
産廃資源化



1

メリット

炭化炉のメリット 後継者育成 空地再生 農業参加 老人産業参加 13、14ページ参照願います

2 炭化事業の未来像 他産業へｴﾈﾙｷﾞｰや農業資源を供給する会社になります 31～34ページ

3

特徴

焼却炉の特徴 炭酸ガスで地球を汚します 炭酸ガス排出権で赤字続き 5、6ページ

4 炭化炉の特徴 廃棄物から炭を作る装置 炭酸ガス排出権で黒字続き 3、4ページ

5

比較

優劣比較 弊社･10分で炭が出来ます 他社・3時間掛ります 7、8ページ

6 燃料比較 弊社･200V電気 他社・軽油、ガス、併用 16～21ページ

7 価格比較 弊社・50トン/日＝6.95億円 他社・50トン/日＝20.7億円 9、10ページ

8 収支比較 弊社・1年～1.8年で返済 他社・7年～9年で返済 別紙炭化炉収支参照

9

実績

納入実績 国内5台 海外7台 35、36ページ

10 保証期間 機械1年 設備2年 メンテ付5年 運営付20年

11

原料

一廃・産廃 都市芥 脱水汚泥 動物排泄物 不要樹木 収集業務はご相談

12 医療系 紙オムツ プラスチック ”

産廃処理（埋立・焼却） を 資源化（炭化炉・発電）に転換させると、

埋立地の延命と「今迄の7.6倍の売上」を確保し20年間磐石な自社の体制作りと後継者育成が完成します。
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第4工程 ガス処理 第1 第2工程の水分と分解ガスは、熱分解、水処理、吸着処理を経て200℃以下にして大気放出

第5工程 炭資源化 炭は得意先の要求に応じて、ペレット、粉末、棒状、に整え梱包し出荷します

第6工程 無害化 ガスや汚水等を排出基準以下にして排出します

第2工程 加水分解 (紙おむつ資源化時に使用）

Ⅰ 密閉型ダンボール容器を、「加水分解機」に投入して内容物毎、30～45分で「５ｍｍ内外の塊」に分解します。

Ⅱ 加水分解機は、都市芥や野菜を堆肥にする時に使う程度で、市販用高純度の炭を作ることは不可能
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第1工程 原料調整 原料を洗浄、破砕、熱乾燥等で30ｍｍアンダーに調整する工程です。

第3工程 熱分解 (有機物資源化）

Ⅰ 第1工程・第2工程の資源原料を550～900℃ + 平圧の「熱分解処理機」で以下の4資源を製造します。

Ⅱ ①炭 ②発電 ③炭酸ｶﾞｽ排出権 ④温水

Ⅲ 鶏糞半炭化の場合、ブリケット状にしてから半炭化する事は、得策と言えず、鶏糞を半炭化後にブリケット状にする事で計画します

Ⅴ 含水率25％、バケットでホッパーに投入後12分で半炭化状の鶏糞生成、これをブリケット生成機に投入し完成。トンバッグ詰出荷。
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③ 乾燥機
含水率
20％

破砕原料・産廃原料、炭化炉へ

第 6工程
炭･温水・炭酸ｶﾞｽ排出権獲得

第 3工程 ⑤ 炭化炉

① 破砕機.

② 洗浄機

第 2工程 (圧力容器）
紙ｵﾑﾂ 開封禁止 1箱40ℓ

含水率75％段ﾎﾞｰﾙ+高分子+内容物

④ 加水分解装置
205℃ 17分加圧・30分掛けて減圧後

5mm 程度の粒 含水率20％

特管原料 炭化炉へ

第 1工程 (常圧容器）
一廃 産廃

第 4工程
分解ガス処理

⑥ 冷却機

⑦ スクラバ

⑧ ｶﾞｽ吸着機

⑨ 大気放出

⑩ 汚水
ＰＨ調整機

第 5工程
⑪ 固液分離機水星

炭化炉投入
資源化

含水
固形物

清澄水

放流

⑫ 脱水機

脱水
固形物
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工程名 処理工名 区分 高収益を上げるために各工程で使用する機器類・黒字機器

