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環境ニュース No.18 ｐ1～5 

 

機密文書自動溶解装置 | セリオスピリッツ株式会社 

機密文書処理が社内で完結、究極の安心       環境ビジネスオンライン 

重要書類、個人情報、マイナンバー関連書類等を、外部に委託することなく、自

社内で完全溶解処理できる。オフィス機器です。薬品は不要、水道水のみで全く読

み取り不可能な状態に。溶解後にはブロック状となり再生紙の原料(有価物)です。6

年間のテストマーケティングを経て、金融機関、大手事業所では先行導入の実績あ

り。2016 年秋から本格的に全国展開始めました。製造元のマックマシンツールとの

タイアップ開始。 

価格 お問い合わせください 

工事不要 給排水工事、電源工事不要です。 

安全、クリーン 薬品不使用、操作シンプルで安心 

省エネ仕様 100 ボルト電源で動作 

国際基準以上の処理品質 セキュリティレベル 7 を圧倒的にクリア 

オフィス向きサイジング 社内で処理完結、外部漏洩も防止 

えらべる、3 タイプ 事務所、支店、本店等用途に応じて 

 

機密文書が社内で完結、究極の安心。 

AI,VR、IoT・・・デジタル化とそれに伴う技術の急速な進展は、いまさらなが

ら、めざましいものがあります。いわゆる、ネット社会という言葉も浸透している

わけですが、その一方で相変わらず、重要な機密情報、個人情報などが、外部に漏

洩してしまう事案がたびたび各方面で生じていることも否めません。残念ながら、

「情報漏洩」が人に起因するものである限り、１００％完璧に防衛するということ

は、繁雑な日常業務の中では、容易なことではありません。 

 

JNSA（日本ネットワークセキュリティ協会）による「情報セキュリティインシデ

ント」に関する調査報告書 

JNSA（日本ネットワークセキュリティ協会）による「情報セキュリティインシデ

ント」に関する調査報告書によれば、このネット社会においてさえ、情報漏洩の経

路・媒体の５１．４％は「紙媒体」であるという皮肉な実態が報告されています。

でもこれが正直なところの現状ということです。 
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情報セキュリティに関し、ISO やプライバシーマーク等の各種認証を受けていら

っしゃる場合は、なおのこと、こうした紙媒体による機密文書の管理の中でも、

「廃棄処理」については、それぞれ独自の仕組みを講じていらっしゃることとお察

しします。特に今後は、マイナンバー制度への対応も課題となってまいります。ご

承知のように、マイナンバーを含む文書については、内閣府のガイドラインによっ

て、「復元不可能な処理方法を採用すること」とあります。 

 

当社、セリオスピリッツ株式会社は、この「復元不可能な処理」を自社内で実現

する「機密文書溶解処理装置～Fine Paper Block（特許申請済）」を、開発・製造

元の株式会社マックマシンツール様とタイアップし、2016 年 11 月下旬から本格的

に全国にて販売展開を致します。マックマシンツール社様は、すでに 6年間にわた

り、限定的に京阪神と首都圏の一部の金融機関や企業様にて導入実績をつまれてお

り、機器の性能や安全性等をブラッシュアップすべく、改良も重ねていらっしゃい

ます。 

 

Fine Paper Block（ファインペーパーブロック）の性能・スペックならびに、安

全な文書溶解処理の仕組みなどの詳しい情報を今後、随時当社サイトならびに、当

社の Facebook ページ等において、ご紹介いたします。あわせまして、弊社スタッフ

より、当装置への関心をお持ちいただける皆様に適宜、ご案内・ご連絡等を差し上

げることがあるかと存じますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

この文書溶解処理装置の開発コンセプトがまったく独自なものであり、装置の形

態、仕組み、機能特長においても、他に類を見ないものですし、価格的にも 3タイ

プそれぞれが性能に見合ったコストパフォーマンスを実現しています。現在のとこ

ろはこの Fine Paper Block シリーズに相当する装置は、他社では製造されておりま

せん。すでに、製造元であるマックマシンツール社において、特許出願済み（現在

審査中）でございます。 

 

