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法隆寺南大門より 

東洋スクリーン工業株式会社  坪内 



１．はじめに 

  当社は原料鉱石等の振動篩用金網（ワイヤークロ
ス）の製造販売から出発し、その後、国内で最初の
ウェッジワイヤ－スクリ－ン（逆三角形断面形状
▽▽▽を持つ異形線を組み合わせた網）の開発に
成功しました。 

  これにより、食品・化学などの従来の金網では対
応出来なかった分野へのスクリ－ン利用を可能に
しました。 

  このスクリ－ン技術をベ－スに、環境・化学・食品
などの機器や部品を顧客ニーズ個別対応の「多品
種少量生産」で開発・設計・製造・販売を行っていま
す。 

   

 



会社概要 

● 設立       １９５４年１１月 

● 資本金     ２０，０００，０００円 

● 代表者    代表取締役 廣濱武雄 

● 従業員数   ７０名  

● 本社・工場  奈良県生駒郡斑鳩町幸前２－１０－６ 

            ＴＥＬ（０７４５）７０－１７００ ＦＡＸ（０７４５）７０－１７０１ 

                 ＨＰ http://www.toyoscreen.co.jp/ 

             Ｅ－ｍａｉｌ sales_dpe@toyoscreen.co.jp 

● 東京営業所  東京都中央区京橋１－１９－１０ 大宗ビル 

            ＴＥＬ（０３）３５６７－２４８８ ＦＡＸ（０３）３５６４－６４５５ 

             
           



企業方針 

東洋スクリーン工業は、分離分級技術を生かして高品質、高精度の
装置・製品を製作し、社会資本の整備と環境保全に貢献する。 

東洋スクリーン工業は、常に目標を設定し、社業の発展に努め社員
の安定した向上を図る。 

東洋スクリーン工業の社員は、自己の持てる能力を積極的に活用し、
且つ礼節をわきまえ需要家に対応する。 

東洋スクリーン工業の社員は、常に自己研鑽し、あらゆる創意工夫
をする。 

東洋スクリーン工業の社員は、誠実と相互信頼を基本とし、明るい
職場を作る。 

東洋スクリーン工業は、社員の健康と安全管理に心がけ、その家族
が安心して生活が出来るよう努める。 



２．ウェッジワイヤースクリーン 

  ● ウェッジワイヤースクリーンとは？  
  逆三角形断面形状（▽▽）のワイヤーを等間隔に並べる事によって、 

 用途に適した網目（スリット）を形成し、目詰まりの少ない、強靱で精度 

 の高い特長を持った多目的スクリーンです。 

  あらゆる産業分野の分級、脱水、濃縮、ろ過などの幅広い用途に使 

 用可能です。 

型式 

３４Ｂ×０.７ｍｍＡｐ.／Ｑ５６×５０ｍｍｐ. 



  スクリ－ンの加工形状は自在        

パネル、バレル、パイプ、コニカルなど、目的・用途   
に合わせ種々の形状に加工、製作可能 



Ｗ．Ｗ．製品加工例  



 下水処理場（高度処理） 
担体分離Ｗ．Ｗ．スクリーン 



 ウェッジワイヤースクリ－ン応用機器  

● ウルトラＴＮスクリーン（固液分離装置） 
  動力を使用せず、しかも設置面積が少なくて処理能力の大きい、個
液分離スクリ－ンとして発売以来、世界の各業界に３万台以上の実
績を誇ります。 

      ＜作用原理＞ 

ハ－フカットの原理を利用し、スリットの１／２
以 下の粒子（夾雑物）をスクリ－ン上に回収
し、１／２以下の粒子は水と共にスクリ－ン下
に通過させます。従って、目詰りが少なく、表
面が平滑なために回収物がスクリ－ン上をス
ム－ズに滑り落ちます。 



ウルトラＴＮスクリ－ンの特長 

● 特長 

・単位面積あたりの処理能力
が大きい 

・構造が簡単でメンテナンス  
が容易 

・運転動力費が不要 

・設置床面積が非常に小さく
据付の制約が少ない 

・処理量のコストパフォーマン
スに優れる 



ビール工場 

 フィルタープレスの洗浄水回収（麦汁） 



バイオマス関係 



ペットボトルリサイクル工場 



ＴＳドラムスクリーン（固液分離機） 

特徴 
●回転式のスクリーンで大きな
処理量を可能 

●高濃度固形物の処理を可能 

●固形物滞留時間を長くする事
で、安定した濃縮 

●回収物の洗浄目的にも使用 

●客先のニーズに応じた設計も
可能 



学校給食センター排水処理用 



東京都砂町水再生センター 



ファインウェッジⓇ 

 ＷＷＳをさらに微細目開き・高開 

 孔率・精密スリット精度としたスク 

 リーン（フィルター） 

 ＜ポイント＞  

 （１）材質はステンレス（ＳＵＳ３１６Ｌ等）、チタンも製作可能 

 （２）織金網、濾布、濾紙と比較 し、高強度 

 （３）フィルターとして逆洗浄により半永久使用が可能 

 （４）長寿命でリサイクル可能、環境に配慮した製品 

 （５）標準目開き（スリット）は公称１０μm~１００μm 



ウェッジワイヤー 

２２Ｂタイプ（従来型） 

ファインウェッジ® 

５０Ｆタイプ 

ファインウェッジ® 

２５Ｆタイプ 

開孔率 

０．１／１．６＝６．３％ 

  （３か所） 

０．１／０．３５＝２８．６％！ 

  （１６か所） 

  断面と開孔率の比較 
 （ウェッジワイヤーＶＳファインウェッジ） 

０．１／０．６＝１６．７％！ 

  （９か所） 



フィルタ－の社会的背景 

「ろ過分野」ではろ布・ろ紙を用いたフィルターが主に使用 

↓ 

国内数百万本（枚）／月が使い捨て廃棄されている！ 

↓ 

技術の衰退、資源の枯渇、廃棄物処理などの問題が懸念 

 

