アスベスト含有建材等安全回収・
処理等技術開発プロジェクト
アスベストを効率的に減らして安心、安全な社会生活を実現！
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アスベストについて

1-1 アスベストとは
アスベストは、天然に産する繊維状結晶鉱物(ク
リソタイル、アモサイト、クロシドライト)の総称
(図-1)で、耐熱性、耐酸性、耐摩耗性が優れるこ
とから、住宅の吹付け材、壁天井、水道管等の建
材、発電所、化学プラント等の配管シール材、自
動車ブレーキの磨耗材などの工業製品として戦前
から輸入、使用されてきました。

図ｰ１

アスベスト＊の種類

＊火成岩が自然現象の力により綿状に変化したもの。太古より、火山活動で火成岩の一
種である超塩基性岩の地殻内マグマの裂け目に水が浸入し、非常に高い圧力のもとで熱
水作用を受け、その裂け目に繊維状結晶が生成

1-2 アスベスト輸入量
アスベストは、昭和 25 年ごろからカナダ、ブラ
  
  

ジルなどより輸入がスタートし、昭和 50 年頃から
平成 2 年頃にかけて年間 35万トン程度の輸入ピー
クを迎え、これまでのところ推計蓄積量 970 万ト
ンが輸入されてきました(図-2)。平成 16 年に、国
内ではアスベストの製造が禁止になったことから、
今後は、建築物の解体に伴うアスベストの廃棄・
排出が本格的に始まろうとしています。

（出所：財務省貿易統計等）

1-3 アスベストに関する健康被害

図-2

日本国内のアスベスト輸入量の推移

アスベストは空気中に飛散した粉塵等を吸入す
アスベスト

ることにより、肺などに健康被害が発生する恐れ
があります(図-3)。これらの疾病については、アス
ベスト粉塵の吸入から発症するまでの期間が30年
以上であると考えられています。過去の被害状況
について、平成16年度以前において労災認定され
たアスベスト暴露による肺ガン、中皮腫の死亡者
は603名との報告があります(厚生労働省公表)。

図ｰ 3
表ｰ 1

1-4 アスベストに関する規制
ILO(国際労働機関)、WHO(世界保健機関)が昭
和 47年にアスベストの癌原性を公表してから、昭
和 50 年に国内では吹付け作業の禁止、平成 16 年
から、建材、接着剤、ブレーキパッドなどの製造、
使用が禁止されました。現在では、一部のシール
材、絶縁材料は使用されていますが、平成20 年を
目処に使用、製造が全面禁止になることになって
います(表-1)。
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アスベストによる健康被害の例

アスベストに係る海外及び日本の規制動向
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プロジェクト概要

2-1 研究開発の背景
平成 17 年 6 月、国内の民間企業
によって、従業員や周辺住民等への
アスベストによる健康被害が公表さ
れ、その深刻さが甚大であることが
明かになってきました。アスベスト
を肺に吸入すると、30 〜 40 年の潜
伏期間を経た後に肺癌や中皮腫を発
症する確率が高くなることが明らか
となってきました。今後、30年以上
に渡って使用を終えた住宅、プラン
ト等に使用されたアスベストを含む

図-4

社会中におけるアスベストの流れ

建材や非建材等が 4 千万㌧〜 1 億㌧
以上廃棄、排出されることから、アスベストを高精度に検出･計測、安全に分離・回収、無害化できる技術が望まれています。
このため、NEDO技術開発機構では、平成18 年度の緊急事業として「緊急アスベスト削減実用化基盤技術開発」を実施し、
短期間に数々の優れた成果を上げてきました。さらに、平成19年度からは、「アスベスト含有建材等安全回収・処理等技術開
発」（平成 19 年度〜 21年度）をスタートさせ、0.1％程度の低濃度アスベストの探知・計測に加え、極低濃度、浮遊状態及び
混合物系であっても高い精度を有する探知・計測技術、極低濃度アスベスト製品、大量のアスベスト含有廃棄物を安全に剥
離・回収できる技術及び無害化・資源化できる技術を開発することで、広くアスベストを利用してきた産業分野において効率
的にアスベストを削減することが期待できます。

