
EARTH CUBE 

アースキューブ 
有機物低温熱減容機：アースキューブは、 

自然磁力を利用し、環境にやさしく有機物を分解します。 

★映像は、フィリピン政府が導入を決めた国営放送 

 

 

～社是～ 

私たちにしか生み出せない比類なき価値を創造し、すべての人
の健康と豊かな生活に貢献するとともに、社会に必要とされる
企業であり続けること。 

 

今世界では環境問題、特に”ゴミ問題 ”が最優先の課題になっ
ています。弊社では、2019年8月からこの問題を解決する為に
『アースキューブ』の取り扱いを開始致しました。 

https://youtu.be/8VrQsVvsTd8


はじめに ～製品誕生～ 
EARTH CUBE（アースキューブ）と命名されております有機物低温熱減容機の原型は、実は、約３０年前
に開発された製品です。その間、多くの企業が内外問わず環境にやさしく、ゴミ燃焼時の最大の問題で
もある『ダイオキシンの発生』を阻止する製品開発に鎬を削っておりましたが、当該製品の開発者の一
人でもありアースキューブの命名者でもある橋爪宏光が、試行錯誤を重ねバージョン6の現在版の分解
能力に到達し、漸く、国の非焼却炉という見解を踏襲出来る製品を完成致しました。 

★開発者(事業会社にて)が国内特許取得 

 
医療・産業の廃棄物に特化し、地球環境の保護と事業者コスト削減に 

お役に立てれば幸いと考えております。 

 

今年から販売再開を開始し、既に多数の設置予約を頂いております。 

国内予約 

羽田空港・ホタテ内臓処分・高速財団・救急病院・産廃業者など 

海外予約 

フィリピン政府・タイ政府・インド政府・カルフォルニア政府など 

 

◆工場：沖縄工場・静岡工場・北九州工場・愛媛工場（浜松工場検討中） 



EARTH CUBE の特徴 
 設置コストも同等規模の焼却炉と比べ大幅な削減。 
 従来の焼却炉とは違う低温熱分解装置 

 
 日常の稼働コスト、メンテナンス費用の大幅削減。 

 分別無しでほとんどの有機物が処理可能。 

 離島や山間部などインフラ未整備の場所でも使える。 

 生成物として酢液とセラミック灰。 

 化石燃料を必要としない。 

 有機物処理 １/200～１/300 程度に分解し、肥料としてリサイクル可能。 

 無燃料稼働 石油化学製品を投入しても黒煙（公害）も出ず、ガス処理も行う。 

 大気汚染抑制 排出ガス中のダイオキシン類濃度・窒素酸化物濃度等、環境基準
以下。 



製造工程、機械の装備と構造 
日本が誇る機密な溶接技術で20年以上劣化しない構造です。 

 
手作業でしかできない技術。 

★特許に関する部品や運転部分は非公開 



機械の主要装備 
無炎燃焼系有機物分解機では、アースキューブのみ実用化しております 

 
 

 
炉内部 

左右24個の磁力口設置 

4000ガウスの磁力を流出 

 

セラミック内部 炉の内装部分 

機械内部、酸素濃度5～10%(無酸素状態
により、ダイオキシン発生がない) 

