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まえがき 

南海トラフ巨大地震や首都直下地震などの巨大災害の発生が懸念されているなか、平成

23年の東日本大震災に引き続き、平成28年４月14日に内陸型地震の熊本地震が発生しま

した。大規模災害が発生するたびに、災害廃棄物が大量に発生し、早期復旧復興の大きな阻

害要因となっています。このことから、愛媛県では災害廃棄物を適正かつ迅速に処理し県民

の生活環境の保全と円滑な復旧・復興を推進するため、平成28年４月「愛媛県災害廃棄物

処理計画」を策定するとともに、平成30年度までに各市町にも「市町災害廃棄物処理計画」

を策定するようにしています。 

 

 我々産業廃棄物処理業者としましても、災害廃棄物発生時に迅速な支援ができるよう、平

時には、災害時に支援可能な資機材調査や緊急時通行車両事前届出、ＢＣＰ（事業継続計画）

策定等万全の備えをしておき、発災時には速やかに市町等を支援していくことが必要と考え

ています。 

  

 平成28年度は５年に一度の廃棄物処理法改正の年にあたり、当協会としましても全国産

業廃棄物連合会を通じて要望活動を行い、それを受けて国では審議会等で議論されています。

本報告書には、新しい再資源化技術、法改正等の動向、各省庁の予算等の動向等について盛

り込むとともに、新たに新規事業展開の方向性とあり方についても検討しましたので、皆様

の、廃棄物リサイクル事業などに活用していただければ幸いです。 

 

 なお、この「平成28年度再資源化システム等調査研究事業」は、一般社団法人えひめ産

業廃棄物協会が会員の再資源化に向けた取り組みを支援するため、愛媛県の助成を受けて実

施するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注記：本報告書の活用にあたって） 

本報告書の第２章では、本報告書の要約を示していますので、まず第２章を読むことをお勧めします。第３章から第

８章は、より詳しい記述内容となっていますので、関心ある事項についての理解を深めて頂くことができます。 

本文中の特定の項目について関心ある場合は、索引を設けていますのでご活用ください（主な項目のみ）。 

また、本書に関連する個別の参考資料を巻末に掲載しています。参考資料の一部は紙面の都合上、概要に留めている

ものもありますが、すべてホームページ等で参照可能です。 



 

2 
 

第1章 検討会における議論の概要 

報告書作成までに 3回の検討会が開催され、事務局側が準備した報告書案や検討資料をもとに意見

の聴取や議論が行われた。主な意見や議論の内容を以下に示す。 

 

第1回検討会（H28年9月26日） 

1. 本報告書の在り方についてのメンバーからの意見 
・毎年革新的な再資源化の基幹技術を提示するのは困難である。周辺技術、既存技術で活用可能な

ものも意味があるのではないか。 

・平均的な処理業の技術レベルや人材、資金力などを考慮すると、必ずしも先端技術にこだわる必

要はないのではないか。 

・最近では新たな規制や国の施策、国際動向などが廃棄物処理業にとってのビジネスチャンスにな

ったり、逆に経営的なリスクになることも少なくない。このような観点からの紹介も必要であろ

う。 

そのようなものに、廃棄物処理法や各種リサイクル法の改正動向、環境マネジメントシステム規

格 ISO14001や労働安全衛生マネジメントシステム規格 ISO45001の制定、改正情報等が挙げられ

る。 

・処理業者に対し、気づきや啓発的な内容となっても意味があるのではないか。 

 

2. 本報告書の内容としての資源化技術について 
・今年度調査報告では、コア技術にこだわることなく、周辺技術、既存技術にも着目、事例紹介な

どをしてはどうかとの提案があった。 

・例えば、最近開発された強力な磁石は産業界の多くの分野に革新的な進化をもたらしたが、廃棄

物処理の分野でも高性能磁石による貴金属（フライアッシュ中の金や白金微粉）回収技術など着

目すべき報告があり、次田委員から次回検討会で事例発表の予定となった。 

 

第2回検討会（H28年12月13日） 

1．平成28年度報告書について 

①第１回検討会における議論の概要 

前回検討会における委員意見の整理及び追加意見の整理を行った。 

②再資源化システム等事業化の要約 

太陽光からバイオマス発電、メタンガス利用から水素利用、エマルジョン燃料化技術、バイオカ

ーボン燃焼技術、改正動向、予算要求項目、MS改正状況、新規事業展開について説明。 

③新しい再資源化技術 

②の要約で説明していない点について詳細説明。 

④主な意見等 

・エマルジョン燃料については、廃油と汚水で作れば儲かるのでその観点から調査をしてほしい。 

・新しい技術でなく、既存の技術を用いて発想の転換から応用できることをやるべきだ。 

２．産業廃棄物中の有価物の回収技術（次田委員講演） 

金、白金あるいはダイヤモンド等遺利の回収と環境改善、及び石炭からレアアースの回収技術等

について講演があった。これらは小規模でも採算ベースに乗り、協会の県補助事業になれば、四

国経産局等での採用に繋がりやすい等、参加企業にアプローチするよう話があった。 

３．協会施設視察研修 

  専務理事から12月8-9日に実施した以下の施設視察研修について内容報告があった。 
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①セミナー「産業廃棄物を取り巻く状況と将来」（主催：全国産業廃棄物連合会） 

②東京都産業廃棄物協会との交流会 

③スーパーエコタウン見学会（主催：東京都環境公社） 

・高俊興業㈱ 

・㈱アルファ 

・エコプロダクツ2016 

４．その他 

事業化するためにアイデア意見等があれば事務局に報告するよう依頼し、本日の内容を報告書に

反映することとして閉会した。 

 

第3回検討会（H29年2月28日）  

１．産業廃棄物中の有価物の回収技術（次田委員講演） 

前回検討会に引き続き、主に従来技術を活用した産業廃棄物中の有価物（金、白金、レアアー

ス等）の回収について追加の講演があった。技術の概要は、産業廃棄物等原料を微粉砕してシェ

ーキングテーブルを用いた比重選鉱やさらに必要な場合に高性能磁石粉を用いたマグネタイト法

の活用であった。また、新年度に向けてこれら技術を活用した研究会開催の提案があった。 

２．平成28年度事業報告書最終案について 

環境戦略研究所から平成 28年度事業報告書最終案について、前回検討会以降の報告書の修正点、

追加点を主に説明があった。説明を受けて、参加メンバーからの意見に加え検討会後の意見を得た

のち、それらの意見を反映して事業報告書を完成させることで合意された。 

３．新年度における研究会の開催について 

上記の次田委員の講演を契機に、研究会を開催すべきとの意見があり、来年度に再資源化技術に

関する研究会を開催する方向で調整すべきとの結論になった。なお、研究会に関し第 3回検討会及

び検討会後にメンバーから得られた主な意見は以下のとおりであった。 

・3年くらいで成果を出すことを前提に、処理対象とすべき（有価物を含む）産業廃棄物の特定

が本回収技術の研究を進める上でのポイントであろう。 

・若手育成など、協会と協会企業の活性化つながる研究会としたい。 

・そのためのメンバー選定が重要である。 
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第２章 再資源化システム等事業化の要約 

2.1 新しい再資源化技術の可能性と課題 

2.1.1 太陽光発電からバイオマス発電へ、一方で最終処分場に太陽光発電も 

FIT制度（再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）の固定価格買い取り制度）

の制定に伴い、太陽光発電への過熱的な事業参画の後、買取価格が下がり、その結果太陽光発電への

投資メリットは急激に低下、一方で買取価格が低下していないバイオマス発電が相対的にメリットが

注目される事態となっている。現実に最近では、多くのバイオマス施設の設置が検討されてきている。 

一方で、跡地利用が極めて限られる最終処分場などへの太陽光発電の導入は、収益が得られる有望

な事業として注目される。 

 

2.1.2 メタンガス利用から水素利用へ 

従来、バイオマスを発酵させメタンなどの炭化水素を回収、これを燃料または電力として活用又は

販売する施設が多かった。しかし、近年の水素社会の実現への政府の取組みの影響もあり、バイオ発

酵結果の炭化水素から水素を回収するバイオマス関連施設の計画や設置が見られるようになってきた。

この化石燃料から水素燃料への転換の動きは、温室効果ガスを生じさせない燃料への転換を意味し、

化石燃料燃焼後の「炭酸ガス回収・輸送・貯蔵技術（CCS）」とともに温暖化対策の大きな柱の一つと

なっている、注目すべき動向と言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エネルギー転換・利用の流れ 

このように水素が次世代を担う燃料として注目されている理由は、水素が燃焼によって温室効果ガ

スを発生させないことに加え、以下に示すように液体水素のエネルギー密度（重量あたりのエネルギ

ー量）が他の燃料に比べて高いためである。このことは、従来からロケットエンジンの燃料として液

体水素が使われてきたことからも理解できる。 

・ガソリン  12,300wh/kg 

・電気自動車 130wh/kg位（Li-ionの平均値） 

・液体水素  35,600wh/kg 

 

2.1.3 エマルジョン燃料化技術 

エマルジョン燃料は、燃料油に水と界面活性剤を添加し、燃料油中に水を分散混合させた燃料であ

り、燃料が削減された分だけCO2が削減され、加えて燃焼器内の高温雰囲気の中でエマルジョン燃料の

微粒化が促進、燃焼効率が向上する。WEB情報（直接取材は困難）によると、含水廃油（ガソリンスタ

ンドﾞ、その他工場ででる廃油で水を含んでいるもの）や廃食用油も活用可能である。理論的には水の

代わりに汚水の使用も可能と考えられが、十分な情報はない。 

しかし、現行のエマルジョン燃料化技術については、界面活性剤の添加によるコストアップや加水

率の程度、エマルジョン状態の安定性などで、様々な報告がなされている反面、現実的な性能につい
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て十分な情報開示がなされていない面もあり、導入にあたって具体的かつ現実的な検討・確認が強く

望まれる。 

 

2.1.4 ウルトラファインバブル技術 

水などの液体中の微小な気泡で大きさが 1µｍ以下の気泡をウルトラファインバブルといい、通常の気
泡にはなかった特徴を持っている。このウルトラファインバブルの特徴を利用、食品分野をはじめ、化

粧品、薬品、医療、半導体や植物育成等で注目されている。排水処理や廃棄物処理においても、微生物

の活性化、有機物の分解促進、洗浄など幅広い分野で応用が可能と考えられている。 

 

2.1.5 バイオマス燃料の燃焼技術 

バイオマス燃料は、化石燃料と異なり、出力調整が困難で、安定的な燃焼が求められるなど化石燃料

と異なる特徴を持っている。また、発熱量の変動や燃料の貯蔵スペース、自然発火など事前に十分な検

討が求められる。 

 

2.1.6 高性能磁石や既存技術を用いた貴金属やレアメタルの回収技術 

貴金属やレアメタルは、我が国産業にとって不可欠の希少資源であるが、天然鉱山からの採掘の可能

性は低い。従来回収できなかった低純度の資源（貴金属やレアメタル）を微粉状に粉砕することによっ

て、シェーキングテーブルによる比重差選別が有効との報告があった。また、近年の磁石の性能向上に

伴い、前記微粉状物質から有価物を回収できる可能性も示唆されている。この技術は、資源を含有した

原料粉にマグネタイト粒子を混合し、金などの粒子を吸着・回収するものであり、実用化が期待される。 

 

