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アダモス環境ニュース Ｎｏ.19・20 

 

環境ニュース No.19・２０ ｐ1～ 36 ページ  

※ 詳細情報は、環境ビジネス https://www.kankyo-business.jp を参照してください。 

 

海洋プラスチックごみ問題 環境省の解決キャンペーンに 2 カ月で 100 団体登録 

2019 年 01 月 07 日掲載 

環境省は、2018 年 10 月に立ち上げたキャンペーン「プラスチック・スマート－for 

Sustainable Ocean－」が、開始から 2カ月（2018 年 12 月 26 日時点）で 100 の参加団体

（取組件数：151 件）を登録したと発表した。登録された各団体の取り組み内容は、同省

ホームページに一覧が掲載されているほか同キャンペーンサイトでも公表されている。 

海洋プラスチックごみ問題、様々な組織で連携を 

このキャンペーンは、世界的な課題である「海洋プラスチックごみ」の問題解決に向け

て、個人・自治体・NGO・企業・研究機関など幅広い主体が連携協働し、取り組みを進め

ることを後押しするため開始された。 

例えば個人や消費者は、ごみ拾いイベントへの参加やマイバッグの活用などの個人の

行動・アイディアを SNS（Instagram・ facebook・Twitter など）に 「＃プラスチックス

マート」とタグをつけて投稿することで、同キャンペーンに参加することができる。 

また、自治体・NGO・企業・研究機関などは、ポイ捨て・不法投棄撲滅の運動やプラス

チックの 3Rなどの取り組みを登録し、その取り組みを同キャンペーンサイトや、国内で

開催予定の各種イベントなどを通じて国内外に発信していく。 

登録する取組内容の一例は、自治体なら「ごみゼロの日（5月 30 日）」や「環境月間

（6月）」での一斉ごみ清掃活動など、NGO の場合には「海や川のプラスチックごみの回

収」などがある。そして企業であれば、リサイクル材を使用した製品や、その回収・リサ

イクルについてなどが挙げられる。 
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なお同キャンペーンの参加団体は、共通ロゴマークをダウンロードし、ニュースリリ

ース・商品カタログ・名刺などにロゴを付けて環境活動を行っていることを PRできる。 

さらに登録された取組事例は、2019 年 6月に日本で開催予定の「G20 持続可能な成長

のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合」でフォーラムを開催し、優れ

た取り組みについて大臣から発表・表彰されることがある。 

ただし、登録された取り組みは、環境省が何らかの認定・許可を付与するということ

ではない。 

同キャンペーンに参加を希望する団体は、プラスチック・スマートキャンペーンサイ

トから所定の登録用フォーマットをダウンロードし、「プラスチック・スマートキャンペ

ーン取組登録」という件名でメール送信する。応募の詳細は、同サイトを参照のこと。 

ポイ捨てなどにより、回収されずに河川などを通じて海に流れ込む「海洋プラスチッ

クごみ」は、世界全体で日々大量に発生し長期にわたり海に残存し、このままでは 2050

年までに魚の重量を上回ることが予測されるなど、地球規模での環境汚染が懸念されてい

る。 

【参考】 

環境省 － プラスチック・スマートキャンペーンの取組状況について 

プラスチック・スマートキャンペーン － プラスチック・スマートキャンペーン 

 

プリンスホテル、使い捨てプラスチックストローを廃止へ 紙製に変更 

2019 年 01 月 04 日掲載 

プリンスホテル（東京都豊島区）は 12 月 26 日、2019 年 1 月より、ザ・プリンスギャ

ラリー 東京紀尾井町、ザ・プリンスさくらタワー東京の一部店舗を皮切りに、国内 43ホ

テルや国内スキー場、ゴルフ場の直営レストランや宴会場などで、使い捨てプラスチック

ストローの使用を順次廃止すると発表した。 

これらの店舗で顧客よりストローを要望された場合には、紙製のストローを提供する方

針だ。 

同社は、西武グループの中核を担う企業として、環境保全活動を行ってきた。今後、国

内最大級のホテルチェーンとして、これまでの活動に加え、プラスチック製ストローの廃

止をはじめとするプラスチックごみの削減に取り組んでいく。 

なお、同社がこれまで実施してきた環境保全活動は、下記の通り。 

太陽光発電、水力発電などの再エネ発電 

同社の全国に保有する資産を活用し、2013 年より太陽光発電や水力発電による発電事

業を行っている。発電した電力は電気事業者へ売電し、全 6カ所の発電施設で年間約 797

万 kWh の電力を発電し、約 2,666 トンの CO2 を削減している。 

温泉熱を空調・冷暖房設備に活用 

自家源泉を有する施設では温泉熱をエネルギーとして活用することで電気や重油、灯油

などの削減を行い、年間約 2,473 トンの CO2 を削減している。 

•箱根湯の花プリンスホテル（温泉蒸気熱を利用した吸収式冷凍機の導入） 

•万座プリンスホテル（温泉熱を利用した館内暖房設備の導入） 

排水・雨水を再利用、トイレの洗浄水などに 
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都内のホテルを中心に、ホテル内の排水や雨水を濾過・殺菌し中水としてトイレの洗浄