機械内部は、炎が出ず炭化しながら分解
していく。磁力で分解(磁性体流により、無
酸素でも有機物を処理）することが可能。 
 

磁力設置場所 パイプ（内径55ミリ）を取
り付け 



このような問題を解決致します！ 
 有機物処理  １/200～１/300 まで分解し、肥料としてリサイクル可能   

 大気汚染抑制 排出ガス中のダイオキシン類濃度・窒素酸化物濃度等も、環境基準以下 

 無燃料稼働  石油化学製品を投入しても黒煙(公害)も出ず、ガス処理も行っていますので、 
        環境問題も解決します。 

* 用途 
 医療機関の産業廃棄物の処理 

（金属以外のおむつ、採血管、 
点滴パック、注射筒、ガーゼ、手袋、
残飯等） 

 海外からの漂流ゴミや海岸線のゴミ
問題の処理（ガレキ、プラスチック
類） 

 漁業で使用している網の処理（漁網、
生カス、ハッポースチロール等） 

 鶏糞等の処分・余熱を利用して暖房
（畜産糞は乾燥後焼却可） 

 廃タイヤ処理（破砕し、中の金具だ
け取り出せる） 

 各種企業からでる廃棄物の処理（機
密文書、フロッピー、事務類） 

 自治体で集められた廃棄物の処理 

 その他あらゆる有機物の処理（おむ
つの排泄物等の処理は24時間でセラ
ミックに） 

病院・老人ホーム 

産廃・建設資材 

漁網 

化学工場 

タイヤメーカー 

無燃料
処理 

現在の不安定な経済状況の中、コスト削減は企業様の宿命となっている。 

人件費の削減に限界を感じておられる企業様をサポートいたします。 



ダイオキシンについて 
毎回の検査において一度も基準値を超えたことがない安定性。 

検査風景 

廃棄物焼却炉から環境中への排出 

ゴミを燃やすと難分解性で有毒な環境汚染物質である「ダイオキシン」が出来ます。環境中に排出される
ダイオキシン類のほぼ100%が大気中へと排出されたものです。この内,小型焼却炉,民間廃棄物焼却施設,市
町村等ごみ焼却施設が85%を占め,廃棄物焼却を起源とするダイオキシン類が高い割合で排出されている事
が解ります。 

ダイオキシンの生成と排ガスからの除去 

廃棄物焼却炉は,焼却物を完全燃焼させるために800℃以上で焼却することが義務づけられています。それ
は,このような高温で焼却を行えば,ダイオキシン類でも分解するからです。 



低温熱分解で処理できるもの 

 

ほとんどすべての有機物（分別なしで）が処理可能。 
 
石油製品（プラスチック・発泡スチロール・ポリ袋・ 
ビニール・トレイ等）生ごみ、食品残渣、紙製品（雑誌・ 
カタログ類・電話帳等）樹木類（庭木・枝・木片・おがくず・ 
解体木材等）水産、漁業廃棄物（魚のアラ・魚網等）畜産廃棄物（馬
糞・牛糞・畜舎の藁等）布製品（衣類・ぬいぐるみ等）医療廃棄物
（ベットシーツ・紙おむつ等）・・・等々 
注）含水率が高いものは、含水率を70％以下に下げ、紙類・段ボール等
含水率の低いものと混合して処理する必要があります。 

しかも処理する燃料代はタダ 

炭化できる 

もの 



処理できないもの 

処理できないもの 
 
金属類・ガラス・石材・石膏ボード・アスベスト・コンクリート・電池
類は処理できません。 
会社通念上処理してはいけないもの、揮発性・爆発性のものは処理でき
ません。 
また、含水率が70％を超える有機物は、そのまま投入せず、脱水・天日
干し等の処理をしてください。 

炭化できな
いもの 



EARTH CUBE の優位性 
既存の焼却炉との設置～運用までの差異 

焼却炉との大きな違い 

 「ダイオキシン検査・悪臭検査」
にて必要基準に合格 

 「廃棄物処理法に基づく感染性
医療廃棄物マニュアル」に対応 

 熱処理が必要とされる産業廃棄
物を、空気の磁気化によって燃
料を必要とせず処理 

タイプ モデル１５０型 モデル２２０型 

処理容量 
3.0㎡ 

（1日1.5㎥） 

4.5㎡ 

（1日2.2㎥） 

本体サイズ 
W 1,950×Ｄ

2,610×Ｈ2,480 

Ｗ2,680×Ｄ
2,910×2,780 

本体質量 約２．６㌧ 約４．５㌧ 

  焼却炉の場合 熱分解装置の場合 

都道府県申請 初回140,000 協議のみ 

光熱費 40,000/月 25,000/月 

設置面積 坪単位で必要 駐車場1.5個分 

毎年の検査 
年1回検査報告・立入

検査 
不要（県によりダイオ

キシン必要） 

燃料費 30万/月 なし 

燃焼率 1/50 1/200～1/300 

最終灰処理 埋立地までの運搬 
畑の肥料として再利用

可能 

1日の作業時
間 

時間毎の見回り 1回の作業約2時間 

ダイオキシン 厳重な装備が必要 極微小 

年間経費合計 408万円＋初回14万円 
30万円 

（ﾀﾞｲｵｷｼﾝ検査別） 

許可申請の簡便性、運用経費、人的リソース、環境保全など、どれについても優位性あり！ 



無燃料で処理費用が安い 

無燃料だからコストが安い 
 
磁気発生装置内で磁気の作用で有機物を無炎燃焼させ、炉内を１８０℃
～２５０℃に保ち、燻製処理を進める。 
最初に一度だけ炉心作成のため着火しますが、その後は助燃等の 
燃料は一切いりません。 
（本体は月０円・消臭･消煙装置の水道･電気代が約月1万円程度） 
日常のメンテナンスはタール･灰を掬い出し再度ゴミと一緒に入れるだけ。 
 
 

