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❶　焼却処分（焼却炉）に伴う大気汚染、大量の化石燃料使用
　　ダイオキシン等有害物質の発生

　　大量のCO2発生　（1,485万トン－CO2／年／大型トラック450万台分）

　　　CO2削減目標あり　（2030年までにCO2削減46％）

❷　最終処分場の不足
　　日本の最終処分場の残存容量から推計される残存余年は、
　　わずか16.4年（首都圏5.6年）と逼迫。

❸　不法投棄による土壌、水質汚染
　　産業廃棄物処理にかかるコスト増加などが原因で、
     不法投棄を行う事業者が多く、社会問題化。

廃棄物処理（焼却処分）が抱える社会的問題



Vertex　ゼロシステムⅡ（廃棄物熱分解プラント）とは？　

◎　Vertex　ゼロシステムⅡ（※）は、焼却処分の抱える諸問題を解決する
　　  『地球に優しく、人に優しい』 資源リサイクル装置です。
　　

            【※ゼロシステム＝ゼロエミッション（廃棄物排出ゼロ）を実現するシステム】

❶　化石燃料を一切使用することなく、電子（マイナスイオン）により、あらゆる
      有機物を熱分解。
　　・ 焼却処分とは異なる、火炎を一切伴わない熱分解システム

     ・  CO2排出量　・・・　約1/70 ～　1/100  :　焼却処分比較

❷　補助燃料不要で稼働（エネルギー不要）
　　 ・分解する対象（有機廃棄物）の分解エネルギーのみで連続運転が可能

❸　残渣物は、粉末状の無機物（セラミックス）
　　 となる。
　　・セラミックスは99％以上が無機物であり、

      有機物はほぼガス化される。
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『低温熱分解の流れ　＝　磁性体流による分解』　

❶　空気が強磁性体を通過し、空気中の水分が電気分解　
　　 ⇒　マイナスイオン発生　⇒　有機物中の水分に反応

❷　ヒドロキシルイオン（磁気エネルギーを持つ）が発生

❸　有機物の炭素分子にぶつかる　
　　⇒　熱が発生し、乾燥、炭化、分解が起こる 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　（詳細は、次頁にて）

Vertex　ゼロシステムⅡ　装置内　有機物分解の流れ
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Vertex　ゼロシステムⅡ　有機物分解のメカニズム

　　　　　空気　（窒素N2、酸素O2、水蒸気H2O、二酸化炭素CO2　他）

　　　　　強磁性体を通過
　     （4,000～8,000ガウス）

空気中の水蒸気（H2O）
が電気分解される。

反磁性（※）によりエネルギー
変換される。

　　ヒドロキシルイオン （水酸化イオン　ＯＨ－）が大量に発生。　　瞬間的な間欠放電を繰り返す。

　低温プラズマ（マイナスイオン）　へ変化

　有機物中の水分（H2O）と結合

   有機物中の炭素（C）にぶつかり熱が発生　＆　熱分解が連続的に進む　　

　　　　　　　蒸気（H2O)、水素（H2）、二酸化炭素（CO2）　発生
　　　　　　分解・結合　⇒　酢酸（H2COOH）　と　セラミックス（無機物）　へ

※磁場をかけた時、磁石に反発する方向に生じる磁性

装置内



　

　　

　　　　

No 特徴 内容

１ 低コスト ・有機物が分解時に発生するエネルギーにて、次の有機物を熱分解　（燃料不要）　
・ランニングコスト ⇒  若干の電気・水道代のみ　（例：　1ヵ月25,000円前後）

２ 高減容率 ・投入廃棄物　1/200～1/300の減容が可能　
・有機物はガス化、残渣は無機物のみ

３ 低公害 ・残渣物　⇒　無害のセラミックス　（リサイクル利用可能）
・排気　　 ⇒　無害のガス　（若干のCO2、H2O）　⇒　CO2排出量は焼却の1/100

４ 低騒音 ・音の発生　⇒　排気調整ファン、コンプレッサー音のみ

５ 分別不要 ・有機物は混合投入が可能。（分別不要）
・無機物（金属類、ガラス、陶磁器等）は処理されず、残渣中に残る。

６ 残渣物は
リサイクル可

・残渣物(セラミックス)　⇒　建築資材、土壌改良剤等リサイクル素材として
　有効活用が可能

７ 常時監視　　　
システム　

・装置状態を常時センサーにて感知、情報はクラウド管理　⇒　異常時に警告
・AI学習によって予防保全　（本機能は’22年実装予定）

　Vertex　ゼロシステムⅡ　　の特徴　（まとめ）



　