2.2 廃棄物処理関連法の改正 

2.2.1 食品廃棄物の不適正な転売の再発防止の取組み 

平成28年１月に発覚した産業廃棄物処理業者による食品廃棄物の不適正な転売事案を受けた再発防止

策の一環として、平成 29年１月 26日に、食品リサイクル法の判断基準省令等を改正し、食用と誤認さ

れないよう適切な措置を講ずる旨等を新たに盛り込むとともに、食品関連事業者向けの不適正な転売防

止の取組強化のためのガイドラインを公表した。これに伴い、全国産業廃棄物連合会では、廃棄食品の

肥料化と飼料化に関する現地確認チェックリストを作成公開している（参考資料参照）。 

改正した省令の概要は以下の通り。 

・食品関連事業者が食品循環資源の再生利用等を行う場合、不適正な転売を含む不適正処理がなされな

いよう適切な対策を講じるとともに、この対策が再生利用を阻害しないようにしなければならない旨

を追加。 

・食品廃棄物等の収集・運搬時や特定肥飼料等の製造時には、食品廃棄物等の性状または発生の状況を

考慮し、追加的な転売防止措置が必要と認められた場合には、食品廃棄物等が食用と誤認されないよ

う適切な対策を講じる。また委託先においては委託の内容どおり収集・運搬、特定肥飼料等の製造・

利用がなされるよう確認する旨を追加。 

・食品関連事業者が特定肥飼料等の製造を委託する場合には、製造を行う者の再生利用の実態や、周辺

地域における再生利用に係る料金等を参考に、適正な料金で再生利用を行っている委託先を選定する

旨を追加。 

 

2.2.2 廃棄物処理法施行令、施行規則の改正（水銀関係） 

水俣条約の締結に伴い、水銀汚染防止法の制定と大気汚染防止法や廃棄物処理法などの関係法令が改

正された。特に、一定規模以上の焼却施設においては、水銀関係の排ガス規制が施行される他、廃水銀

等の収集運搬基準や保管基準が規定され、該当する場合はマニフェストへの記載も必須となるので注意
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が必要である。廃金属水銀の規制は施行済みであるが、その他は平成29年10月1日から施行される。 

 

2.2.3 PCB特措法の改正 

PCB特措法が改正され、事業者はPCB使用製品の速やかな廃棄やPCB廃棄物の処分委託が必要なので、

該当する事業者は注意が必要である。概要を以下に示す。 

・PCB製品を使用中の事業者は、PCB製品の継続使用は認められず、法に従った廃棄が必要である 

・現在保管中のPCB廃棄物は、速やかに指定された処理施設へ処分委託を行わなければならない 

 

2.3 平成29年度各省庁予算案 

平成29年度の各省庁の予算の内、廃棄物処理業に関連する事業も多く含まれている。これらの事業に

は、CO2等の温室効果ガスの直接的な削減や高効率設備への更新、バイオマス等再生可能エネルギー促進、

水素社会推進等、様々なメニューがある。これらの各省庁の事業の活用は、一般的に採算性に問題が多

いバイオマス関連事業等の可能性を拡大することができる。このように効率的でリスクの低い新規事業

展開を可能とするため、これら省庁事業への積極的な参加によって、設備費や調査研究費などへの補助

金の積極的な活用が期待される。 

 

2.3.1 環境省 

環境省は、パリ協定を踏まえた2030年26%の削減目標達成に向け、「エネルギー対策特別会計を活用し

た環境省の温室効果ガス削減施策」において、地域の自然資源や循環資源を有効活用し、「環境・経済・

社会」が統合的に向上した持続可能な循環共生型社会の実現を目指すとしている。廃棄物処理業者が活

用可能と思われるいくつかの事業を以下に示す。 

・木質バイオマス資源の持続的活用による再生可能エネルギーの導入 

・物流分野におけるCO2削減事業対策 

・再エネ等を活用した水素社会推進事業 

・再生可能エネルギーの自立的電気・熱普及促進事業 

・低炭素型廃棄物処理支援事業 

 

2.3.2 経済産業省 

経済産業省の平成29年度資源・エネルギー関係予算では、バイオマスに係るコスト低減に向けた技術

開発や地産地消型の効率的なエネルギーシステムの構築など、廃棄物処理業に関心の高い省エネコスト

ダウンやバイオマスの活用などの多様なテーマが含まれている。 

・工場、設備単位の省エネ設備導入補助 

－トップランナー制度を流通・サービス業へ拡大し、H30年までに全業種の7割をカバー 

・再エネの普及、水素・燃料電池の導入を支援 

－木質バイオマス発電・熱利用設備の導入を支援 

－水素を利用した燃料電池自動車・水素ステーションの導入支援 

・新エネを普及するための研究開発を実施 

－風力、太陽光、バイオマスに係るコスト低減に向けた技術開発 

・新たなエネルギーサプライチェーン構築を実現 

－地産地消型の効率的なエネルギーシステムを構築 

また、地域経済産業局幹部へのヒアリング結果では、地域社会のリーダとなり得る企業には、補助金

等の経済的な支援にとどまらず、人的・技術的支援も惜しまないとのことであり、関心をもって問い合

わせてほしい。 
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2.4 改正ISOマネジメントシステム規格と対応状況 

2015年 9月 15日に規格が改正され、ISO14001:2015と ISO9001:2015として発行した。既に認証取得

をしている企業は、規格発行日から3年以内（2018年9月14日まで）に新規格への移行審査をクリアし

なければ、認証が取り消されることになる。 

最近制定や改訂される ISO規格は、すべて同じ規格構造（上位規格）を持っており、他の規格との統

合化が容易となった。しかし、現行規格とは異なる構造や追加の要求事項があるため新規格に挑戦する

者や移行する者にとって大きな障害となっている。 

新規格への移行にあたって社内人材で対応できない場合は、複数の企業が合同して外部専門家を活用

（合同コンサルティング）するなど、効率化と費用逓減を図るとよい。 

新規格には、共通する以下の特徴があり、これへの対応が規格導入のポイントと言える。 

・経営に貢献しないとの従来の規格に対する反省から、経営に役立つことを目指した改訂として、組

織内外の課題抽出など(4章)からシステム構築が求められている。 

・マネジメントシステムへの取り組みとその成果に対する経営者の責任が非常に高くなった（5章）。

その結果、新規格は経営に貢献できるシステムとしての評価されている。 

 

2.4.1 ISO14001:2015環境マネジメントシステム（EMS） 

今回の改訂版の規格であるISO14001:2015には、以下に示す特徴がある。 

・経営改善に寄与する（環境と経営の整合）しくみとして、改訂・発行された。現行規格に比較し、

環境への取り組みが経営改善により直結するものとなり、活用が期待される。 

・今後20年を見据え、改訂をしなくてもよいレベルの見直しが行われた。 

・従来に比べ、パフォーマンスに重点がシフトし、より成果が上げやすいものとなった。 

 

2.4.2 ISO9001:2015品質マネジメントシステム（QMS） 

企業経営（=製品やサービスの品質）に密着した規格となった。このことは、再生資源（＝製品）の品

質に留意して事業活動を行わなければならないリサイクル事業の管理システムとして、ISO9001:2015が、

より活用可能で身近な存在となったといえる。また、リサイクル事業の他社との差別化のツールとして

も活用可能である。 

 

2.4.3 ISO45001労働安全衛生マネジメントシステム（OHSMS） 

ISO45001は、上述の２つの規格と同様、上位構造に基づく規格である。2016年初めに国際規格案（DIS）

が発行され、2017年から2018年には国際規格として正式に発行される見込みである。現在、労働安全衛

生マネジメントシステムとしては、OHSAS18001規格が発行されているが、ISO45001発行に伴い廃止され

ると考えられる。 

廃棄物処理業は、平成26年度の厚生労働省データでは、強度率で産業の平均に比較して約5倍、死傷

度数率で約 3.7倍と、他の業種に比べて労働災害が多い。また、近年労働災害事故の発生に伴い、経営

者や管理者が書類送検されるケースも多くみられる。最悪のケースでは、企業の存続にも深刻な影響を

与える。加えて昨年度報告のように、化学物質に関するリスクアセスメントが義務化された。 

このような観点から、①リスクアセスメントの結果、取組みが必要な高リスクの可能性を見つけ出し、

②具体的な改善策を策定し、③予防的に取り組みを行うことによって、労働災害（事故や疾病）を未然

に防ぐことを目的とする本規格は、注目に値するものである。 

 

2.5 新規事業展開の方向性とあり方 

新規事業展開では、以下のような取り組みが考えられる。このような再資源化への取り組みを効果的
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に進めるためにも、力量ある人材の育成や確保、社内体制の整備は重要である。また、新規事業への取

組みにあたっては、事業の可能性を拡大しリスクを低減するためにも、各省庁や地方公共団体等の補助

制度などを積極的に活用したい。 

 

2.5.1 革新的新技術より既存技術、周辺技術への取り組み 

新技術の組織への導入には、多くの時間と努力や費用、技術力、プロジェクトの管理能力などが必要

である。しかし、廃棄物処理業には、これらを無難なレベルですべて保有する企業は多くない。 

このようなことから、多くの廃棄物処理業にとっては、革新的な新技術の導入に取り組むより、既存

技術や周辺技術に一味の工夫をする、いわゆる“ローテク”の活用が新規事業成功への近道と考える。 

この一例として、シェーキングテーブルや高性能磁石を用いた金鉱山からの貴金属の回収やフライア

ッシュからのレアアースの回収がある。後者は、フライアッシュに磁石粉を混合することにより、フラ

イアッシュに含まれるレアアースを付着させ、効率良く回収するものである。一部の回収プロセスには

ノウハウが必要だが、ひと工夫した既存技術と単純な操作で、資源リサイクルの新事業が実現できる。 

また、前述のウルトラファインバブル技術の活用も注目される。この技術を既存設備に活用すること

により、排水処理設備の性能向上や配管洗浄等の維持管理の効率化に寄与するものと期待できる。 

 

2.5.2 経営環境の変化への対応に伴う新事業へ 

法規制や新たな政策、制度の制定・改訂、社会の変化などによって、新規事業や事業の可能性が拡大

する。最近例では、各種リサイクル法やFIT制度、優良認定制度など多くの事例を挙げることができる。

このようなビジネスチャンスの中には、技術的には高くないが、誰よりも早く着手することによって大

きな事業機会を得るものも少なくない。今後考えられる新規事業等や事業拡大（又は縮小）機会には、

以下のようなものを挙げることができる。 

・太陽光発電の廃棄に伴うリサイクル事業 

・水素社会実現に向けたバイオマス事業での水素回収事業 

・フロン規制に伴う空調設備、冷媒の回収 

・トップランナー基準強化に伴う低効率機器の廃棄 

・焼却炉等へのトップランナー基準適用に伴う競争力への影響 

 

2.5.3 協業化、地域連携化による新事業 

上述したように廃棄物処理業者には、新規事業に多くの時間や費用、技術力、プロジェクトの管理能

力などを単独で保有する者は極めて少ない。また、地域公共団体の支援や地域計画への参画が得られな

いままのバイオマス事業、リサイクル事業などへの挑戦には多大なエネルギーを要する割には成功の可

能性は低い。以下に示すような様々な形態での連携と地域公共団体の強力な支援が得られるよう計画す

ることが望まれる。 

・サプライチェーンでの縦の連携 

・異なる廃棄物や処理方法などの横の連携 

・異なる地域の業者との横の連携 

・地域計画に基づく拠点連携 

  



 

