
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

・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
54,000台以上（2013年2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。

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。
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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
システムにも導入し実用化されてい
ます。
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・有害化学物質リスク削減基盤技術研究開発／デュアル
メンプレンシステムによるガソリンベーパー回収装置
の開発（2006～2008年度）

株式会社タツノ

ガソリンスタンドでガソリンの臭
いが漂うのは、ガソリン液が気体と
なって大気へ排出されているためで
す。ガソリンが気体になったものを
「ガソリンベーパー（ガソリン蒸
気）」と言います。ガソリンベーパー
は、有害性のある化学物質の一つ
である揮発性有機化合物（VOC）
の一つです。VOCは、その排出削減
に国際的な取り組みが進んでいま
す。わが国でも、2006年から改正
大気汚染法が施行され、揮発性有
機化合物（VOC）についても排出
規制が敷かれました。
ガソリンベーパーは、臭いのほか、

大気汚染、引火の原因にもなり、ま
た資源の損失にもつながります。日
本全国のガソリンスタンドで発生し
ているガソリンベーパーは、1日で
20kl搭載の大型タンクローリー22
台分。大量のガソリンを使わず大気
中に逃がしていることになります。
逃がしたガソリンを使えるとした
ら、その価値は年間で300億円に

もなるといいます。
このガソリンベーパーをガソリン
スタンドで液化、回収する装置を、
給油計量機のトップメーカーである
タツノ株式会社がNEDOプロジェ
クの支援で開発、実用化しました。
臭わない、大気を汚さない、引火防
止の安全性が高い、そして経済的
なスタンドづくりへの普及拡大が
期待されています。2012年末現
在、計69台が使用されており、ガソ
リンベーパー回収装置と給油のた
めのガソリン計量機が一体化した
新製品や、ガソリン回収率は低いも
のの価格を抑えた新製品の発売も
計画されています。また、海外市場
へも普及の働きかけをしています。

ガソリン蒸気の漏れを防ぐ画期的装置

地下タンクから自動車へガソリン給油する際、従来ではガソリン蒸気がもれてい
た。

ローリーから地下タンクへ荷下ろしする時に発生
するガソリンベーパーを液化回収するエコステー
ジＬ

34



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。
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・省エネルギーフロン代替物質合成技術開発
 （2002～2006年度）
 （エッチング用代替物質の合成技術開発）
・エネルギー使用合理化新規冷媒等開発
 （1994～2001年度）
・電子デバイス製造プロセスで使用するエッチングガス
の代替ガス・システム及び代替プロセスの研究開発
 （1999～2003年度）
・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）

東ソー・エフテック株式会社

合成された歴史はあっても、量産
化までは至らなかった。過去の材料
開発の歴史を見れば、そのような物
質は数多くあります。その理由は、
コストが高くついたため、用途が見
いだせなかったためなどさまざま
です。「ヨウ化トリフルオロメタン」
（CF₃I）という物質もその一つ。過
去に合成されたものの、長い間、日
の目を見ることはありませんでし
た。
しかし、1980年代後半から、オゾ

ン層を破壊するフロンなどの物質
の使用に制限がかかりはじめたの
を皮切りに、1990年代後半からの、
フロン代替物質や地球温暖化をも
たらすとされる、その他の温室効果
ガスにも、使用制限や抑制がかかり
はじめました。消火剤ハロンのトッ
プメーカーだった東ソー・エフテッ
ク株式会社は、この物質に着目し、
NEDOプロジェクト支援の下、CF₃I
の気相触媒法による合成技術を世
界で初めて開発。量産化も実現しま

した。
現在、実プラントで生産がされて
おり、国内では半導体の表面加工
に使う、エッチングガス、また埃を
吹き飛ばすエアダストとして、また
海外では消火剤などに利用されて
います。フロン代替物質として、幅
広い用途が考えられるCF₃I。今後
は、半導体洗浄用ガスを始め、様々
な分野での用途開拓が期待されま
す。

世界初の合成法で、フロン・ハロン代替材料を量産化

精密機械のほこりを吹き飛ばすエアダスターとし
ても販売

東ソー・エフテックが製造しているCF₃Iのボンベ
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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

模擬アスベストの剥離と除去の実証実験の様子

・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2010年には、
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取得し、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
重ねてきました。（開発機による処
理は2012年度に終了）
2012年度までの運転実績を踏