火を直接使
わない燻製

処理 



副産物は再利用可能！ 

排出液（酢液） 
本体の排水バルブから弱酸性の木酢液やタール状の残滓が生成されますが、 

タール状の残滓はすくい取り再び炉の中に入れ分解処理可能で、 

酢液は市販の木酢液と同様に500～1000倍に薄めて害虫駆除剤等として 

散布して可能。 

 

 

セラミック灰 
投入体積の１/２００～１/３００に減容された灰は、パルプやゴミ中の無機物

がセラミック灰になります。★アースキューブ内の有機物の水素、酸素は全
て気化します。 

 

セラミック灰は成分のケイ素酸化物等により竹炭などと同様に高濃度のマイ
ナスイオンを発生するので、壁紙の糊に混ぜ込む等の使い方があり、畑の肥
料としても可能。 



焼却炉と分解機の違い 

  硝煙方式焼却炉 熱分解処理装置 

燃料 化石燃料 不要 

炉内

温度 

800℃以上 180～250℃ 

燃焼

方式 

火炎燃焼 磁気式低温熱分解 

副産

物 

焼却灰 磁気セラミック灰

（肥料に可） 

公害 ダイオキシン 

発生の 

可能性あり 

極微小 

燃焼と熱分解の違い 
 

①燃焼は、充分な酸素（空気）が供給さ
れ、 
炎を出しながら完全燃焼して灰になりま
すが、熱分解は、最低限の酸素(空気)で
乾燥分解し、炎を出さずに蒸し焼き状態
で物を灰にします。 
 
②処理された灰の容積は、処理物の約２
００分の１から３００分の１に減容され
る。 

 
 



機械の原理  
■磁力による有機物分解理論 

 
 
アースキューブの磁力による有機物の分解理論は、日本で唯一、弊社パワー
サイレックス（株）が明確に解説出来ますが、ここでは解説文自体が著作権
でもあり、競合者に対しても優位性を保持する観点から明確な開示をしてお
りません。 

★他社や他店の磁力利用の熱分解処理機の解説には、大きな誤りがありま
すのでご注意ください。 

★その為、この解説につきましては弊社の場合、導入を検討され詳細商談の
段階になった時点で開示させて頂いております。 



機械の動作  

  

木酸液が溜まる 
酸素を取り
入れる 

磁性体流 

上は投入したゴミ 

中間は燻焼状態 

下は灰化 

 

蒸気が消煙器に
流れる 

ミストで2回洗い排気 

排気 

水分  酸素  磁力 

灰 

↑燻焼・無炎燃焼中 

概念図 



投入から処理までの順序 
（段ボールの場合） 

① 段ボールを破砕してストックしておく。 

② 新しい有機物を入れる前に、残存物を機械の突き穴から、突き
棒で攪拌させて満遍なく押し込む。 

③ 破砕した段ボールを入れ、有機物を入れ、再度段ボールを入れ
る。この繰り返しにより、水分の含有程度で処分量を決める。 

④ 12時間から24時間後、有機物が乾燥し、体積が減ってきたら、
新たな有機物を入れる。重さが掛かり残存物に自然圧力が加わ
り、熱が伝達しやすいようにする。 

⑤ 72時間後、有機物が1/200〜1/300の綺麗なセラミック灰になる。 

水分含有量60%未満の有機物     12時間サイクル(1日2回投入) 

水分含有量60%以上の有機物     24時間サイクル(1日1回投入) 



破砕機を利用してゴミを最適化 
事業所からは多様なゴミが発生しますので、投入に適し
たサイズに破砕機にかけ、ベルトコンベアーなどでEARTH 
CUBEの中へ投入するのが一般的です。 

 

破砕機 

 

 



日常メンテナンスとランニングコスト 

本体に触れて、
温度が低下して
いないか確認す

る。 

装置全体を目視
し、異常な煙の
漏れがないか確

認する。 

消臭・消煙機の排
水に詰まりがない
か確認する。 

消臭・消煙機の
ヒーターが作動し
ているか確認する。 

ランニングコスト 
・水道代・電気代（100Ｖ・200Ｖ）毎日使用で約2～3万円弱 

・臭い対策（エアーケア）コンプレッサー使用電力代とミスト液  
 （約2ヶ月で15000円） 

・ 年 間 １ 回 、 ダ イ オ キ シ ン 検 査 （ 各 地 域 に よ り 異 な る ） 
 

炉内にセラミッ
クの灰が溜まる
ので10日程度で
取り除く。 

本体の排出貯
留槽を確認し、
排水の量を確

認する 



月間点検とメンテナンス 
 月間点検（2名以上で作業すること） 

・ 磁 気 発 生 装 置 の バ ル ブ 閉 鎖 
・シャワーバルブの閉鎖 

・ヒーターの電源切断 

・炉本体内を掃除する 

・扉および壁面にこびりついている 
  未処理物を取り除く 

・炉本体のPS点検口内を掃除する  

・消臭・消煙機を掃除する 

・貯水槽の浮遊物をすくい取る 

・貯水を全部排水する 

・内部をウェス等で綺麗にふき取る 

  

