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はじめに

こちらへアクセス！
http://www.nedo.go.jp/hyoukabu/jyoushi/

NEDOは、地球規模で課題となる環境問題やエネルギー問題
の解決、また我が国経済の持続的成長、社会課題を解決に導くた
め、グリーンイノベーション、ライフイノベーションを生み出す技術
開発プロジェクトを推進しています。また、民間企業だけではリ
スクが高いものの、わが国の産業技術の国際競争力強化に重要
な技術について、総合的に開発しています。

　一方、NEDOプロジェクトの成果が製品やサービスとして社
会に現れるまでには、プロジェクト終了後、参加企業による更なる
開発努力があります。NEDOでは、プロジェクト終了後５年間、プ
ロジェクトの「その後」を追い、成果の社会への広がり（新規市
場形成・製品化等）を把握する「追跡調査」を実施しています。ま
た、追跡調査によって把握された製品やサービスを中心に企業イ
ンタビューを行い、そのサクセスストーリーを「実用化ドキュメン
ト」として、NEDOのホームページで紹介してきました。

　平成２０年度からスタートしたこの「実用化ドキュメント」
は、今回で第４シリーズを迎え、通算で46件の事例を取上げるま
でになりました。本小冊子は、各テーマのエッセンスを抽出し、手
に取ってご覧いただけるようにまとめたものです。ご関心のペー
ジがあれば是非Webサイトへアクセスし、本文をご覧頂ければ
幸いです。

２０１２年６月　ＮＥＤＯ　評価部
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■はじめに
■各回紹介
エネルギー・環境分野
・太陽電池（シャープ、カネカ、昭和シェル石油、三菱重工業）
・風力発電（富士重工業）
・バイオマス発電（メタウォーター／東京都下水道局）
・家庭用燃料電池　エネファーム（東京ガス）
・自動車用リチウムイオン電池（日立ビークルエナジー）
・ごみ焼却炉（JFEエンジニアリング）
・ハイブリッドシステム（三菱ふそうトラック・バス、コベルコ建機）
・真空断熱材（パナソニック）
・水和物スラリ（JFEエンジニアリング）
・小型蒸気発電機スチームスター（神戸製鋼所）
・軽油脱硫触媒（コスモ石油）
・クリーンディーゼル車（UDトラックス）
・溶媒フリー塗装（加美電子工業）
・半導体クリーニングガス　COF₂（関東電化工業）
・アスベスト代替材料（ジャパンマテックス）
・アスベスト処理技術（大成建設、北陸電力）
・ノンフロン技術（昭和電工、パナソニック）
・フロン破壊技術（月島環境エンジニアリング）

産業技術分野
・ブルーレイディスク（ソニー）
・ホームＩＴシステム（東芝ホームアプライアンス）
・半導体用レーザ光源（ギガフォトン）
・垂直磁気記録方式HDD（日立製作所）
・不揮発性メモリ（富士通／富士通セミコンダクター）
・プラズマ半導体製造装置（東京エレクトロン／東北大学）
・超大型プラズマディスプレイ（篠田プラズマ）
・液晶TV用偏光フィルム（日本ゼオン）
・ダイボンドフィルム（日立化成工業）
・高分子シミュレーション（JSOL）
・精密スライサ（不二越）
・金属ガラス（アルプス電気）
・有機溶媒フリー繊維　フォレッセ（東レ）
・脳腫瘍用インテリジェント手術室（東京女子医科大学）
・4次元Ｘ線CT装置（東芝メディカルシステムズ）
・レーザー顕微鏡（オリンパス）
・糖鎖解析ツール（GPバイオサイエンス）
・電子顕微鏡（日本電子）
・糖鎖研究用酵素大量合成（東京化成工業）
・共焦点レーザースキャナ（横河電機）
・短下肢装具（川村義肢）
・ロボットスーツＨＡＬ®（サイバーダイン）
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世界最高*の変換効率36.9％を達成し
た化合物3接合太陽電池
*：2011年11月現在、研究レベルにおける非集光
太陽電池セルにおいて（シャープ調べ）

化合物3接合太陽電池は住
宅用多結晶シリコンに比べ
て、広い帯域の光を吸収す
ることが出来るため、高効
率化が可能

・太陽光発電技術研究開発／先進太陽電池技術研究開
発／超高効率結晶化合物系太陽電池モジュール製造
技術開発（2001-2003年度）
・新エネルギー技術研究開発／太陽光発電システム未
来技術研究開発／超高効率多接合型太陽電池の研究
開発（2007-2009年度）
・新エネルギー技術研究開発／革新的太陽光発電技術
研究開発（革新型太陽電池国際研究拠点整備事業）／

　ポストシリコン超高効率太陽電池の研究開発
（2008-2014年度）

集光型太陽光発電システム

世界一のモジュール変換効率４０％を目指す、太陽電池開発中

シャープ株式会社

太陽電池は再生可能エネルギー
利用技術として大きな期待が寄せ
られています。普及を加速させるに
は、さらなる変換効率の向上などが
必要と言われています。長年にわた
り様々な種類・方式の太陽電池の
研究開発に取り組んできたシャープ
株式会社では、NEDOが2001年度
に開始した「新エネルギー技術研究
開発」プロジェクトの「太陽光発電
技術研究開発」分野で、化合物太陽
電池の研究開発に取り組みまし
た。
これまでにＮＥＤＯプロジェクト
を通じて得られた知見を活用しな
がら、世界の人工衛星に搭載されて
いる太陽電池の主流である化合物
3接合太陽電池を開発しています。
2002年には同社が開発した化合
物3接合型太陽電池が宇宙航空研
究開発機構（JAXA）の認定を取
得。2004年には小型科学衛星「れ
いめい」に、2009年には温室効果
ガス観測技術衛星「いぶき」に搭載

されるなど、宇宙用太陽電池として
次 と々利用されています。
発電効率向上を重視した研究開
発の結果、2009年には、セル変換
効率35.8％の太陽電池の世界記録
を樹立。さらに、2011年には、自社
記録を更新する36.9％を達成しま
した。現在は、2025年に40％のモ
ジュール変換効率達成を目標に研
究開発を続けています。加えて、レ
ンズなどを利用して太陽光を集光
し50％を超える変換効率が目指す
「集光型太陽光発電システム」の
実用化にも取り組んでいます。
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太陽電池市場の有望技術「新ハイブリッド」型太陽電池

