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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
フロンと水蒸気とをフロン分解無害化装置で分解して分解ガスを生成し、
前記分解ガスを消石灰で中和して、フッ化カルシウムと、炭酸カルシウムとからなる半
ナマ状またはスラリー状のフロン分解物を生成し、
前記半ナマ状またはスラリー状のフロン分解物に廃棄粉体塗料を混合し、
次いで当該混合物を型枠に充填して、１３０〜１５０℃の熱処理温度で加熱処理し、し
かる後に脱型することを特徴とするフロン分解物混入成形物の製造方法。
【請求項２】
前記型枠充填前の混合物に繊維状補強材を加えてなる請求項１に記載のフロン分解物混
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入成形物の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、フロン分解無害化処理によって生成されたフロン分解物を利用したフロン分解
物混入成形物の製造方法、フロン分解物混入道路舗装材およびフロン分解物混入路盤材に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
特定フロン（以下、単にフロンと称する）は、極めて安定した化合物であり、冷媒、発泡
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剤、洗浄剤等として広く使用されてきた。しかし、大気中に放出されたフロンは、成層圏
のオゾン層を破壊することが明らかになったため、我が国では１９９５年以降その生産が
中止されている。
【０００３】
しかし、オゾン層の破壊を防ぐためには、フロンの生産を中止するだけでは不十分で、こ
れまでに生産され使用されている大量のフロンを廃棄処分するにあたっては分解無害化処
理が不可欠である。
【０００４】
フロンの分解無害化処理に供される装置（フロン分解無害化装置）としては、アークプラ
ズマ方式、高周波プラズマ方式、化学的熱分解方式、触媒方式、液中分解方式等がある。
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最近、上記各種フロン分解無害化装置のなかでも小型・低コストで分解処理能力の高いア
ークプラズマ方式（特開平１０−２４９１６１号等）が注目されている。
【０００５】
かかるアークプラズマ方式のフロン分解無害化装置は、放電によって空気をプラズマ化し
て超高温（約１０，０００℃）のアークを発生させ、そこにフロン〔例えば、フロン１２
（ＣＣｌ２ Ｆ２ ）〕と水蒸気（Ｈ２ Ｏ）とを送り込んで瞬時に分解処理する。
【０００６】
ＣＣｌ２ Ｆ２ ＋２Ｈ２ Ｏ

→

２ＨＣｌ

＋

２ＨＦ

＋

ＣＯ２

【０００７】
分解ガスは、消石灰〔Ｃａ（ＯＨ）２ 〕で急冷されながら中和して、下記反応式で示すよ
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うに、塩化カルシウムＣａＣｌ２ とフッ化カルシウム（ＣａＦ２ ）と炭酸カルシウム（Ｃ
ａＣＯ３ ）とからなる無害化物質（フロン分解物）となる。下記反応式中のＣａＣｌ２ は
水溶性であるので、固形物化しない。
【０００８】
２ＨＣｌ