9 
 

第３章 新しい再資源化技術 

3.1 太陽光発電からバイオマス発電へ 

3.1.1 太陽光関連事業者の倒産が過去最多ベースの一方、最終処分業者の可能性は 

2016年 1-9月の太陽光関連事業者の倒産は 42件（前年同期比 10.5％増）に達した。このままのペー

スで推移すると、2015年の54件を上回り、2000年以降で最多を記録する勢いである。 

太陽光関連事業は2012年7月に再生可能エネルギー（太陽光、バイオマスなど）の固定価格買い取り

制度（FIT）が導入され、これを契機に多くの事業者が参入してきた。しかし、買い取り価格の段階的な

引き下げで市場拡大のペースが鈍化したほか、事業者の乱立などで競争が激化し事業が立ち行かなくな

る業者が続出。成長が見込まれた有望市場から一転、倒産が急増している。 

しかし、土地代が不要で、跡地利用が限られる最終処分場などでは、土地の活用と事業収入が得られ

るなど、太陽光発電はいまだ有望な事業として期待できる。 

 

3.1.2 木質バイオマス発電の開発が拡大傾向 

全国で木質バイオマス発電の開発プロジェクトが急速に拡大している。2016年7月の1カ月間に固定

価格買取制度の認定を受けた発電設備は 15万 kWにのぼった。特に多いのは海外からパームヤシ殻を輸

入して燃料に利用するケースである。火力発電に代わってCO2を排出しない安定した電力源になりうる。 

資源エネルギー庁がまとめた2016年7月末時点の再生可能エネルギーの導入・買取・認定状況を見る

と、バイオマス発電の増加が際立っている。固定価格買取制度の認定を受けたバイオマス発電設備は 1

カ月間で15万kWも増加した（図1）。運転を開始した発電設備も6万kW増えて、太陽光発電に次ぐ導入

量になっている。その多くは木質バイオマスを燃料に利用する発電設備である。しかし、残念ながら国

内の廃棄物起源のバイオマス発電は多くない。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 固定価格買取制度による再生可能エネルギーの導入・買取・認定状況（2016年7月時点） 

各欄の下段の数字は前月比。バイオマスは燃料の比率を反映。出典：資源エネルギー庁 
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発電した電力の買取量でもバイオマス発電の比率が高まっている。昨年 7月の買取量は再生可能エネ

ルギー全体で47億kWh（キロワット時）に達した。このうち太陽光発電が77％を占めるが、バイオマス

発電も13％に増えている。そのほかは風力発電が6％、中小水力発電が4％である。 

2016年では、１年のうち太陽光発電の買取量が最大になる 5月と比べると、バイオマス発電の比率は

7月に2ポイント上昇した。これは、太陽光の買取量が70億kWhも減少した一方、バイオマス発電は天

候に関係なく安定的に1500万kWh増加したためである。同じ7月には、風力発電と中小水力発電の買取

量は、5月と比較して減少している。 

 

3.1.3 1万kW超のバイオマス発電設備が続々と運転開始 

昨年7月に運転を開始した全国のバイオマス発電設備の内、発電能力が1万kWを超えるものが3カ所

であった。いずれも木質バイオマスを燃料に利用するもので、最大は三重県津市で稼働した2万kWの発

電所で、JFEエンジニアリングが臨海部の工場構内に建設した。 

この施設の年間の発電量は1億5800万kWh（キロワット時）を見込んでおり、一般家庭の使用量（年

間3600kWh）に換算して4万4000世帯分を供給できる能力を持つ。燃料は、地域で発生する間伐材のほ

か、東南アジアから輸入するパームヤシ殻（PKS）を用いる。 

2カ所目の大分県豊後大野市で稼働した「豊後大野発電所」は、地域の間伐材を燃料として利用するも

ので、エネルギー専業のエフオングループが建設・運営する。発電能力は1万8000kWで、年間1億2000

万kWhの電力を供給できる。 

岩手県野田村で運転を開始した3カ所目の木質バイオマス発電所は。地域の間伐材などに加え、PKSを

燃料として利用する。発電能力は 1万 4000kWで、年間 9650万 kWhの電力を供給できる。紙の販売とリ

サイクルを手がける日本紙パルプ商事が運営している。 

7月に新しく買取制度の認定を受け、2019年秋に運転を開始予定の岩手県大船渡市のバイオマス発電

所は、さらに大規模である。発電能力は、7万 5000kWで、太平洋セメントと新電力のイーレックスが共

同で運営する。この発電所もパームヤシ殻を燃料に利用する。 

固定価格買取制度では間伐材などを「未利用木質」に分類して、発電した電力の買取価格を発電能力

により、32円か40円と高く設定している。これに対して海外から輸入するPKSや製材所から出る端材な

どは、「一般木質」に分類、買取価格は 24円と低い。この価格差は、燃料の調達コストの違いによるも

のとなっている。 

木質バイオマス発電では大量の燃料を長期にわたって安定して調達することが大きな課題になってい

る。従って、季節的に発生量に変動がある間伐材や産業廃棄物のみを使用した大規模なバイオマス発電

所を建設することは、よほど条件が整わないと難しい。海外から大量に調達可能なパームヤシ殻を加え

ることで、地域発生のバイオマス資源の増減にも対応できる。このようなことから、今後もパームヤシ

殻を燃料とする木質バイオマス発電所は増えるものと考えられる。 

 

3.1.4 バイオマス発電のコスト 

経済産業省所掌の第23回調達価格等算定委員会資料（2016年11月29日）によると、バイオマス発電

のコストは、以下のとおりであった。 

1）バイオマス発電の認定状況 

燃料種別 認定量：Kw（件数） 導入量：Kw（件数） ミックス想定量Kw 

未利用木質 44万Kw（78件） 25万Kw（38件） 24万Kw 

一般木質・農作物残さ 322万Kw（121件） 28万Kw（26件） 274万～400万Kw 

建設廃材 37万Kw（33件） 34万Kw（31件） 37万Kw Kw 
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2）バイオマス発電の特徴 

・未利用木材等の木質バイオマス発電コストの68%が燃料費（減価償却費と保守点検費が各約10%、人件

費と灰処理費が各6%）であり、燃料費の中長期的な低減が不可欠である。 

・継続的な発電にあたっては、安定的な燃料の供給が課題である。そのため、農林政策とも連携し、マ

テリアル利用を含め、安定的かつ効率的な燃料供給の確保が重要である。 

・廃棄物発電やメタン発酵発電については、廃棄物処理事業や畜産業等の一部として、発電事業が実施

していることも踏まえ、関連施策とも連携し、全体としての効率化を図っていくことが重要である。 

 

3）廃棄物発電のコストデータ 

廃棄物発電は、補助金を得ている物件も多い。 

費用分類 件数 平均値 中央値 想定値 6000Kw以上の設備の平均値 

資本費 43件 85万円/ｋW 75万円/ｋW 31万円/kw 41.6万円/ｋW(12件) 

運転維持費 173件 6.1万円/ｋW 4.4万円/ｋW 2.2万円/ｋW 3.4万円/ｋW(83件) 

 

4）メタン発酵発電のコストデータ 

メタン発酵発電は、想定値より低い値となっているが、導入後間もない物件が多いため調査時点では

修繕・点検等の費用の発生が少ないものと考えられる。 

費用分類 件数 平均値 中央値 想定値 50Kw未満の設備の平均値 

資本費 63件 218万円/ｋW 198万円/ｋW 392万円/kw 279万円/ｋW 

運転維持費 57件 10.3万円/ｋW 5.4万円/ｋW 18.4万円/ｋW - 

 

3.2 メタンガス回収から水素ガス回収・利用へ 

新しい再生可能エネルギー源として、下水処理場で発生する下水汚泥から得られた水素を活用が注目

されている。下水汚泥は、既にある下水処理場を活用することにより、他のバイオマス資源の課題であ

った大量かつ安定的な調達の問題を解消でき、かつ地域資源として活用可能でありメリットは大きい。 

現在は下水汚泥から発生するバイオガスを燃料に、ガスタービンよる発電が主流であるが、下水汚泥

の他の利用方法として水素製造が注目されている。平成26年４月に閣議決定された第４次エネルギー基

本計画では、「水素は、将来の二次エネルギーの中心的役割を担うことが期待される」とされ、調達方法

の多様さや、高いエネルギー効率や温室効果ガスを発生させないという環境負荷の低減の可能性により、

「“水素社会”の実現に向けた取組の加速」が掲げられている。下水汚泥は、再生可能エネルギーであり、

安定的かつ多量に発生することから、下水汚泥を原料として製造される水素は、再生可能エネルギー由

来の水素供給源の一つとして期待は大きい。 

国土交通省では、下水処理場における水素利用の普及促進を目指し、宮城県、奈良県、静岡県三島市3

つの自治体が所有する下水処理場で水素製造事業の実現可能性調査を実施した。また、水素社会に向け

た先進的な取り組みを進めている福岡市では、既にこうした下水汚泥から取り出した水素の活用がはじ

まっている。同事業は福岡市が「水素リーダー都市プロジェクト」として、2014～2015年度に福岡市の

中心部に近い「中部水処理センター」を使って、九州大学と三菱化工機、豊田通商と共同で実施。下水

汚泥から発生するバイオガスを分離膜に通してメタンと CO2に分け、そのメタンと水蒸気を反応させる

「水蒸気改質」で水素を製造している。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡市で実証中の下水汚泥から水素を製造する技術の例

国土交通省では、上述の実証実験などを踏まえ、

水素の製造・利用について、技術面、制度面、経済性等の課題や、その解決策の検討等を行い、クリー

ンな水素の利用を推進するため、平成

を設置した。 

 

3.3 エマルジョン燃焼化技術 

エマルジョン燃料は、燃料油に水と界面活性剤を添加し、機械的に攪拌してオイル中に水を分散させ

た燃料である。一般にボイラー用の

種類がある。使用燃料が削減され、削減された分だけ

高温雰囲気の中でエマルジョン燃料の微粒化が促進

良い燃料として注目されている。エマルジョン燃料化装置のメーカーなどへの直接取材は困難であった

が、WEBから得られた情報では、含水廃油（ガソリン

油）や廃食用油もエマルジョン燃料として

えられが、混入物の種類、濃度、粒度の制限などについての

することにより完全燃焼する可能性が上がり、必要

の発生を抑え、ボイラーや内燃機関

現行のエマルジョン燃料化技術については、様々な報告がなされており、現実的な性能がどの程

のかについては、技術導入前に十分に検証する

以下には、ウェブサイトから抽出・編集したエマルジョン燃料やその技術に関する資料を掲載する。

 

3.3.1 エマルジョン燃料化技術の課題

エマルジョン燃料製造装置（技術）については、

る状況ではない。不十分な情報しか得られないことが既に課題ではあるが、一般的に以下の課題がいわ

れている。 

・不十分な有効性 

燃費の削減、有害排ガスの削減効果が不十分であり、燃費において逆効果なこともある。

・燃焼機関への悪影響 

エマルジョン燃料の性状（水粒子の粒径、分散状態等）が不均一な

料噴射毎で水分率、ひいてはカロリーがバラつき、出力が不安定となる。燃焼機関の多くは供給した

燃料の一部が消費されずに燃料系統内で循環している。その際、燃料が加温（特に重油では粘度を調

整する為、人為的に60℃～150℃に加熱している）され、水の分離が一気に進み、燃焼機関への悪影響

を与える。 

・高いコスト 

C重油、再生油等以外の石油においては界面活性剤が必要で、一般的には

12 

福岡市で実証中の下水汚泥から水素を製造する技術の例 

 