2-2 研究開発目標
本事業では、これまでのアスベスト対策において未着手で大きな波及効果が見込まれる研究開発を行ないます。具体的に
は、今後、大量の排出が見込まれるアスベスト含有建材等の処理について、下記の研究課題を解決する技術開発を3 年間(各テ
ーマは2 年程度)行います。これらの技術開発は、アスベスト全廃を加速させるために必要な実用化基盤技術の確立を平成23年
頃までに目指すものです。研究開発テーマの実施に際しては、一般公募によって企業、民間研究機関、独立行政法人、大学等に委
託する方式を採用しています。

【研究課題】
①アスベスト含有製品の使用時、解体･回
収・廃棄時において、簡易に探知・計測
できる技術
（開発目標：オンサイト式で検出感度
0.1wt%超レベル）
②アスベストを含む建材等の回収・除去現
場におけるアスベストの飛散及び暴露を
最小化し、回収･除去の安全性及び信頼
性等を確保する技術
③アスベスト含有廃棄物の無害化処理又は
再資源化段階における安全性、効率性に
優れた技術

図ｰ 5

（開発目標：処理量 5 ㌧/日以上）
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アスベスト含有製品の例
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2-3 研究開発マネジメント
本事業では、NEDO 技術開発機構が研究開発テーマ毎にプロジェクトリーダー（PL）を指名し、研究開発実施者ととも
にプロジェクトを推進しています。また、研究開発目標の設定に関しては、実用化スケジュール、波及効果、経済性を考慮
して、革新的な研究開発に繋がるレベルに設定しています。これらの開発目標を早期に達成するため、外部の専門家を加え
た年2 回の技術検討会において進捗状況のチェック、技術的なアドバイス等を行っています。

2-4 研究開発成果の活用
本事業では、研究開発終了後 2、3 年以内に事業化できる可能性が高い研究開発テーマを中心に実施しており、できる限
り速やかに安全なアスベスト処理が行われることを狙っています。そのため、研究実施者が自主的に成果を公開し、製品化
することを奨励しています。

2-5 知的財産権の帰属
研究開発成果に関わる知的財産権については「独
立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
新エネルギー・産業技術業務方法書」第 27 条の規定
に基づき、原則として受託者に帰属します。

2-6 アスベスト削減に関する戦略調査
NEDO 技術開発機構では、社会中に存在するアス
ベストを効率的に削減していくための方策を広く社
会に明示すること、アスベストの削減を効率的に進

図-6

めるために必要な技術を発掘するため、１）マテリ
アルフロー解析

アスベスト含有建材の排出量の推移

2）アスベスト対策技術に関する国内外の最新動向調査を実施しました。これらの調査結果により、廃棄

アスベストの排出ピークは平成26 年頃に迎えることを初めて明らかにしました。

2-7 技術戦略ロードマップ
NEDO 技術開発機構では、平成 18 年度
からアスベスト削減技術に関する「技術
戦略ロードマップ」(導入シナリオ、技術
マップ、ロードマップ)を作成しました
（図-7）。アスベストに関する技術や規制は
刻々と進歩していることから、毎年の見
直しを図りながら、国、企業等が優先的
に行うべき最新テーマを示しています。
これらの技術戦略マップでは、建材、産
業用、家庭用と大別して、重要な技術開
発テーマ(探知・計測、剥離・回収、無害
化・資源化、代替品等)の抽出も行ってい
ます。

2-8 広報活動
本事業では、プロジェクトの実施と平

図-7

アスベスト削減技術戦略ロードマップ

行してアスベストに関する国内外の技術
開発、マテリアルフロー解析(社会中でのアスベストの使われ方)等に関する動向を把握し、プロジェクトの施策に反映させ
ています。また、調査研究に関する成果はできる限り多くの方々に知っていただくため、成果報告会、アスベスト対策環境
展、セミナー等の開催、パンフレットの作成（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/ pamphlets/bunya/06kagaku.html）、
NEDOホームページにおいて（http://www. tech.nedo.go.jp/index.htm）研究開発成果の公開を随時行っています。
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★ 19 ｰ 21 年度事業 剥離･回収技術

3 「アスベスト含有建材等安全回収・処理等技術開発」
遠隔操作による革新的アスベスト除去ロボットの開発
建物解体時のアスベスト除去・回収をスピーディーで安全に！
PL ：大成建設（株）常務執行役員 技術センター長兼原子力本部長 河村壮一 研究期間：平成 19 ｰ20 年度 委託先：大成建設（株）