水などに再利用することで、上水利用の削減に取り組んでいる。 

生ゴミを堆肥にリサイクル 

一部レストランにて、専用の機械で生ごみを堆肥に変え、その肥料を納めた契約農家で

生産された野菜を仕入れる循環型食品再生利用の取り組み「ヤサイクル」を行っている。 

環境に配慮した設備の導入 

• CO2 排出量・電力消費を抑えた設備の導入 

• 全ホテル、スキー場、ゴルフ場において照明機器の LED 化を推進 

• ヒートポンプを活用した高効率熱源機器の導入を推進 

• ゴルフカートを中心とした電動化の推進 

• 木くずなどの製材副産物を圧縮した固形燃料を使ったストーブの導入 

廃材の活用 

敷地内の倒木を活用したこども向け木工教室の実施や、廃材となったシーツでてるてる

坊主を作り顧客へプレゼントするなど、廃材の活用に取り組む。 

同社は上記のほか、客室の「ノークリーニングサービス」や地域環境の保全活動にも力

を入れている。 

なお、同社の軽井沢プリンスホテルは、2019 年 6月に開催される「G20 持続可能な成長

のためのエネルギー転換と地球環境に関する関係閣僚会合」の会場に決定しており、世界

中の注目が集まることが予想される。同社は、従業員一人ひとりが環境保護のためにでき

ることを考え、実践し、地球環境の保全に貢献できるよう努めていく構えだ。 

 

広島県福山市、地域新電力を設立 廃棄物燃料の電力を地産地消 

2018 年 12 月 26 日掲載 

広島県福山市と JFE エンジニアリング（東京都千

代田区）は 12月 25 日、福山市の政策目標を達成す

るため、官民連携による地域新電力会社「福山未来

エナジー」を設立した。2019 年 4月から電力小売事

業を開始する。 

福山未来エナジーは、国内最大級の地域新電力会社

として、福山リサイクル発電（広島県福山市）など

から調達する再生可能エネルギー電力などを、福山

市内をはじめとする公共施設に幅広く供給する。将

来的には他の再生可能エネルギー電力を新たに調達しながら、福山市域の民間企業への供

給をめざす。 

この新電力会社の資本金は 1億円、出資比率は福山市が 10％、JFE エンジニアリングが 

90％。官民連携による地域新電力会社は、瀬戸内地方初という。なお、福山リサイクル

発電は、ごみ固形燃料（RDF）による発電事業を手がける会社。同社は、広島県下の合計

9参画市町村の管理下にある 7つの RDF プラントで製造された RDF を 1カ所に集めて発電

事業を行っている。福山市、JFE エンジニアリングも参画している。 
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自治体の政策目標で「エネルギーの地産地消」 

福山市は、2018 年度に策定する第二次福山市環境基本計画において、エネルギーの地産

地消を施策として掲げ、積極的に低炭素型のまちづくりを進めている。新会社は、福山市

の政策目標を達成するため、官民連携事業会社として、民間のノウハウと実績を取り入れ

て設立する。 

他方、JFE エンジニアリングは、福山リサイクル発電における RDF による発電事業のほ

か、100％子会社アーバンエナジー（神奈川県横浜市）を通じて再生可能エネルギーを中

心とした電力小売事業を行っている。また、自社開発した電力需給管理システムを活か

し、自治体と連携した地域新電力事業を展開している。 

たとえば同社は、2018 年 5月に、埼玉県所沢市と飯能信用金庫（埼玉県飯能市）、所沢

商工会議所とともに、2017 年 11 月に合意した「再エネ普及に向けた地域新電力事業に係

る包括連携協定」に基づき、地域新電力「ところざわ未来電力」を設立している。この会

社では、地域の廃棄物発電や太陽光発電等の再生可能エネルギー発電による電力を主な電

源とし、2018 年 10 月より所沢市が保有する公共施設へ順次電力供給を開始している。

【参考】福山市次世代エネルギーパーク －福山リサイクル発電所 

 

