『すべての排⽔溝の浮上油⾃動回収機』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：グリスバキューマシステム 
技 術 名 ：浮上油⾃動回収装置 
技術や製品の概要 ：グリストラップ（排⽔ピット）の浮上油を⾃動的且つスピ 

ーディに回収し、排⽔処理⽔の負荷の軽減を図る。同時に 
従来、廃棄物であった回収油をリサイクル及びリユース 
することを⽬的とする。⾷品⼯場（⾷⽤油）及び精密機械、 
アスファルト合材、解体業等の⼯場の油（鉱物油・機械油） 
の回収に優れている。 

 
住所 ： 広島県福⼭市松永町 351-3 
URL ： http://www.maru-hachi.co.jp 
代表者 ： 代表取締役 古⽟ 貴重 
担当者名：代表取締役 古⽟ 貴重 
電話 ： 084-933-2431 
ＦＡＸ ： 084-934-0363 
e-mail ： kodama@maru-hachi.co.jp 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

原理  既存グリストラップを利⽤し、浮上油
を装置本体に⾃動回収し、分離室へ貯
留する。分離した油分は、コックから
簡易に回収できる。 

特徴  
・グリストラップの浮上油の回収を⾃動でスピ 

ーディに回収し、その能⼒を最⼤限に引き 
出す。 

・回収した廃油は、分離室下部のコックから 
容易に引き抜くことが可能。 

【実証試験結果】 
（実証機関） 広島県内の実証機関 
（実証試験期間）平成 16 年 10 ⽉〜平成 17 年 2 ⽉ 
（技術の⽬的）①グリストラップの清掃時間の短縮 ②いつもきれいなグリストラップを維持（悪臭防⽌） 
（実証項⽬）⽔質、環境対策（廃棄物発⽣、騒⾳、におい）、運転及び維持管理性能項⽬ 
（結果）安定正常稼働、ひしゃく等による浮上油回収作業に⽐較し、作業時間短縮、軽易化、臭気抑制、グリス

トラップ周辺への汚⽔・回収油の⾶散防⽌等を確認でき、本機器の信頼性、品質は、評価されている。 

優位性  

・排⽔中の⾼濃度油分をスピーディに回収・回収廃油をワンタッチで引き抜き、リサイクル⼜はリユース。 
・モニターにより導⼊する為、強い信頼。・タフな商品で壊れにくい。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 16 年度  環境省 環境技術実証モデル事業 実証番号 020－0402  



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  

⾷品⼯場（⾷⽤油）、精密機械、アスファルト合
材、解体業等の⼯場の油（鉱物油・機械油）の回
収 

導⼊実績  

（例）グリスバキューマシリーズ 約 700 台 
 

⾼度化  

・グリストラップ設置との⼀体化。 
 

環境への貢献  

・回収廃油のリサイクル及びリユース。 
・排⽔処理⽔の負荷の軽減（⽔質浄化）。 
・悪臭防⽌（衛⽣管理）。 
 
 
 
 
 

今後の課題  

・エマルジョン油の分離。   
・回収廃油の⾃社での利⽤開発。 
 

知的財産権等得状況  

グリスバキューマシステム  特許取得 3368426 号 
 

企業概要  

創 業 年：昭和 12 年 9 ⽉ 
資 本 ⾦：1,200 万円 
従業員数：32 名 
事業内容：レンタル業（業務⽤セラミック及び⾦属製グリスフィルターの

レンタルおよび定期メインテナンス） 

 

企業の環境への想い  

利⽤された⽔を技術⼒でリフレ
ッシュし、再びできる限りクリーン
な状態で⾃然に還元させたい思い
から「浮上⾃動回収機グリスバキュ
ーマ」システムを開発しました。 

ＧＢ－２０（２ポンプ） 

          

           ＜使用後の状態＞ 
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廃棄物処理・リサイクル 

『かさばる PP バンド、PE フィルム、ペットボトルをコンパクトに』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：PiPi 太郎、アッシュくん、エコ将軍 
技 術 名 ：PP バンド細断機、PE フィルム減容機、ペットボトル減容機 
技術や製品の概要 ：PP バンド細断機「PiPi 太郎」、PE フィルム減容機「アッ 