事業概要：ビル解体時の吹付アスベスト除去において、高圧水噴射ノズル等の剥離用アタッチメントを装着したロボ
ットを作業区域外からの遠隔操作により行い、また剥離・除去されたアスベストをスピーディに回収するシステムを
組合わせることでアスベスト除去工事の省人化･低コスト化･工期短縮を実現します。

研究開発概要

遠隔操作によるアスベスト剥離・除去ロボット、及びアスベスト回収工法を開発し、実際の吹付けアスベスト除去作業区域を模擬した実証施設において各種
性能試験を実施しており、実用機器としての確認を 行っています。特に、乾式アスベスト(柔らかい材質)を対象とした処理については、実証段階にあります。

技術の特長
・ロボットアームノズルからの混気ジェットにより、吹付けアスベストを効率良く剥離・除去できます。
・アスベスト回収作業も同様の遠隔操作ロボットを利用してスピーディに回収できます。
・健康被害のない安全なシステムで、アスベスト除去コストを削減し、廃棄物容量も大幅に軽減できます。

製品概要
・装置スペック ：水量 5L/min 程度、吐出圧力 30 〜 140kgf/cm2 程度、ベースマシン11kW 等
・削減物質
：乾式(柔らかい)及び湿式(固い)の吹付けアスベスト
・適応分野
：事務所ビル等の解体工事前の吹付けアスベスト
・商品化時期
：乾式アスベスト 平成 19 年度中
湿式アスベスト 平成 21 年(予定)
・コスト
：従来の手作業によるアスベスト除去コストを2 〜 3 割削減
・月刊地球環境(2007 年 9 月)、産経新聞 2007.4.21 日刊建設産業新聞 2007.4.19
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★ 19 ｰ 21 年度事業 剥離･回収技術

高性能アスベスト剥離･圧縮･梱包クローズ型処理ロボットの開発
リニューアル時におけるアスベスト除去をロボットで安全で短時間に！
PL ：（株）竹中工務店 常務取締役 最上公彦 研究期間：平成 19 ｰ20 年度 委託先：（株）竹中工務店

事業概要：鉄骨等の複雑な形状に吹付けられたアスベスト(乾式、湿式)を飛散させることなく、高速、安全に剥離･圧
縮･梱包するクローズ型処理システムを開発しています。作業のロボット化により作業員の労働安全性の向上と工期の
短縮化が実現でき、クローズ型処理により、粉塵飛散なく回収処理できます。

研究開発概要

【開発項目】
・アスベストの剥離工具を装着した7 自由度マニピュレータの自動または
遠隔操作により剥離作業が行えます。
・センサによる表面形状認識、湿式アスベストの剥離が可能な力制御等に
より、人手を介さない自動化された作業が行えます。
・湿式アスベストをスムーズに剥離可能な工具を開発します。
・除去したアスベストは圧縮機で体積を1/3 以下に圧縮固化します。
・粉塵の飛散を防止するためにマニピュレータとホッパーの周囲を部分チ
ャンバーで囲い集塵装置にて吸引します。
・乾式、半湿式アスベストについては実証実験により人手の約 3 倍の作業
効率と剥離残し約 7%を達成しました。

技術の特長
・作業のロボット化によって作業員の労働安全性を向上します。
・部分チャンバーにより粉塵制御を2 重化します。
・除去石綿の圧縮固化により減容化し、処理コストを低減します。

製品概要
・システム構成
：剥離工具、マニピュレータ、圧縮装置、部分チャンバー、集塵装置、遠隔操作システム
・削減アスベスト ：乾式及び湿式の吹付けアスベスト
・目標剥離能力
：湿式アスベスト剥離工事の全体作業効率が従来の人手作業の4 倍
・目標コスト
：機械損料(100 日稼動／年､5 年償却)で作業員 4 人分の人件費相当以下
・月刊地球環境(2007 年 9 月)、建設ロボットフォーラム2007(2007.9.6)
アーバンインフラテクノロジー推進会議 第 19 回技術研究発表会 2007.10.10
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★ 19 ｰ 21 年度事業 無害化･資源化技術

マイクロ波加熱によるアスベスト建材無害化装置の開発
これまでにない低温、低コストでアスベスト無害化、資源化を実現！
PL ：クボタ松下電工外装（株）常務取締役 富山 英男 研究期間：平成 19 〜 20 年度 委託先：クボタ松下電工外装（株）