＋

Ｃａ（ＯＨ）2

→

ＣａＣｌ2 ＋２Ｈ２ Ｏ

【０００９】
２ＨＦ

＋

Ｃａ（ＯＨ）2

→

ＣａＦ2 ＋２Ｈ２ Ｏ

【００１０】
ＣＯ2

＋

Ｃａ（ＯＨ）2

→

ＣａＣＯ3 ＋Ｈ２ Ｏ

【００１１】
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なお、プラズマアーク方式以外のフロン分解無害化装置でも、上記したのと同様にフロン
分解物が生成される。
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記したフロン分解無害化処理によって生成されたフロン分解物は、一般廃棄
物とは異なり厳格な廃棄物流出防止措置が施された管理型処分場で埋立て処分しなければ
ならず、廃棄処理費用が嵩む欠点を有している。廃棄処分されるフロンは年々増加してお
り、今後廃棄処理費用が高騰化するものと推測される。
【００１２】
ここに、フロン分解物を単に廃棄処分してしまうことは経済的にも得策ではなく、資源の
有効利用の観点からいっても問題がある。本出願人の一人（カースチール株式会社）は、
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平成１０年７月に群馬県自動車販売店協会から委託を受け、廃棄自動車のカーエアコンに
入っているフロンを回収し、分解無害化処理を行ってきた。その結果、分解無害化処理の
結果生成されたフロン分解物は、平成１４年９月までで４６トンにも達しており、これら
は全部再資源化しなければならないとの信念から、総べて貯蔵している。フロン分解物は
、成分が判明しており、これを有効利用することは、フロンの回収業務を行う者としての
責務であると考えている。
【００１３】
また、自動車の塗装などに粉体塗料が広く用いられているが、塗膜を形成することなく産
業廃棄物として廃棄される量も膨大なものとなっている。この廃棄粉体塗料も上記したフ
ロン分解物とともに再資源化できれば、産業の発展に大きく貢献することになる。
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【００１４】
本発明の目的は、フロン分解無害化処理によって生成されたフロン分解物を再資源化する
とともに、廃棄された粉体塗料も再資源化して産業の発展に貢献するフロン分解物混入成
形物の製造方法を提供することにある。また、フロン分解物を再資源化するのに貢献する
フロン分解物混入道路舗装材を提供することを目的とする。また、フロン分解物を再資源
化するのに貢献するフロン分解物混入路盤材を提供することを目的とする。
【００１５】
【課題を解決するための手段】
請求項１の発明は、フロンと水蒸気とをフロン分解無害化装置で分解して分解ガスを生
成し、前記分解ガスを消石灰で中和して、フッ化カルシウムと、炭酸カルシウムとからな
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る半ナマ状またはスラリー状のフロン分解物を生成し、前記半ナマ状またはスラリー状の
フロン分解物に廃棄粉体塗料を混合し、次いで当該混合物を型枠に充填して、１３０〜１
５０℃の熱処理温度で加熱処理し、しかる後に脱型することを特徴とするフロン分解物混
入成形物の製造方法である。
【００１６】
上記請求項１の発明の場合、従来産業廃棄物（ゴミ）として捨てられていたフロン分解物
と廃棄粉体塗料とを有効利用して成形物（各種エクステリア製品等）を製造できることに
なる。したがって、フロン分解物と廃棄粉体塗料を再資源化して産業の発展に貢献するこ
とができる。そして、製造方法が容易である、エネルギーを必要としない、加工性および
成形性が良い、機械的強度が大、表面性状が制御できる、耐水性および耐候性を持つなど
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の顕著な効果も奏する。
【００２０】
フロン分解物が半ナマ状またはスラリー状とされたものであるので、フロン分解物と廃
棄粉体塗料との混合を一段と容易かつ均一にしかも迅速に行える。また、フロン分解物を
加熱して乾燥する必要がないので、エネルギー消費量が少なくなり経費節減にもなる。
【００２３】
請求項２の発明は、前記型枠充填前の混合物に繊維状補強材が加えられたものである。
【００２４】
上記請求項２の発明の場合、請求項１の発明の場合と同様な作用・効果を奏し得るほか
、一段と軽量で強度の高いものを製造できる。
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【００２９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面等を参照して説明する。
【００３０】
（第１の実施形態）
【００３１】
第１の実施形態に係るフロン分解物混入成形物の製造方法は、図１に示すように、フロン
分解無害化処理によって生成された粉末状のフロン分解物に廃棄粉体塗料を混合し、次い
で当該混合物を型枠に充填して加熱処理し、しかる後に脱型して成る（同図中ステップＳ
Ｔ１〜ＳＴ４）。
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【００３２】