　　

　　　　

　焼却炉と熱分解装置との比較　（2.2㎥処理／日　装置での比較）

比較項目 焼却炉 熱分解装置
Vertex　ゼロシステムⅡ

ランニングコスト①
（燃料費／月）

約300,000円
（年間3,600,000円）

ゼロ
（化石燃料を使用ないため）

ランニングコスト②
（水道光熱費／月）

約40,000円
（年間480,000円）

約25,000円

減容率 1/50 1/200 ～　1/300

最終灰　
（その処理）

焼却灰　
（埋立処分）

セラミックス　
（リサイクル利用：土壌改良剤・路盤材　等）

作業時間／日 時間ごと
（見回り・チェック）

1日に1回
（2時間程度の作業）

検査・報告 年に1回
（検査報告・立入検査）

不要
（県によりダイオキシン検査あり）

都道府県申請（設置） 必要
（初回費用　140,000円）

不要
（協議のみ）

ダイオキシン 発生する。
（厳重な管理・検査・報告必要）

発生するが極微小
（環境基準値以下）

年間経費（合計） 4,080,000円
（＋初回140，000円）

300,000円
（ダイオキシン検査がある場合、別途費用あり）



　【　Vertex ゼロシステムⅡ　処理対象有機物※　例　】

     野菜くず                       　　　　　　　　　廃プラスチック                　　　　　 　半導体他の電子材        
                                                                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金属部分のみ残る）

       医療廃棄物                          　　　　　　　　　　糞尿                       　　　　　　　   下水汚泥
                                                               　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (水分率70％以下として処理）

※　基本的には、全ての有機物処理が可能。



【　Vertex ゼロシステムⅡ　残渣物／セラミックス　】

　　建築資材　　　　　　　　　鶏糞　　　　　　　牡蠣・帆立貝殻　　　　　　下水汚泥　　　　　　　　　焼却灰

処理原料　：　（特定の原料をプラントに投入することで純度の高いセラミックス製造が可能）　　

む無機物を投入すると原型のまま排出されますが、200℃前後で熱処理されるため感染性
の菌も確実に滅菌されます。　（医療廃棄物の処理に有効）



【　Vertex ゼロシステムⅡ　仕様詳細　　】

型式 サイズ(㎜) 処理量(㎥/日) 本体重量(kg)

No. 50　型 D1000×W1000×H1000 0.3 900 

No.100　型 D1600×W1200×H1300 0.7 1,200 

No.150　型 D2610×W1950×H2490 1.5 2,600 

No.220　型 D2910×W2680×H2780 2.2 3,700 



【　納入実績　】　　　

地域 社名 業種 機種 実績

　東京 - 　公共施設 220型 1

　青森 - 　産業廃棄物処理業 150型 1

　鹿児島 - 　農業法人 220型 1

　北海道 - 　産業廃棄物処理業 150型 1

　埼玉 - 　建築産業廃棄物業 150型 1

　フィリピン - 　実験機 220型 1

　大阪 - 　重機会社 220型 1

　中国 - 　医療産業・特殊産廃 220型 1

　中国 - 　電子工業 150型 1

　兵庫 - 　製薬工場 220型 1

　栃木 - 　食品加工業 220型 1

　愛知 予定 　環境事業 100型 1

　福岡 予定 　病院 220型 1

　茨城 予定 　食品加工業 220型 1

　中国 予定 　医療産廃・特殊産廃 220型 -

　静岡 予定 　製紙会社 220型 2

　静岡 予定 　産業廃棄物処理場 220型 1

　東京 予定 　産業廃棄物処理場 220型 1

　千葉 予定 　食品加工業 220型 1

　茨城 予定 　産業処理物処理業 220型 1

※2019年～2021年の実績
2019年以前は、旧型にて44台の実績
あり