事業概要：アスベストを微量に含む建材にマイクロ波を照射すると自己発熱によりアスベストの結晶構造を破壊できま
す。マイクロ波による選択加熱により、アスベスト含有建材を破砕することなく均一・迅速に無害化できる高効率、
低コスト、かつ安全な装置の開発を行います。無害化した建材は再資源化建材等として再利用することができます。

研究開発概要

技術の特長
・マイクロ波照射で１時間以内に850 ℃に到達し、保持 15 分で塊内部までアスベスト構造が消失します。既存の溶融設備
では1500 ℃以上で処理されていますが、本技術では850 ℃で無害化処理が可能で、エネルギー投入量の大幅な削減が期
待できます(上図①)。
・アスベスト含有スレート瓦(5 〜 10 枚重ね)などを、破砕することなく処理できます(上図②)。
・燃焼排ガスゼロで、排気に含まれるアスベストを処理するコストが極少で済みます。
・アスベストを無害化した処理物は、建材製品(屋根材、外壁材)などの機能性フィラーに有効利用できます。

製品概要
・装置構成

：10 ㌧/日以上

・処理対象物

：アスベスト含有窯業系建材

・適応分野

：アスベスト含有窯業系建材を排出するリフォーム・解体、工事業者、産業廃棄物処理業等

・実用化時期

：平成 21 年度中(環境大臣認定制度を活用)

・処理コスト

：目標 2 〜 2.5 万円/㌧(解体、輸送費等は除く)

・日経産業新聞 2006.10.23

日刊工業新聞 2006.10.25

日経エコロジー(2007.3 月号)
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★ 19 ｰ 21 年度事業 無害化･資源化技術

低温過熱蒸気によるアスベスト無害化･資源化装置の開発
低温・低コスト型アスベスト大量無害化、資源化を実現！
PL：戸田建設（株）執行役員 技術研究所長 千葉 脩 研究期間：平成19〜20年度 委託先：大旺建設（株）、戸田建設（株）、西松建設（株）、産業医科大学

事業概要： 1500℃以上の高温により溶融するアスベストを常圧下、過熱蒸気(900℃)を用いることにより従来と比べて低温、
短時間で無害化処理できます。この技術により大量の非飛散性アスベストを無害化、資源化するための装置(30㌧/日程度)を
開発しています。この装置は、従来に比べ格段に低コストで大量の廃棄アスベストを安全に無害化することができます。

研究開発概要

製品概要
技術の特長

・装置構成 ：30 ㌧/日以上
・処理対象物 ：アスベスト含有建材(特に非飛散性)
・適応分野 ：解体現場から発生する非飛散性アスベス
ト含有建材
・実用化時期 ：平成 21 年以降(環境大臣認定制度を活用)
・処理コスト ：従来の中間処理法の1/2 以下 5 〜 8 万円/
㌧程度
・第 29 回京都大学環境衛生工学研究会シンポジウム発表
(2007 年)

・常圧下で処理が可能、かつ破砕しないで無害化できるの
で高い安全性が確保できます。
・過熱蒸気を用いることにより低コストで処理できます。
・無害化したアスベスト含有建材は再資源化建材として利
用できます。
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★ 19 ｰ 21 年度事業 無害化･資源化技術

オンサイト・移動式アスベスト無害化･資源化装置の開発
低温、低コストでアスベスト溶融無害化、資源化を実現！
PL：北陸電力（株）常務執行役員 技術開発研究所長 綿貫 攝 研究期間：平成19〜20年度 委託先：北陸電力（株）、富士電機サーモシステムズ（株）

事業概要：飛散性アスベストを含む保温材、建材等を低温溶融処理できるアスベスト無害化・資源化装置の開発を目
指しています。この装置はコンパクトであるためトレーラーに搭載でき、これまでに処理が難しかったアスベストをオ
ンサイト(現場)で飛散することなく安全、大量に処理することが可能になります。

研究開発概要

【これまでの成果】
アスベストの融点を降下させるアルカリ融剤を用いて、低温溶融できる実用規模の高効率 150 ｋ W 誘導加熱装置(写真参照)を開発しました。アスベスト含有
保温材を用いた試験では、ガラス化した溶融物の無害化、及び再生路盤材としての利用可能性を確認しています。
【開発方針】
アスベスト保温材を対象に 150kW 誘導加熱装置の処理効率向上とアスベスト飛散抑制を目的としたコンパクトな前処理ユニットを開発し、それらをトレーラ
ーに架装して実証試験を行います。さらに、吹付けアスベストに関する最適溶融条件を決定すると共に、無害化・資源化を評価することで、汎用性の高い実用
化装置を開発します。