カネカ「新ハイブリッド」型太陽電池の
断面図。透明中間層をはさむことに
よって光を閉じ込め、太陽光の変換効
率を高めている。

屋根の形状に合わせて、無駄なく太陽
電池を敷き詰めることができる。

・太陽光発電システム普及加速型技術開発
 （2000～2005年度）

「新ハイブリッド」型太陽電池のパネル

株式会社カネカ

私たちに求められる、低炭素社会
において、無限に等しい太陽光エネ
ルギーを使った太陽光発電は大き
な注目を集めています。
太陽電池生産量は、2003年以

降、年率30%～50%の急激な伸び
率を示しています。日本でも太陽光
発電の導入量を大幅に増やすとの
方針の下、2009年から家庭用太陽
光発電の導入補助金が復活しまし
た。
太陽電池市場の規模拡大が期待
される中、カネカは、太陽電池開発
に力を注ぎ、独自の技術を盛り込ん
だ「新ハイブリッド」太陽電池モ
ジュールの開発に成功しました。
太陽電池に使われる材料には大
きく2つ、アモルファスシリコンと薄
膜多結晶シリコンがあります。前者
は波長の短い青い光を、後者は波
長の長い赤色の光を効率よく吸収
します。有効な波長域や使用条件
が異なる長所を生かすために開発
されたのが、この2つを積み重ねた

タンデム型太陽電池です。
太陽電池で最も重要な性能は
「変換効率」です。カネカでは、透
明中間層を用いて効率よく光を取
り込める手法により、通常のタンデ
ム型を上回る変換効率を誇る「新
ハイブリッド」型太陽電池の開発に
成功しました。
太陽電池の事業化で重要となる
のは、省資源、生産効率の向上、低
コスト化です。特に、低コスト化で
は、太陽電池の変換効率向上が最
大の成果をもたらします。
カネカは既に、ドイツなど欧州向
けに大型モジュールの生産を開始
しています。また、日本でも、景観
に溶け込む意匠性の高い建材一体
型の太陽電池の需要が高まりつつ
あり、こちらにも力を注ぎます。
2010年55メガワット相当の太陽電
池を販売し、順調に普及を進めてい
ます。
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シリコンを使わない新しい太陽電池を大量生産へ

昭和シェル石油では、系列ガソリンスタ
ンドへの太陽電池パネルの設置も進めて
いる。節電効果だけでなく、災害時など
停電時でも給油可能な点をアピールして
いる。

・ニューサンシャイン計画／太陽光発電技術研究開発
（1993～2000年度）
・太陽光発電技術研究開発／先進太陽電池技術研究開
発（2001～2005年度）

・太陽光発電システム未来技術研究開発
　（2006～2009年度）
・太陽光発電システム実用化促進技術開発
　（2008～2009年度）

ガラス基板の上に薄膜が積層

昭和シェル石油株式会社

将来起きると言われている化石
資源の枯渇や地球温暖化に対し
て、再生可能エネルギーの開発が
進んでいます。太陽光発電は未来
のこれらの問題を軽減あるいは解
決する主役の一つと言われ、材料や
発電の仕組みが異なる太陽電池の
熾烈な開発競争が世界中で行われ
ています。
変換効率の向上、安定的な製造

技術の確立、低コスト化といった課
題の解決に向けて具体的な目標を
掲げ、目標達成の階段を着実に上
り、普及のスピードが加速している
太陽電池があります。昭和シェル石
油が開発・製造を進め、新しい太陽
電池として有望視されているCIS系
薄膜太陽電池です。CISとは、構成
成分である銅（Cu）、インジウム
（In）、セレン（Se）の頭文字をとっ
ています。
昭和シェル石油は、1993年度か

ら始まったニューサンシャイン計画
でこの太陽電池の開発に本格的に

着手し、その後のNEDOプロジェク
トでCIS系太陽電池の持つ高いポテ
ンシャルを実用的な集積構造の大
面積太陽電池で実現することに取
り組み、製造工程で工夫を重ね、最
適化を図ることで各プロジェクトで
の目標を達成してきました。
2006年にCIS系薄膜太陽電池に
よる太陽電池事業を担当する
100％子会社（当初は昭和シェル
ソーラー（株）、2010年4月にソー
ラーフロンティア（株）に名称変更）

を設立、翌2007年からCIS系太陽
電池の製造・販売を開始し、グロー
バルに販売実績を伸ばしています。
そして、2011年に世界最大規模の
生産能力900メガワットの第3工場
を稼働させ、生産能力をギガワット
スケールに拡大しました。NEDOプ
ロジェクトで開発した技術を活かし
ながら、昭和シェル石油はソーラー
フロンティアを通してコアビジネス
の一つと位置付けた太陽電池事業
の拡大を続けています。

主な太陽電池の種類
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太陽電池の生産性を大幅に向上させる大面積高速製膜化技術を開発

アモルファスシリコン太陽電池製造用
のプラズマCVD装置星形なのは、直列
でラインを長くしないためとラインの1
工程がストップしても影響を最小限に
するため。

長崎県のハウステンボスでは、三菱重
工業製の微結晶タンデム型太陽電池を
園内や駐車場などに使用している。

・太陽光発電システム普及促進型技術
開発（2000～2001年度）

・太陽光発電技術研究開発／先進太
陽電池技術研究開発（2001～2005
年度）

・太陽光発電システム実用化加速技術
開発（2005～2007年度）

三菱重工業株式会社

これまでの太陽電池の開発競争
では、変換効率にとりわけ注目が
集まってきました。しかし、変換
効率のほかにもコストを決める要
素は数多くあります。太陽電池を
いかに大面積でつくるか、いかに
短時間でつくるか、いかに工場の
稼働を止めることなく作るかです。
この課題に日本の技術の強みで
ある「ものつくり」の視点から取り
組んだのが三菱重工業です。三菱
重工業は、多くの太陽電池で使わ
れているシリコンの使用量が少な
い薄膜シリコン系太陽電池の開
発・生産を一貫して行ってきまし
た。NEDOプロジェクトで1.4ｍ
×1.1mの大面積の太陽電池を製造
する技術を開発しました。また、産
学連携で製膜スピードを高める技
術の開発に取り組み、従来の約5倍
のスピードで行うことができるよう
になりました。実生産の歩留まりは
９７％にも達しました。
製造した太陽電池は再生可能エ