上述の実証実験などを踏まえ、実際の下水処理場をモデルとして、下水汚泥からの

水素の製造・利用について、技術面、制度面、経済性等の課題や、その解決策の検討等を行い、クリー

平成 27年 10月に「水素社会における下水道資源利活用検討委員会」

エマルジョン燃料は、燃料油に水と界面活性剤を添加し、機械的に攪拌してオイル中に水を分散させ

のエマルジョン燃料とディーゼルエンジン用の

種類がある。使用燃料が削減され、削減された分だけCO2の発生量が削減される。その上、

高温雰囲気の中でエマルジョン燃料の微粒化が促進されるため、燃焼効率が向上する。

良い燃料として注目されている。エマルジョン燃料化装置のメーカーなどへの直接取材は困難であった

、含水廃油（ガソリンスタンドﾞ、その他工場から発生する水を含んだ

エマルジョン燃料として活用できる。理論的には水の代わりに汚水の使用も可能と考

混入物の種類、濃度、粒度の制限などについての十分な情報はない。

する可能性が上がり、必要空気量の削減や窒素酸化物（NOX

抑え、ボイラーや内燃機関の排出ガスによる環境負荷を低減させる効果がある

現行のエマルジョン燃料化技術については、様々な報告がなされており、現実的な性能がどの程

技術導入前に十分に検証する必要がある。 

以下には、ウェブサイトから抽出・編集したエマルジョン燃料やその技術に関する資料を掲載する。

の課題 

エマルジョン燃料製造装置（技術）については、WEB情報、直接問い合わせからは十分な情報が得られ

る状況ではない。不十分な情報しか得られないことが既に課題ではあるが、一般的に以下の課題がいわ

燃費の削減、有害排ガスの削減効果が不十分であり、燃費において逆効果なこともある。

エマルジョン燃料の性状（水粒子の粒径、分散状態等）が不均一な場合、エンジン等においては燃

いてはカロリーがバラつき、出力が不安定となる。燃焼機関の多くは供給した

燃料の一部が消費されずに燃料系統内で循環している。その際、燃料が加温（特に重油では粘度を調

℃に加熱している）され、水の分離が一気に進み、燃焼機関への悪影響

重油、再生油等以外の石油においては界面活性剤が必要で、一般的には2～

 

 

実際の下水処理場をモデルとして、下水汚泥からの

水素の製造・利用について、技術面、制度面、経済性等の課題や、その解決策の検討等を行い、クリー

「水素社会における下水道資源利活用検討委員会」

エマルジョン燃料は、燃料油に水と界面活性剤を添加し、機械的に攪拌してオイル中に水を分散させ

のエマルジョン燃料の二

。その上、燃焼器室内の

、燃焼効率が向上する。このため環境に

良い燃料として注目されている。エマルジョン燃料化装置のメーカーなどへの直接取材は困難であった

から発生する水を含んだ廃

る。理論的には水の代わりに汚水の使用も可能と考

十分な情報はない。また、エマルジョン化

NOX）、粒子状物質（PM）

環境負荷を低減させる効果があるといわれている。 

現行のエマルジョン燃料化技術については、様々な報告がなされており、現実的な性能がどの程度な

以下には、ウェブサイトから抽出・編集したエマルジョン燃料やその技術に関する資料を掲載する。 

情報、直接問い合わせからは十分な情報が得られ

る状況ではない。不十分な情報しか得られないことが既に課題ではあるが、一般的に以下の課題がいわ

燃費の削減、有害排ガスの削減効果が不十分であり、燃費において逆効果なこともある。 

、エンジン等においては燃

いてはカロリーがバラつき、出力が不安定となる。燃焼機関の多くは供給した

燃料の一部が消費されずに燃料系統内で循環している。その際、燃料が加温（特に重油では粘度を調

℃に加熱している）され、水の分離が一気に進み、燃焼機関への悪影響

～3%を添加が必要と言わ
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れている。添加剤の費用は、300～1000円/kgであり、エマルジョン燃料は元の石油よりコストが高く

なる場合がある。 

 

3.3.2 エマルジョン燃料の燃焼メカニズム 

ボイラーで使用されるエマルジョン燃料は、エマルジョン燃料製造装置により、ボイラー用の燃料油

に水と界面活性剤を加えてエマルジョン燃料を製造・使用する。A重油を使用しているボイラーは、A重

油エマルジョンを製造して使用する。 

エマルジョン燃料はボイラー内に噴射されると、まず水を包んでいる油が燃焼し、低沸点の水粒子が

気化･蒸発する。その際、まわりを取り囲む油が飛散し、より細かい油粒子となる。この油粒子は体積あ

たりの酸素と接する面積が大きくなり（3200倍と言われている）、局部的な不完全燃焼が減少するため燃

焼効率が高まりPMの発生量も減少する。同時に、含有する水の蒸発潜熱の影響で内燃機関の温度が比較

的低温となることから、窒素酸化物の発生も抑えられる。燃料と水の比率が70：30のエマルジョン燃料

の場合は、従来の100%燃料より30％燃料が減少しているので理論空気量も30％少なくてすむ。また、完

全燃焼しやすいので過剰空気量も少なくすることができるため、必要な空気量は100％燃料に比べて40％

～50％減らすことができる。加えて、必要な空気量を大幅に減らせることはエマルジョン燃料の燃焼ガ

スのボイラー内での滞留時間が長くなり熱交換率が上がるため、100%燃料と同等の燃焼効果を実現でき

る。水分比 25%の軽油エマルジョン燃料でディーゼルエンジンを稼動させた実験では、軽油 100%と比較

して窒素酸化物排出量が60%減少、PMの発生量は90%まで低減されたとのことである。 

 

3.3.3 燃焼効果 

上述のように、エマルジョン燃料は、燃料の使用量が減るため、空気量の絶対量もその分だけ減り、

過剰空気も少なくて済み、ボイラー内で冷たい外気を加温するために使用される無駄な熱エネルギーを

削減できる。また、高い熱エネルギーを持つ排気ガスがゆっくり排出されるため潜熱の損出が減少する

効果がある。 

 

3.3.4 エマルジョン燃料化技術の現状 

ボイラーの燃焼効率や環境負荷物質低減などに最も適した燃料油に対する水の混合比率は、油分の種

類や界面活性剤の選択なども条件に関係し、使用目的と使用環境により決定される。以下は、調査した

企業のウェブサイトの記述であるが、企業によって燃料に対する水の混合比は差がある。 

 

一般的に燃料と水の混合比は、70：30、75：25、80：20である。この場合の燃料削減率は 20％～

25％である。製造コストは5％～10％程度であり、実質的な効果は10％～15％であり、燃料費高騰の

折から燃料費削減の有力な技術である。     

また、ディーゼルでは、攪拌機についても内燃機関と直結させるための工夫が進んでおり、実用化

で先行している工場での発電機などの据付型から、小型にしてトラクターなどのエンジンと一体化さ

せる研究も行われている。 

エマルジョン燃料製造装置は、10年前と比較し格段に進歩を遂げ、ボイラーでの不着火や失火は減

少している。24時間自動運転する装置も市場で運用されており、高品質のエマルジョン燃料が製造さ

れ20～25％の燃料費の削減とCO2やNOX（窒素酸化物）の削減、最近話題のPMの削減を実現する環境

によい燃料として国連の排出権取引の低炭素実現の技術としても登録されている。 

最近では、エマルジョン燃料製造装置を燃料消費者が購入するのではなく、エマルジョン燃料製造

プラントにより製造されたエマルジョン燃料を購入して使用するという方式も始まっている。この方

式では、中小の燃料消費者は設備投資を必要とせずに燃料経費が削減でき、同時に CO2の削減等環境
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に寄与できる。この方式は、長時間分離しない高品質のエマルジョン燃料が製造できるようになった

ことにより実現したものである。従来のエマルジョン燃料は、時間の経過とともに油水分離を起こし

てしまう低品質なものだった。 

燃料高騰とバイオエタノールの見直し議論が進む中で環境に良いエマルジョン燃料の再評価が進

んでいる。従来のエマルジョン燃料の欠点は、時間の経過とともに油水分離が始まることであった。

しかし、技術の進歩により油水分離を起こさないエマルジョン燃料の製造が可能となった。エマルジ

ョン燃料は3ヶ月程度品質を保持するため貯蔵が可能となり燃料の配送が可能となった。 

 

3.3.5 エマルジョン燃料化機器の公表性能はメーカにより様々 

以下に示すように、燃料化機器についてのメーカの公表性能や姿勢もさまざまであり、導入検討にあ

たっては、細心の注意と実地検証が望まれる。 

① クリーンメカニカル株式会社 

 （愛媛県西条市港新地100番地の1 TEL0897-58-3611） 

2007年「エマルジョン燃料製造装置」ECOマシーンを開発。東京工業大学吉川教授とエマルジョン燃料

の燃焼特性の共同研究。エマルジョン燃焼ボイラの実用化に関する研究に取り組んだ。 

現在の状況は、燃料価格が低下しエマルジョン燃料の経済メリットが無くなったため事業は中止してい

る。水を20～30％程度加えたエマルジョン燃料は、燃焼効率が微細化することにより15％程度向上する

ので燃料価格が高ければある程度のメリットは十分出るだろう。 

 

② Eneco Holdings株式会社 

（東京都中央区八重洲1-1-3 TEL 03-3548-1036） 

設立生年月日：平成24年6月15日 

資本金：2000万円 

WEB https://www.eneco-hd.co.jp/plasma.html 

事業内容：バイオディーゼル発電及び電力の販売  

バイオディーゼル発電用設備・機器の販売、斡旋並びにメンテナンス  

バイオマス並びに化石燃料を用いた水エマルジョン燃料の精製及び販売  

水エマルジョン燃料精製用設備・機器の販売、斡旋並びにメンテナンス 

量産型ハイグレードタイプ 精製能力：500L/h（燃料：重油、軽油、灯油、BDF） 

・価格：￥9,500万/1台、及びブラックボックス使用料金 

・消耗品：界面活性剤(水に0.5%使用) 年間稼働率70%で約3,000KL製造。 

・年間消費量が3000Kℓより極端に少なければ初期投資回収に時間がかかる。 

加水率は 50～70％可能 燃焼発熱エネルギーは、水を加えても元の油と同じでいつまでも精製時の状

態を保つ。 

 

③ ナノフュエル株式会社 

（神奈川県川崎市川崎区殿町1-19-4）TEL 044-270-1611（代） 

資本金：175,000,000円 

事業内容：ナノエマルジョン燃料、液体バイオマス発電、燃料改質など環境エネルギー事業、 

設備能力300又は1000L/h 

ナノエマルジョン燃料は、少量の乳化剤0.3%～0.7%で燃焼にムラが発生せず、精製後90分は安定性を

保つ。水粒子を極限まで微細化し、均一分散させることにより、燃料削減効果や PM、NOｘの削減効果が

飛躍的に向上。 

https://www.eneco-hd.co.jp/plasma.html


 

詳細は打合せ後でないと明らかにできない

1. ナノエマルジョン燃料製造装置は、既存の燃料タンクと燃焼設備の間に配置する、省スペースの

インライン方式を採用、設置工事が簡便で、コストも比較的廉価で抑えられる。

2. 燃料機関の燃料使用等に合わせてその製造量を制御する。

3. 長期間使用せず再稼働する際に、配管タンク内の残留ナノエマルジョン燃料を再乳化する。

4. NEFSに不具合等が発生してしまった場合には、元の燃料ラインに切り替える。

5. 現場にてフィルター清掃した際などに発生するエアーは簡単に抜き取る。

6. 燃料製造状況を本部にて常時モニターするシステム。

7.独自開発によるナノエマルジョン燃料専用添加剤

通常のエマルジョン燃料は 3%～

の10分の1程度の微量の乳化剤の添加だけで、燃焼にムラが発生せず、安定性を保つことができる。

添加剤「NANOEMER」は、当社とミヨシ油脂（株）によるナノエマルジョン燃料専用添加剤。対象になる

燃料は、灯油、軽油、A重油、MDO

剤では対応できないが、専用の 2

ョン化を可能にした。 

 