技術の特長
・既存の廃棄物処理施設では、アスベストの溶融処理に 1500 ℃以上により処理されていますが、本技術では 1100 ℃で溶
融・無害化処理が可能なことから、エネルギー投入量の大幅な削減が期待できます。
・誘導加熱方式では装置をコンパクトにできることから、トレーラーに搭載し排出事業所へ出向いてアスベストを溶融・無
害化する「オンサイト処理」が可能です。
・オンサイト処理により、解体作業から溶融・無害化処理までをアスベスト排出事業所内で完結できるため、最終処分場へ
の運搬時や埋立てに伴う環境リスクを低減することができます。
・アスベストを溶融・無害化しガラス化した溶融物は、道路路盤材などに有効利用することができます。

製品概要
・装置構成

： 5 ㌧/日以上(環境大臣認定基準)

・処理対象物

：飛散性アスベスト含有保温材、吹付けアスベスト

・適応分野

：アスベスト含有保温材を保有する電気業、化学工業、石油精製業、鉄鋼業等

・実用化時期

：平成 21 年以降(環境大臣認定制度を活用)

・処理コスト

：目標 4 〜 6 万円/m3

・月刊地球環境(2007 年 9 月)、環境新聞 2007.3.7
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★ 18 年度事業 緊急アスベスト削減実用化基盤技術研究････継続研究、自社研究

4 「緊急アスベスト削減実用化基盤技術開発」
4-1 プロジェクトの概要
本事業では、飛散被害が大きいと想定されるアスベスト(特に吹付けアスベスト)について、安全、安価で大きな波及効果
が見込まれる研究開発を優先的に行ってきました。具体的には、ここ数年以内に大量な排出が見込まれる建材(吹付けアス
ベスト)、アスベスト製品等の処理について、下記の研究課題を解決する技術開発を 1 年間限定で行いました。これらの技術
開発は、アスベスト全廃を加速させるために必要な実用化基盤技術として平成 20 年頃までに実用化を目指すものでした。
なお、研究開発テーマの選定に際しては、NEDO 技術開発機構が一般公募し、選定された企業、民間研究機関、独立行政法
人、大学等に委託することで実施しました。
【研究課題】
①オンサイト(現場)で、簡易、迅速にアスベスト含有製品を探知・計測できる技術
②非建材等の代替製品に係る実証技術・試験
③建材等の解体・除去、回収、無害化、リサイクルを安全、効率的にできる技術

4-2 開発成果の概要と今後の展開
本事業においては、単年度の研究開発期間にも関わらず様々な目覚ましい研究成果を出すことができました。具体的には、
①探知・計測技術において、1wt%以上のアスベストに関する検出感度が達成でき、19 年度以降は自社研究により標準化、
公定法への展開を図っています。②代替製品については、新規なアスベスト代替製品(第 2 回ものづくり日本大賞 優秀賞受
賞)を開発し、試験販売しており大きな反響を呼んでいます。また、寿命評価技術については、自社研究で更なる詳細デー
タの取得によりデータベースの精度の向上を図ると共に評価手法を公開しています。③回収・無害化技術では、乾式アスベ
スト(柔らかい)について、解体、リニューアル時に無人化処理できるロボットを完成させ、スムーズな操作ができるように
模擬現場での繰り返し試験を行って、使い勝手の向上を図っています。また、アスベスト含有保温材の無害化については、
誘導加熱により無害化できることが確認でき、さらなるコスト低減、移動式オンサイト処理について継続的に検討を行って
います。いずれの研究開発テーマにおいても当初の開発目標が達成できるとともに、新聞、雑誌、テレビ等で大きく取り上
げられ、多数の引き合いが来ています。研究開発成果の概要と今後の展開を表2 に纏めて示します。

