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再⽣合材の現状－１
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◆再⽣合材の製造量等
・再⽣合材は，全合材製造量のおよそ75%を占める主流商品
・再⽣⾻材率は，増加の⼀途を辿り現在は全国平均でおよそ50％
・再⽣アスファルト合材は，環境⾯や天然⾻材の枯渇化等により今後の需要も確実

（⼀社）⽇本アスファルト合材協会 合材統計年報を元に作成



再⽣合材の現状－２
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（⼀社）⽇本アスファルト合材協会 合材統計年報を元に作成

◆地域別再⽣⾻材率の推移（2010年度〜2020年度）
・全国平均は，2015年度から微増し50%強
・関東が最も再⽣⾻材率が⾼い（60%強）
・2010年度に40%以下で⽐較的混⼊率が少なかった地域の増加が⽬⽴つ



建設副産物「アスファルト・コンクリート塊」
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再⽣合材の製造に⽋かせない「アスファルト・コンクリート塊」の再資源化の状況
・アスファルト・コンクリート塊の再資源化率は，99.5％となっている
・再⽣合材へは，およそ90%が使⽤されている

国⼟交通省 平成30年度建設副産物実態調査結果（確定値）参考資料

各種建設副産物の再資源化率



再⽣合材の現状－３
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◆今後の需要と現状の課題

【今後の需要】
・グリーン購⼊法の特定品⽬であること，環境⾯の観点や天然⾻材の枯渇化等により今

後も再⽣混合物の需要は確実にある。更には，カーボンニュートラルの取り組みの⼀
環として，CO2排出削減に寄与する中温化混合物の適⽤も想定される。

（ポーラス混合物を除く新規混合物は，中温化混合物として特定品⽬となっている）

【課 題】
・再⽣⾻材率は増加傾向にある
・様々な性状を有する（多様化する）再⽣⾻材への対応
（繰り返し再⽣の増加，改質As由来の旧Asを含む再⽣⾻材 など）

再⽣混合物の品質確保が必要

中温化技術の適⽤を含む
製造⽅法の改善に着⼿



アスファルト混合物の品質確保
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◆中温化技術の⽤途と種類
・冬季や遠⽅出荷等の品質確保 → 施⼯性改善⽬的(製造温度は低減しない) 
・CO2削減(消費燃料削減)，交通開放(規制時間)の短縮等 → 製造温度低減

中温化技術の種類
種別 機構 仕様

発泡系
アスファルトモルタル内に微細泡を分散させることにより，
製造時の混合性向上や施⼯時にはベアリング効果によって締
固め性が向上する

プラントミックス
機械式フォームド

粘弾性
調整系

⼀定の温度以上になると急激に液体となって⾻材を被覆して
いるアスファルトの表⾯部分の粘弾性を低下させるものや，
アスファルトの組成と分⼦量を調整して，⾼温域でのアス
ファルト混合物のコンステンシーを調整することで締固め性
が向上する

プレミックス
プラントミックス

滑剤系
中温化剤の融点以上になるとアスファルトに溶融してアス
ファルトと⾻材との界⾯の潤滑を⾼め，アスファルト混合物
中の⾻材間の摩擦抵抗が低減することで締固め性が向上する

プレミックス
プラントミックス

瀝⻘
材料

中温化剤やポリマー等を加え舗装⽤⽯油アスファルトの性状
を改質した瀝⻘系材料

中温化アスファルト

中温化（低炭素）アスファルト舗装の⼿引き （⼀社 ⽇本道路建設業協会）から引⽤
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◆再⽣混合物への中温化技術の適⽤
・中温化技術は，主として新アスファルトに性状変

化をもたらすことで，混合性や締固め特性を改善
することで品質を確保する。

→ 現状の再⽣混合物は，再⽣⾻材率が⾼いため新ア
スファルト+αの対応が必要。

→ 添加剤⽅式の中温化剤はランニングコストの発⽣。
⇒ ランニングコストに優れる機械式フォームド装置

を採⽤。

中温化（低炭素）アスファルト舗装の⼿引き （⼀社 ⽇本道路建設業協会）

再⽣アスファルト混合物の品質確保の考え⽅

◆再⽣⾻材（旧As）の性状回復に着⽬した検討
・旧アスファルトの性状回復の⽬的で使⽤する再

⽣⽤添加剤の効率的な散布⽅法および合材の製
造⽅法の改善を検討

→ 旧アスファルトの確実な性状回復と，施⼯性の
向上（品質確保）に寄与する合材製造⽅法の開
発に着⼿

再⽣⾻材率と新As量の割合のイメージ

R材の増加とともに
新Asの添加量は減少

機械式フォームド装置の機構
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新アスファルトの対応

◆アスファルトについては，新規合材で実績のある中温化技術を採⽤
・アスファルトを泡状化させる機械式フォームドアスファルト技術を採⽤
・フォームドアスファルトのベアリング効果による締固め性能の向上