第1工程 前処理工1 産廃対象 計量機 破砕機 洗浄機 乾燥機 投入機

第2工程 前処理工2 紙ｵﾑﾂ対象 計量機 加水分解機 投入機

第3工程 本処理工 熱分解 （必須）炭化炉 発電機 投入機

第4工程 後処理工1 ガス処理 （必須）冷却機 （必須）スクラバ （必須）吸着機 （必須）大気放出

第5工程 後処理工2 無害化工 （必須）固液分離機

第6工程 資源化工 製品化工 計量器 加工機 梱包機
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炭生成に必要な必須機器一覧（赤字） と 高収益を上げるために必要な機器一覧



炭化炉本体仕様 炭化炉基本タイプ価格 （単位億円）

型式 処理量 （単位㎥） 本体寸法 （単位ｍ）

炭化炉本体
発生物
処理装置

別途費用
未積算

合計

分類 移動 呼称 炭化熱源 ２4時間 １時間 長 巾 高

小型 移動型

5型 ﾋｰﾀｰ 自発熱 5 0.2 1.5 1.5 2.0 0.60 0.1 0 0.70億円

10型 ○ ○ 10 0.4 2.0 2.0 2.0 1.19 0.3 0 1.39億円

20型 ” ” 20 0.8 3.0 2.0 2.5 2.38 0.4 0 2.78億円

中型 Ⅰ 移動型

30型 ” ” 30 1.3 3.5 2.1 3.0 3.57 0.6 0 4.17億円

40型 ” ” 40 1.7 4.5 2.2 3.5 4.76 1.3 0 5.56億円

50型 ” ” 50 2.1 5.5 2.3 4.0 5.95 1.0 0 6.95億円

60型 ” ” 60 2.5 6.5 2.4 4.5 7.14 1.2 0 8.34億円

中形 Ⅱ 据置型 70型 ” ” 70 2.9 7.5 2.8 5.0 8.33 1.4 0 9.73億円

大型 据置型

80型 ” ” 80 3.3 8.5 3.2 5.5 9.52 1.6 0 11.12億円

90型 ” ” 90 3.8 9.5 3.6 6.0 1071 1.8 0 12.51億円

100型 ” ” 100 4.2 10.5 4.0 6.5 11.90 2.0 0 13.90億円
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別途費用 ＝ 設置場所・役所により費用が異なります ＝ 炭化炉本体価格の１２～22％程度です



第 5事業 販売
3次産業 サンアグリ

東京都で直売

第 3事業 温室 果実栽培
農業 + 医業のコラボ
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第4事業 作物加工

ｻﾝﾌﾞﾗﾝﾄﾞ作物ﾊﾟｯｸ詰

増産用炭供給

第 3事業 3 畜産 ｵﾌﾟｼｮﾝ
畜産+農業のコラボ

排泄物は
炭化原料

第 3事業 温室 漢方薬栽培
農業+ 医業のコラボ

第 3事業 露地 作物栽培
農業+ 工業のコラボ

第 2事業 薬用茸 温室栽培
農業+ 医業のコラボ

第 3事業 2 養殖
農業 + 漁業のコラボ

焼却費削減 ・ 炭製造 ・ 売電

CO2権獲得 ・ 廃熱利用

第1事業
炭化燃料製造施設

漁業に電力融通 農家に電力融通

汚泥 炭化原料
農業+産廃のコラボ

増産用炭供給増産用炭供給
増産用炭供給

都市芥は
炭化原料

農業不要物
は炭化原料

増産用炭供給

増産用炭供給

畜産に電力融通

電力融通
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Ⅱ、生成炭の販売先

①、燃料での使用(全分野）
②、農業分野
③、漁業分野

④、化粧品・医療品分野
⑤、吸着材、
⑥、火力発電燃料

⑦、製鉄時に使用、等多くの需要。炭の形態も多種
多様、それに答える限り販売先は増えていく。

但し販売価格が高くなれば品質も厳しく安価なバッチ
式の炭化炉で高品質を満たすのは無理。

燃料としての使用量でも月10,000トンの需要があり、
製鉄時のコークスに代わって使用の場合は年間2,100,000トンが
必要で、他の需要先にも供給しますので、永続的な販売先の
心配は今後数十年は不要。