この実施形態では、フロンとしては、カーエアコンの冷媒として使用されていたフロン１
２（ＣＣｌ２ Ｆ２ ）が選定されている。なお、フロン１２以外の特定フロンを選定しても
よい。粉末状フロン分解物は、図２に示すように、フロン１２をプラズマアーク方式のフ
ロン分解無害化装置で分解無害化処理等することによって生成される。
【００３３】
こうして生成されたフロン分解物は、塩化カルシウム（ＣａＣｌ２ ）と炭酸カルシウム（
ＣａＣＯ３ ）とフッ化カルシウム（ＣａＦ２ ）との混合物である。フロン分解物中の水溶
性の塩化カルシウム（ＣａＣｌ２ ）は、水洗し除去される。そして、水洗後にフィルター
プレスで脱水ケーキとされる。この脱水ケーキは、十分に乾燥された後、粉砕されて粉末
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状とされる。かかる方法により、粉末状のフロン分解物が生成される（図２中、ステップ
ＳＴ１〜ＳＴ１０）。
【００３４】
一方、上記した廃棄粉体塗料は、産業廃棄物として廃棄された粉状の塗料である。粉体塗
料は、熱可塑性樹脂（ポリエチレン、ポリプロピレン等）あるいは熱硬化性樹脂（エポキ
シ樹脂、ポリエステル樹脂等）に、顔料、充填材、硬化剤および可塑剤などを加えて微粉
末状にした合成樹脂組成物であり、次のような多くの長所を有している。すなわち、無溶
剤塗装である。大気汚染の心配がない。塗装が粉末状のため、回収、再利用が可能である
。高度な塗膜性能をもつ。硬さ、付着性、耐薬品性などの性質が極めて優秀である。被塗
物の長寿命化による省資源効果が期待できる。
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【００３５】
粉体塗料は、上記したような長所を有しているが、塗着効率が３５〜７０％程度であるた
め、塗装作業時における吹き付け量の約３０％〜６５％の塗料は、第１段階では塗膜にな
らない。これらの粉体中には、回収後再使用されるものもあるが、回収装置で回収できな
かったものや粗粉などは、産業廃棄物として廃棄されているのが現状である。
【００３６】
ここにおいて、本発明者は、かかる廃棄された粉体塗料（廃棄粉体塗料）を産業廃棄物と
して扱うのではなく、再利用したほうが環境にも経済的にも望ましいと考えた。そこで、
数年前から研究・開発を続けてきているフロン分解物の再利用技術を更に発展させるため
に、上記廃棄粉体塗料を役立てることができるのではないかとの着想を得、当該塗料をフ
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ロン分解物を集合して固形化するバインダーとして採用することとしたのである。一般に
、バインダーは、安価、無害、無毒、成形性、成形時のエネルギーが少ない、高温加熱を
要しないなどの条件を満たすことが求められるが、廃棄粉体塗料は何れの条件も満たして
いる。
【００３７】
以下に、廃棄粉体塗料をバインダーとしたフロン分解物混入成形物の作製実験を図１を参
照しながら説明する。
【００３８】
まず、粉末状フロン分解物と廃棄粉体塗料とを、重量比３：７の割合で混ぜ、乳鉢中で混
合する。次に、混合物を金属製の型枠中に充填し、ホットプレス上で１００℃に加熱した
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。すると、型枠内の混合物中、廃棄粉体塗料は溶融したが、フロン分解分は融けなかった
。そこで、１５０℃まで加熱したところ、一部融け全体として固形化した。固形物（成形
物）を破断して内部を観察したところ、フロン分解物が２〜３ｍｍ程度の凝集体になって
いた。乾燥した固形物（成形物）は、硬くて粉砕に多くの手間とエネルギーを要すること
がわかった。
【００３９】
（第２の実施形態）
【００４０】
第２の実施形態に係るフロン分解物混入成形物の製造方法は、図３に示すように、半ナマ
状のフロン分解物に廃棄粉体塗料を混合し、次いで当該混合物を型枠に充填して加熱処理
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し、しかる後に脱型して成る（同図中ステップＳＴ１〜ＳＴ４）。
【００４１】
ここで、半ナマ状のフロン分解物とは、図２において、フィルタープレス（同図ステップ
ＳＴ７）後で乾燥（ステップＳＴ９）される前のフロン分解物（ステップＳＴ８）である
。この第２の実施形態における半ナマ状フロン分解物は、含水率が３５％であったので、
水分をゼロの状態に換算して調製した．例えば、フロン分解物を１０％含む配合では、フ
ロン分解物１３．５ｇに対して廃棄粉体塗料９０ｇを加え、固形化を試みた各種配合を表
１に示す。
【００４２】
【表１】
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【００４３】
フロン分解物と廃棄粉体塗料との混合をよくするために水５０ｇを加え、乳鉢中で混合し
た。そして、混合物を型枠中に充填し、ホットプレスの加熱板上で１４０℃まで熱し、板
上成形物を作った。この場合、加圧は行わなかった。室温から１４０℃までの加熱速度は
、２０℃／１時間であった。