フォームドアスファルトの例ベアリング効果のイメージ
（⼀社）⽇本道路建設業協会 温化(低炭素)アスファルト舗装の⼿引き

◆開発コンセプト
・合材温度が低下しても施⼯しやすく，遠⽅出荷も可能
・中温化技術の適⽤が可能で,CO2排出量の削減,早期交通開放,作業環境の改善が可能
・既存設備への設置および保守点検が容易で，短期間で設置可能
・あらゆるプラントへ設置可能な汎⽤性のある設備であること
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◆再⽣⽤添加剤の添加は，独⾃開発の⼆流体技術を採⽤
・微細泡による締固め性能の向上
・微細泡化した再⽣⽤添加剤の拡散散布による確実な旧As性状の回復

再⽣⾻材

旧アスファルト
微細泡化した
再⽣⽤添加剤

微細泡化した再⽣⽤添加剤を
再⽣⾻材に散布したイメージ

微細泡化した再⽣⽤添加材の状況
微細泡化した再⽣⽤添加剤（右︓顕微鏡写真）

30μm 再⽣⽤添加剤

微細泡状体

拡散散布

Air

⼆流体技術の基本仕様例

チャンバ内で再⽣⽤添加剤に，多量の⾼速Airを加
え微細泡化させた再⽣⽤添加剤を，拡散ノズルで
再⽣⾻材に確実に散布し性状回復を図る

再⽣⽤添加剤の対応
◆開発コンセプト
・合材温度が低下しても施⼯しやすく，遠⽅出荷も可能
・中温化技術の適⽤が可能で,CO2排出量の削減,早期交通開放,作業環境の改善が可能
・既存設備に設置が容易，保守点検が容易，短期間で設置可能
・あらゆるプラントへ設置可能な汎⽤性のある設備であること
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開発技術（ツインバブルミックスシステム）の概要

P

AS
計量槽

⽔

フォームドアスファルト

フォームド装置

エアー

微細泡化した再⽣⽤添加剤

80℃

チャンバ型⼆流体⽅式
専⽤拡散ノズル

P

再⽣⽤
添加剤
タンク

ミキサ

再⽣⽤添加剤の散布状況
（再⽣⾻材全体への散布）

ミキサ

アスファルト 再⽣⽤添加剤

開発技術の機構の概略

汎⽤的なプラントのミキサ部

フォームドアスファルト

拡⼤
顕微鏡画像(200倍)

微細泡化した再⽣⽤添加剤再⽣⽤添加剤（気泡無し）

独⾃の⼆流体技術
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室内検討－１（⼆流体技術の検討）

◆様々な再⽣⽤添加剤に適⽤するための検討
・動粘度や組成の異なる5種類の再⽣⽤添加剤を⽤いて，⼆流体で散布する再⽣⽤添加

剤の温度条件等を検討

A B C D E
614 941 1,095 661 837
262 298 290 274 256

0.912 0.956 0.950 0.908 0.909
飽和分 81.0 44.1 37.0 79.1 79.4
芳香族分 15.0 51.2 60.0 14.8 14.9
ﾚｼﾞﾝ分 4.0 4.7 2.0 5.1 4.8
ｱｽﾌｧﾙﾃﾝ分 0.0 0.0 1.0 1.0 0.9

種類

引火点 (℃)
密度(g/cm3)15℃

組成
(％)

動粘度 (mm2/s)20℃

5種類の再⽣⽤添加剤の⼀般性状の例

再⽣⽤添加剤の温度と粘度の関係

温度の上昇とともに再⽣⽤添加剤の粘度は，低下傾向にあり概ね80℃以上
であれば個体差が⼩さくなる傾向を確認
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開発技術は，いずれの再⽣⽤添加剤においても締固め性能が向上している