Ⅰ 炭化資源化時の確認事項

①炭化炉設置の目的( 新事業・自社廃棄物処分）
②炭化炉の設置住所

③原料の種類
④原料確保は御社・弊社に依頼

⑤製品販売は御社・弊社に依頼

⑥自己資金額
⑦資金調達は済・未定
⑧資金調達は、自社・弊社に依頼
⑨国の資金調達は、自社・弊社に依頼

⑩役所書類作成は、自社・弊社に依頼
⑪役所書類折衝は、自社・弊社に依頼
⑫環境関係折衝は、自社・弊社に依頼
⑫近隣対策折衝は、自社・弊社に依頼

⑬炭化炉稼動時期

⑭炭化炉運営は、自社・弊社に依頼



Ⅰ 老人医療の使用済紙おむつ処理問題

① 公衆衛生面から高齢者使用済紙おむつは疾病の危険性があり、感染性医療廃棄物 指定の動きが内定の段階迄きています。

② この結果、全国市区町村にある焼却炉は「一般廃棄物処理専用ですので、高齢者使用済紙おむつは処理不可能」になります。

Ⅱ 老人医療の使用済紙おむつの性状

③ 紙おむつは含水率が高く（88～92％）ビニル梱包パック詰・段ボール箱詰（400×400×500程度）の開封禁止で処理の指示。

④ そのまま燃焼させると不完全燃焼で性能低下が起きて目標処理量が達成できませんし、周辺環境に大きな負荷が掛かります

⑤ 高齢者社会を迎え、高齢者使用済紙おむつは、今後30年間、年々増加して焼却量の30％を占めると予測されています。

Ⅲ 自治体の費用負担増

⑥ 将来、日本で人口の1/5、2000万人が使用済紙おむつを使った場合、2万トン/1日の処理設備が必要になります。

⑦ 全国で今後20年間で500の焼却場が稼動すると仮定した場合、40トン/1日の単純平均となります。

⑧ 4.3万円/1トン処理費と仮定して、 2万トン/1日×4.3万円/1トン=8.6億円/1日。 年間＝8.6億円/1日×365日=3,139億円/年間の出費。

⑨ 炭酸ｶﾞｽ排出権等の環境関係の出費を加算すると、 3,139億円/年間の出費×2倍= 6,278億円/年間の出費。



Ⅳ 使用済紙おむつの資源化の収益

① 資源化による収益 別紙参照

「 137.6億 、 経常42.7億 、 税引後21.4億 」 の収支で市の財政力指数アップに貢献できますが以下の問題の解決が必要です。

② 問題点1 立地面での問題点

1、誰しも自宅の近所に使用済紙おむつ処理場を設けられるのは嫌がります。

2、全国市区町村にある既存の焼却炉の横に炭化炉を置いて、高齢者使用済紙おむつや汚泥を民間が資源化して利益を産む地域活

性化をする方法が官民協働という国の目標に合致しますし、市民からの苦情、法的問題もクリアできます。

③ 問題点2 法的な問題点

1、処理場の許認可は各県の廃棄物対策課が持っておられ、使用済紙おむつ資源化機器は初めてですので詳細な説明が必要です。

2、該当市区町村の担当者も初めてですので、事業提案者の民間業者・技術担当者が廃棄物対策課へ出向いて説明を行います。

3、許可が下りるまでの時間軸は180日～360日程度です。詳細別紙参照

④ 問題点3 資金調達

1、 官民協働・広域連携・女性、障害者雇用であれば、地方創生交付金の適用と民間ファンドの使用が可能です。詳細別紙参照

2、 該当地区の首長が、本事業に取組むという意思表示があれば官民協働になりますので内閣府も本腰を入れて支援してくれます。

3、 官民連携と言う事で該当地区に官民で新会社を作る方法もあります。

4、 毎年上限1.4億円、計3年間で4.2億円が新会社に入ります。4年目から自由活動が可能です。
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北海道労働局認定圧力容器