これまでは、テストマーケティン

グとして、あえて限定的に展開して

まいりましたが、今後は多くの皆様

にご利用いただけるよう、各方面に

はたらきかけてまいります。これま

での経緯からも、ユーザの金融機関

様では、文書処理に不可欠だとし

て、ご氷解をいただいておりますた

め、今後は各方面からのお引き合い

をいただくことと予測しておりま

す。少しでも、この文書溶解処理装
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置に興味をお持ちの場合は、できるだけお早めにお問い合わせいただくことをお勧

めいたします。 

環境にも配慮しながら、確実に安全に機密文書を再生不可能な状態に溶解する、

本装置のお問い合わせ、実機見学のご希望等ございましたら、当社のフリーダイヤ

ルにもお気軽にお尋ねいただければ幸いです。 

〔資料 JNSA（日本ネットワークセキュリティ協会）による「情報セキュリティイン

シデント」に関する調査報告書〕 

 

21 年目以降の太陽光に関する法整備へ 2018 年 7 月の官公庁ニュース 28 件 

環境ビジネス編集部                   2018 年 08 月 06 日号掲載 

太陽光発電設備のリユース・リサイクル・処分に関して、環境省が今後の方向性

を発表したという記事を 7 月 4 日に掲載しました。太陽光は FIT 制度による買取期

間 20 年のみで考えるのではなく、30 年・40 年・50 年といった単位の発電設備とし

て捉える事で、今や新たな事業機会も見えるようになってきています。リサイク

ル・リユース・適正処分についても、追加費用と捉えることもできますし、新たな

機会と捉えることもできます。ぜひ、こういう動向を機会と捉えていただくとよい

のではないでしょうか。 

そのほか、SDGs（持続可能な開発目標）は、大手企業の取組みだけではなく、地

域や中小企業での取組みや、取り組み事例・好例の発表もなされる様になってきま

した。7月の 28 本をざっと目を通してみてください。 

 

CO2 を回収、人口光合成・化学原料などに加工するモデル事業 4 件採択 

2018 年 08 月 08 日掲載 

環境省は 8月 7 日、CO2の資源化を実現するための課題を克服し、モデル的な取り

組みを実施する委託事業の公募において、4つのモデル事業を採択したと発表し

た。 

同事業の名称は、2018 年度より開始した「二酸化炭素の資源化を通じた炭素循環

社会モデル構築促進事業」。産業施設などから排出される CO2を回収・資源化する

「二酸化炭素の回収・資源化を通じた炭素循環社会モデル事業」と CO2の資源化に

適用可能な人工光合成技術を活用する「人工光合成技術を活用した二酸化炭素の資

源化モデル事業」の 2 テーマで事業を行う事業者を公募し、それぞれ 2事業を採択

した。事業期間（予定）は、いずれも 2018 年度から 2022 年度まで。 

清掃工場から排出される CO2でメタンガスを合成 

前者の「二酸化炭素の回収・資源化を通じた炭素循環社会モデル事業」では、日

立造船（大阪府大阪市）とエックス都市研究所（東京都豊島区）による「清掃工場

から回収した CO2の資源化」と、積水化学工業（大阪府大阪市）と島根大学、岐阜
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大学による「廃棄物焼却施設からの CO2を利用した化学品製造」についてのモデル

の構築実証が採択された。 

 

再エネ発電事業に新義務「廃棄費用に関する報告」 10kW 未満太陽光は不要 

2018 年 08 月 01 日掲載 

経済産業省は、固定価格買取制度（FIT 制度）において、7月 23 日より定期報告

（運転費用報告）に廃棄費用に関する項目を追加し、FIT 認定を受けたすべての再

生可能エネルギー発電事業（10kW 未満の太陽光発電設備を除く）に廃棄費用に関す

る報告を義務化した。FIT 認定事業者に対して、運転費用報告の際に、電子報告サ

イトの入力フォームに従って、また、紙での報告の場合は様式に従って、廃棄費用

の報告を呼び掛けている。 

FIT 認定を受けた事業については、法令上の認定基準として、認定を受けた発電

設備の設置に要した費用の報告（設置費用報告）と、認定発電設備の年間の運転に

要した費用の報告（運転費用報告）を経済産業大臣宛に行うことが、認定基準とし

て義務付けられている。廃棄費用に関する項目は、運転費用報告の項目に追加され

た。運転費用報告の方法については、資源エネルギー庁のウェブサイト「なっと

く！再生可能エネルギー」を参照のこと。 

 