室内検討－２（混合物性状の確認ー１）
◆既存技術と開発技術による混合物性状の確認
・試験条件と締固め特性の確認結果
・再⽣密粒度アスファルト混合物(13) 再⽣⾻材率60%

種別 As種別
再⽣⽤添加剤

添加⽅法 種類

既存技術 液状
（通常）

液状
（通常） A

開発技術
(⼆流体)

泡状
(ﾌｫｰﾑﾄﾞAs)

泡状
(⼆流体) A，B，C

既存技術と開発技術の確認条件

締固め温度と締固め度の関係

供試体作製時の温度条件
種別 設定値 備考

混合温度（℃） 160

締固め温度（℃） 145 締固め特性確認時の締固
め温度は145〜100で実施
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・混合物の性状は，いずれの開発技術も同等の性状
・圧裂係数は，既存技術と同等の密度であっても⼩さくなる傾向

室内検討－３（混合物性状の確認ー２）
◆既存技術と開発技術による混合物性状の確認
・混合物性状の確認

種別 既存技術 開発技術(⼆流体)
アスファルトの添加⽅法 通常 泡状(ﾌｫｰﾑﾄﾞAs)

再⽣⽤添加剤 添加⽅法 通常 泡状(二流体)

種類 添加剤A 添加剤A 添加剤B 添加剤C
マーシャル安定度(kN) 12.73 12.87 11.87 12.16
残留安定度(%) 85.4 91.1 91.6 85.9
圧裂係数(MPa/mm) 0.71 0.69 0.69 0.62
動的安定度(回/㎜) 3,300 2,300 2,500 2,400
曲げ強度(MPa) 8.4 8.9 9.3 9.0
曲げ破断ひずみ(×10-3) 3.6 4.1 4.3 5.0

混合物性状の⽐較

供試体密度と圧裂係数の関係
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実機検証－１（混合物性状に関する検討-1）
◆混合物性状に関する検討
・開発技術を装着したプラントで混合物を製造し，混合物性状と簡易敷きならし実験に

よる作業性を既存技術と⽐較
・再⽣密粒度アスファルト混合物(13)  再⽣⾻材率60%

種別 As種別

再生用添加剤の
添加方法 備考

方式
Air圧力
(MPa)

既存技術 通常 通常 －

開発
技術

実機 ﾌｫｰﾑﾄﾞAs 二流体 0.3～0.5 Air量を増加

室内 ﾌｫｰﾑﾄﾞAs 二流体 0.3

製造設備の⽐較
項目 条件

規模 延長5m×幅員1m×厚さ5cm

出荷温度 160℃

転圧温度 145℃ 115℃

転圧回数 無振動：1往復＋振動：2往復

簡易敷きならし実験の概要

【検討内容】
・混合物性状の確認
・⼈⼒施⼯における作業性の評価
・コアによる締固め度（転圧温度145℃，115℃）の

確認 等
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種別 アスファルトの添加 再⽣⽤添加剤の添加
既存技術 通常 通常
開発技術 泡状(ﾌｫｰﾑﾄﾞAs) 泡状(⼆流体)

評価の組合せ

各種特性値 既存技術 開発技術
密度(g/cm3) 2.338 2.356
マーシャル安定度 (kN) 10.30 12.66
圧裂係数 (MPa/mm) 0.78 0.77
動的安定度 (回/mm) 4,800 4,200
曲げ破断ひずみ (×10-3) 3.7 3.6

作業性評価
(聞取り調査)

145℃ 〇 ◎
115℃ × ◎

混合物性状の⽐較

締固め特性の⽐較例（左︓供試体密度，右︓コアの締固め度）

無振動︓1往復
有振動︓2往復

実機検証－２ （混合物性状に関する検討-2）
◆既存設備と開発技術による混合物性状の確認
・混合物性状の確認

・開発技術は，締固め性能に優れる傾向を確認
・作業性についても，開発技術は良好との意⾒を頂いた
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実機検証－３（遠⽅出荷に関する検討）
◆遠⽅出荷に関する検討
・冬季に合材運搬後の合材が冷えた場合の締固め特性およびダンプアップ時の合材の塊