紙オムツ容器
容器毎処理が条件

加水分解装置 球形型

段ボール・ポリマー・不織布・含水内容物・ビニル
は４０分後に、茶色の乾燥固形物になります

炭化炉投入後、
８分で純度98.7％の炭が出来ます



炭酸ガス槽

小ホッパー

ガス熱分解ライン

運搬スクリュー

ＳＵＳ304
Ｈ鋼架台

原料ホッパー3㎥タイプ

完成炭出口

電気ヒーターライン・3段に設置

生成炭冷却ライン
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炭化炉事業で使用する炭化炉の説明 50型 炭化炉
①炭と､ ②炭酸ガス排出権、③温水、④発電（ｵﾌﾟｼｮﾝ)の4資源を産みます



炭化部分のパイプの組立終了電熱ヒーター（横棒）と300φの完成炭パイプ パイプ中のスクリュー組立終了

ガス無害化1・スクラバ装置ガス無害化2・吸着装置
下水汚泥の炭化状況 17
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過熱蒸気式35㎥タイプ

19三重県 食品会社



富山県富山市 リサイクルセンター
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山梨県 小淵沢イチゴ苗栽培農家 ２００８年
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超小型 0.05㎥ t炭化炉

愛知県 名古屋市

炭化炉事業で使用する炭化炉本体の説明
超小型 0.05㎥ 炭化炉 食品工場 病院用
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炭化処理例 1
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炭化処理例 2



炭化処理例 3
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炭化処理例 4 タイヤ
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27

炭化炉事業で使用する炭化炉設置許可証の説明
炭化炉建設には炭化施設設置許可証が必要です。



28東京都・汚染大気・除染認定書浮遊鉛の除染率 99％ 内閣府・汚染水・除染評価書セシウムの除染率 99.998％



29環境省・汚染土壌除染評価書汚染土壌中セシウムの除染率 98.5％
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大気・水・土壌除染の
システム特許

汚染土壌
剥離洗浄装置の特許証

エレクサイトのＩＳＯ9001取得証 海外向け・当社飲料水処理技術（ヒ素を含む）の紹介・環境省

厚労省
作業員安全テキスト

内閣府
作業員付着安全評価証



下記先端農業技術使用
①地電流・ ②水分子200ｍｖ荷電・ ③流動帯電・ ④水分子振動・ ⑤水中汚染物除染 の公認技術で細胞分裂の速度を速め3倍増収を図ります。 31

産廃業を事業展開して後継者育成の実例紹介 先端農業技術は弊社で貸与
自社の空地で自社の生成炭を使って 薬用霊芝・木耳栽培をして 後継者が中国・ロシア・欧米・ドイツに輸出します



写真提供ＪＷＳ大田様
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下記先端農業技術使用で、
①地電流・ ②水分子200ｍｖ荷電・ ③流動帯電・ ④水分子振動・ ⑤水中汚染物除染 の公認技術で細胞分裂の速度を速め1.3倍増収を図ります。

産廃業を事業展開して後継者育成の実例紹介 先端農業技術は弊社で貸与
自社の空地で自社の生成炭を使って ジャガイモの空中栽培をして 後継者が国内販売します



Ⅰ、沖縄新農法株式会社で果実中心の温室栽培が収穫期を迎え、さらに乾燥木耳を中国に輸出する準備中です。
Ⅱ、敷地総面積9,700坪、温室数「１０m×40ｍ」1６棟、養殖池１か所、収穫管理棟１棟、従業員４名で運営。
Ⅲ、マンゴー３２０本、パパイヤ４０本、バナナ６本、トマト、シークアサ、漢方薬草、木耳6,０００菌床、鯉。