20

【００４４】
次に、熱処理温度１４０℃でフロン分解物と廃棄粉体塗料との配合による影響を検討した
。スラッジ状のフロン分解物と粉体塗料とを、１：９、２：８、３：７、４：６および５
：５とした。これに水を全体量の６０％相当を加え十分に混合した後、ヌッチェで吸引ろ
過した。混合物は、板上のまま取り出し３日間自然乾燥後、乾燥器中で１４０℃に６時間
保持して硬化した。得られた板状成形物の密度、曲げ強度および空隙率を測定し、その結
果を表１に示す。
【００４５】
最も高い密度および曲げ強度を示したのは１：９の場合であった。表１の中で、試料Ａお
よび試料Ｂは、平坦で平滑な表面を持つ成形板ができた。とりわけ、試料Ｂの成形板波の
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表面状態が良好であった。それに対し、試料ＣおよびＤでは、フロン分解物の分散が不十
分で、凝集体のままであった。フロン分解物が多くなると、空隙が多く、表面硬度も小さ
くなり、表面形状は凹凸が多くなり成形はしにくくなった。
【００４６】
次に、成形版製作時の熱処理温度による影響について検討した。脱水ケーキ状のフロン分
解物は、粉体塗料を２：８（重量比）で混合した。水を全体量の４０％加え十分に混合し
た後、ヌッチェで吸引ろ過した。混合物は、板状のまま取り出し、乾燥器で１００℃、１
１０℃、１２０℃、１３０℃、１４０℃、１５０℃および１６０℃で３時間保持して硬化
した。得られた成形板の嵩密度、曲げ強度および空隙率を測定した。その結果を表２に示
す。熱処理温度は嵩密度、曲げ強度および空隙率の結果から１３０〜１５０℃（特に１４
０℃）が適していることがわかった。以上より、フロン分解物にバインダーとして粉体塗
料を１：９の割合で混合し１４０℃に加熱して固形化させれば、比較的簡単な方法で、空
隙率が少なく曲げ強度が大きい成形物を作製できることが分かった。
【００４７】
【表２】
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【００４８】
次に、補強材としてセルロース繊維を添加した場合の影響を検討した。スラッジ状のフロ
ン分解物と廃棄粉体塗料の混合比を１：９（重量比）とし、その中にセルロース繊維を全
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体重量の５％，１０％，１５％加えた。その中に水を全体重量の７０％を加え混合した後
、上記の方法と同じで成形板を作り、密度、曲げ強度、弾性率および伸びを測定した。そ
の結果を表３に示す。セルロース繊維の添加量を増大すると、嵩密度、曲げ強度および弾
性率はいずれも低くなったが、破壊エネルギーと伸びの増加が認められた。
【００４９】
【表３】
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【００５０】
以上より、セルロース繊維を添加することにより、脆性破壊が起こりにくくなるとともに
成形性が良くなることが分かった。セルロース繊維混入成形物の断面をＳＥＭで観察する
と、繊維がしっかりと絡み合っているのが確認できた。
【００５１】
なお、フロン分解物と繊維だけを素材として成形物を作製する実験も行ってみた。すなわ
ち、フロン分解物と繊維（ここでは、ろ紙）を、５：５、６：４、７：３の割合で混合し
、８０℃で加熱して板状の成形物を作製し、測定を行った。その結果を表４に示す。
【００５２】
【表４】
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10
【００５３】