まえ、将来の製品化を目指した次
期商用機の基本仕様をまとめまし
た。

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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過酸化水素による
オレフィンのエポキシ化反応

プリント配線基板断面模式図
ベースフィルム（紫）の上に銅配線（茶）が形成され、絶縁保護膜（緑）で覆っている。

高信頼性絶縁保護膜用樹脂の開発

本技術を利用したソルダーレジスト柔軟性と絶縁性能を
両立した。

・有害化学物質リスク削減基盤技術研究開発／非フェ
ノール系樹脂原料を用いたレジスト材料の開発
（2004～2006年度） 

熱硬化型絶縁材料が組み込まれた製品例（携帯電話）

昭和電工株式会社

エレクトロニクス製品の小型軽
量化、高信頼性（長寿命化）などの
ためには、電子部品や配線の絶縁
保護膜の高性能化がますます重要
になっています。この保護膜用樹脂
としてエポキシ樹脂が広く一般的に
使われていますが、従来の製法には
二つの問題がありました。一つは環
境面で懸念のあるフェノール類を
原料としていること。もう一つはハ
ロゲン化合物を原料として用いる
ため、どうしても最終製品である絶
縁保護膜に有機塩素化合物が不純
物として残留し、絶縁保護膜の品質
劣化を引き起こす原因となることで
した。
この環境と品質の二つの問題を
一度に解決したのが、昭和電工の
「熱硬化型ソルダーレジスト」で
す。NEDOプロジェクトにおいて昭
和電工は、野依教授ら（当時、名古
屋大学）の技術を基に産業技術総
合研究所とともにこれらフェノール
類とハロゲン化合物を使うことなく

オレフィン化合物を過酸化水素によ
る直接酸化によってエポキシ化合
物へと導く技術の開発に取り組み
ました。
試作と評価試験について産学連

携で検討を重ねた結果、新たに開
発された絶縁保護膜は従来品と比
較して非常に優れた長期絶縁性能

を示すようになりました。製造のス
ケールアップやコスト削減に関して
も触媒、プロセス改良が功を奏し、
短期間に成果を出すことができま
した。
この技術を応用した製品は2007
年の上市以来、多くの液晶パネル製
造工程に採用されています。
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CO2冷媒を採用した、冷凍ショーケース用ノンフロン冷凍機システム

実証実験店：
マックスバリュエクスプ
レス六郷土手駅前店。
(左)店舗内の冷凍ショー
ケース、
(右)店舗の屋上に設置さ
れたノンフロン冷凍機

CO₂冷凍機とショーケース
の間に「過冷却給湯機」を
介することで、排熱を給湯
に活用

・ノンフロン型省エネ冷凍空調システムの開発
 （2005～2007年度）
・代替フロン等3ガスの排出削減設備の開発・実用化支
援事業（2008～2009年度）

ノンフロン冷凍機システムの利用拡大は温暖化防止へと貢献する

パナソニック株式会社アプライアンス社

安全、無害と信じられてきたフロ
ンガス（CFC）がオゾン層を破壊し
ていることが判明し、その代替製品
として開発された代替フロン
（HFC）。しかし、地球温暖化防止
の観点から、CO₂よりもはるかに高
い温室効果があるHFCについて
も、その使用と排出削減が求められ
ています。パナソニック株式会社ア
プライアンス社（旧：三洋電機株式
会社）では、早くから自然冷媒
（CO₂）に着目し、ノンフロン冷凍
システムの開発に取り組んできまし
た。2000年代初めにはCO₂冷媒を
利用した家庭用ヒートポンプ給湯器
「エコキュート」を開発、販売して
います。しかし、CO₂冷媒は、加温
には適しても、冷凍・冷蔵用途に使
うことが難しく、とくに大型の業務
用設備には装置の大型化や効率面
で不向きでした。同社では、NEDO
の支援を受けて、スーパーなどの冷
凍ショーケースを対象としたCO₂冷
凍機システムの研究開発に取り組

み、独自のコンプレッサー技術など
によりCO₂冷媒の抱える諸課題を
克服、従来の代替フロン冷凍機に
負けない冷凍効率や省エネルギー
効果を発揮させることに成功しまし

た。開発されたノンフロン冷凍機シ
ステムは、2010年9月より一部シス
テムのプロト販売を開始、2013年
4月現在、全国のスーパーやコンビ
ニ約１００ヶ所で稼動しています
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