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１．まえがき 

  地球温暖化物質であるフロン･ハロン類は、地球温暖化係数が二酸化炭素の数千倍

であり、オゾン層破壊も引き起こす物質であるため、世界的に製造禁止、分解処理

の方向で進められている。国内では、フロン類については、フロン回収破壊法が施

行（平成１３年１２月）され本格的に処理対策がスタートした。又ハロン類につい

ては、その処理方法は未だ確立されておらず早急に実用化のための技術確立が求め

られている。弊社は平成１２年度、中部電力株式会社、岐阜県保健環境研究所と主

に小型試験装置（処理量３ｋｇ／ｈ）を用いハロン類分解処理方法の開発に成功し

た。 

  本技術開発は、実用化レベルの分解処理設備（中部電力株式会社所有完成設備）

で地球温暖化物質分解処理が安定的に連続操業ができるように供給・排出設備等の

技術開発を目的に実施した。 

 

２．技術開発の概要 

本技術開発は、地球温暖化物質であるフロン・ハロン類を同一装置で分解処理す

るシステムの実用化、事業化を目指すものであり、当然、経済的に優れておりまた

環境に対しやさしい方法でなければならない。 

  本システムは、基本的には、連続操業ができるように、吸収材（軽焼ドロマイト

（ＣａＯ・ＭｇＯ））の連続供給設備と分解処理設備と吸収後の吸収材を連続排出す

る設備及び地球温暖化物資を導入する設備から成り立っており、本技術開発は、連

続供給設備、排出設備、地球温暖化物質導入設備の開発と設置である。（資料１プロ

セスフローシート） 

分解処理設備は、フロン・ハロンを加熱し、吸収材と分解処理設備内で分解反応

させて吸収材に捕集（化学吸収）させる。 

ハロン１３０１の分解反応式の例を次に示す。 

  ＣＢｒＦ３（ハロン 1301）＋２ＭＯ    ３／２ＭＦ２＋１／２ＭＢｒ２＋ＣＯ２

                              （Ｍ：Ｃａ，Ｍｇ） 

小型試験装置でのハロン１３０１、フロン１３４ａ（京都議定書で削減しようと

するフロンの一つであり、地球温暖化係数は二酸化炭素の１３００倍）の分解処理

試験の結果からは、ハロン１３０１、フロン１３４ａは完全に分解処理され、また

排ガス中の酸性ガスも検出限界以下であり吸収材に完全に捕集されることが確認で

きた。小型試験装置での地球温暖化物質分解処理方法は開発したが、実用化のため

には、連続操業等の試験に、付帯設備の開発が必要であった。 

今までに開発した方法をベースとして、次の項目について検討した。 

１）分解処理設備の設置と付帯設備（供給・排出設備）の開発と設置 



分解処理設備（中部電力株式会社製作）が連続安定操業できるよう付帯設備（供

給、排出、フロン１１・ハロン２４０２供給設備等）を開発し設置した。 

２）付帯設備の稼動試験 

吸収材供給設備、排出設備、地球温暖化物質導入設備の稼動確認及び調整改善を

実施した。装置は問題なく稼動することを確認した。別途連続分解処理操業試験、

分解処理条件についての検討を中部電力株式会社と共同で実施し、フロン類は、フ

ロン破壊基準（フロン回収破壊法省令）を十分達成した。ハロン類は、分解が可能

であることを確認した。又連続操業試験における付帯設備は安定的に稼動したこと

を確認した。 

３）長時間連続分解処理操業試験 

別途１００時間（５日間）のフロン連続分解処理操業試験を中部電力株式会社と

共同で実施し、フロン類を安定的に長時間連続分解処理できることを確認した。又

供給設備、排出設備、地球温暖化物質導入設備が長時間連続操業試験に耐えられる

ことを確認した。 

４）処理後の吸収材の用途開発 

 使用後の吸収材の用途開発は付帯設備の技術開発と並行して検討を進めたが、成

果は得られなかった。 

 