表４より、フロン分解物と紙だけで成形物を作製した場合には、密度および曲げ強度とも
低下した。しかし、従来までのものに比べると伸びが格段に良くなった。また、繊維添加
量が多いため成形性が更に良くなり、水に溶けるため、自然崩壊性、分解性にも優れるな
どの特徴が得られた。この実験では，繊維として、ろ紙を用いたが、家庭や事業者などか
ら大量に廃棄される紙類（新聞紙、チラシ等）を用いた場合にも、表４と同じような結果
が得られるものと思われる。
【００５４】
なお、セルロース混入カップ状成形物も製作してみた。半ナマ状のフロン分解物と廃棄粉
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体塗料とを、１：９（重量比）で混合した。この中にセルロース繊維を全体量の１５％加
えた。水は、全体量の７０％を加え混合した。混合物は、かための泥水状であった。これ
を植木鉢（直径１０ｃｍ）の外側に厚さ２ｃｍ程度で、全表面に貼り付けた。その上から
別の植木鉢（直径１２ｃｍ程度）を被せ、手で軽く押し付け、１時間保持した。その後、
外側の植木鉢を取り除いて、８０℃の乾燥器中に入れ１日間乾燥した。
【００５５】
フロン分解物、粉体塗料、セルロース繊維との混合物は、１４０℃に加熱した乾燥器中で
１日間加熱し、カップ状の成形物を製作した。このカップ状成形物は、軽量で実用に耐え
るものであった。さらに、植木鉢の表面にフィルム状シート（ラップ）を掛けて製作する
と、表面の平滑な成形物が得られた。
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【００５６】
なお、上記成形物を植木鉢として実際に植物を育ててみたところ、植物の生育に何ら悪影
響を及ぼさないばかりか、当該成形物に触れた虫（ナメクジ等）が死んでしまい害虫駆除
効果もあることが分かった。
【００５７】
（第３の実施形態）
【００５８】
第３の実施形態に係るフロン分解物混入成形物の製造方法は、図４に示すように、スラリ
ー状フロン分解物に廃棄粉体塗料を混合し、次いで当該混合物を型枠に充填して加熱処理
し、しかる後に脱型して成る（同図中ステップＳＴ１〜ＳＴ８）。
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【００５９】
ここで、スラリー状フロン分解物とは、図２において、フィルタープレス（同図のステッ
プＳＴ７）前の状態にあるフロン分解物（ステップＳＴ６）であって塩化カルシウムが除
去（ステップＳＴ５）されているものである。この第３の実施形態では、スラリー状フロ
ン分解物中に、廃棄粉体塗料の所定量を加えた。この場合には、スラリー中に含まれてい
るフロン分解物量を予め測っておくことが必要である。スラリー状フロン分解物と廃棄粉
体塗料との配合は、２：８であった。
【００６０】
ミキサーで両者を混合した後、分離が生じないように撹拌しながらフィルター式の型枠に
流し入れた。実験では、吸引ロート（直径１０ｃｍ）を用い、これを吸引瓶に取り付け水
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流ポンプに接続して減圧にした。吸引ロート上には、円盤状の成形物が生成した。これを
吸引ロートから取外し、金属製の型枠中に充填し、ホットプレスの加熱板上に置いて、所
定温度、所定圧力に加熱、加圧した。
【００６１】
脱型後、フロン分解物と廃棄粉体塗料とからなる板状の固形物（厚さ１ｃｍ、直径１０ｃ
ｍ）が得られた。この円盤状成形物を、乾燥器中で１００℃で１時間保持した後、更に１
５０℃で１時間加熱した。得られた円盤状の成形板は、嵩密度で１３００ｋｇ／ｍ