Ⅳ、高級果実、漢方農薬の輸出。斃死率低下用の各種餌、養殖エビ用餌、養殖魚用餌、黒豚用餌、の供給が目的。

パパイヤ倒木栽培の温室内部 収穫前日の倒木パパイヤ 従来比3.7倍のパパイヤ

下記先端農業技術使用で
①他植物成長点・ ②水分子200ｍｖ荷電・ ③流動帯電・ ④水分子振動・ ⑤水中汚染物除染 の公認技術で細胞分裂の速度を速め 3.7 倍増収を図ります。

換気中のマンゴー温室外観 マンゴー低木栽培の温室内部 マンゴー草生栽培
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産廃業を事業展開して後継者育成の実例紹介 先端農業技術は弊社で貸与
自社の空地で自社の生成炭を使って パパイヤ・マンゴー栽培をして後継者が輸出します



漢方原料栽培の場合、

無農薬、清浄大気、清浄土壌、清浄水灌水、が絶対条件です。

下記先端農業技術使用で
①電解農薬・ ②水分子200ｍｖ荷電・ ③流動帯電・ ④水分子振動・ ⑤水中汚染物除染 の公認技術で細胞分裂の速度を速め 3 倍増収を図ります。 34

産廃業を事業展開して後継者育成の実例紹介 先端農業技術は弊社で貸与
自社の空地で自社の生成炭を使って 漢方薬栽培をしてロシア・欧米・ドイツに後継者が輸出します



1998

1996年・炭化炉納入
凝集剤エレクサイトが中小企業創造法の対象技術として東京都より認定

国土開発
東京都労働経済局

千葉県手賀水質浄化公開実験に選定（108社応募、22社選定） 実施期間: 1999年1～3月 千葉県

1999
奥多摩湖水質浄化及びアオコほか有機物除去回収実験 東京都・富士電機

小型炭化炉におけるダイオキシン除去実験 国土開発

2000 韓国浦項製鉄所池水質浄化実験 海 外

2001

東京都港区有栖川宮記念公園池の水質浄化・浚渫工事 東京都港区

「水星」プラント販売、石狩川汚濁水の大型水質浄化機械を販売 民間土木会社

「水星」使用の横浜市鶴見川の水質浄化公開実験に選定（84社応募、4社選定） 2001年9月～2002年8月 国土交通省

「水星」プラント販売、兵庫県播磨町上の池アオコ汚染水・水質浄化実験 播磨町主催

諏訪湖流入水中の農薬除去浄化実験 長野県主催

2002
東京都新宿区檜公園池の水質浄化・浚渫工事 東京都新宿区

炭化炉納入・ダイオキシン除去用「水精」プラント販売 福島県産廃業者

2003
「水星」プラント販売 （長野県米のとぎ汁浄化用） 民間食品工場

「水星」プラント販売 （千葉県養豚屎尿浄化用） 民間養豚牧場

2004

「水星・小規模事業向け有機性排水処理技術モデル事業」の対象技術に選定 環境省/広島県主催

実験場所・広島県呉市、実施期間:2004年9月～12月、処理対象水：食堂排水 実証機関：広島県

「水星」プラント販売（埼玉県金属食器研磨排水用） 民間工業工場

2005

「水星」プラント販売（兵庫県牛し尿用） 民間養豚牧場

「水星」プラント販売（栃木県食品加工工場循環用） 民間食品工場

炭化炉3台納入水精」プラント6台販売・ ミャンマー

「水星」プラント販売（山口県豚し尿用） 民間養豚牧場

「水星」プラント販売（福島県食品会社循環用） 民間養豚牧場

「水星」プラント販売（秋田県牛舎パーラー排水用） 民間養牛牧場

2006

「水星」プラント販売（宮城県魚加工循環水用） 民間養豚牧場

「水星」プラント販売（長野県廃プラスティック洗滌排水用） 民間工業工場