３．技術開発の内容  

１）分解処理設備の設置と付帯設備の開発と設置          

（１）目的                            

連続操業試験そして実用化に対応出来る装置として分解処理設備に付帯する設備

の開発と設置 

（２）方法 

分解処理設備（中部電力株式会社所有）を移設する。 

付帯設備は、吸収材供給排出用として、吸収材を連続的に供給（主な機器は、サ

ービスタンク、スクリューコンベア、上部ホッパー）及び排出（主な機器は、スク

リューコンベア、バケットエレベーター、チェーンコンベア、使用済み吸収材タン

ク）できる設備を試作し設置する。地球温暖化物質（フロン類、ハロン類）の導入

設備として、常温で液体のフロン１１、ハロン２４０２については、冷却装置と加

熱気化装置を組み合わせた装置を試作し設置する（資料２：装置のフロー図）。その

他の地球温暖化物質は、気化装置を試作し設置する（資料３：装置のフロー図）。 

（３）結果、考察 

分解処理設備は、移設し、付帯設備と接続後、機器の動作確認、無負荷運転（吸収

材のみを供給し、加熱した）をしたところ正常に稼動した。併せて操業方法を修得

した。  



吸収材供給設備、排出設備を製作した。取り付けは分解処理設備の移設にあわせて

行った。動作確認、そして分解処理設備に接続後吸収材供給、排出の不具合を調査

したところ、動作については問題なかった。吸収材（粒径は５～１０ｍｍ）は、当

社の既設設備で製造され、サービスタンクへ貯蔵される。このサービスタンクから

スクリューコンベアにより分解処理装置の上部ホッパーへ供給される。ホッパー内

に設置されたレベル計で吸収材の供給量が制御される。分解処理設備から排出され

た吸収材は、スクリューコンベア、バケットエレベーター、チェーンコンベアを経

て使用済み吸収材タンクへ貯蔵される。装置内の吸収材の量は、分解処理設備のス

クリューコンベアの回転によって制御するため、スクリューコンベアの回転数と排

出量について調査し、排出量は､回転数で制御できることを確認した。分解処理設備

と排出設備との接続部には排出量を調整するセンサーを取り付けマテリアルシール

の向上を図った。 

装置全体での気密性、吸収材の粉化によると考えられる装置内の差圧不足、材の

融着問題が発生した。気密性については、付帯設備の接続部等の気密性を上げるた

め、パテ、パッキン等によるシーリングで対応した。吸収材の粉の増加については、

供給設備のスクリューコンベアによる粉発生が認められ（－５ｍｍの量が２０～３

０％発生する）、上部ホッパー（分解処理設備接続部）前に振動篩い機を設置し、篩

分けして供給する方法に変えた。 

  フロン１１、ハロン２４０２導入設備は、他のフロン類と異なり常温で液体であ

り、処理するときは、加熱気化する必要がある。設備は、冷却装置、定量装置、気

化装置から構成されている。フロン１１について導入試験を実施した。導入量は変

動して安定導入が難しかった。原因としては、気化後分解装置までの管内で再度液

化が認められ導入量が不安定になり、管の保温対策が必要であることがわかった。   

その他のハロン、フロン導入設備は、設置し、特に問題なく稼動しているが、回収

されたフロンボンベに時々オイルが混入されており、オイル除去に注意が必要であ

る（フィルターを取り付けているが、時々交換が必要）。 

（４）まとめ 

・分解処理設備の動作等は問題ない。 

・付帯設備に関しては、シール不良、吸収材の粉の増加が認められたが、機器のシ

ール性アップ、粉は供給直前で再篩することで対応した。 

・地球温暖化物質の導入設備は、常温で液体の物質の場合、再液化し、保温対策が

必要であることがわかり対策した。その他の物質の導入設備はオイルに注意が必要

である。  

２）付帯設備の稼動試験          

（１） 目的  

数時間（2～３時間）での稼動を行い、いくつかの不具合が発生し、調整改善を行



った。そのデータをベースに連続操業での付帯設備の安定稼動の確認を実施し、連

続操業に耐えられる操業技術を確立する。 

（２） 方法 