３

で平

滑表面をもつものであった。加熱温度が１００℃では樹脂の溶融が不十分で、表面がざら
ついていたが、１５０℃に加熱した場合には光沢をもつ滑らかな表面となった。
【００６２】
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また、得られた板状成形物は、手で曲げようとしたが、破壊することはできなかった。ま
た、ゴルフボール大の球状固形物を作り、床に激しくぶつけても壊れることはなかった。
なお、加圧処理を加えれば、今以上に強度は向上し、嵩密度は高くなることは明白である
。この成形物の耐水性は、水中に１０日間浸けて評価した。形状が崩れることはなく、表
面が脆くなることもなく、また亀裂の発生などは見られなかった。フロン分解物中に塩化
カルシウムが混入していた成形物では容易に破壊したことに比べれば、本技術で作製した
固形物の耐水性は抜群であった。
【００６３】
なお、上記した第１〜第３の実施の形態に記載した成形物製造方法は、各種エクステリア
製品、マンホール蓋、側溝蓋、ステップ、敷石板、平板状床板、インターロッキングなど
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の製造に利用できる。そして、廃棄粉体塗料をバインダーとして使用したので、着色、白
色化、嵩密度の制御、表面の模様の付与なども可能であり、商品としての市場性は一段と
高まることになる。
【００６４】
（第４の実施形態）
【００６５】
第４の実施形態に係るフロン分解物混入道路舗装材の製造方法は、図５に示すように、フ
ロン分解無害化処理によって生成されたフロン分解物を、粉砕した後再生アスファルトと
混合してなる（同図中ステップＳＴ１）。
【００６６】
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ここで、道路などで使用されるアスファルト舗装は、表面から舗装部と路床部とに大別さ
れる。路床部は地面そのものである。上層部の舗装部は、表層、基層、路盤となる。表層
は、舗装の最上部にあって加熱アスファルト混合物を用いて作られる。表層は、交通車両
による摩耗とせん断とに抵抗し、平坦で滑りにくい、快適な走行ができ、また雨水が下部
に浸透するのを防ぐ機能を持つものである。
【００６７】
これに使用するアスファルトには、補足材としてフィラーが添加される。それらは石粉（
石灰岩粉末または火成岩粉末）、消石灰、セメント、各種ダスト（鋳物ダスト、フライア
ッシュ）である。この中で使用量の多いのは、石粉であり、粒度範囲が規定されている。
【００６８】
ふるい目（ｍｍ）と通過重量百分率（％）の関係である。例えば、０．６ｍｍでは１００
％、０．１５ｍｍでは９０〜１００％、０．０７４ｍｍでは７０〜１００％である。
【００６９】
粉末状フロン分解物の粉砕を表５に示す３種類の方法で検討した。孔の開いた鉄板上に擦
りつける方式の回転式では、規格に達しなかった。また、相互式ではやや規格値に近づい
たが、不十分である。しかし、ＭＦＪ式で粉砕すれば可能となった。したがって、フロン
分解物は、粉砕すれば再生アスファルトの補足材として使用できることが判明した。
【００７０】
【表５】
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【００７１】
（第５の実施形態）
【００７２】
第５の実施形態に係るフロン分解物混入路盤材の製造方法は、図６に示すように、フロン
分解無害化処理によって生成されたフロン分解物を、粉砕して粉末化した後、土と混合し
てなる（同図中ステップＳＴ１）。
【００７３】
路盤は、交通荷重を分散させて安全に路床に伝えるのに重要な役割を果たす部分である。
したがって、十分な支持力と耐久性に富む材料を、必要な厚さによく締め固めたものでな
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ければならない。路盤は、通常下層路盤と上層路盤とに分けられる。下層路盤は比較的支
持力の小さい安価な材料が、上層路盤には支持力の大きい良質な材料が用いられる。
【００７４】
下層路盤は、一般に施工現場近くで入手できる材料を利用する。入手できない場合は、セ
メントや石灰などで安定処理をした下層路盤として用いることがある。その場合には、一
軸圧縮試験（ＣＢＲ試験）結果が０．９８ＭＰａ以上である必要がある。
【００７５】
ここで、粉末状フロン分解物が路盤材の充填材として使用できるかの検討を行った。粉末
状フロン分解物は、決められた方法で土中に混合分散し、一軸圧縮試験を行い、土の強度
を測定した。
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【００７６】
その結果を表６に示す。無添加での圧縮強度は１．４７ＭＰａに対し、１０％の添加では
１．４２ＭＰａ、１５％の添加では０．７６５ＭＰａであった。これらの結果から土の１
０％まで添加しても強度の低下はないので、実用になるものであった。
【００７７】
【表６】
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【００７８】
【発明の効果】
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本発明によれば、フロン分解物に廃棄粉体塗料を混合し、次いで当該混合物を型枠に充
填して加熱処理し、しかる後に脱型してなるので、フロン分解物および廃棄粉体塗料の再
資源化に貢献することができる。そして、製造方法が容易である、エネルギーを必要とし
ない、加工性および成形性が良い、機械的強度が大、表面性状が制御できる、耐水性およ
び耐候性を持つなどの顕著な効果も奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態を説明するための図である。
【図２】粉末状フロン分解物の作製を説明するための図である。
【図３】本発明の第２の実施形態を説明するための図である。
【図４】本発明の第３の実施形態を説明するための図である。
【図５】本発明の第４の実施形態を説明するための図である。
【図６】本発明の第５の実施形態を説明するための図である。
【符号の説明】
ＳＴ１〜ＳＴ１０

【図１】

実験の各ステップ

【図４】

【図２】

【図５】

【図３】

【図６】
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