3.4 ウルトラファインバブル技術 

3.4.1 ウルトラファインバブルとは

水などの液体中の微小な気泡で、大きさが

大きさが10～数10µm程度の気泡をマイクロバブルといい、総称してファインバブルと呼んでいる。
らは、通常の気泡にはない、特徴を持っており様々な産業での活用が期待されている。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウルトラファインバブルなどのイメージ図

 

3.4.2 ウルトラファインバブルの特徴

ウルトラファインバブルの特徴には以下のようなものがあるが、バブルの生成方式により物性が違う

ため全てが同じような作用をもたらす

・界面活性作用 

マイナスの電位を帯びているため汚れなどのプラスのものに付着

上分離させたり、工業製品等の洗浄を

混ぜる効果がある。  

・衝撃圧力作用 

気泡圧壊時に局部的に高温高圧状態になり大きな衝撃を発生、周辺の物質に作用する。細胞破壊を
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詳細は打合せ後でないと明らかにできないとのことだがWEBでは以下のように示している

ナノエマルジョン燃料製造装置は、既存の燃料タンクと燃焼設備の間に配置する、省スペースの

ンライン方式を採用、設置工事が簡便で、コストも比較的廉価で抑えられる。

燃料機関の燃料使用等に合わせてその製造量を制御する。 

長期間使用せず再稼働する際に、配管タンク内の残留ナノエマルジョン燃料を再乳化する。

に不具合等が発生してしまった場合には、元の燃料ラインに切り替える。

現場にてフィルター清掃した際などに発生するエアーは簡単に抜き取る。

燃料製造状況を本部にて常時モニターするシステム。 

独自開発によるナノエマルジョン燃料専用添加剤 

～5%の添加剤が使用されているが、このナノエマルジョン燃料は、他社

程度の微量の乳化剤の添加だけで、燃焼にムラが発生せず、安定性を保つことができる。

」は、当社とミヨシ油脂（株）によるナノエマルジョン燃料専用添加剤。対象になる

MDO、MGO等様々で、同一油種でもその性状は大きく異なり、既存の添加

2種の添加剤の配合を変えることでこれらの全ての燃料のナノエマルジ

 

ウルトラファインバブルとは 

で、大きさが 1µm以下のものをウルトラファインバブルと
程度の気泡をマイクロバブルといい、総称してファインバブルと呼んでいる。

らは、通常の気泡にはない、特徴を持っており様々な産業での活用が期待されている。

 

ウルトラファインバブルなどのイメージ図 

ウルトラファインバブルの特徴 

ウルトラファインバブルの特徴には以下のようなものがあるが、バブルの生成方式により物性が違う

ような作用をもたらすものではない。 

マイナスの電位を帯びているため汚れなどのプラスのものに付着しやすい。水中の様々な汚れを浮

上分離させたり、工業製品等の洗浄を可能にする界面活性作用により、粘性を和らげる効果、ものを

気泡圧壊時に局部的に高温高圧状態になり大きな衝撃を発生、周辺の物質に作用する。細胞破壊を

 

では以下のように示している。 

ナノエマルジョン燃料製造装置は、既存の燃料タンクと燃焼設備の間に配置する、省スペースの

ンライン方式を採用、設置工事が簡便で、コストも比較的廉価で抑えられる。 

長期間使用せず再稼働する際に、配管タンク内の残留ナノエマルジョン燃料を再乳化する。  

に不具合等が発生してしまった場合には、元の燃料ラインに切り替える。 

現場にてフィルター清掃した際などに発生するエアーは簡単に抜き取る。 

の添加剤が使用されているが、このナノエマルジョン燃料は、他社

程度の微量の乳化剤の添加だけで、燃焼にムラが発生せず、安定性を保つことができる。 

」は、当社とミヨシ油脂（株）によるナノエマルジョン燃料専用添加剤。対象になる

等様々で、同一油種でもその性状は大きく異なり、既存の添加

種の添加剤の配合を変えることでこれらの全ての燃料のナノエマルジ

をウルトラファインバブルといい、また、

程度の気泡をマイクロバブルといい、総称してファインバブルと呼んでいる。これ

らは、通常の気泡にはない、特徴を持っており様々な産業での活用が期待されている。 

ウルトラファインバブルの特徴には以下のようなものがあるが、バブルの生成方式により物性が違う

しやすい。水中の様々な汚れを浮

粘性を和らげる効果、ものを

気泡圧壊時に局部的に高温高圧状態になり大きな衝撃を発生、周辺の物質に作用する。細胞破壊を
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必要とする最新医療の分野や醸造、発酵などで幅広く活用できると期待されている。  

・生理活性作用 

生物に成長促進としての効果があるほか、使用する気体を酸素にすれば溶存酸素量を高効率で増や

す事が出来る。化学薬品と違い、生体の安心・安全な発育に貢献できる。  

 

3.4.3 ウルトラファインバブルの効果 

廃棄物処理業に関連すると考えられるウルトラファインバブルの効果の主なものを以下に示す。 

・洗浄効果 

ウルトラファインバブルはマイナス（-）の電荷を帯びているため、水中に漂うプラス（+）の電荷

を帯びた微細な汚濁物質を吸着する。この効果を利用して、食品工場等の配管洗浄・CIP（Cleaning in 

Place=定置洗浄）に採用されている。 

・滅菌効果 

菌の増殖の抑制に非常に大きな効果を持つのもウルトラファインバブルの特筆すべき特徴である。

ウルトラファインバブルの圧壊時に発生するフリーラジカルの作用により、菌やウイルスを攻撃して

増殖を抑制すると考えられている。 

・酸化の抑制 

ウルトラファインバブル水は、酸化還元電位＊）が低くなる傾向が見られ、ナノバブル冷塩水で洗浄

した魚は酸化しにくく、鮮度が保持できる。 

＊）酸化還元電位（ORP）とは、その物質が他の物質を酸化しやすい状態にあるのか、還元しやすい

状態にあるのかを表す指標のこと。 

 

3.4.4 ウルトラファインバブルの廃棄物処理業への活用 

以上のようなウルトラファインバブルの特徴・効果を生かすことによって、廃棄物処理業への活用と

して以下のようなものが考えられる。 

・排水処理における有機物の分解促進 

・廃棄物処理施設や配管類の洗浄や滅菌及び悪臭発生の予防 

・バブルの浮上分離作用を利用した排水の浄化 

・熱交換器等のスケールの除去 

・施設内の薬品を用いないエリア滅菌 

 

 

3.5 既存技術や高性能磁石を活用した貴金属やレアメタルの回収技術 

貴金属やレアメタルは、近年の自動車、電子機器類の製造には不可欠の資源である。しかし、我が国

で採掘可能な資源は少なく、国家戦略的にもその確実な確保が求められている。 

一方、廃棄物の中には、微量の貴金属やレアメタル等が含まれていながら、経済的に回収できないな

どの理由で、処分されているものもある。また、プリント基板のように、天然鉱山から採掘されるより

高濃度の貴金属を含んでいるものもある。 

しかし、課題として収集時の物流コストや分離技術などが挙げられる。加えて、金の回収のように、

水銀など環境にとって有害な物質が用いられ、環境対策が不可欠の要素となることから、安価で無害な

資源の回収技術が求められている。 

そのような安価で無害な希少資源の回収方法として、粉粒状物質に用いられる比重選鉱法の一つであ

るシェーキングテーブル(Shaking Table)がある。これは、単にテーブルとも呼ばれており，矩形または

それに近い形状のわずかに傾斜した溝付き平板と，それを左右に往復振動させるための駆動機構より成
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り立っており、運転管理に人手を要する欠点もあるが，化学的処理を必要としない精度の高い選別技術

を特徴としている。 

また、上記テーブルにマグネタイト法を組み合わせて選鉱精度を更に向上させることも可能とのこと

である。マグネタイト法は、金粒子に疎水性があることによりマグネタイトの表面に付着することを利

用したもので、マグネタイト粒子を金粒子を含む粉粒状の原料に混合することによって吸着・回収する。

この磁石粉（マグネタイト粒子）を粉粒状原料に混合し、吸着・回収する方法は、高性能の磁石の開発

によって可能となったもので、白金族金属粒子やダイヤモンド粒子、銅粒子の回収にも適用可能な技術

とのことである。産業廃棄物中の希少資源の回収への適用が期待される。 

 

3.6 バイオマス発電の課題やバイオマスの燃焼技術 

再生可能エネルギーの中で燃焼することによって利用可能となるのはバイオマスだけである。バイオ

マス発電事業に FIT制度を活用しようとするなら、買取期間の全期間にわたって、安定してバイオマス

燃料を調達できなくてはならない。この点が、いつでも手に入る太陽光、風力、水力、地熱とは大きく

異なることを認識する必要がある。 

また FIT制度の面から、同じ木材であっても未利用木材とリサイクル木材では買取価格に 2倍以上の

差がつくので、バイオマス発電では燃料を種類ごとに分別しなければならない。発電に利用した燃料の

種類ごとの量を計算式に従って算出・報告することが義務づけられている。 

また、バイオマス発電事業の採算性向上には、以下に示す３つの主な課題があることも忘れてはなら

ない。 

第1は、燃料の持続的な調達である。FIT制度を活用した木質バイオマスの場合、5,000Kw以上の大規

模発電所であれば採算がとれるといわれる。しかし大規模発電所を維持するための燃料を国内で継続的

に調達するのは困難な場合が多い。このため、多くの大規模発電所のように、ヤシ殻などの海外資源の

輸入に頼ることになり、林業や廃棄物等の国内産業との関係が低下することになる。 

第2は、バイオマス発電の発電効率の低さである。発電能力を増加させても、発電効率は20%台であり、

投入エネルギーの 80%は熱などとして排出される。また、設備の効率化や保守体制の整備も課題である。

国産の木質ボイラーは、焼却炉などの技術を転用して開発されており、海外製ボイラーに比較して燃焼

効率が劣ると言われており、国内メーカの対応が望まれる。 

第 3は、地域との連携の問題である。バイオマス発電は、海外廃棄物資源に依存するウエイトが高い

と言いながらも、施設立地地域の林業や畜産業などを無視しては成り立たない。人口密集地域を避けて

設置されることが多いバイオマス事業は、人口減少に悩む地方の雇用を生み、自立した街づくりに貢献

することが期待される。このようなことから、国内農林業その他のバイオマス資源や施設運用結果のエ

ネルギーの地産地消及び災害発生時のエネルギー供給基地など、地域社会や農林業等との連携の強化も

進められている。 

また、バイオマス燃料は、以下に示すように化石燃料と異なる特徴を持っており、燃焼技術が十分に

確立している訳ではない。 

・化石燃料と異なり、出力調整が困難で、安定的な燃焼が求められる。 

・化石燃料に比べ発熱量が低く、含水率などによる発熱量の変動がある。 

・同じエネルギーを得るために、燃料の貯蔵量、貯蔵スペースが大きくなる 

・大量貯留に伴う自然発火への配慮が必要 

・燃焼自動化には、バイオマスのペレット化などの加工が必要で、コスト高となる。 

従って、バイオマスを燃料として用いる施設の導入にあったっては、化石燃料とは異なり、燃焼技術

が十分に確立している訳ではないことを念頭に、燃焼ノウハウ、燃焼技術の把握、習得などへの配慮も

忘れてはならない。  
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第４章 廃棄物処理法及びその他関連法の改正動向 