ネルギーの固定買取り制度をいち
早く導入したドイツやスペインなど
に向けて輸出され、2011年までに
累積約100メガワットを販売しまし
た。日本でも、テーマパーク、教育
施設、三菱重工業の全国事業所な
ど様々な場所で電気を作り出して
います。
今後も世界中で太陽電池が製造
され、求められるのはより高性能の
製造装置です。三菱重工はこれま
で培ってきた造船、航空機、産業機
械などの「機械を作る機械」を開
発・製造する技術を活かして、太陽
電池の開発に取り組んでいます。
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浮体式洋上風車でのダウンウィンド方式の優位性（左）、
ブレード拡張におけるダウンウィンド方式の優位性（右）

離島用風車から大型ダウンウィンド風車へ

吹上風に対するダウンウィンド方式（左）とアップウィン
ド方式（右）による発電効率の比較

・離島用風力発電システム等技術開発（1999～2002年度）

岸壁から50ｍ離れ
た洋上に設置され
た2メガワット風車

富士重工業株式会社

風力発電の電力源となる風車は
一見どれも同じに見えます。しか
し、組み立て方法や形状には技術
的な工夫のしどころがあります。島
国という日本の地理的条件に適し
た風車の開発から、次世代の風力
発電を担うような技術成果が生ま
れているのです。
1999年、NEDOは離島用風車

を開発するプロジェクトを開始し、
富士重工業は100キロワットの風
車を開発しました。その成果を活用
しながら、富士重工業の風車は2メ
ガワットのものへと進化していきま
した。
現在の風車では、ロータ（回転

翼）がタワー（支柱）やナセル（発
電機を載せた箱状の部分）の風上
側にあるアップウィンド方式が世界
の主流です。富士重工業も当初は
アップウィンド方式の風車を開発し
てきました。日本に多い複雑地形の
サイトでは、発電に有効な風速の高
い風の多くは吹上風です。富士重

工業はここに着目し、ロータが後ろ
にあるダウンウィンド方式によって
発電量を増やす独自の風車の開発
にも取り組みました。また、ナセル
全体の分割化にも力を入れ、主要
構成品の吊り上げ重量を抑えること
で輸送、建設が容易になりまし
た。
後発メーカーであった富士重工

業は、短期間で一気に大型風車を
実用化するために、在来技術の応
用・適用をしつつ、他社との違いを
鮮明にすることに開発力を注ぎま

した。その最もわかりやすい違い
が、NEDOプロジェクトから研究を
積み上げてきたダウンウィンド方式
風車でした。このユニークなダウン
ウィンド方式風車は、山岳地域や今
後の展開が期待されている浮体式
洋上風力発電にも有望と言われ、
40キロワット、100キロワットの小
型風車は累計21機、日立製作所と
共同開発した2メガワットの大型風
車は、2011年までに累計58機が出
荷される見込みです。
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廃熱を利用した汚泥乾燥機（左）と、ガスエンジン（右）

下水汚泥のガス化発電システムフロー

下水汚泥から燃料ガスを回収・発電 世界初の下水汚泥ガス化発電施設

・バイオマスエネルギー高効率転換技術開発
 （2003～2005年度）

東京都下水道局清瀬水再生センターに設置された下水汚泥ガ
ス化発電システム

メタウォーター株式会社／東京都下水道局

増え続ける都市ごみや下水汚泥
などの廃棄物処理は、都市共通の
課題になっています。その解決手段
の一つとして、都市ごみに関して
は、焼却とその熱エネルギー利用
を同時に行う処理施設の利用が進
んでいます。しかし、下水汚泥の場
合は、焼却されるだけで、エネル
ギーとしての利用はほとんど行われ
てきませんでした。一方、下水汚泥
の焼却時には、二酸化炭素（CO₂）
や、その310倍も温室効果のある一
酸化二窒素（N₂O）が排出されてき
ました。そこで、メタウォーター株
式会社では、2003年度に財団法人
エネルギー総合研究所、三菱重工
業株式会社とともに、東京都下水道
局、東京都下水道サービス株式会
社、北海道大学の協力のもと、
NEDOの支援を得て、処理施設か
らの温室効果ガス削減と下水汚泥
のエネルギー利用が可能な「下水汚
泥ガス化発電システム」を開発し、
東京都下水道局の「清瀬水再生セン

ター」で効果を上げ始めています。
下水汚泥は処理場に集積されて
いるので、収集・運搬システムを新
設する必要がなく、他のバイオマス
に比べて利用しやすい資源である
一方、水分を大量に含んでいる点で
は利用しにくい資源でもあります。
そこで、本プロジェクトでは「脱水
汚泥乾燥」「ガス化」「改質」「ガス
精製」「発電」および「熱回収」から
なる「下水汚泥ガス化発電システ
ム」を開発しました。
東京都下水道局清瀬水再生セン
ターに2010年7月から導入された

下水汚泥ガス化発電システムは、現
在、計画通り1日当たり100ｔの下水
汚泥が処理されています。燃焼した
熱を回収し利用することにより、汚
泥を乾燥するための燃料はほとん
ど不要となり、また改質ガスによる
発電で施設の使用電力量の一部を
賄うことが可能です。そしてなによ
り一酸化二窒素の大幅排出削減に
より、従来技術に対する年間の温
室効果ガス削減量は二酸化炭素換
算で12,500t、87％の削減効果が
あります。
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水素を利用した“高効率な発電機”家庭に設置する燃料電池の開発

家庭で使われるために必要な４万時間
の耐久性を担保するためのエネファー
ムのシステム評価試験

大規模実証事業の実施
状況
試験経過と共にコストダ
ウンが進展し、助成金単
価が減少、設置台数の拡
大につなげた

・固体高分子形燃料電池システム普及基盤整備事業
（2000～2004年度）
・定置用燃料電池大規模実証事業（2005～2008年度）
・固体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開発／定置
用燃料電池システムの低コスト化・高性能化のための
電池スタック主要部材に関する基盤研究開発（ロバス
トプロジェクト 2005～2009年度）

2011年4月発売のエネファームの新型機

東京ガス株式会社

地球温暖化防止のためには、民
生部門のＣＯ₂削減が急務となって
います。そのための革新的な技術の
一つとして、従来の省エネ機器のよ
うにエネルギーを使う側ではなく、
まるで“農園”のように自宅でお湯
や電気を生み出す家庭用燃料電池
システム「エネファーム」がありま
す。発電効率の高い燃料電池は宇
宙開発や工場、事業所などで使わ
れていましたが、これを家庭で手軽
で安全に用いるためには法規制の
緩和、耐久性の担保、徹底的なコス
トダウンなどの必要がありました。
実際にエネファームを作る電機メー
カーもさることながら、エネファー
ムに都市ガスなどの燃料を供給す
るエネルギー事業者である東京ガ
スでも、NEDOプロジェクトを通じ
て、燃料電池の開発と普及のため
に、この課題に取り組み続けてきま
した。
エネファームによって、これまで