供給設備のスクリューコンベアから振動篩い機を通した吸収材（軽焼ドロマイト

（粒度５－１０ｍｍ））を分解処理設備及び上部ホッパーに充填（密閉状態にする）

する。分解処理設備のヒーターによる吸収材の加熱と、排出設備による吸収材の排

出を開始する。 

（３）結果、考察 

吸収材供給設備、排出設備、地球温暖化物質導入設備（常温気体用）とも分解処理

設備の分解処理条件にあわせ問題なく安定的に稼動した。当初排出された吸収材に

融着状況が見られたが、原因の一つとして、吸収材が搬送中に一部粉砕され発生し

た粉の影響が考えられ、吸収材を供給直前で篩って供給することで融着状況は認め

られなくなった。地球温暖化物質（常温液体用）の導入設備は、当初再液化により

安定供給が困難であったが、保温対策をすることで連続導入ができた。 

（４）連続分解処理操業試験 

別途地球温暖化物質の連続分解処理操業試験、分解処理条件の検討ついて中部電力

株式会社と共同で実施した。分解処理設備内の温度が安定した後（昇温時間は約２

時間）、フロン導入を開始した。段階的に導入量を増やし約１時間で所定の導入量に

設定した。 

・フロン２２（導入量を１０ｋｇ／ｈ、吸収材供給量は９０ｋｇ／ｈ）試験時の排ガ

スの分析結果を下表に示す。 

    表 排ガス分析結果（フロン２２導入量１０ｋｇ／ｈ） 

項  目 分析結果 

未分解フロン （ｐｐｍ）   ＜０．５ 

分解率    （％）  ＞９９．９９ 

フッ化水素 （ｍｇ／Ｎｍ３）   ＜０．１ 

塩化水素 （ｍｇ／Ｎｍ３）   ＜２．０ 

未分解フロン濃度は、検出限界以下であり、フロン回収破壊法省令のフロン破壊

基準（未分解フロン１５ｐｐｍ以下、分解率９９．９％以上）は十分達成した。又

フッ化水素、塩化水素については、検出限界以下であった。 

・フロン１１分解処理（フロン導入量５ｋｇ／ｈ、吸収材９０ｋｇ／ｈ）試験時の排

ガス分析結果を下表に示す。   

     表 排ガス分析結果（フロン１１導入量５ｋｇ／ｈ） 

項  目 分析結果 

未分解フロン （ｐｐｍ）   ７．８ 

分解率    （％）  ９９．９９８ 



フッ化水素 （ｍｇ／Ｎｍ３）   ＜０．１ 

塩化水素 （ｍｇ／Ｎｍ３）   ＜２．０ 

未分解フロンは７．８ｐｐｍと若干未分解フロンが確認されたが、フロン破壊基準

は達成した。又フッ化水素、塩化水素については、検出限界以下であった。 

・ハロン１３０１分解処理処理試験を実施した（ハロン導入量１５ｋｇ／ｈ、吸収材

９０ｋｇ／ｈ）。数時間の試験であったが、分解できることは確認した。 

（５）まとめ 

・連続操業試験において付帯設備は問題なく稼動した。 

 ・中部電力株式会社と共同で連続分解処理操業試験を実施し、フロン回収破壊法省

令のフロン破壊基準（未分解フロン１５ｐｐｍ以下、分解率９９．９％以上）は

十分達成した。ハロン類の分解処理は可能であることを確認した。 

３）長時間連続分解処理操業試験 

（１）目的                            

実用化に耐えられる機能、操業性を有したシステムとしての完成を目指し、長時間

連続操業試験を実施する。 

（２）方法 

フロン類の長時間連続分解処理試験は、中部電力株式会社と共同で実施した。 

長時間連続操業試験のため、付帯設備としてより差圧を安定させるための集塵箱を

取り付けた。運転条件は、フロン処理量１０ｋｇ／ｈ、吸収材９０ｋｇ／ｈとした。 

操業時間は、１００時間（5日間）とした。 

（３）結果、考察 

 １００時間（５日間）連続操業 

  差圧をできるだけ一定になるように制御することで安定的に付帯設備、分解処理

設備は稼動し、長時間連続分解処理操業ができることを確認した。又フロン類を安

定的に長時間連続分解処理できることを確認した。 

（４）まとめ 

・１００時間の連続分解処理操業試験を行うことが出来、連続操業の可能性を示す

ことが出来た。 

４）処理後の吸収材の用途開発 

（１）目的 

  循環型社会の中で企業化を進めるためには、処理後の用途開発が重要ポイントで