4.1 廃棄物処理及びリサイクル関連法規制 

4.1.1 PCB特措法等の改正 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)の改正に伴い、関連の

事業者は、PCB使用製品の速やかな廃棄やPCB廃棄物の処分委託が必要なので、注意が必要である。 

・PCB製品を使用中の事業者は、PCB製品の継続使用は認められず、法に従った廃棄が必要である 

・現在保管中のPCB廃棄物は、速やかに指定された処理施設へ処分委託を行わなければならない 

また、本改正に伴い、PCB廃棄物処理基本計画も変更となった。今回の改正で、規制当局の権限や違反

時の罰則が強化された。保管中の PCB廃棄物の早期委託処分及び使用中の PCB使用製品の廃棄と期限内

処分ができるよう、早めにJESCOへの登録を行う必要がある。以下にその概要を示す。 

 

①PCB特措法（ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法）の改正 

ポリ塩化ビフェニル（以下 PCB）は、カネミ油症事件を契機にその毒性が社会問題化し、昭和 47年以

降製造中止となった。その後、30年間以上処理されない状態が続いたが、平成13年にPCB特措法を制定、

国が中心となってJESCO（中間貯蔵・環境安全事業株式会社）の全国５か所の事業所に処理施設を整備し、

高濃度PCB廃棄物の処理を実施してきた。 

しかし、処理完了期限が最短で平成30年度末となっているにもかかわらず、処分委託しない事業者や

まだ使用中の PCB使用製品も存在し、処理期限内の処理完了が懸念される状況になっている。計画的処

理完了期限の早期達成に向けて、処分への取り組みを強化するため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物特別措

置法の一部を改正し平成28年5月2日に公布、同年8月1日から施行された。 

改正の概要は、以下のとおりである。 

A.高濃度PCB廃棄物の処理期限までの処分の義務付け 

・高濃度PCB廃棄物を処理期限までに処分を委託することが義務付けられた。  

・使用中の高濃度PCB使用製品は、処理期限までに使用をやめ、処分を委託することが義務付けられた。  

・処理期限までに処分を委託しない場合には、改善命令の対象となる。  

・処理期限経過後の高濃度PCB使用製品は、高濃度PCB廃棄物とみなされる。 

・PCB廃棄物を多量に保管している等により、計画的に処理を行っている場合には、都道府県知事あてに

届け出ることにより、処理期限の1年後（特例処分期限日）までに処分することが可能。  

・低濃度PCB廃棄物の処理期限は、引き続き平成39年3月31日となるので、計画的な処理が必要。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：月刊エコロジーより引用 
http://www.env.go.jp/press/102108.html 

 

①届け出されていない高濃度の PCB
廃棄物が相当数存在し、実態を把
握できていない 

②いまだ使用中の高濃度PCB製品が
相当数存在する 

③届け出されていても、JESCOに処
分委託されていないままでいる
高濃度PCB廃棄物が多い 

・都道府県が事業者に対して報告徴収
や立ち入り検査をできるようにし
て、権限を強化 

・高濃度PCB製品を使用している事業
者に廃棄を義務付け 

・高濃度PCB廃棄物を保管する事業者に期限前
処理を義務付け 

・義務違反に対しては改善命令、罰則、代執行 

これまでの問題点 改正点 

http://www.env.go.jp/press/102108.html
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B.届出内容の追加、変更について 

(1)保管している全てのPCB廃棄物の処分が終了した場合の届出（新設） 

保管している全ての高濃度 PCB廃棄物の処分の委託を終えた時は、処分の委託を終えた日（委託契

約書の締結日）から20日以内に、また全てのPCB廃棄物の処分を終えたときは、処分を終えた日から

20日以内に、いずれも「処分終了届出書」により都道府県知事あてに届け出ることが義務付けられた。 

(2)高濃度PCB使用製品の廃棄終了の届出 

電気事業法に基づく電気工作物を除き、全ての高濃度 PCB使用製品の廃棄を終えた日（使用をやめ

た日をいう。）から20日以内に都道府県知事あてに届け出ることが義務付けられた。 

(3)PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書の様式変更 

毎年6月30日までに前年度のPCB廃棄物の状況について届け出る「保管及び処分状況等届出書」の

様式が変更され、一部項目の削除及び処分予定年月の記載が追加された。 

C.高濃度PCB廃棄物の保管場所の移動について 

都道府県内で保管している高濃度PCB廃棄物は、JESCO事業エリアを越えて、保管場所を移動すること

が原則禁止された。 

環境大臣の確認要件「届け出た保管の場所において確実かつ適正に保管することができなくなったこ

と及び確実かつ適正に保管することができる場所に保管の場所を変更すること」を満たし、環境大臣の

確認を受けた場合に限り、移動することが可能になった。 

D.都道府県知事による立入検査及び報告徴収の対象の拡充 

立入検査及び報告徴収について、保管等の状況の届出を行った保管事業者のみを対象とするのではな

く、高濃度PCB廃棄物の疑いのある物及び高濃度PCB使用製品についても対象に追加された。 

 

② PCB廃棄物処理基本計画を変更 

平成28年5月公布のPCB特措法の一部改正に伴い、PCB廃棄物処理基本計画を変更した。これまでは

環境大臣が基本計画を定めていたが、国を挙げた取り組みであることを示すため、閣議決定計画に格上

げした。 

・高濃度PCB廃棄物はJESCOで処理、低濃度PCBは民間事業者で処理が基本。 

・高濃度PCB廃棄物は、計画的処理完了期限を達成するため、処分期間（計画的処理完了期限の１年前）

又は特例処分期限日（計画的処理完了期限と同じ日）内に処分委託を行わなければならない。 

・低濃度PCB廃棄物は平成39年3月31日までに処分委託を行わなければならない。 

・PCBはこれまで、約 59,000tが生産され、この うち約 54,000tが国内で使用された。コンデンサー、

変圧器、安定器などの製品が対象である。処分量の見込みは、大型変圧器等：約 3.6千台、大型コン

デンサー等：約8万台、安定器：約390万個、小型変圧器・コンデンサー：約60万個、その他汚染物

等：660トンである。最新の処理の見込み量等を毎年度公表する。 
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http://www.env.go.jp/press/102818.html 

 

4.1.2 食品リサイクル関連法規制の改正 

平成28年１月に発覚した産業廃棄物処分業者による食品廃棄物の不適正な転売事案を受けた再発防止

策の一環として、平成29年1月26日に食品リサイクル法の判断基準省令等を改正、当日から施行され

た。本改正では、食用と誤認されないよう適切な措置を講ずる旨等を新たに盛り込むとともに、食品関

連事業者向けの不適正な転売防止の取組強化のためのガイドラインを公表された。 

改正の概要は以下の通りである。 

①食品関連事業者が食品循環資源の再生利用等を行う時 

・不適正な転売を含む不適正処理がなされないよう適切な措置を講ずるが、その措置が再生利用の阻害

につながらないようにすることを追加。 

②食品廃棄物等の収集・運搬や特定肥飼料等の製造を行う時 

・食品廃棄物等の性状または発生の状況を勘案し、追加的に転売防止措置が必要と認められる場合には、

食品廃棄物等が食用と誤認されないよう適切な措置を講ずること。 

・委託先においては委託の内容どおり収集・運搬、特定肥飼料等の製造・利用がなされるよう確認する

措置を講ずることを追加。 

③食品関連事業者が、食品循環資源の再生利用として他人に特定肥飼料等の製造を委託する時 

・当該製造を行う者の再生利用の実態や、周辺地域における当該再生利用に係る公示された料金等を踏

まえ、適正な料金で再生利用を行っている委託先を選定することを追加。 

 

また、本法改正を受けて、全国産業廃棄物連合会では、廃棄食品の肥料化や飼料化に関し、産業廃棄

物処理業実地確認チェックリストを作成、ホームページにて公開している（添付参考資料参照）。 

  

http://www.env.go.jp/press/102818.html


 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

4.1.3 廃棄物処理法 施行規則等のトリクロロエチレンに関する改正 

平成26年9月、中央環境審議会会長からトリクロロエチレンの公共用水域の水質汚濁に係る

人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値を見直すこと

が適当である旨が、答申されました。この答申を踏まえ、同年11月17日に水質環境基準及び

地下水環境基準が改正された。これを受け、トリクロロエチレンの水質汚濁防止法に基づく排

水基準が改正された。 

その結果を踏まえ、廃棄物最終処分場からの放流水の排出基準、特別管理産業廃棄物の判定

基準等が改正された。平成28年9月15日から施行。 

環境省：http://www.env.go.jp/press/102658.html 

 

4.1.4 水銀に関する水俣条約に係る廃棄物処理法関係の改正 

水銀による地球規模での環境汚染を防止するための「水銀に関する水俣条約（以下「水俣条

約」」が採択されたことに伴い、各種の担保措置が取られた（下図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃棄物処理法関係では、廃水銀等を新たに特別管理廃棄物に指定するとともに、処理・保管

の基準が規定された。 

①水銀又はその化合物が使用されている製品（以下「水銀使用製品」という。）が一般廃棄

物となったものから回収した廃水銀及び当該廃水銀を処分するために処理したものを特別

管理一般廃棄物に指定 

②廃水銀等及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの（環境省令で定める基準に適合

しないものに限る。）を特別管理産業廃棄物に指定 

③ア．①、②の収集・運搬に係る処理基準及び保管基準を指定 

 イ．①、②の中間処理並びに最終処分に係る処理基準を規定 

④水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準を規定 

⑤廃水銀等の硫化施設の産業廃棄物処理施設への指定 

施行日：①、②、③アは水俣条約の発行日又は平成28年4月1日のいずれか早い日 

    ③イ、④、⑤は平成29年10月1日 

また、大気汚染防止法では、火格子面積2m2以上、又は焼却能力が200Kg/時間以上の廃棄物

焼却炉を対象として、水銀の大気排出規制が施行される。なお、水銀含有汚泥等の焼却炉等に

ついては、施設規模による裾切りはない。詳細は、後述の4.2.3を参照。 

 

http://www.env.go.jp/press/102658.html
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4.1.5 自動車リサイクル法施行規則の改正 

自動車リサイクル法（使用済自動車の再資源化等に関する法律）に基づき、使用済自動車の

適正処理における安全性を確保するため、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則の

改正を行い、破砕業者が解体業者等からの解体自動車の引取りを拒める正当な理由として、解

体自動車に発炎筒が残置されていることを追加した。 

環境省：http://www.env.go.jp/press/102716.html 

 

4.1.6 プラスチック再生材料の事業プロセスパフォーマンスに関する指針（品質マネジメント

システム）のJIS制定 

プラスチック再生材料の事業プロセスの信頼性向上に資する品質マネジメントシステム

（JISQ9001）の分野別指標について、「新市場創造型標準化制度」を活用してJISを制定。こ

のプロセス指針を活用することにより、リサイクルプロセスの信頼性が高くなり、再生材の利

用促進につながることが期待できるため、事業展開を有利にする上で活用可能である。 

経産省：http://www.meti.go.jp/press/2016/10/20161020001/20161020001.html 

 

 

4.2 その他の法規制 

4.2.1 温暖化対策推進法に基づく排出抑制等指針を改正(上下水道等) 