は送電ロスや排熱として失われてい

た熱エネルギーをお湯として利用
することで、火力発電と従来型給
湯機の組み合わせと比較して、３
５％の省エネルギー効果、ＣＯ₂換
算では４８％の削減が可能となりま
す。日本全国に３３０７台を設置す
るという大規模実証事業を経て、
2009年の販売開始以来、日本全国
で１万台以上が活躍していますが、
まだまだ価格が高く、内部システム
の簡素化によるコストダウンが必要
です。街なかの住宅にエネファーム
が当たりまえのように見られる日々
を目指して、挑戦はこれからも続い
ていきます。
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ハイブリッド自動車用リチウムイオン2次電池を量産化

リチウムイオン２次電池の進化

セルを48本直列した製品モジュール
乗用車ならモジュール1つ、トラックの
ような大型車ではモジュール2つをつな
げて使用する。

・分散型電池電力貯蔵技術開発（LIBES）
 （1992～2001年度）
・燃料電池自動車等用リチウム電池技術開発
 （2002～2006年度）

ハイブリッド自動車用量産型リチウムイオン2次電池セル

日立ビークルエナジー株式会社

地球温暖化への対策として、運
輸部門のCO₂削減は大きな課題と
なっています。このため様々な環境
対応自動車が研究開発されていま
すが、その一つにハイブリッド自動
車があります。モーターとエンジン
を組み合わせて走るハイブリッド方
式は、電池分野の飛躍的な技術革
新が生んだ結果とも言えます。そし
て、更なる技術の進展により、ト
ラックやバスのような大型車でも
使用できる大容量・高出力のリチウ
ムイオン2次電池が開発されていま
す。
大容量・高出力が必要で、短時間
に充電と放電を繰り返すハイブリッ
ド自動車用のリチウムイオン2次電
池は、わずかな出力で済む家電用
とは要求される性能や品質が桁違
いに異なります。その実用化のため
には海図なき研究開発と厳格な量
産化技術の確立が必要でした。
リチウムイオン2次電池の黎明期
に、世界に先駆けて10年間実施さ

れたNEDOプロジェクトに参加し
た日立ビークルエナジーは、多くの
試行錯誤の結果、コストを抑え、安
全性にも優れた電池開発に成功し
ました。また、量産化には次々と想
定外の問題が起こりましたが、様々
な分野で活躍してきた技術者が結
集して知恵を寄せ合い、リチウムイ
オン2次電池を安定生産できるま
でに漕ぎ着けました。
世界トップレベルの大容量・高出

力リチウムイオン2次電池の開発に
成功した日立ビークルエナジーは、
現在ハイブリッド方式のトラックや
バス、さらには鉄道車両などの用途
に、累積300万セル以上の電池を
供給しています。
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蓄熱媒体「水和物スラリ」で賢く冷房　省エネルギー空調システム

冷却後の水和物スラ
リ。水溶液が冷やさ
れてスラリになると
無色透明から白色に
変わる

3段階の装置による
水和物スラリ製造。
水溶液過冷却器、過
冷却解除器、ネオホ
ワイト冷却器の作動
順

・ニューサンシャイン計画制度「広域エネルギー利用
ネットワークシステム（エコ･エネ都市プロジェクト）　
（1997-2000年度）
・エネルギー使用合理化技術実用化開発 水和物スラリ
空調システム開発（2001-2003年度）

・エネルギー使用合理化技術戦略的開発 省燃費型乗用
車用蓄冷空調システム開発（2004-2006年度）

・エネルギー使用合理化技術戦略的開発 エコドライブ
用蓄熱空調システムの研究開発（2007-2008年度）
　ほか

川崎駅地下街「アゼリア」の空調システムに取り付けられた水和
物スラリの製造装置。

JFEエンジニアリング株式会社

オフィスビルやショッピングセン
ターなど、多くの人が利用する業務
用建築物や工場建物などを快適な
環境に保つために欠かせないのが、
冷風や温風をつくり出す空調システ
ムです。部屋ごとにエアコンを設置
する家庭用冷暖房と違い、建築物
の空調システムは、はるかに大きな
エネルギーを消費します。そのた
め、空調システムの省エネルギー化
は、建築物のオーナーや管理者に
とって重要な関心事です。特に、業
務用建築物を含む民生部門のエネ
ルギー消費は年々増加傾向にあり
ます。地球温暖化防止の観点から
も、空調システムのより一層の効率
化が必要とされています。JFEエン
ジニアリング株式会社は、従来から
あった水や氷を利用して蓄熱する
空調システムに代わって、「水和物
スラリ」（商品名：ネオホワイト）と
いう化合物を利用した、新しい蓄熱
空調システムを開発し、業務用建築
物の空調システムの省エネ化に効

果を上げています。基礎研究から、
実証・実用化に至るNEDOの各種
研究開発プロジェクト支援を、継続
的に利用した研究成果が実を結ん
だ形です。2011年9月現在、神奈川
県の川崎駅地下街、横浜市のショッ
ピングセンター、岡山県備前市の

ベアリング工場など、計８施設で、
実際に設置、利用されています。更
に、国内に加え、海外でも北米含め
数件の導入の実績があり、国産省
エネ蓄熱技術の海外への拡大も図
られています。
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大型路線バスのエアロスターのエンジン小型化

トラックやバスにもハイブリッドの風

キャンターエコハイブリッドの走行のし
くみ

・高効率クリーンエネルギー自動車の研究開発
 （1997～2003年度）

大型路線バスのエアロスターエコハイブリッド

三菱ふそうトラック・バス株式会社

温室効果ガスや大気汚染物質の
排出を抑えられる環境対応型自動
車が本格的に普及し始めました。乗
用車だけでなく、トラックやバスな
どの商用車にも内燃機関と電気
モーターで走るハイブリッド車が普
及しつつあります。
日本の二酸化炭素（CO₂）全排