表2
分類

開発テーマ

開発機関

開発成果の概要と今後の展開
概

要

成果と今後の展開

既存の偏光顕微鏡における照明スイッチングの改良、CCDカメラの採用に ・消光角、色調変化で3種類のアスベスト(白石綿、茶石綿、
簡易偏光判定装置(PVS)の
より、①アスベスト鉱物種の判定、②微細繊維の判定向上、③画像処理の向 青石綿)の判別が可能となった。
改良によるアスベスト検出（株）レアックス
上を実現し、高速、安価で高度の専門性を要求しない現場スクリーニング装 ・5分以内で判定 販売価格250万円程度
① 技術の開発
探
置を開発した。
・既存公定法の簡易測定、標準化として継続研究中
知
アスベスト構造中のマグネシウムと特異的に錯化する水溶性染料を用いて、 ・建材の90%以上に含まれるクリソタイルを0.1wt%以
計
建材等製品中の低濃度アスベストを発色させ、低濃度アスベストの有無を判 上の感度で判定が可能となった。
測 水溶性塩基染料による吹
定できる技術を確立し、現場で簡易・迅速・安全に極めて安価に計測できる ・1時間以内の測定、1万円以下/サンプル
東北大学
付けアスベスト簡易判別
キットを開発した。さらに、大気中の浮遊アスベストの検出に展開中。
法の開発
・特許出願 平成20年試験販売

高温用非アスベストガス
ケット･パッキンの開発

産業技術総
合研究所、
ジャパンマ
テックス㈱、
丸善石油化学㈱

･

②
代
替
実
証 シール材の非石綿代替製 日本バルカー
品に関する寿命推定技術 工業（株）
の開発

耐熱性・ガスバリア性に優れた粘土膜と黒鉛系材料とを組み合わせ、 ・JIS性能試験により性能確認を行い、さらに450℃で
従来の非アスベスト製品よりも耐熱性、耐久性、耐薬品性に優れ、ア の高温シール、焼付け試験により実用性を確認済
スベスト製品並みの優れた取扱性を実現したガスケット・パッキン製 ・更なる高温耐久性、寿命予測について試験継続中
品 (「クリアマテックス」)を開発し、実証サイトで性能を確認した。 ・平成19年１月から試験販売を開始した。
化学・石油精製プラント、発電所などの高温条件下で使用されるア ・1000時間の耐熱、シール試験結果と膨張黒鉛消失
スベストシール材の代替製品として期待される複合型うず巻形ガス モデルを用いて、450〜600℃における性能予測を行
ケットについて、シール材の酸化消失に着目した短時間の高温加速 った。応力解析によるデータ信頼性を確保する予定
試験によって、１万時間の寿命予測が可能となる評価技術を確立し ・評価技術法を文献等で公開中。個別の相談可
た。

建物のリニューアル工事において、基礎を破損させることなく、複 ・鉄骨等の複雑な形状に吹付けられたアスベストを飛
雑な形状の骨材アスベストを効率良く剥離するための遠隔操作によ 散させることなく、安全に剥離・圧縮・梱包できた。
吹付けアスベストの剥離
・人手の3倍以上の作業効率を実現。さらなる向上へ
･圧縮･梱包クローズ型処 （株）竹中工務店 るロボット化を実現した。これにより、作業員の労働安全性の向上
と工期の短縮化が実現し、クローズ型処理による粉塵暴露のリスク ・平成19年度からはNEDO事業で湿式処理を開発中。
理システムの開発
が回避できるシステムを開発した。

③
解
体
ビル解体時の乾式系吹付けアスベスト除去において、高圧水噴射ノ
・ 遠隔操作による吹付けア
ズルの装着されたロボットを作業区域外からの遠隔操作により行い、
除
大成建設（株） 剥離・除去されたアスベストをスピーディに回収するシステムを開
去 スベスト除去ロボットの
発した。今後、大規模なアスベスト除去工事の大幅な省人化･省コス
・ 開発
ト化･工期短縮に貢献できる。
無
害
化
アルカリ融剤を併用した誘導加熱による飛散性のアスベスト含有保
温材の1100℃以下の低温溶融処理技術を確立し、コンパクトで安全
オンサイト式(移動式)溶
融･無害化処理システム 北陸電力（株） 性が高いアスベスト溶融・無害化処理技術を確立した。さらに、オ
ンサイト式処理を行うための車載型システム(前処理、集塵システム
の開発
等)の概念設計を行った。
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・実験棟による試験では実用化レベルに達したが、実
物件による確認試験を継続して実施中。
・工期1/2 廃棄物減容化 1/2に目処をつけた。
・平成19年度からはNEDO事業で湿式処理を開発中。

・3〜150kW溶融炉による融解試験を行い、アスベス
トの構造破壊による無害化が確認できた。
・処理コスト 4〜6万円程度/m3
・平成19年度からはNEDO事業で吹付け材に展開中。