具合（塊のほぐれ易さ）の確認等を確認
・再⽣密粒度アスファルト混合物(13)  再⽣⾻材率60%

種別 アスファルトの添加 再⽣⽤添加剤の添加 運搬時間
既存技術 通常 通常 90分，120分
開発技術 泡状(ﾌｫｰﾑﾄﾞAs) 泡状(⼆流体) 90分，120分

評価の組合せ

【締固め特性】

運搬時間 供試体作製時
の合材温度 備考

0分
（出荷時） 165℃ 出荷直後の練落し合材を採取し供試体を作製

90,120分 120〜130℃ 冷えた箇所の合材を採取し供試体を作製

・出荷時の供試体密度を基準密度として，締固め度で評価

マーシャル供試体作製条件

2時間運搬後のダンプアップ
（左︓既存技術，右︓開発技術）

開発技術は，合材温度が低下した場合でも締固め性能に優れる
→ 既存設備と⽐較し30分程度は遠⽅出荷が可能（確認時は気温10℃程度，⼆重シートの保温対策）
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実機検証－4（貯蔵安定性に関する検討）
◆サイロ貯蔵した際の混合物性状の確認
・サイロ貯蔵時間が混合物性状に与える影響の確認（締固め性能，圧裂係数）
・再⽣密粒度アスファルト混合物(13)  再⽣⾻材率60%

種別 アスファルトの
添加

再⽣⽤添加剤の
添加

サイロ貯蔵時間
(hr)

貯蔵温度
（℃）

締固め温度
（℃）

開発技術 泡状(ﾌｫｰﾑﾄﾞAs) 泡状(⼆流体) 2 ，3 ，6 ，12 ，18 165程度 145 ，115

評価の組合せ

・締固め性能は，貯蔵時間が変化しても同等の値を維持
・圧裂係数は，⾼めであるものの経過時間とともに増加する傾向は認められない

※ 貯蔵時間0hrは，本体出荷の結果
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実機検証－５（中温化技術への適⽤性検討－１）
◆ 中温化技術（製造温度20℃低減）への適⽤性確認
・開発技術を装着したプラントで混合物を製造し，混合物性状と簡易敷きならし実験に

よる作業性を既存技術と⽐較
・再⽣密粒度アスファルト混合物(13)  再⽣⾻材率60%

種別 アスファルトの添加 再⽣⽤添加剤の添加 混合温度
（℃）

締固め温度
（℃）

既存技術 通常 通常 165±5 145±5
開発技術 泡状(ﾌｫｰﾑﾄﾞAs) 泡状(⼆流体) 145±5 125±5

評価の組合せ

項目 条件

規模 延長5m×幅員1m×厚さ5cm
出荷温度 165℃

転圧温度
通常温度：145℃
20℃低減：125℃

転圧回数 無振動：1往復＋振動：3往復

簡易敷きならし実験の概要

種別 As種別

再生用添加剤の
添加方法 備考

方式
Air圧力
(MPa)

既存技術 通常 通常 －

開発
技術

実機 ﾌｫｰﾑﾄﾞAs 二流体 0.3～0.5 Air量を増加

室内 ﾌｫｰﾑﾄﾞAs 二流体 0.3

製造設備の⽐較
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実機検証－６（中温化技術への適⽤性検討－２）
◆既存設備と開発技術による混合物性状の確認
・混合物性状および簡易敷きならし実験

混合物性状の⽐較

・開発技術の混合物性状は，概ね既存技術と同等の結果が得られた
・開発技術（20℃低減）の締固め度は，通常の製造温度で製造した既存技術のものと同

等の結果が得られた
→ 再⽣⾻材率60%であれば，開発技術は製造温度20℃低減は適⽤可能

種 別
通常の製造温度 製造温度20℃低減

既存技術 開発技術 既存技術 開発技術

密度(g/cm3) 2.339 2.356 2.314 2.330

マーシャル安定度(kN) 13.02 13.02 － 12.44

動的安定度(回/mm) 3,900 4,200 － 3,900

曲げ強度（MPa） 7.6 7.5 － 7.2

曲げ破断ひずみ(×10-3) 3.5 3.6 － 3.6
コアの締固め度
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実機検証－7（中温化技術への適⽤性検討－3 ）
◆再⽣⾻材率の違いによる混合物性状の確認
・再⽣⾻材率を変化させた場合の締固め特性（再⽣⾻材率60%と50%）