出量のうち、約2割が運輸部門によ
るものです。中でも、貨物車のCO₂
排出量は運輸部門の約35％にのぼ
ります。トラックやバスなどの商用
車でも、ハイブリッド車などが普及
していけば、CO₂排出量の削減が
進み、地球温暖化の抑制につなが
ることになります。
ハイブリッド車では、普通は捨て

てしまうクルマが減速するときのエ
ネルギーを、モーターを発電機とし
て蓄電池に蓄え、次の走行や加速
のときに再利用できるため、エンジ
ンの負担を軽減し、排出ガスに含
まれる二酸化炭素や大気汚染物質
の量をトータルで抑えることができ

ます。
三菱ふそうトラック・バスでは、
プロジェクトでの技術を活かして、
2つのハイブリッドシステムを開発
しました。小型トラックには「パラレ
ル方式」ハイブリッドシステムを、
大型路線バスには「シリーズ方式」
ハイブリッドシステムを採用しまし
た。
小型トラックのキャンターエコハ
イブリッドは2006年に、大型路線
バスのエアロスターエコハイブリッ
ドは2007年にそれぞれ発売されま
した。両車両とも、平成27年度重

量車燃費基準を達成しています。
キャンターエコハイブリッドの販売
台数は、2011年3月時点で1000台
を超えました。アイルランドやオー
ストラリアからの受注もあり、世界
的な関心を集めています。
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世界初のハイブリッド油圧ショベル開発、省エネ、CO2削減に大きく寄与

現在発売されている
ハイブリッドショベ
ルの動力部分。

バッテリーと電動機
によるアシストで、標
準機（赤線）並みの
出力を、小型エンジン
（青線）でも達成で
きる

・ニューサンシャイン計画／新規環境産業創出型技術
研究開発制度／ハイブリッド建設機械の研究開発
（1999-2002年度）
・エネルギー使用合理化技術戦略的開発／実証研究／
ハイブリッドショベルの研究開発

 （2003-2004年度） 

コベルコ建機株式会社 

日本の温室効果ガス排出量の約
1％が建設機械によるものと言われ
ています。さらにそのうち油圧（パ
ワー）ショベルの占める割合は約 6
割になります。そのため油圧ショベ
ルの省エネルギー化に建設・土木
業界の関心が高まってきています。
その燃費向上策の一つとして着目
されているのが、油圧ショベルのハ
イブリッド化です。NEDO では、
1999 ～2002 年度に「ハイブリッ
ド建設機械の研究開発」プロジェク
トを、2003～ 04 年度に「ハイブ
リッドショベルの研究開発」プロ
ジェクトを実施しました。コベルコ
建機株式会社と株式会社神戸製鋼
所では、同プロジェクトでの約5年
間にわたるプロジェクトの成果を基
に、2006 年、世界初のハイブリッド
ショベルの開発に成功しました。そ
の後も実用化に向けた研究開発を
続け、2010 年1月には、従来機に
比べ約 40％燃費向上した 8t クラ
スのハイブリッドショベル「SK 

80H」の製造、販売を開始しました。
SK 80H は 2010 年度「地球温暖
化防止活動 環境大臣表彰（技術開
発・製品化部門）」を受賞したほか、
国土交通省「低炭素型建設機械」第

1 号機にも認定されました。研究成
果はハイブリッドショベルの実用化
にとどまらず、従来機の省エネ化に
も活かされ、コベルコ建機では約
20％の燃費向上を達成しました。
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真空断熱材が住宅の省エネにも貢献

多分割気密構造の真空断熱材
「Chip-Vacua」
万一、一部損傷しても他には影響がな
い

フレキシブルな形状を実現できるのも
「Chip-Vacua」ならでは

・エネルギー使用合理化技術戦略的開発（2003～2007年度）

4mmで100mmのグラスウールと同性能の真空断熱材

パナソニック株式会社

現在、日本には低断熱な既築住
宅が3,500万戸あるといわれてい
ます。また新築住宅も毎年60万戸
建てられています。これらの住宅の
高断熱化が進めば、エアコン等の
消費電力を低減できるなど大きな
省エネ効果が期待できます。パナソ
ニックは冷蔵庫やジャーポットなど
家電製品で培ってきた真空断熱材
技術をもとに、住宅断熱などの異分
野にも参入。より性能を向上させ
て、用途開拓に挑戦しました。真空
断熱材は、真空に近い状態まで気
体を減圧することで熱を伝わりにく
くする断熱材です。わずか4mmと
いう厚さで、100mmの厚さのグラ
スウールと同じ断熱性能を発揮し
ます。
ＮＥＤＯプロジェクトを通じて開
発に取り組むことで、ニーズ・ター
ゲットが明確になり、建材メーカー
のアキレスと共に高い目標に向かっ
て共同で開発に臨むことができま
した。住宅断熱材に関するノウハウ

を持たない家電メーカーのパナソ
ニックでも、新たな住宅用真空断熱
材の研究開発に取り組みやすい環
境を整えることができました。
また、真空断熱材の未溶着部を
熱溶着して、10cm角の多分割気密
構造にするという工夫を凝らした製
品「Chip-Vacua」も生まれました。
これにより、たとえ１ヶ所に穴が開
いたとしても、他の部分の真空状態
を保つことができ、形状によって
は、折り曲げたり丸めたりといった
フレキシブルな形状が可能になりま
す。開発途上で得られた現場課題
でのヒントが参考になった開発事
例です。
NEDOとの共同開発中に実験住
宅５棟で実証研究を実施し、様々な
ノウハウを得たほか、2010年には
日本全国の工務店向けに行われる
IBEC講習会のテキスト『既存住宅
の省エネ改修ガイドライン』に施工
例が掲載されるなど、今後の発展
が期待されます。
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新技術でごみ焼却炉の「より効率よく、よりクリーンに」を実現