国外製造品  安価な国外製造品による使い捨て志向、その結果 

          技術の高度化の遅れ→ものが作れない日本 

資源の枯渇  使い捨てフィルターろ材の原料として、石油資源の 

          大量使用→地球温暖化 

廃棄物処理  重金属や放射性物質、企業秘密物質を含有するもの 

           など処理多様性→日本ゴミ捨て場 

 

     



フィルターろ過モデル比較表 



フィルタ－（ろ材として）性能比較表 

型式 従来型式 新規提案形式 

ろ過機構 深層ろ過 

（異物をろ材内部で捕捉） 

表面ろ過 

（異物を表面で捕捉） 

製品分類 織布、不織布、 

糸巻き 

金網 

（焼結金網等） 

ウェッジワイヤ－ 

スクリ－ン 

ろ過精度 低～高 △ 中 △ 中～高 ○ 

処理量 少ない × 多い ○ 多い ○ 

廃棄寿命 短い × 長い ○ 非常に長い ◎ 

洗浄性 困難 × やや困難 △ 良い ○ 

廃棄 

リサイクル 

費用発生 

一部サーマル 

× 有価 

可 

○ 有価 

可 

○ 

コスト（単価） 安価 ○ 高価 × 高価 × 

ＬＦＰＩフィルターＧＢまとめ 



平成１８年度実用化研究開発事業の例 
（経済産業省近畿経済産業局） 

平成１４年度～１６年度にて得られたファインウェッジスクリ－ン 

を用いることよる自動精密表面ろ過装置の開発実用化 
 

 研究要素 （１）従来不可能であった分野へ１０μm以下のファインウェッジ 

           フィルタ－の使用。  

        （２）ろ過抵抗が少なく、低エネルギ－による省エネ運転。 

        （３）洗浄効率を良くし、処理効率ｕｐ。 

        （４）表面ろ過処理かつ長寿命による経済効率ｕｐ。 

 

       

      循環型社会の構築   

（リサイクル  資源有効利用  廃棄物削減） 
 

経済産業省近畿経済産業局補助金事業 



３．海外展開 

環境ビジネスKANSAI ２００９年 

JETRO ２０１０年 

JETRO ２０１１年 

JETRO ２０１２年 



ＥＮＴＥＣ出展 （２００９年） 

小町タイ大使へウルトラ説明中！ 

セミナープレゼン 



ビジネスモデル（２００９年）  
Local Parties We Would Like To Be Involved With 

 

Toyo Screen Kogyo 
 

Japanese Trading Firms  
(such as Uchimura)  

Thai Processing and Assembly  
Companies  

(supposed to have a technical tie-up) 

Plant Engineering Companies 
 for Chemicals, Foodstuffs,  
Water Treatment and so on.  

Thai Local Trading Firms  
(Agencies)  

Users (Chemicals, Foodstuffs, Water Treatment, Sewage Treatment, and Others) 



ビジネスで注意したこと（２００９年当時） 

技術的優位性 
  ファインウェッジを中核とした関連技術を含む、技術的優位の確立とそ
の環境性能など啓蒙・周知を図る。 

価格的対等性 
  途上国においても、為替レートを見越した上で、価格的対等性からさら
に優位性を確保する。 

品質的優位性 
  グローバル展開において品質を保証するシステムを確立する。 

デリバリーの確保 
  ユーザーに納期的損失を出させないシステムを構築する。 

トラブルの回避 
  法的、知的所有権などの明確化と、信頼のおけるローカル代理店の確
保、育成を図る。 

     



ビジネスモデル （２０１２年）  
 

 
Toyo Screen Kogyo 

 

Japanese Trading Firms  
(Uchimura)  

Thai Processing and Assembly  
Companies  

(supposed to have a technical tie-up) 

Plant Engineering Companies 
 for Chemicals, Foodstuffs,  
Water Treatment and so on.  

Thai Local Trading Firms  
(Uchimura Thailand)  

Users (Chemicals, Foodstuffs, Water Treatment, Sewage Treatment, and Others) 



地域文化（産業）との連携  
（国内アライアンスの例） 

東洋スクリーン工業 

ローカルエンジニアリング会社 

金属加工、機器製造メーカーなど 

商社、協同組合など 

   県内・国内・国外ユーザー 

・カスタマイズ設計 

・技術情報提供 

・機器部品として 

・共同開発 

・商品提携 

・共同開発 

・販売・設置 

・メンテナンスなど 

・販売・設置 

・メンテナンスなど 

   例：鹿児島鰹節組合 



地域文化（産業）との連携 （東南アジア） 

地域特性のある産業と協働 

  （魅力ある商品の開発など） 

 

 

    スクリーン 

表舞台に出ない商品 

  ローカル文化 

   地理・気候 

例）農業、水産 畜産など  

  東南アジアのビジネス 

 タイ シュガープラント 
（ジュース用ドラムスクリーン） 

水関係ビジネス 



地域文化（産業）との連携 （タイの例） 

タピオカ澱粉（遠心分離機用スクリーン） 



ビジネスモデル （タピオカ澱粉）  
 

 
東洋スクリーン工業（株） 

 

（株）内村  
  

ＪＰアドバンス 
（関連機器製造） 

内村タイランド  

タピオカ澱粉工場（一例として CHAODEE STARCH CO.,LTD. ) 



ご
清
聴 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た 