あり、この観点から、用途開発をする。 

（２）方法 

下層路盤材への利用 

 下層路盤材への利用として、処理後の吸収材を消化させた後添加する。通常下層

路盤材は、ＲＣ（リサイクルコンクリート）等に添加され使用されているため、同



様に添加して、ＣＢＲ試験（ＪＩＳＡ１２１１）を実施した。 

（３）結果、考察 

下層路盤材への利用は可能性があり試験結果について述べる。 

ＣＢＲ試験に用いた試料は、下表の配合割合で調製し、ＣＢＲ試験を実施した。 

   表 配合割合と、ＣＢＲ試験結果 

試料配合割合（部） 
試料 

ＲＣ 路盤材 使用済み吸収材
ＣＢＲ（％） 

Ａ ９５ ５ ０ ９６．５ 

Ｂ ９５ ３．５ １．５ ９８．４ 

Ｃ ９５ ２．５ ２．５ ９５．６ 

試料Ｂ、Ｃは、試料Ａ（ブランク）とほぼ同程度の値になった。 

その他継続的に幾つかの用途向けに確認試験を実施したが、成果は上げられなかっ

た。 

（４）まとめ 

 ・下層路盤材に添加することで路盤材の性能向上の検討をした。若干の効果しかな

かったが添加することは可能であることが確認できた。 

４．技術開発成果の概要 

 付帯設備は、分解処理設備の実用化のための設備であり、実用化に耐えられる機能、

操業性を有しなければならない。それを目指して検討を進めた。そして以下の成果を

得た。 

・付帯設備に関しては、シール不良、吸収材の粉の増加が認められたが、機器のシ

ール性アップ、粉は供給直前で再篩することで対応できた。 

・地球温暖化物質の導入設備は、一部改良することでほぼ問題なく導入できるよう

になった。 

・分解処理設備を移設し、付帯設備と接続後の動作等に問題ないことを確認した。 

・中部電力株式会社と共同で分解処理試験を実施し、フロン破壊基準に十分達成し

ていること、ハロン類の分解処理は可能であることを確認した。又長時間連続分解

処理操業試験（１００時間）を行うことが出来、連続操業の可能性を示すことが出

来た。 

・下層路盤材に添加することで路盤材の性能向上の検討をした。若干の効果しかな

かったが添加することは可能であることが確認できた。 

５．あとがき 

  本技術開発は、全体の基本的な設備ができた。そして、吸収材供給設備､排出設備、

地球温暖化物質導入設備等の付帯設備は、分解処理設備と接続して連続分解処理操

業に耐えられることを確認できた。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術開発促進事業終了報告書＜公開版＞の取扱いについて 

 

本報告書は、参加企業の研究報告を目的に作成したものです。このため報告書の 

内容について引用等をされる場合には、参加企業及びＲＩＴＥの許可が必要ですの

で、ご連絡いただくようお願い致します。 

 

連絡先 ①上田石灰製造株式会社総合研究所 取締役所長 相藤茂 

TEL 0584-71-0407  FAX 0584-71-3671 

          ②財団法人地球環境産業技術研究機構（ＲＩＴＥ） 

              研究企画グループ研究公募チーム  



              TEL  0774-75-2302    FAX  0774-75-2314 

資料１ 
プロセスフローシート 
 
 

地球温暖化物質分解処理装置システム 

 
 
 
 
 

実線の設備が本技術開発で設置 
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資料２ 
 装置のフロー図 

      地球温暖化物質（常温液体）の導入装置 

 
 

ポンプ 

  液体地球温暖化物質入り容器 

ヒーター 
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装置本体へ  
 
 
 
 
 
 

チラー 
 
 
    
 
 
 
資料３ 
 装置のフロー図 

      地球温暖化物質（常温気体）の導入装置 
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