ストーカ炉を見上げたところ。無数の
パイプが張りめぐらされ、燃焼効率向
上や環境負荷低減の最新技術が組み
込まれている。

国崎クリーンセンターの制御管理室。
モニターで炉内の様子も観察できる。

・高温空気燃焼制御技術研究開発プロジェクト
　（1999～2003年度） 

ハイパー21ストーカシステムが使われている国崎クリーンセン
ター合計2炉で1日235トンのごみ処理能力がある。蒸気の余熱
は発電や温水にも利用される。

ＪＦＥエンジニアリング株式会社

日本の家庭から排出されるごみ
の多くは、火格子の上でごみを燃焼
させるストーカ炉で処理されます。
「よりエネルギー回収効率が高く、
より低公害のごみ焼却施設を」と
の声にJFEエンジニアリングは、新
型ストーカ炉の開発で応えまし
た。
新型炉では、吹込み空気を均一
にでき安定燃焼が可能な燃焼装
置、焼却過程で発生する未燃ガス
と燃焼ガスを効果的に混合し有害
ガスの排出を抑える炉形状、ファ
ジー制御系により安定的な燃焼を
行う制御技術などが用いられてい
ます。
さらに同社は、「高温空気燃焼制
御技術研究開発プロジェクト」で
「高温空気吹込み」や「排ガス再循
環」技術などを組み合わせ、「ハイ
パー21ストーカシステム」を完成さ
せました。
ごみ焼却発電の高効率化では、

燃焼空気比の低減が重要ですが、

値を小さくし過ぎると不完全燃焼
を起こし、有害ガスを多く排出して
しまいます。新技術では高温空気
吹込みにより、低い空気比でエネル
ギー効率を高め、有害ガスの発生
も抑えられました。
2009年4月、兵庫県東部に「国

崎クリーンセンター」が完成し、ハ
イパー21ストーカシステムが初めて
実用化されました。JFEエンジニア
リングの守吉さんは「全国自治体や
ヨーロッパの基準を勘案してトップ
クラスの厳しい環境基準を設定し、
新技術でそれに対応しました」と話
します。
他にも全国６か所でハイパー21ス
トーカシステムが稼働・建設中であ
り、今後、実用炉のデータがフィー
ドバックされ、さらに効率的でク
リーンなごみ処理技術の開発に活
かされるでしょう。
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製造現場の蒸気を余すことなく有効活用する小型蒸気発電機

スチームスター内部。左側の上部からパ
イプがつながった部分がスクリュー格
納部。右側は、インバータや制御機器

ボイラーと「スチームスター」の組み合
わせ概念図

・エネルギー有効利用基盤技術先導研究開発／多様な
ニーズに対応するフレキシブルタービンシステムの研
究開発（2001～2003年度）

・エネルギー使用合理化技術戦略的開発／小型貫流ボ
イラー発電システムの実用化研究(2004～2006年)

兵庫県尼崎市の蒸気製造プラントに設置された「スチームス
ター」設置スペース、工事費を低減できる小型設計。屋内外の設
置が可能。

株式会社神戸製鋼所

加熱した水が沸騰、蒸発して発
生する蒸気は、製造現場や各種施
設において幅広い用途で活用され
ています。製造プロセスでは蒸気減
圧弁で必要とする圧力に減圧して
使用されますが、減圧工程で発生
する余剰蒸気は未利用のまま大気
中に放出されてしまいます。この余
剰蒸気も無駄にせず、有効に利用す
る方法の一つとして注目されている
のが蒸気発電機です。神戸製鋼所
ではNEDOプロジェクトを通じて、
2001年から蒸気の有効利用を目指
した先導研究をスタートし、技術的
な蓄積を始めました。その際のユー
ザー調査では、ほとんどのケースに
おける蒸気需要は1メガパスカル以
下で、毎時2～20トンの蒸気量の範
囲であることが判明しました。
日本の製造業の大部分を占める
中小規模の工場などで使われてい
る蒸気は、このように少量・低圧の
蒸気です。それでもプロセス蒸気と
して使用するためには、高精度で減

圧機能を制御する必要もあります。
そこで、高精度の減圧を行いなが
ら、効率的にエネルギーを回収し、
高効率で発電できれば、一石二鳥
の効果が期待できます。これらの調
査結果を踏まえ、2004年からは小
型で高効率なタービンによる蒸気
発電機の実用化開発を行いまし
た。最終的にはタービン式ではなく
神戸製鋼独自のスクリュー式を採
用することになりましたが、NEDO
プロジェクト中に開発された数々
の要素技術が活かされ、小型蒸気
発電機「スチームスター」が完成し
ました。132キロワット、160キロ
ワットの発電容量で製品化してお
り、これまでに合計70台が販売さ
れています。
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軽油を極限までクリーンにする触媒

触媒『C－606A』（左）を用いるとク
リーンな軽油が製造できる。

新触媒が使用されているコスモ石油の
脱硫プラント

・石油精製汚染物質低減等技術開発
 （1999～2003年度）

コスモ石油が開発した新規触媒により精製された「サルファーフ
リー」軽油（左）は、未精製の軽油（右）に比べて見た目にもきれ
いになっている。

コスモ石油株式会社

物流、交通機関に欠かせないト
ラックやバスは燃料として大量の
軽油が使用されていますが、これら
のディーゼル車の排出ガス中には、
硫黄成分や窒素成分から生成され
るSOxやNOｘ、粒子状物質が含ま
れており、深刻な大気汚染を引き
起こしてきました。このため、国は
軽 油に含まれる硫 黄 濃 度を
500ppmまで低減させる規格を定
め、これに伴い、国内の石油会社は
約2,000億円の設備投資を行いま
した。しかし、世界的な環境意識の
高まりから、さらに、硫黄濃度を
10ppm以下とするサルファーフリー
軽油を作ることが新たな開発目標
として定められました。
この厳しい品質規格をクリアす
るために、大型な設備投資をするこ
となく、触媒によって硫黄成分を減
らすことが求められていましたが、
一企業で高性能な触媒を開発する
ことは大変な作業でした。そこで、
NEDOの支援のもと、コスモ石油、

島根大学、九州大学による産学官
連携により取り組むことで、触媒製
造段階での補助剤の添加が有効で
あることや軽油に含まれる硫黄成
分を低減する触媒のメカニズムを
明らかにすることで研究開発に突
破口を開くことができました。
この結果、触媒性能を3倍まで高

めることで、硫黄濃度を10ppm以
下に低減でき、従来品とコスト的に
同等な新規脱硫触媒「C-606A」が
開発され、2004年5月の千葉を皮
切りに、四日市、堺、坂出と、コスモ
石油の4カ所の製油所に導入されま
した。つまり国内のコスモ石油のガ
ソリンスタンドすべてにサルファー
フリー軽油が導入されていることに
なります。これをきっかけに、今後、
さらなる高性能脱硫触媒の開発が
期待されています。
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軽油タンクのとなり
にあるAdBlueタン
ク。軽油の給油口と
間違えないように、
口の色や大きさを
変えてある。