★ 18 年度事業 探知・計測技術

簡易偏光判定装置(PVS)の改良によるアスベスト検出技術の開発
建材中の微量アスベストをオンサイトで検出できる簡単な判定装置！
PL ：（株）
レアックス 代表取締役 亀和田俊一 研究期間：平成 18 年度 委託先：（株）レアックス

事業概要：本装置は、1wt%以下のアスベスト含有建材の現場判定を簡便にできる装置であり、①アスベスト鉱物 3 種
の判定手法の確立、②微細繊維の判定能力の向上、③アスベスト判定における画像処理技術の応用などの技術開発を
行い、高度の専門性を要求しない現場スクリーニング装置として実用化しました。

研究開発概要
本装置は、コンバータレンズと CCD 素子の小型化によ
り、実倍率 100 〜最大 700 倍超を確保し、高精度観察を
実現します。また、新照明スイッチング方式により、点
滅判定時の画像の高コントラスト化を実現しました。さ
らに鉱物判定用の 530nm 検板を組み込んで、高機能化。
現場判定装置として最適です。付帯するサンプリング・
前処理装置も開発済みです。

技術の特長
・建材中に含有するアスベストを迅速・低コストで現場判定できます。
・判定に必要十分な観察精度を確保(実用倍率 100 〜 700 倍超)できます。
・アスベスト鉱物種を判定するための2 つの方法を装備(消光角測定、伸長方向判定)しています。
・分析に要する一連のツール(無飛散サンプラー、前処理装置、アスベスト判定ソフトウェア)を開発しました。

製品概要
・開発対象 ：偏光判定装置(偏光光学装置、コンバータ付ズームレンズ、CCD カメラ)、
照明調整装置、解析ソフト組込みパソコン、簡易前処理装置、無飛散サンプラー
・判定対象 ：建材中に含有するアスベストの定性分析(位相差顕微鏡とほぼ同精度)
・適用分野 ：産廃処理施設における、持ち込み廃建材のアスベスト含有即時判定
施設・不動産管理者による、管理者責任のための建物診断など
・商品化時期：平成 18 年度内、販売価格 200 万円以内
・日経ベンチャー(2007 年 6 月)、月刊 INDUST(2007 年 8 月)
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★ 18 年度事業 探知・計測技術

水溶性塩基染料による吹付けアスベスト簡易判別法の開発
作業現場で簡易・迅速に安価で微量のアスベストを発見！
PL ：（財）マエタテクノロジーリサーチファンド 理事長 前田直己 研究期間：平成１ 8 年度 委託先：国立大学法人 東北大学

事業概要：アスベスト構造中の金属と特異的に錯化できる水溶性染料を用いて、建材等製品中の1wt%以下の低濃度
アスベストを発色させる技術を開発しました。これまでの顕微鏡やX 線による計測とは異なり、使用する上で高い専
門性を必要とせず、現場で簡便、迅速、安全に微量のアスベストを安価に探知することができます。また、アスベス
トの回収現場において大気中の浮遊アスベストを簡便に測定することにも応用できます。

研究開発概要

技術の特長
・染色から画像解析まで１時間程度の短時間で検出が可能となります。
・現場での分析が可能。また試料の粉砕等の作業が必要なく、アスベスト飛散の心配がありません。
・分析コストが安価、分析に当たって、高い専門性を必要としません。
・セメント硬化体中 0.1 wt%含有クリソタイルの探知が可能となります。

製品概要
・開発対象
：アスベスト簡易型染色装置と画像解析用ツール
・目標値
：分析時間 1 時間以内(サンプリングから計測結果の算出まで)
・対象物質
：白石綿、順次青石綿・茶石綿へも展開予定
・適応分野
：計測器メーカー、環境測定業者、建設業者、中間処理業者
・商品化予定時期 ：平成 20 年頃(試験販売)
・コスト
：装置一式： 100 万円程度、分析費： 1 万円以内
・読売新聞・河北新報 2007.2.9、日経アーキテクチュア 2007.2.13、NHK てれまさむね特集 2007.2.26 放映
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★ 18 年度事業 代替製品に係る実証技術・安全性試験

高温用非アスベストガスケット・パッキンの開発
アスベスト製ガスケットを代替する「クリアマテックス」！
PL：ジャパンマテックス（株）専務取締役 佐倉 俊治 研究期間：平成18年度 委託先：（独）産業技術総合研究所、ジャパンマテックス（株）、丸善石油化学（株）