事業者が温室効果ガス排出量の削減努力義務を適切かつ有効に実施するために、従来、製造

部門、業務部門、廃棄物処理部門に対する指針が示されているが、新たに上水道・工業用水道

部門、下水道部門における取組の指針が示された。以下に概要を示す。 

①上水道・工業用水道部門 

温室効果ガスの排出の抑制等に資する設備の選択及び使用方法において、取水・導水工程、

沈殿・ろ過工程、高度浄水工程、排水処理工程、送水・配水工程等における設備ごとに対策を

提示。 

②下水道部門 

温室効果ガスの排出の抑制等に資する設備の選択及び使用方法において、前処理・揚水工程、

水処理工程、汚泥処理工程、汚泥焼却工程等における設備ごとに対策を提示。 

終末処理場等（終末処理場又は終末処理場以外の処理施設）ごとの処理下水量当たりの温室

効果ガス排出量の目安は、施設の種類ごとに以下の値とする。 

・指標として、終末処理場等における処理下水量当たりの温室効果ガス排出量を設定（全国の

終末処理場等における平均値や、高効率攪拌機等の省エネ型設備の導入による温室効果ガス

削減効果も勘案）。 

・評価指標＝｛（当該終末処理場等で１年間に使用された電気及び化石燃料等のエネルギー

の使用に伴って排出されたCO2排出量）＋（当該終末処理場等において１年間に下水の処

理（汚泥の処理を含む）に伴って排出されたN2O排出量をCO2の量に換算したもの）＋（当

該終末処理場等において１年間に下水の処理（汚泥の処理を含む）に伴って排出されたCH4

排出量をCO2の量に換算したもの）－（未利用エネルギーの活用等によるCO2削減効果）｝

／（当該終末処理場等における１年間の処理下水量） 

・終末処理場等の規模、処理形式の別ごとに目標値を設定。 

 

 

http://www.env.go.jp/press/102716.html
http://www.meti.go.jp/press/2016/10/20161020001/20161020001.html
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出典：環境省地球環境局地球温暖化対策課資料 

 

4.2.2 水質汚濁防止法の排水基準を定める省令の一部を改正 

水質汚濁防止法におけるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、

アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る暫定排水基準について、現行の暫定

措置が平成28年６月30日をもって適用期限を迎えるため、以降の排水基準について定めた。 

暫定排水基準が設定されている13業種のうち、１業種（粘土かわら製造業）については暫定

排水基準から一般排水基準へ移行。残る12業種のうち7業種については、一部の項目について

現行の暫定排水基準を強化する。その他5業種については現行の暫定排水基準を維持し、適用

期限を3年間延長する。 

 

4.2.3 大気汚染防止法施行規則の一部を改正（水銀関係） 

水俣条約の採択を受けて、水銀等の大気中への排出を規制するための大気汚染防止法の一部

を改正する法律が成立。これを踏まえ、「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令」等

が公布・告示された。廃棄物焼却炉では、火格子面積2m2以上、又は焼却能力が200Kg/時間以

上が対象となり、水銀の大気排出規制が施行される。 

改正の主な内容は、以下のとおり。. 

(1)大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令 

・水銀排出施設の種類及び規模、排出基準を定めた。 

・水銀排出施設の届出等に係る様式を定めた。 

・水銀濃度の測定頻度や測定結果の取扱いを定めた。 

(2)排出ガス中の水銀測定方法を定める告示 

 大気汚染防止法施行規則第16条の12の規定に基づき、排出ガス中の水銀測定方法を定めた。 

 

4.2.4 土壌汚染対策法施行令を改正(クロロエチレン関係) 

現在25物質が指定されている土壌汚染対策法の特定有害物質に、新たにクロロエチレンを追

加指定した。 施行日は平成29年４月１日。 
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第5章 平成29年度各省庁予算 

日本政府は 2030年時点で CO2などの温室効果ガスの排出量を、2013年比で 26％削減すると

いう目標を掲げている。この目標の達成に向け、産業・民生・運輸の各分野で今後さらに省エ

ネ規制の強化が進むと推察される。最近では従来製造業向けの省エネ規制だった「トップラン

ナー制度」の流通・サービス業への適用や、2020年を目途に新築戸建て住宅の半数をエネルギ

ー消費が実質ゼロの「ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）」とする「ZEHロードマップ」や「ゼ

ロ・エネルギー・ビル(ZEB)」についての「ZEBロードマップ」が平成27年12月に取りまとめ

られるなど、取り組みが進んでいる。 

以下には、主に環境省及び経済産業省関連の平成29年度概算予算案の中から関係性が深いと

考えられるものを示す。 

 

5.1 環境省 

環境省は、平成29年度の重点施策として、「東日本大震災からの復興・創生」に加え、「循環

共生型社会の構築」として、産業廃棄物処理業に関連すると思われる事業も多数挙げられてい

る。これら事業には、以下に示すとおり再資源化に関するものの他、人材育成、設備導入や更

新、海外事業展開などさまざまなメニューがそろっており、活用が期待される。 

①2030年度目標の実現に向けた地球温暖化対策計画の着実な実施 

・再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業（経済産業省連携事業） 

・低炭素型廃棄物処理・リサイクル設備導入の支援 

・業務用施設等における省 CO2促進事業（一部経済産業省・国土交通省・厚生労働省・農林水

産省連携事業） 

・(新)廃熱・湧水等の未利用資源の効率的活用による低炭素社会システム整備推進事業 

・(新)脱フロン社会構築に向けた業務用冷凍空調機器省エネ化推進事業（一部国土交通省連携

事業） 

・物流分野におけるCO2削減対策促進事業（国土交通省連携事業） 

・トラック・バスにおける低炭素化の推進（国土交通省・経済産業省連携事業） 

②国際的取り組み 

・我が国循環産業の戦略的国際展開・育成事業 

③国内外の適正な資源循環の推進に向けた施策の充実 

・富山物質循環フレームワーク*等国際動向を踏まえた、次期循環型社会形成推進基本計画等検

討事業 

＊）富山物質循環フレームワークとは、2016年5月15日から16日に富山において行われた

G7環境大臣会合として「共通のビジョン」を掲げ、国際的に協調して資源効率性向上や

3Rに関する「野心的な行動」に取り組むことを約束した。 

・食品廃棄物等リデュース・リサイクル推進事業 

・ＩＴを活用した循環型地域づくり基盤整備事業 

・産業廃棄物処理業のグリーン成長・地域魅力創出促進支援事業 

 

5.2 経済産業省 

経済産業省の平成29年度予算の内、エネルギー対策特別会計は、28年度予算より90億円多

い総額8,474億円となった。この他、資源エネルギー庁分一般会計として52億円となっている。

主な予算の内、「エネルギー革新戦略の実行」に 2,719億円（28年度 3,066億円）、「エネルギ
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ーセキュリティの確保」に1,491億円（28年度1,487億円）、「エネルギーを安全・安心に利用

できるインフラの充実」に3,686億円（28年度3,630億円）、「エネルギー産業の国際展開」に

1,155億円（28年度1,015億円）、「福島から未来を発信（福島新エネ社会構想の実現等）に317

億円(新規)を計上している。 

エネルギー革新戦略実行予算要求の内訳は、省エネルギーが 1,429（要求 2,060）億円（28

年度1,555億円の約92%）で、新エネルギーが1,329（要求1,336）億円（28年度1,602億円の

約83%）と、予算額は減少しているものの、省エネにウエイトを置いた予算配分となっている。 

省エネルギー分野では、ＺＥＨやＺＥＢなど、省エネルギー投資促進に向けた支援補助には

28年度予算を上回る672億円を付けた。省エネを加速するための研究開発の実施には539億円

を計上、うち革新的な省エネルギー技術開発に80億円、革新型蓄電池実用化のための基盤技術

開発に29億円を付けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新エネルギー分野では、再エネの普及、水素、燃料電池の導入支援に 765億円を計上し、う

ち、バイオマス発電・熱利用関係では、地域で自立したバイオマスエネルギーの活用モデルを

確立するための実証事業に19.7億円、再生可能エネルギー熱事業者支援事業（地域の特性を活

かしたエネルギーの地産地消促進事業費補助金）に63億円となっている。 

水素関係では、燃料電池の利用拡大に向けたエネファーム等導入支援事業補助に 93.6億円、

燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備事業補助金に45億円を付けている。 

29年度予算においても、以下に示すように、「バイオマスに係るコスト低減に向けた技術開

発」や「地産地消型の効率的なエネルギーシステムの構築」など、廃棄物処理業のバイオマス

関連事業展開を支援可能な施策も少なくない。 

・工場、設備単位の省エネ設備導入補助 
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－トップランナー制度を流通・サービス業へ拡大し、H30年までに全業種の7割をカバー 

・再エネの普及、水素・燃料電池の導入を支援 

－木質バイオマス発電・熱利用設備の導入を支援 

－水素を利用した燃料電池自動車・水素ステーションの導入支援 

・新エネを普及するための研究開発を実施 

－風力、太陽光、バイオマスに係るコスト低減に向けた技術開発 

・新たなエネルギーサプライチェーン構築を実現 

－地産地消型の効率的なエネルギーシステムを構築 
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第６章 ISO規格が改正され、移行審査の受審が必要 

平成27年（2015年）9月15日に上位構造に基づく規格としてISO14001:2015とISO9001:2015

が改正・発行された。（公財）日本適合性認定協会（JAB）の調査によると、国内の ISOの認証

取得件数は、ISO9001が約4万6,000件、ISO14001は約2万4,000件(2016年12月末現在)と

なっており、これらの事業者は、規格発行日から3年以内（平成30年(2018年)9月14日まで）

に新規格への移行審査を完了しなければ、認証が取り消される。 

新たに改正・発行された規格には、以下に示す共通の特徴がある。 

・改正規格は、経営に役立つ (=経営課題の解決に役立つ) ことを第一目標としている。これ

は、経営に役立たないとの評価も聞かれた従来規格への反省を踏まえたものである。 

・そのため、組織内外の経営課題抽出や利害関係者の要求事項の特定から、マネジメントシ

ステムの構築が必要となった。 

・マネジメントシステムへの取り組みとその成果に対する経営者の責任が非常に高くなり、

従来のような管理責任者、事務局任せの取組みは許されない。 

・最近制改訂されているすべての ISO規格は、同じ規格構造（上位構造という）を持ってい

るため、他のISO規格との統合が容易となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上位構造を持ったISO規格の概念図 

 

移行審査を受審するためには、システム文書等の改善は必須であり、当然手間もかかる。そ

うであるなら、従来から重荷となっている企業が多い ISO（マネジメントシステム）を改善す

るいい機会である。十数年ぶりのこの機会に、以下を達成することをお勧めする。 

・改善後のマネジメントシステムの運用時の負担が軽い。 

・仕事をすれば、ISOの成果が上がり、ISOのためだけのための文書記録を作らなくてよい。 

上に示したような改善を成功へと導くためには、まず経営者がシステム改善への意志を明確

にすることが重要である。その上で、以下の配慮が求められる。 

・経営者がリーダーシップを発揮、幹部社員を巻き込んだ取り組みとする。 

・力量と権限を持ったメンバーによる改善のためのプロジェクトチームを編成する。 

・規格とその附属書を熟読して規格を十分に理解する 

・不足する知識は、経験豊富な社外専門家の支援を受ける 
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・経営視点で課題を見つけ、課題解決のための仕組みを作り上げる 

・パフォーマンスの向上を優先させた仕組みとすることに注力する 

 