クリーンな排出ガスのエコ・ディーゼル車

還元装置の内部。接触面積を増やし反応効
率を上げるため網目構造になっている。網
目構造の表面でNOxが除去される。

・高効率クリーンエネルギー自動車の研究開発
 （1997～2003年度）

尿素ＳＣＲシステム

日産ディーゼル工業株式会社（現：UDトラックス株式会社）

大型トラックや大型バスなどの
ディーゼル車には、大気汚染の原因
となる有害ガスが大量に排出され
るため厳しい環境規制が定められ
ています。この規制をクリアするた
めには、人の気道や肺に悪影響を与
えると言われている粒子状物質
(PM：Particulate Matter)と、酸
性雨のもととなる窒素酸化物
(NOx)の同時削減が必要ですが、
この2つの物質は、片方を減らすと
片方が増えるといったトレードオフ
の関係にあるため新たな排出ガス
浄化装置の開発が必要でした。
この課題を解決するために、燃
料を高温で燃焼させることで
PM の発生を抑えつつ、浄化装置
によって NOx を選択的に分解し
て窒素ガス（N₂）のみを排出させ
るといった戦略の下、「尿素 SCR
（SelectiveCatalytic Reduction：
選択的触媒還元）」システムが開発
されました。「尿素 SCR」では、尿素
水 ( ドイツ自動車工業会の登録商

標：「AdBlue」)の添加により、選
択的な「還元反応」を効率よく進め
る必要がありますが、ディーゼル車
へ搭載するには、エンジンから出る
排出ガスの成分変化への対応や、短
時間での「還元反応」の必要性とい
う大きな壁がありました。さらに、
尿素 SCR システムを用いるために
必要な尿素水を、ディーゼル車に供
給できるインフラ整備が必要となり

ました。
これらの様々な課題を解決する

ために社内の結束を図るとともに、
このプロジェクトのために集結した
各社の協力により、現在、UDトラッ
クス製の大型ディーゼル車、通算
47,000台以上（2012年3月末時
点）には尿素SCRシステムが標準装
備され、全国を走行しています。
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東北発の技術を世界へ！ 有害物質の出ない革新的塗装技術

塗装用ロボット

超臨界二酸化炭素塗装法による
VOC排出量の削減効果

・有害化学物質リスク削減基盤技術研究開発／革新的
塗装装置の研究開発（2007～2008年度）

加美電子工業が塗装加工した自動車部品。均質な塗装面や光沢
の美しさなどへの評価が高い

加美電子工業株式会社

自動車ダッシュボードなどの内装
部品、デジタルカメラや携帯電話な
どの工業製品には、ユーザーの好み
を満足させる高い意匠性や品質が
求められます。そうした製品に様々
な機能性を付与する加工の一つが
塗装です。塗装には有機溶剤（シン
ナー）が必要で、塗料を薄めてきれ
いな仕上りにするために使用されて
います。
しかし、有機溶剤は人体や生態
系に有害な物質を含み、光化学ス
モッグの発生など大気汚染の原因
物質（VOC／揮発性有機化合物）
にもなります。VOCを含む人体や
環境へのリスクの高い化学物質に
ついて、わが国ではその適正管理や
排出・使用削減を各種の法律や規
制により進めています。
宮城県に拠点を持ち、部品塗装
加工のトップ企業である加美電子工
業株式会社では、こうした社会情勢
を踏まえて、VOCを含まない革新
的な塗装技術の開発にNEDOの支

援を得て挑みました。産総研や宮
城県産業技術総合センターの協力
を得て、有機溶剤の代わりに超臨
界状態にした二酸化炭素で希釈・
吹き付けが可能な塗装方法を開発
し、VOC排出量を従来に比べ1/3
に削減することができました。すで
に自社工場で使用しているほか、大
手自動車内装部品メーカーの塗装
システムにも導入されています。
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温室効果が極めて低い、
半導体製造用クリーニングガス「COF₂」が誕生

実証試験で用いられた半導体製造装置

・SF₆等に代替するガスを利用した電子デバイス製造ク
リーニングシステムの研究開発（1998～2002年度）

・地域地球温暖化防止支援事業／代替フロン等３ガス
の排出抑制設備の開発・実用化支援事業

 （2006～2010年度）

関東電化工業渋川工場のCOF₂製造プラント

関東電化工業株式会社

半導体、液晶ディスプレイは、情
報電子機器に欠かせないデバイス
ですが、製造工程で重要となるク
リーニング工程では、二酸化炭素
の7,000～23,900倍の温室効果が
あるとされる、六フッ化硫黄
（SF₆）、六フッ化エタン（C₂F₆）、
八フッ化プロパン（C₃F₈）などの
「PFC」と呼ばれるガスが、使われ
てきました。
PFCガスは、排出量こそCO₂に比

べて少ないものの、わずかな排出が
地球環境に大きな影響を与えるた
め、クリーニングガスの温室効果の
少ないガスへの切り替えが求めら
れています。
これに応えるガスが「フッ化カル
ボニル」（COF₂）です。NEDOの
「SF₆等に代替するガスを利用した
電子デバイス製造クリーニングシス
テムの研究開発」にて、関東電化工
業などの企業等が集まり開発しま
した。
COF₂は、クリーニングの化学的

処理に欠かせないフッ素元素が含
まれているのに加え、温暖化係数は
CO₂と同程度の1で、温室効果の大
幅な低減が可能です。プロジェクト
では、安全に使用する条件の整備、
生産ラインでのCOF₂を用いた連
続クリーニング試験などを実施し、
クリーニング性能に加え、得られた
半導体デバイスの性能を確認しま
した。
これまで、クリーニングガスの開
発は海外が先行していましたが、プ
ロジェクトにより極めて温室効果の

低い、日本“発”クリーニングガス
が誕生しました。
今後の更なるCOF₂普及に向け

て、製品の低価格化が鍵となりま
すが、関東電化工業は専用プラント
の稼働最適化や条件見直し等によ
り、さらに安価にCOF₂を供給出来
るよう努力しています。半導体製造
工程をはじめ、液晶ディスプレイや
太陽電池の製造工程など、それぞれ
の分野に適したCOF₂の利用法を
確立すべく、共同研究を進めていま
す。

18



従来の非アスベストガスケットでは、管の接続部分にガスケットの
材料がくっついてしまい（焼き付き）、ガスケット交換時に焼き付
きの除去作業に多大な労力が必要だった。しかし、今回開発した
膨張黒鉛ガスケット「クリアマテックス」では、コーティングされ
た粘土膜が焼き付きを防いでいる。