事業概要：耐熱性、ガスバリア性に優れた粘土膜と黒鉛系材料とを組み合わせ、従来の非アスベスト製品よりも耐熱
性、耐久性、耐薬品性に優れ、アスベスト製品並みの優れた取扱性を実現したガスケット、パッキン製品を開発しま
した。「クリアマテックス」は、新規に採用した原料と既存の代替アスベスト材料(膨張黒鉛)の複合化により、ガスケ
ット代替製品の欠点を克服したものです。

研究開発概要

技術の特長
・天然原料、コーティング法、接着剤を用いない粘土膜の貼付方法などを研
究し、膨張黒鉛の取り扱い性の悪さと酸化劣化の問題を解決する製品の開
発を行いました。また長期実証試験によって、製品の安全性と信頼性も確
認されました。また、添加物としてゴムを用いないため、ベンゼン等への
耐薬品性も向上しました。
・事業者からの電子メール等の発注により、CAD 連携カッティングマシーン
により高速加工し、迅速な製品出荷を実現！

製品概要
・使用条件

：

使用温度範囲

− 240 〜 650 ℃

※

酸化雰囲気ガスで長期使用の場合、＋ 420 ℃が使用限界です。

※

無酸化雰囲気ガスでの長期使用の場合、＋ 800 ℃が使用限界です。

・流体 ：

水、蒸気、油、熱風、排ガス

・ JIS R3453:2001「ジョイントシート」規格適合 *
* 引張試験、曲げ試験、応力緩和試験
・厚さ ： 1.5, 2.0, 3.0mm (グロメット品あり)
・適応分野

：自動車産業、化学プラント産業、電力産業

・商品化時期

：平成 19 年 1 月試験販売

・最速最新CAD連携(カッティングマシーンシステム)による試験販売、拡販体制
・価

格

：非アスベスト製品の従来品同等〜（サイズ等による）

・第 2 回ものづくり日本大賞「優秀賞」受賞製品
・月刊地球環境(2007 年 9 月)、OHM(7 月)、高圧ガス(7 月)、配管技術(8 月)
日経産業新聞

2007.1.18、日刊工業新聞

化学工業日報

2007.1.18、河北新報

2007.1.18, 2007.2.19

2007.3.29、NHK ニュース
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★ 18 年度事業 代替製品に係る実証技術・安全性試験

非アスベストシール材に関する寿命推定技術の開発
高温条件下、アスベスト代替製品の寿命を推定する技術！
PL ：日本バルカー工業
（株） PM 担当執行役員 西田隆仁 研究期間：平成 18 年度 委託先：日本バルカー工業
（株）

事業概要：化学・石油精製プラント、発電所などの高温条件下で使用されるアスベストシール材の代替製品として期
待される複合型うず巻形ガスケットについて、シール材の酸化消失に着目した短時間の高温加速試験により、1 万時
間以上の寿命予測が可能となる新たな評価技術を確立しました。

研究開発概要

膨張黒鉛の酸化減量に注目し、その消失スピードを科学的に予測し、かつ、シール性能と膨張黒鉛量
の関係を把握することで、シール材の長期間にわたる寿命予測が可能になりました。

技術の特長
・複合型うず巻形ガスケットの寿命予測法として活用できます。様々な温度ラインにおける、複合うず巻きガスケットの使用
実績の拡大が期待できます。使用ラインでのメンテナンス期間の設定根拠としての活用ができます。
・黒鉛消失モデルにより、高温用ガスケット設計への応用が可能となります。
・新たな材料の適用妥当性検討手法として活用できます。

製品概要
・開発対象

：アスベスト代替工業用黒鉛シール製品

・目標値

：寿命予測 1 万時間以上 プラントのメンテナンス

・対象物質

：アスベスト代替パッキン、ガスケット

・適応分野

：化学、石油精製、発電所

・商品化時期 ：平成 19 年度中
・コスト

：評価方法を一般公開 その他、個別のケースは相談に応じます

・月刊地球環境(2007 年 9 月号)、日本経済新聞 2007.6.28、ゴム化学新聞 2007.7.5
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独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
バイオテクノロジー・医療技術開発部 化学物質管理技術グループ
〒 212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 ミューザ川崎セントラルタワー 19 Ｆ
TEL ： 044-520-5252 FAX ： 044-520-5233
E-mail ： chemicals@nedo.go.jp