・再⽣⾻材率が多い⽅が，締固め温度の低下に伴い密度の低下が⼤きい傾向
・温度低減時の締固め度は，再⽣⾻材率の低い⽅が良好な傾向

締固め温度と締固め度の関係（左︓再⽣⾻材率60%，右︓再⽣⾻材率50%）
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実機検証－８（中温化技術への適⽤性検討－４）
◆中温化技術（製造温度低減）適⽤による効果
・交通開放（規制）時間の短縮
・合材製造時の消費燃料の削減，CO2削減効果，作業環境の改善（暑中作業）など

・製造温度20℃低減時の夏季の⽇中では，およそ60分の早期交通開放が⾒込める
・製造温度を低減することによりCO2の排出量が削減可能となる（ex.20℃で約10%）
→ プラントの機構上，連続製造する必要がある

経過時間と舗装内部温度(路⾯下2.5cm)の関係 出典︓環境改善を⽬指した舗装技術（2004年度版）を基に作表
（社）⽇本道路協会

CO2排出率

（%）

削減率
（%）

備考

180 20.3 － －

170 19.4 － －

160 18.5 100 0 標準温度

150 17.6 95.1 4.9 －

140 16.7 90.3 9.7 －

130 15.8 85.4 14.6 30℃低減

120 15.0 80.6 19.4 －

110 14.1 75.8 24.2 50℃低減

100 13.2 70.9 29.1 60℃低減
※ 骨材温度3%，外気温30℃の条件

混合温度
（℃）

CO2排出量

（kg/ton）

ストレートアスファルト

－

製造温度とCO2排出量の関係の例
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実機検証－９（作業性の評価⽅法の検討）
◆ 合材の作業性に関する定量評価
・⼈の感覚によらず室内で誰でも評価可能な作業性の評価⽅法の検討

→ 測定容器に詰めた合材の質量と流下する時間「流下量」で作業性の評価を試案

・流下量による評価では，再⽣⾻材率が少ない⽅が良好な傾向
※ 流下量は，バインダ種別や混合物種別等により異なる

合材の流下量と流下時間による作業性の評価例

団
粒

化
し

て
詰

ま
り

易
い

さ
ら

さ
ら

と
流

れ
易

い

試料質量（g）
流下時間（sec）

流下量＝
(g/sec)

【流下量の算出⽅法】
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適⽤事例－1
◆ 冬季における施⼯性改善⽬的（通常の製造温度）として使⽤
・段取り換えが多く，合材の待機待ちが想定される現場での品質確保
・再⽣密粒度アスファルト混合物(13)  再⽣⾻材率60%

項目 内容

施工規模 約500㎡，厚さ5cm

表層の種類 再生密粒（再生骨材率60%）約60ton

運搬時間 30分程度
作業工程の
記録

プラント出荷から施工までの所要時間等

施工時の
目標温度

出荷：165±5℃，敷き均し：150±5℃，
初期転圧：140±5℃，二次転圧：80℃以上

作業性の確認 スコップ，レーキワーク，合材の塊具合 等

締固め度 切取り供試体，PQIによる

施⼯概要

概略平⾯図（施⼯区割りと施⼯⽅向）



p.24

適⽤事例－2
◆ 施⼯結果（作業性）
・段取り換えが多く，合材の待機待ちが想定される現場での品質確保
→ 出荷から2時間を超えて施⼯した箇所が発⽣（初期転圧温度は概ね⽬標値内で施⼯）

【作業性に関する作業員の声】
・冷えて団粒化しかけたものがほぐれ易い（例えばダンプの荷台端部など）
・温度が低下しても，スコップがささりやすい
・温度が低下しても，流動しやすく（合材が動きやすく）レーキ作業が容易
・転圧時に，合材が落ち着かないことは無かった 等

施⼯状況 路⾯の状況
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適⽤事例－３
◆ 施⼯結果（コア，PQIによる締固め度の確認）
・出荷から2時間を超えて施⼯した箇所でコアを3本採取し，PQIで24か所の密度を測定

し，締固め度を確認

・コアによる締固め度は，締固め度96%以上を満⾜していた
・各レーンごとに測定したPQI密度計による締固め度も，平均で96%以上を満⾜していた

PQIによる密度測定 コアおよびPQIによる締固め度
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検討のまとめ