アスベストに代わる、より安全な耐熱材料を創生

・緊急アスベスト削減実用化基盤技術開発
 （2006年度）
・イノベーション推進事業　大学発事業創出実用化研
究開発事業（2008～2010年度）

「クリアマテックス」を使用した各種ガスケット、パッキン製品

ジャパンマテックス株式会社

工場や発電所に引かれている配
管のつなぎ目から内部の気体や液
体を漏洩させないため、ガスケット
というシール材が使われています。
高温条件下で使われる非金属ガス
ケットには、長年アスベスト材が使
われてきました。しかし深刻な健康
被害があることから、アスベストの
製造・使用は全廃への道を進んで
きました。このアスベストに代わる
ガスケットの材料として注目を集め
ているのが、膨張黒鉛と粘土を組み
合わせ、耐熱性にも優れた新しいガ
スケット・シール材です。
配管を走る流体が300℃以上に
なると膨張黒鉛の脆さのため、ガス
ケット部分から気体が漏れてしまう
ことがあります。膨張黒鉛を用いた
工業製品を製造してきたジャパン
マテックスにとっても高温への対応
は大きな課題でした。
そのような中、アスベスト対策の

ためにNEDOは2006年度に「緊急
アスベスト削減実用化基盤技術開

発」プロジェクトを実施しました。
この公募に産業技術総合研究所な
どとともに採択されたジャパンマ
テックスは、自社で貯えてきた技術
に地道な努力を積み重ね、また産
業技術総合研究所と共同で材料開
発や分析、品質評価、計算機シミュ
レーションなどの点で連携し、研究
開発を加速させました。
こうして2年はかかると思われて

いた製品のサンプル出荷が1年で
でき、2007年には膨張黒鉛ガス
ケットの販売を開始しました。
2011年4月現在、累積46,000個以
上を出荷しています。また、2008年
からはNEDOの「イノベーション推
進事業」にも採択され、更なる改良
製品の開発に取り組んでいます。
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エレベーターシャフト用のアスベスト除
去ロボット

・緊急アスベスト削減実用化基盤技術開発（2006年）
・アスベスト含有建材等安全回収処理等技術開発  
 （2007年度～2009年度）

大成建設が開発した遠隔操作アスベスト除去ロボット（湿式フロ
ア用）

大成建設株式会社

アスベスト（石綿）は天然の鉱物
繊維で、耐熱性や吸音性、断熱性、
耐摩耗性などに優れていることか
ら、様々な用途に使われてきまし
た。ところが1970年代から1980年
代にかけて、ILO（国際労働機関）
やWHO（世界保健機構）がアスベ
ストの発ガン性を公表したのを機
に欧米を中心に使用が禁止される
ようになりました。それを受け、日
本でも1975年から段階的に使用が
禁止されてきましたが、現在でも多
くのアスベストを含む建材等アスベ
ストが残留しています。特に70年代
中頃までに建てられた建築物には
アスベストが多く使用されていて、
そうした建物の老朽化が目立って
きた今、建て替えなどに伴うアスベ
ストの安全な除去と処理が建設業
界の重要な課題となっています。そ
こで、大成建設株式会社では、
NEDOの支援で除去作業員の負担
を軽減するアスベスト除去ロボット
の開発に取り組み、2006～2011年

度にかけて用途別に合計3種類のロ
ボットの開発に成功。同時に、除去
したアスベスト含有建材の回収シス
テムも開発し、現場での実証試験を
行ってきました。
これらのロボットが実用化されれ

ば、作業員のアスベスト除去作業の
負担を軽減できる上、従来に比べて
3～5倍の速さで作業を行うことも
可能です。また、回収システムの導
入により廃棄物容量も6割以上削
減することができます。2012年4月
現在、ロボット装置類のベースマシ
ンを保有しながら、普及に向けて、
アスベスト処理専業者等と連携し
て、実用化を目指しています。

遠隔操作と自動化で安全・高効率な作業を実現した
アスベスト除去ロボット
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配管用保温材。中空構造で、袋詰め時
にかさばる要因

溶融され無害化したアスベスト

・緊急アスベスト削減実用化基盤技術開発（2006年）
・アスベスト含有建材等安全回収処理等技術開発
（2007～2009年度）

オンサイト式アスベスト溶融・無害化処理システム搭載トレーラー

北陸電力株式会社

長年にわたり様々な用途に使用
されてきたアスベストは、健康リス
クの観点から段階的にその使用が
禁止されてきました。しかし、現在
でも多くのアスベストを含む建材や
工業製品が残留し、廃棄時はその
ほとんどが埋め立て処分されてお
り、今後どのようにアスベストを安
全に処理するべきか、大きな社会
的課題となっています。
そこでアスベスト含有保温材の
埋立処分や運搬に伴う飛散リスク
と、新規処理施設建設が難航して
いる現状を同時に解決するため、北
陸電力はNEDOからの委託を受け
て、自社の火力発電所内に残る大
量のアスベスト含有保温材をオンサ
イトで無害化・処理できる移動式シ
ステムを開発するプロジェクトを実
施しました。これにより、北陸電力
の火力発電所でのアスベスト無害
化処理のみならず、様々な大規模工
場でのアスベスト処理へ広く応用
できる可能性が見出されました。

アスベストを無害化するには、
1,500℃以上の高温処理が必要で
すが、アルカリ融剤を併用すること
により1,050℃まで溶融温度を下げ
ることができました。これにより、
1,500℃での溶融と比較して約
25％の省エネ化を実現するととも
に、溶融炉の素材やシステム設計上
の選択肢が拡がりました。また、シ
ステムをトレーラーに搭載して公道
を走らせるため、道路運送車両法
上の車体寸法や重量の制限、そして
車両が転倒しない重量バランスな
どの課題を克服するための工夫を
行いました。さらに、システムを実
際に自社火力発電所で実用化する
にあたり、北陸電力ではアスベスト
無害化処理に係る環境大臣認定を
申請し、5回に渡る技術審査等を経
て、認定を取得しました。
現在、環境大臣認定を受けた3つ
の火力発電所において、オンサイト
式アスベスト溶融・無害化処理シス
テムでアスベスト含有保温材の安

全・安定運転の処理の実績を積み
重ねつつ、将来の製品化を目指して
います。

安全・安定・高効率にアスベストを無害化する
オンサイト式処理システム
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