メンテナンス(機械停止しない) 

1 半年に1回、年間2回 

2 機械内部は二重構造になって
おり、底に木酢液がたまる為、
固形となった木酢液を点検口
から除去し、取り除いた固形
物は機械の中に再投入し分解
させる、 

3 消煙器の水回りの処理 

4 グリストラップの水回り処理 

5 パッキンのチェック・交換 



機械の構造 その１ 

 モデル150型 サイズ  H：2723×W2210×D1950（駐車場約1台分） 

① 消煙機 

機械本体から蒸気を取入れる為、水噴射器２基
を搭載し、空気の流れを利用し機械本体の蒸気
を引っ張りガスを洗浄している 

② 灰取り出し口 

本体で処理できた有機物が灰となり溜まり、ス
クリューが常備され回すことにより奥の灰が掻
き出される方法 

③ 磁力ボックス 

機械本体のノズルと連結しており、サマコバ
（永久磁石約２５個）が入っている 

④ 投入口 

二重蓋になっており、有機物投入時に機内の蒸
気を逃がさない様になっている 

 

側面 

① 

② ③ 

④ 



機械の構造 その２ 
◆機械内部、酸素濃度5～10%(無酸素状態により、ダイオキシン発生がない) 

◆機械内部は、炎が出ず炭化しながら分解していく 

◆磁力の力で分解(磁性体流により、希薄酸素でも有機物を処理することが可能 

 

⑤ 点検口 

年間2回中に溜まった脂分を取り除く扉 

⑥ 差込口 

有機物が乾燥し軽くなると機械の中でゴ
ミが 

止まってしまうため、差込口から鉄棒で 

有機物を落とす作業口 

⑦ 排気口 

蒸気が処理され最終的に排気するところ 

 

正面 

⑦ 

⑤ 

⑥ 



図面 150型 

基本仕様ですので、ニーズにより完成品は異なります。 



導入及び導入予定先 

今年から販売再開を開始し、既に多数の設置予約を頂いております。 
 

国内予約 
羽田空港・ホタテ内臓処分・高速財団・救急病院・産廃業者など 

 

海外予約 
フィリピン政府・タイ政府・インド政府・カルフォルニア政府など 

 