シュくん」、ペットボトル減容機「エコ将軍」で廃棄物を 
コンパクトにして運搬しやすくし、運搬コスト削減と資源 
リサイクル促進を図る。

 
住所 ：広島県福⼭市千⽥町 4-14-12 
URL ：http://www.kk-miw.com 
代表者 ： 代表取締役 菊⽥ 晴中 
担当者名：代表取締役 菊⽥ 晴中 
電話 ：（084）955-2122 
ＦＡＸ ：（084）955-3597 
e-mail ： meiwa@kk-miw.com 
 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

PiPi 太郎 
荷解き時に発⽣する PP バンドを細かく細断し減容すること

で、運搬コストが削減できる。また、裁断したバンドはリサイ
クル業者でプラスチックペレットとしてリサイクルされ、再び
PP バンドとして⽣まれ変わることが可能。 

 
アッシュくん 

⽚⼿でハンドルを回すだけで、PE フィルム、ストレッチフ
ィルムなどを 1/2〜1/3 に圧縮する。また、事務所などで発⽣
する⼤量の紙ゴミや使⽤済みのウエスなどにも使⽤できる。 

 
「エコ将軍」シリーズ 

⻭⾞の噛み合いを利⽤して使⽤済みペットボトルを減容する。
排出部のカッターにより、キャップのリングとラベルの切り取
りまで⾏うので、分別作業が簡単になる。 

 

優位性  

・「PiPi 太郎」は、⾜付タイプと卓上タイプの 2 種類ある。⾜付タイプは単独で使え静電気によるトラブルが少な
いというメリット、卓上タイプは幅 415×奥⾏ 310×⾼さ 305ｍｍとコンパクトであるというメリットがある。 

・「アッシュくん」は、電源不要のため⼯事現場など屋外での使⽤が可能。 
・「エコ将軍」シリーズは、処理能⼒に応じてⅠ・Ⅱ・ボックス型の 3 タイプある。 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成 18 年度 「エコ将軍シリーズ」で、クリーン・ジャパン・センター会⻑賞を受賞 



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  

⼯場、スーパーマーケット、⼤型⼩売店、新聞販売店、配
送業者、⼯事現場等 

導⼊実績  

・廃棄物中間処理業者,⾝体障害者のペットボトル分別処理

業施設 など 

・PiPi 太郎・アッシュくんセット：新聞販売店で約 170 セ

ット導⼊ 

・エコ将軍シリーズ：全 12 台 

⾼度化  

特になし 
 

環境への貢献  

・ 不要物をコンパクトにすることにより、輸送時のコスト
削減が図れると共に、CO2 の削減ができる。 

・ そのままだと廃棄物であるものを、細断や減容すること
でリサイクルしやすくし、資源の再利⽤に貢献できる。 

 

今後の課題  

・「PiPi 太郎」卓上タイプは、排出時に静電気で詰ま
ることがあり、制電技術⼒が必要である。その他、
顧客ニーズに合わせた改良が必要となる。 

・商品紹介がホームページと環境展のみなので、発信
⼒や PR ⽅法が課題。 

知的財産権等取得状況  

「PiPi 太郎」「アッシュくん」商標登録 
 
 
 
 

企業概要  

創 業 年：⼤正 14 年 4 ⽉ 
資 本 ⾦：9,500 万円 
従業員数：40 名 
事業内容：精密機械加⼯・組⽴・精密⻭⾞・減速機・環境機器 

〈減速機〉〈オーバーホール〉〈設計・製作〉 
 

 

企業の環境への想い  

次世代に迷惑がかからないよう
に、地球環境を考えなければならな
い。⾃社製品の開発、販売を通して
⾃社による環境活動だけでなく、購
⼊していただいた顧客にも環境活
動に貢献いただける様な取組みと
して⾏っていきたい。 



 

株式会社⽶倉社会インフラ技術 
研究所 
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⼤気汚染防⽌ 

『道路舗装に⾰命を！将来のアスファルト舗装の炭化物添加による⻑寿命化のための研究

開発及びコンサルタント業務。⻑寿命化技術』  

技術・製品の基本情報  

技術・製品名 ：炭化物添加によるポーラスアスファルト舗装の⻑寿命化 
技 術 名 ： 廃ゴム乾留炭化物や廃カーボン添加によるポーラスアス 

ファルト舗装の⻑寿命化技術 
技術や製品の概要 ： 廃タイヤなどのゴム製品を乾留して得られる乾留炭化物 

およびカーボンブラック製造業者から出る廃棄カーボンブ 
ラックなどの炭化物添加によるポーラス（多孔質）アスファ 
ルト舗装の⻑寿命化技術。カーボンブラックの架橋効果に 
よるアスファルトの強度増進と紫外線遮蔽効果によるアス 
ファルトの紫外線劣化防⽌が図れ、舗装の⻑寿命化実現。