◆ 混合物の品質
・合材温度が低下した場合でも締固め性能に優れ，所定の品質を確保することが可能

→ 冬季や遠⽅出荷等の品質確保が可能（施⼯性改善への適⽤が可能）
・製造温度を低減しても，所定の混合物性状を確保することが可能

→ CO2削減(消費燃料削減)，交通開放(規制時間)の短縮等への対応が可能
※CO2削減(消費燃料削減)に関しては，連続出荷が必要

・通常の合材と同様にサイロ貯蔵が可能
→ サイロ貯蔵をしても，混合物性状の変状は認めらず，他の混合物と同じ扱いが可能

◆ 開発技術の設置・運⽤
・⼆流体システムの設置は，1⽇程度で対応可能

→ ⼆流体システム設置に伴う既存設備の増設は，ほぼ無い
・保守点検は，ミキサ部の開⼝部から噴霧状況と専⽤Air圧⼒計の確認で対応可能

→ これまでに⼤きな不具合は無く，専⽤拡散ノズルを交換した事例がある程度
・プラントメーカ，プラントの規模，年式および既設，新設を問わず設置可能

→ ⼆流体システムは，プラントの規模に応じて，設計，製作することで対応

◆本検討で得られた成果は以下のとおりで，実⽤上，適⽤可能な技術であることを確認



p.27

最近の舗装技術の動向－１（国⼟交通省の取り組み）
◆ 国⼟交通省 〜新技術導⼊促進に向けた体制強化〜
・国⼟交通省道路局では，新技術開発・導⼊を促進しており，毎年度の取組を新技術導

⼊促進計画として⾒える化し，道路における新技術導⼊促進を⽀援する第三者機関等
を公募している。

https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001535.htmlより抜粋

遠⽅出荷への
取り組み

遠⽅出荷への
取り組み
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「広域安定供給可能なアスファルト舗装技術」に関する公募の概要

https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001535.htmlより抜粋
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「広域安定供給可能なアスファルト舗装技術」の選定結果

https://www.jice.or.jp/roadtech/was-as

◆ 選定された技術
・9社13技術が選定された
・各所で現場実証を⾏う予定
→ フォームド技術が，いくつか選定さ

れている

今後，フォームド技術を含めた各種
の技術が，遠⽅出荷可能な技術とし
て活⽤が⾼まる可能性!?
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最近の舗装技術の動向－２（東京都の取り組み）
◆ 東京都 〜低炭素アスファルトの導⼊開始（令和4年6⽉）〜
・東京都は，2030年カーボンハーフへの実現に向け，低炭素アスファルト（中温化アス

ファルト）混合物の導⼊について記者発表を⾏った
→ 機械式フォームドアスファルトは，低炭素アスファルトに含まれる

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/governor/governor/kishakaiken/2022/06/03.html
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東京都 機械式フォームドアスファルト技術の中温化の定義

⼟⽊材料仕様書，東京都建設局より抜粋

◆ 東京都の温度低減は，通常の混合物と⽐較して10℃以上と定義

東京都では，10℃以上の
温度低減としている
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東京都における中温化混合物の種類

⼟⽊材料仕様書，東京都建設局より抜粋

◆ 東京都では，機械式フォームド装置による12種類の新規混合物を対象としている。
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おわりに

◆環境条件等を踏まえた適材適所の中温化技術の適⽤が望まれる
例えば，

・夏季には，合材の製造温度低減を主とした適⽤
・冬季には，遠⽅出荷時の品質確保などは通常温度での適⽤

（冬季の製造温度低減は，品質低下のリスクを避ける範囲で適⽤）
◆カーボンニュートラル（脱炭素化）を踏まえた合材製造の対応
・材 料︓使⽤材料の⽔分量の管理，CO2を原材料とする材料の使⽤ など

・設備(燃料)︓・排熱の有効利⽤（脱臭装置），燃焼率の⾼効率化 など

・燃料転換（都市ガス，バイオマス燃料，アンモニア，⽔素） など

→ 燃料転換による設備の更新（デリバリーの整備も含む）
・製造⽅法︓中温化技術，常温技術 など

材料，設備，製造⽅法を組み合わせた複合的な対応

今後は，災害時や材料供給の空⽩地拡⼤の懸念などを踏まえた遠⽅出荷への対応や，
カーボンニュートラル等への社会情勢から，中温化技術等の新技術の活⽤が期待される



道からはじまる未来創造企業
ご清聴ありがとうございました