6.1 環境マネジメントシステムISO14001（EMS） 

環境マネジメントシステム ISO14001:2015の構造は下図のとおりで、以下の条項が現行規格

と特に異なる点である。 

4．組織の状況 

5.1リーダーシップ及びコミットメント 

6.1リスク及び機会への取組み 

新しい規格への移行を成功させるための環境マネジメントシステム特有のポイントには、前

述に加え以下の点への配慮が重要である。 

・組織内外の環境課題を経営視点で抽出する。 

・ネガティブで深刻な環境影響（典型七公害）ばかりでなく、計画・設計の結果が環境に与え

る（ポジティブ及びネガティブな）影響に注視する。 

・過去や他社の事故事例を基に組織や環境に深刻な影響を与える緊急事態に留意する。 

・バリューチェーンを含め、組織外から受ける影響、組織外へ与える影響に留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 品質マネジメントシステムISO9001（QMS） 

ISO 9001改訂の主なポイントは、以下の通りで、特に最初の3項目①②③は重要な変化であ

り、これらへの対処が成功へのポイントである。 

①組織の状況の理解及び事業プロセスとの一体化 

組織の外部及び内部の課題を明確にし、顧客を含む利害関係者のニーズ及び期待を広く理解

し、これらに基づき QMSを構築することが新たに求められることとなった。さらに、QMSを

組織の事業プロセスに統合させ、事業と一体となった運用を行うことも求められている。 

②システム重視からパフォーマンス重視へ 

QMSを通じてどのような結果を達成したいのかをこれまで以上に明確にして取り組む必要が
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ある。また、計画に従って運用を確実に行うだけでなく、パフォーマンスに着目することが

求められている。 

③リスクと機会に基づく取組み 

自社サービスや人材等の質など組織内部に起因するリスクや機会、顧客ニーズの変化や規制

内容の変化等の組織外部に起因するリスクや機会など、組織が取り組むべきリスクや機会を

特定し、それらに取り組むことが経営に直結したシステムになるとの考え方から今回の改訂

版では要求事項として取り入れられた。 

④文書化要求について 

従来要求されていた品質マニュアル及び文書化された手順に関し、明示的な要求事項はなく

なった。どのような文書がどの程度必要かは、組織自らが置かれた状況に応じて、プロセス

が計画どおりに実施されたと確信できるレベルで決めればよく、自由度が広がった。 

⑤サービスへの配慮 

これまでもサービスは製品という用語の概念に含まれていたが、サービスという言葉をより

明示的に用い、製造業だけでなく廃棄物処理業を含むサービス業にも適用しやすくなった。 

 

なお、新規格では、従来使用されていた「手順」に代わる言葉として「プロセス」が用いら

れている。このプロセスの概念を理解しておくと、システム構築が円滑に行えるので、以下の

図にその概念図を示しておく。このように、プロセスとは、「インプットをアウトプットに変換

する、相互に関連する又は相互に作用する一連の活動」と定義され、力量、設備、作業環境、

手順、判断基準を含んだ言葉である。一般的に作業手順書として、作成されている文書には、

上記の要素が含まれていることが、求められることになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロセスの概念図 

 

6.3 労働安全衛生マネジメントシステムISO45001（OHSMS又はOSHMS） 

従来、OHSAS18001が発行・推進されていたが、これに代わるものとして ISO45001の開発が

進められている。2016年9月にデンマーク、10月にリトアニアでISO45001開発に関するの委

員会が開催され、DIS2（国際規格案の第 2版）を完成させる予定であったが、結論に至らず、

2017年2月の会議に持ち越されることとなった。なお、要求事項のテキストはほぼ完成してお

り、用語の定義や附属書Aに課題が残されている状況である。 

ISO45001は、「計画（Plan）－実施（Do）－評価（Check）－改善（Act）」（「PDCAサイクル」）

プロセスを定め、以下を行う上位構造に従った安全衛生に関する仕組みである。 

・継続的な安全衛生管理を自主的に進めることにより、 
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・労働災害の防止と労働者の健康増進、さらに進んで快適な職場環境を形成し、 

・事業場の安全衛生水準の向上を図る。 

OHSMSを導入した事業場の82%が安全衛生水準が向上したと回答している(2008年3月OSHMS

促進協議会アンケート調査結果による)ことから、認証取得の必要性は低いが、労働災害が多発

する廃棄物処理業には不可欠の仕組みと言える。 

OHSMSの構築を成功に導く特有のポイントは次のとおりである。 

・現場の安全衛生の実態を十分に把握する 

・ギャップ分析を実施する 

・コンプライアンス監査実施する 

・リスクアセスメントを過剰にしない（労働安全衛生法で詳細に規定されているので） 

・保護具管理、非定常作業管理等のリスク管理のプログラムを策定する 

・安全衛生委員会を有効活用し、二重構造にならないように留意する 

・現場のパフォーマンス向上に注力する 

・規格及びその附属書を熟読して規格を十分に理解する 

・労働安全衛生法を確実に理解する 
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第7章 新規事業展開の方向性とあり方 

新規事業展開では、以下のような取り組みが考えられる。このような取り組みを効果的に進

めるためには、力量ある人材の育成や確保、社内体制の整備は重要である。また、新規事業へ

の取組みにあたっては、前述の各省庁や地方公共団体等の補助制度などを積極的に活用したい。 

 

7.1 革新的新技術から既存技術、周辺技術へ 

新技術の組織への導入には、多くの時間と努力や費用、技術力、プロジェクトの管理能力な

どが必要である。しかし、廃棄物処理業には、これらを無難なレベルですべて保有する者は少

ない。このようなことから、多くの廃棄物処理業にとっては、革新的な新技術の導入に取り組

むより、既存技術や周辺技術に一味の工夫をする、いわゆる“ローテク”の活用が新規事業成

功への近道と考える。 

例えば、前述のシェーキングテーブルや高性能磁石を用いたフライアッシュからのレアアー

スの回収や金鉱山からの貴金属の回収がある。後者は、フライアッシュに磁石粉を混合するこ

とにより、フライアッシュに含まれる微細なレアアースを付着させ、効率良く回収するもので

ある。一部の回収プロセスにはノウハウが必要だが、ひと工夫した既存技術と単純な操作で、

資源リサイクルの新事業が実現できる。 

また、前述のウルトラファインバブル技術の活用も注目される。この技術を活用することに

より、既存の排水処理設備の性能向上や配管洗浄等の維持管理の効率化などを通じて再資源化

システムの性能向上などに寄与することが期待できる。 

最近注目を集めているドローンなども、処分場の測量・埋立て管理や焼却施設の煙突や高所

などの点検等への活用、経営効率の改善に寄与できると考えられる。 

 

7.2 経営環境の変化への対応に伴う新事業へ 

法規制や新たな政策、制度の制定・改訂、社会の変化などによって、新規事業や事業の可能

性が拡大する。最近例では、各種リサイクル法や FIT制度、優良認定制度など多くの事例を挙

げることができる。このようなビジネスチャンスの中には、技術的には高くないが、誰よりも

早く着手することによって大きな事業機会を得るものも少なくない。今後考えられる新規事業

等や事業拡大（又は縮小）機会には、以下のようなものを挙げることができる。 

・太陽光発電の廃棄に伴うリサイクル事業 

・水素社会実現に向けたバイオマス事業での水素回収事業 

・フロン規制に伴う空調設備、冷媒の回収 

・トップランナー基準強化に伴う低効率機器の廃棄 

・焼却炉等へのトップランナー基準適用に伴う競争力への影響 

 

7.3 単独事業化から協業化、地域連携化へ 

上述したように廃棄物処理業者には、新規事業に多くの時間や費用、技術力、プロジェクト

の管理能力などを単独で保有する者は極めて少ない。また、地域公共団体の支援や地域計画へ

の参画が得られないままのバイオマス事業、リサイクル事業などへの挑戦には多大なエネルギ

ーを要する割には成功の可能性は低い。以下に示すような様々な形態での連携と地域公共団体

の強力な支援が得られるよう計画することが望まれる。 

・サプライチェーンでの縦の連携（収集運搬-中間処理/リサイクル-最終処分） 

・異なる廃棄物や処理方法などの横の連携 

・異なる地域の業者との横の連携（収集運搬連携、処分連携等） 

・地域計画に基づく拠点連携 

上記の最後の事例では、バイオマス産業都市構想がある。バイオマス産業都市とは、「地域に
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存在するバイオマスを原料に、収集・運搬、製造、利用までの経済性が確保された地域一貫の

システムを構築し、地域のバイオマスを活用した産業創出と地域循環型のエネルギーの強化に

より地域の特色を活かしたバイオマス産業を軸とした環境にやさしく災害に強いまちづくり、

むらづくりを目指す地域」を指している。平成25年度から、関係7府省（内閣府、総務省、文

部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省）が共同で地域を選定し、バイオマ

ス産業都市構想の具体化に向けた取り組みを推進している。このような取り組みを官民一体と

なって推進することにより、新規事業化の可能性を飛躍的に向上させることが可能となる。 
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第８章 温暖化対策を活用した付加価値の添加方法 

8.1 産業廃棄物業界の温暖化対策への取り組みを収益につなげる 

全国産業廃棄物連合会では、 平成 27 年 5 月に「低炭素社会実行計画」を策定、2020年度

における温室効果ガス排出量を、全体として基準年度（2010年度）と同程度に抑制するとする

目標を設定している。会員企業は、温室効果ガス排出量削減の手段として、バイオマス発電や

処分場跡地への太陽光発電事業を行うことによって、目標達成と収益の確保・増加にもつなが

る活動とすることが期待される。 

 

8.2 バイオマス発電へのFIT制度の活用 

「3.1太陽光発電からバイオマス発電へ」に示すように、昨年報告した太陽光発電は、既に

最初のビジネスの機会が去って、バイオマス発電への取り組みが増加している。しかし、多く

の大規模バイオマス発電施設が、供給量の多さと安定性の観点から、産業廃棄物よりも、林業

からの木材や輸入品のヤシ殻を主燃料としている。地域バイオマス資源を継続的に供給できる

体制を構築することで、買取価格が低下していないFIT制度のメリットを受けることができる。 

一方で、FIT制度を実質的に廃止するとしたドイツの動向を注視しておきたい。ドイツは既

に再エネ率 33%に達する再エネ先進国だが、2017年からは再エネ電力の 80%については、助成

金額を入札によって決めるとのことである。この政策変更は、これまでの支援による再エネ拡

大から、効率的な再エネ市場の拡大に舵を切ったものである。 

 

8.3 最終処分場などでの太陽光発電事業に注目 

太陽光発電事業は、設備原価の低下や支援による導入促進の縮小などを理由に、FIT制度の

買取価格の切り下げが行われた。その結果、施設建設費の低減はあるものの、従来に比較して

採算性が低下している。このため、新たに用地を調達して太陽光発電事業を行うには、メリッ

トがかなり減少したと言わざるを得ない。 

しかし、最終処分場の場合は、跡地の有効活用の可能性が低いことを考慮すると、以下のよ

うな課題はあるものの処分場跡地を有効活用と収益を得ることができる有望な事業といえる。 

・地盤の不当沈下による設備損傷や発電効率の低下 

・ガスの発生による事故発生や設備腐食 

・荷重増加に伴う貯留構造物への影響 

・表土の流出、廃棄物の露出 

・ガス抜き管、水処理施設、モニタリング設備等の維持管理施設への影響 

環境省でも導入促進に向けて、最終処分場等における太陽光発電の導入・運用ガイドライン

（案）を整備、説明会を開催している。 

 

8.4 クレジット制度などを活用した事業活性化 

以下に示したような制度によって事業活性化につながる活動が可能であるが、既に過去の報

告書に示した通りで、特筆すべき変化はない。 

・J-クレジット（国内のクレジット制度） 

・CDM（開発途上国との間の国際的なクレジット制度） 

・カーボンオフセット 
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