「水星」プラント販売（岩手県豚し尿用） 民間養豚牧場

電気式連続型熱分解装置（炭化装置）納入 民間工業工場

「水星」プラント販売販売（北海道牛乳製造水循環用） 民間養豚牧場

「水星」プラント販売販売（群馬県蒟蒻製造排水用） 民間食品工場

「水星」プラント販売（群馬県蒟蒻製造排水用） 民間食品工場

2007

「水星」プラント販売（長野県廃プラスティック洗滌排水用） 民間工業工場

炭化炉1台納入水精」プラント2台販売 韓国日光開発

「水星」プラント販売埼玉県処理場運搬車洗浄排水用） 民間工業工場

「水星」プラント販売（千葉県中間処理施設場） 民間工業工場

共同事業計画で申請したバイオマスファクトリーが茨城県の設置許可を得る 茨城県
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2008

バイオマスファクトリー炭化炉納入（鹿嶋市） ＡＣＴﾄﾚｰﾁﾞﾝｸﾞ

「水星」プラント販売（北海道猿払村魚加工工場排水用） 民間食品工場

「水星」プラント大型3台鹿島バイオマスファクトリーに納入 民間工業工場

「水星」プラント（徳島県廃プラスティック洗滌排水用） 民間工業工場

2009
「水星」プラント含む浄化装置を大手ゴム工場に納入 民間工業工場

イラク・チグリス＆ユーフラテス河川の水浄化機納入、凝集剤輸送。 海 外

中国江蘇宣興経済開発区向けに「水精」プラントを納入 海 外

2010

イラク・病院排水＆河川の水浄化依頼に応え、病院用凝集剤＆循環用水精納入。 海 外

「水星」プラント含む浄化装置を中国雲南省昆明の池浄化用に納入 海 外

中国江蘇宣興経済開発区向けに「水星」プラントを納入 海 外

2011
「水星」プラント含む浄化装置を大手ゴム工場に納入 民間工業工場

中国湖北省武漢ドイツ系化粧品会社に「水星」プラントを納入 海 外

2012
国の関係者よりエコ研究開発協同組合の理事就任依頼。 官庁工事

経済産業省・国土交通省・環境省・中小企業庁の認定組合となる。 官庁工事

2013

内閣府の放射能汚染汚水の除染実証実験で５５万Ｂｑの汚染水を２２分で検出限界以下に。内閣府認定。 内閣府

環境省の放射能汚染土壌の除染実証実験で１３００倍の凝縮力で汚水を検出限界以下に。環境省認定。 環境省

福島県本宮の池除染工事実証実験完了。 官庁工事

2014

福島県溜池除染工事4箇所終了。 官庁工事

茨城県の放射能汚染田圃土壌の除染実証実験で98％の除染率達成。 官庁工事

福島県相馬市の雑種地の樹木の除染工事実証実験完了。 民間工事

2015

中国・黄河・長江の水質浄化水星・飲料水用納入。 海 外

インド・ガンジス河の水質浄化循環用水星納入。 海 外

中国・黄河・長江の水質浄化契約。 海 外

2016

内閣府の離島対策調査。 官庁工事

農水省の増産農業実施事業が開始される。 官庁工事

国交省の港湾除染計画 民間工事

2017

新潟県の土壌汚染調査開始 官庁工事

新潟県長岡市水精設置事業 官庁工事

福島県汚染樹皮除染事業 民間工事

2018

福島県農業復興事業 官庁工事

茨城県つくばみらい市地域活性化事業 民間工事

モンゴル除染事業 官庁工事

中国除染事業 官庁工事

2019

韓国汚染水浄化事業 海 外

ベトナム汚染水浄化事業。 海 外

呉市機能性漁礁実証計画 官庁工事