 
住所 ：広島県広島市中区南⽵屋町 5-12 
URL ：http://www.yonekura-infra.com 
代表者 ： 代表取締役 ⽶倉 亜州夫 
担当者名：代表取締役 ⽶倉 亜州夫 
電話 ： 082-249-6021 
ＦＡＸ ： 082-249-6021 
e-mail ：  

asuo-yonekura@yonekura-infra.com 

技術・製品の特徴、優位性  

技術・製品の特徴  

架橋効果によるアスファルト舗装の強度増進および紫外線遮蔽効果によ
る舗装の紫外線劣化を防⽌する⻑寿命化技術  

通常のアスファルト舗装は、砂利、砂、⽯粉、アスファルトの混合物
であり、空隙が少なく、密度が⾼い。そのために⽔はけが悪く、騒⾳が
⼤きかった。これらの点を改善するため、空隙率が従来品より 5 倍⼤き
いポーラス（多孔質）アスファルト舗装が開発された。強度が⼩さくな
るのを補うため⾼価なポリマー改質アスファルト H 型が使⽤されてい
る。しかし、紫外線劣化を⽣じやすく、短命である。当技術では、廃タ
イヤなどから抽出した乾留炭化物や廃棄カーボンブラックを利⽤し、通
常アスファルト舗装より強度増進と紫外線劣化防⽌を図り、⻑寿命化を
実現した。 

優位性  

・ 廃タイヤを利⽤することによる CO2 削減効果  
・ ⻑寿命化による公共⼯事費削減効果 

製品等の受賞歴など（PR コーナー）  

� 平成２１年 3R 協会会⻑賞 共同受賞（広島⼤学等） 
� 平成２４年 広島循環型社会推進機構 助成⾦ 
� 平成２６年 公益財団法⼈ひろしまベンチャー育成基⾦ エコ特別賞受賞 

廃タイヤ、廃タイヤを乾留（蒸し焼き）にし
て得られる乾留炭化物及び乾留装置 



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  

国内全域の舗装⼯事 

導⼊実績  

・国道 9 号線（江津付近） 
・⼭陽⾃動⾞道（⼩⾕サービスエリア下り） 
・広島⾼速 1 号線 など 15 カ所以上 

⾼度化  

廃ゴム乾留炭化物や廃カーボンを添加したポー
ラスアスファルト舗装混合物添加の強度増進と紫
外線劣化防⽌実現によるライフサイクルコストの
低減と⻑寿命化。 

 

環境への貢献  

・タイヤなどを廃棄するよりも燃焼、乾留させ廃カーボンを取り出し、舗装に有効活⽤することによる CO2 削減。 
・舗装道路の強度増進に伴う⻑寿命化による道路補修費⽤の削減。 

今後の課題  

 現在、実証実験中であるが、その効果を証明するの
に 10 年間の⻑期間の運⽤実績が必要になる。なかなか
成果が認められないことが課題。今後の知名度向上さ
せ、環境のためにも広く等技術を採⽤していただきた
い。 
 

知的財産権等取得状況  

アスファルト混合物 特許第 3740643 号 
 
 
 
 

企業概要  

創 業 年：平成 22 年 9 ⽉ 17 ⽇ 
資 本 ⾦：300 万円 
従業員数：3 名 
事業内容：・コンクリート構造物、アスファルト舗装等の社会基盤施設の 

⻑寿命化のための研究開発及びコンサルタント業務。  
・コンクリート構造物、アスファルト舗装に関する講演、指導、 

⼈材育成及び著作事業。  
・コンクリート構造物、アスファルト舗装等の社会基盤施設の劣 

化診断事業。 
 

 

企業の環境への想い  

年間 100 万トン以上も排出され
ている廃タイヤ等の廃ゴム製品を
燃料として燃やさず、これらを乾留
して得られる炭化物（カーボンブラ
ック）をアスファルト舗装に有効活
⽤することによって、⼆酸化炭素排
出削減に貢献し、地球温暖化防⽌に
役⽴てたい。 