ついに電力小売に Amazon プライムが参入 大阪ガス、米アマゾンと連携 

2018 年 08 月 03 日掲載 

大阪ガス（大阪府大阪市）は、8月 1日より従来の電気料金メニュー「ベースプ

ラン」に加え、顧客のライフスタイルや個々のニーズに合わせて利用できる電気料

金メニュー「スタイルプラン」を新たに追加した。その第 1弾として、Amazon（ア

メリカ／ワシントン州）の会員プログラム「Amazon プライム」が利用できる「スタ

イルプラン P」の受付を同日より開始した。 

このプランに切り替えると、Amazon プライムに入会している 4人家族で、月間使

用量 370kWh・年間使用量 4,440kWh という条件の場合、関西電力と契約し別途アマ

ゾンプライム会員である場合より、年間 5,400 円割安になるという（2018 年 8 月時

点での適用単価）。 

 

19 社が連携する「ワンストップ型の廃棄物処理受付サイト」で社会実験 

2017 年 12 月 28 日掲載 

エコスタッフ・ジャパン（東京都中央区）は 12 月 26 日、廃棄物処理・リサイク

ル企業 19 社が連携した廃棄物処理受付サイト「事業ごみ受付センター」を開設し、

都市の廃棄物処理・資源循環、交通環境の改善にむけた社会実験を東京都内 23 区で

行うと発表した。 

開設は 2018 年 1 月 10 日からで、実験期間は約 1カ月。実験では、使用済みの什

器類などの粗大ごみ、廃家電製品、機密書類、その他各種廃棄物を受け付ける。 
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このサイトは、ひとつのプラットフォームでワンストップに廃棄物を受け付ける

もの。行政が行う「（家庭）粗大ごみ受付センター」の事業者版の位置づけだ。 

具体的には同 EC サイトで、廃棄物の処理・リサイクルサービスを 24 時間受付

し、廃棄物は各社に振り分け、運搬・処理が行われるというもの。その際、複数企

業の産廃物収運車両を AI 型配車システムによって効率的に配車する。 

 

SDGs に取り組む方向け、基本書「SDGs の基礎」が発売 

2018 年 08 月 08 日掲載 

学校法人先端教育機構・事業構想構想大学院大学出版部（東京都港区）と宣伝会

議（同）は 9月 3日、SDGs に取り組む方々に向けた基本書となる書籍「SDGs の基

礎」を発売する。 

経営者・経営企画・CSR 担当者から、新社会人、学生まで、SDGs に取り組む全て

の方に向けた必読書として、内容は下記のような疑問に答えられるものだ。 

 SDGs とは何か？ 

 2030 年の望ましい未来は、どのようなものか？ 

 なぜ、SDGs は新事業の開発に役立つのか？ 

 新たな広報・コミュニケーションとして SDGs をどう活用すべきか？ 

 

ベルリン発の新環境ビジネス DYCLE ― おむつから始まるいきものの循環（前編） 

井口 奈保                    2018 年 05 月 21 日号掲載 

赤ちゃんと向き合うおむつ替えの時間は人生のうち最初のたった 2年ほど。そん

な特別な時間を何か形あるものにしたい。次の世代に残していけるものを作りた

い。おむつをまるごと土に還し、木が生え、実が育ったらどんなに素敵だろうか。

家族の愛情と自然との繋がりをドイツのおむつリサイクルシステムプロジェクト

DYCLE（ダイクル）が深めてくれる。 

 

ベルリン発の新環境ビジネス DYCLE ― おむつから始まるいきものの循環（後編） 

井口 奈保                    2018 年 06 月 04 日号掲載 

DYCLE のビジョン 

幾つもの果物の木が植えられた畑から、近隣に住む家族がたわわに実る果実をも

ぎ取り、それが食卓に並ぶ光景を実現するには膨大な土が要り、膨大な堆肥が要

る。 

そのため、効果的に排泄物を収集するプロセスをデザインするのが鍵だった。コ

ンポストトイレもいいが、他に何か方法はないか試行錯誤していた松坂さん。そん

な時に気付いたのは、眠る、食べる、排泄するのが生きる使命とも言える赤ちゃん

の存在だった。コンポストトイレでわざわざ集めなくとも、新しい命が産まれた家

庭では、毎日、赤ちゃんが大量に土の原材料を製造してくれているわけだ。 

 

 