フィリピンでは、自治体で導入が決定されたことが、ニュースになりました。 

ニュースは コチラ から 

https://youtu.be/8VrQsVvsTd8
https://youtu.be/8VrQsVvsTd8


よくある質問 1/2 
有機物低温熱減容機 Q&A 
１、工場はどこにありますか？     Ａ、静岡県、愛媛県、福岡県、沖縄県、韓国、（浜松市検討中） 

２、運用諸注意としては？       Ａ、設置場所は、下水又は汚水が有ることが条件で、建物より 3ｍ以上 

                     離れた場所に設置。3ｍ以内の場合は、窓ガラスは網入りガラスにする 

３、設置場所のスペースは？      Ａ，建屋の場合、機械の大きさプラス、作業用スペース 1ｍ必要 

                     機械本体のスペースは、階段を含むと、駐車場 1.5 台分 

                     破砕機の場所は 2ｍ×1ｍ必要 

４、機械設置の環境状況は？      Ａ，消防法に触れない為、特にありませんが、一般の人が出入りできない場所 

５、機械の設置から受け渡しまでの   Ａ，納品後、5 日間、紙類だけを処理し機械の稼働に必要な炭化物を形成する 

  流れは？               その後、購入者側の担当者と当該ゴミを実際に投入し、作業確認をしなが 

                     ら覚えていただき（５～7 日間）すべての工程を終えたら、作業確認書を 

                     いただき受け渡しとなります。 

６、稼働時の騒音・振動・熱などは？  Ａ，機械本体は、音や振動はありません。音があるのは、コンプレッサー音 

                     のみです。（微音）また、段ボールやプラスチックなどの廃棄物を破砕 

                     する時に、破砕機の音はあります。（短時間で済む） 

７、電気設備は？           Ａ，機械本体、100Ｖ＝120Ｗ  破砕機、250Ｖ＝250Ｗ（三層型） 

８、1 回の作業時間‣管理時間は     Ａ，プラスチック・段ボール破砕時間 30 分 

                     ゴミ投入時間 15 分前後 

                     機械の稼働状況または設備の確認 30 分   所要時間 1 時間 15 分 

９、メンテナンスは？         Ａ，全体のメンテナンス 年間 2 回（当社担当部署が伺う） 

                     費用：1 回 30 万円×2 回＝60 万円（部品交換費・交通費は別途） 

                     3 ヶ月に一度、使用者側担当に掃除をしていただく項目 

１、 消煙機の中の木酢油除去 

２、 グリストラップの中の木酢油除去 

３、 温度計・排気監視装置の正常確認 

４、 機械本体から異常な煙が出ていないか、機械の周り確認 

５、 ７～10 日に一度の灰取り出し作業 

６、 消煙機のミストシャワー・オゾン装置の水除去   以上 

10、排水は？             Ａ，グリストラップの沈殿型により、そのまま下水又は汚水に排水 

                     ＊検査により、排水基準をクリアーしています。 

11、運搬は？             Ａ，基本はトラック輸送（4 トン車）トラックが入れない場合は、クレーン 

                     または、フォークリフト設置となります。 

12、寿命は？             Ａ、当機械は、磁性体流に守られていることにより、鉄板は一切錆びません。 

                     塗料は何年かするとはがれますが、再塗装で済みます。よって永久機械 

13、納品確認書はありますか？     Ａ、納品時、初作業から作業工程レッスンまで終えたのち、最終確認書を 

                     担当者または責任者よりいただきます。 



よくある質問 2/2 
14、今後のモデルチェンジはありますか Ａ，基本は、ありません。しかし安全を重視するために備品変更はあるかもし 

                     れません。 

15、特許については？         Ａ、現在、最新の包括特許申請中です。 

16、設備上の資格はいりますか？    Ａ，一切ありません。 

17、危険な作業はありますか？     Ａ，機械には、通常指定されたゴミを投入する分には危険はありません。 

                     また、機械の排気・投入時には、すべて探知機が設置されています。 

                     その警戒信号は、作業員・管理者のスマートホン等ＰＣにアラーム信号 

                     を出すことになります。通常作業で危険なことはありません。 

18、管理は、24 時間必要ですか？   Ａ，当社機械は、24 時間炉です。365 日毎日稼働しています。よって 

                     作業員＋管理者を作ってください。また作業以外の時間は、機械上部 

                     に、施錠をお願いいたします。建屋などをご用意いただければ、部屋の 

                     施錠となります。 

19、停止するときは簡単ですか？   Ａ，この機械は、燃料で稼働していない為、時間がかかります 

                    機械内に送っている、空気を遮断します。すると稼働時でも酸素濃度 

                    5～10％しかありませんので、機械内は無酸素状態になり停止しますが、 

                    磁性体流はすぐには消えず、停止したと思っていても、空気が入ると 

                    再稼働してしまいます。よって空気遮断から 5 日間は一切投入口を開けない 

                    でください。ゴミを入れなくとも、炭化物がある以上、微空気だけで再稼働 

                    してしまいます。 

20、特別廃棄物は処理可能ですか？  Ａ、感染性特別医療廃棄物は、環境省からの医療廃棄物マニュアルに指定されて 

                    いるように、180℃以上で 30 分間蒸せばよいとあり、当社機械は、24 時間 

                    200℃で蒸し焼き乾燥していますので、医療廃棄処分に適合しています。 

                    ＊注意）感染性医療廃棄物の投入は、使用後の指定箱そのままを、開けずに 

                    機械内に投入してください。また作業員は、手袋・マスクは必須です。 

21、注射針やアルミなどが混入    Ａ，処理できない指定物が混入しても、機械には影響はありません、最終的に 

  した時の対処            滅菌乾燥された状態で、そのままの形で出てきますので、一般産廃処理 

                    してください。 

22、ゴミは毎日投入しないと     Ａ、当機械は、稼働中、お盆休みや年末年始等、5 日間のゴミ投入がなくとも 

  いけないの？            機械は停止しません、5 日後にゴミ投入を再開してください。 

23、再度、機械の一式を教えて    Ａ，本体減容機・コンプレッサー・温度計・排気監視装置・オゾン発生装置 

  ください。             踊場階段・破砕機・25ｍｍホース 10ｍ・灰かき出し棒 

                    ＊オプション 

                    建屋・コンベアー 

24、納品期間は？          Ａ、製造期間 3 ヶ月（在庫として準備があるときは、即納品可能） 

25、作業人数は？          Ａ、基本 1 人で大丈夫ですが、2 人いれば作業確認等の見落としも少なくなる 

                    と思います。 
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