バイオマス発電の比率変更、2019 年 4 月から制約アリに 

資源エネルギー庁は 12 月 21 日、固定価格買取制度（FIT）でバイオマス発電が認定を取

得後に、バイオマス比率を引き上げる場合は、バイオマス全体について最新の調達価格に

変更するなど、バイオマス比率の変更（増減）に一定の制約を設けると発表した。 

この措置にかかわる省令・告示改正は 2019 年 4月 1日から施行する。 

したがって、2019 年 4月 1日時点の（=2019 年 3月 31 日までに変更等の手続を終えてい

る）認定にかかわるバイオマス比率を基準として、今回の措置を適用する。 

2018 年 12 月 25 日掲載 
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バイオマス比率変更をめぐる課題 
FIT 認定を受けたバイオマス発電設備については、毎月の総売電量のうち、その月にお

ける各区分のバイオマス燃料の投入比率（バイオマス比率）を乗じた分が、FIT による売

電量となる。現状、各区分のバイオマス比率については、入札の落札案件を除き、FIT 認

定取得後の変更（増減）に制度上の制約は設けられておらず、届出によって変更ができ

る。ただし、バイオマス比率の増加は、再生可能エネルギーの最大限の導入の観点からは

望ましいが、認定当初には想定されなかった国民負担が事後的に生じることとなる。 

また、事後的にバイオマス比率を自由に変動させることは、バイオマスに関連する産業

全体の安定性を求める制度の趣旨に反する。こうしたことから、新たな措置を講じること

とした。概要は以下の通り。 

（1）バイオマスと非バイオマスの場合（石炭等との混焼） 新規事業（※施行日以降に

特定契約を締結するもの） 

認定にかかわる全体のバイオマス比率を、FIT による毎月の買取りの上限とする（上限

を超えた分は、非 FIT の再エネ電気として売電）。買取上限を引き上げる場合は、バイオ

マス全体について最新の調達価格に変更する。認定にかかわる全体のバイオマス比率を年

間で 40％以上減少させる場合は、バイオマス全体について最新の調達価格に変更する。 

（2）バイオマスと非バイオマスの場合（石炭等との混焼） 既存事業 

（※施行日前に特定契約を締結済みのもの） 

認定にかかわる全体のバイオマス比率を年間で増加させる場合、バイオマス全体について

最新の調達価格に変更する。または、特定契約を巻き直し、この増加前の認定全体の

バイオマス比率を毎月の FIT 買取上限として設定する（価格変更なし）。認定にかか

わる全体のバイオマス比率を年間で 40％以上減少させる場合は、バイオマス全体に

ついて最新の調達価格に変更する。 
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（3）バイオマス専焼等 ※新規事業・既存事業とも同じ 

認定にかかわる区分ごとのバイオマス比率を年間で＋20％以上（絶対値ベース：非バ

イオマスも含めた供給電力量全体に占める割合）増加させる場合、この区分について最新

の調達価格に変更する。減少幅については、制約を設けない。（上図） 

災害による被害木などの受入れは特例に 

激甚災害に伴い処理を依頼したことを自治体が証明した木材等（被害木等）をバイオ 

マス発電設備で受け入れる場合は、この被害木等にかかわる比率を今回の措置のカウ

ントから除くことができる。また、カウントから除いた分も、区分に応じて FIT の買取対
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象とする。ただしバイオマス発電設備における災害にかかわるこの取扱いは、その災害に

伴う被害木等を用いて当該バイオマス発電設備で発電を始めてから 1年間に限る。 

また、ごみ処理施設（一般廃棄物処理施設・産業廃棄物処理施設）のうち焼却施設に

おけるバイオマス発電設備は、その特性上、受け入れたごみを燃料として用いて発電を行

うものであり、そこに含まれるバイオマス燃料の割合を計画的に把握し調達することは本

質的・構造的に困難であるため、今回の措置を適用しない。 

なお、定期報告によるバイオマス比率の年間実績の確認については、定期報告の直前 1

年以内に行われた変更届出または変更認定によるバイオマス比率の変更の性質を踏まえて

行うものとする。 

【参考】資源エネルギー庁 －既認定案件による国民負担の抑制に向けた対応（バイオ

マス比率の変更への対応）について 

  

エコアクション 21 建設業・食品関連業向けのガイドラインが公表 

2018 年 10 月 03 日掲載 

環境省は 10月 1 日、2017 年 4月に策定した「エ

コアクション 21 ガイドライン 2017 年版」に基づく

業種別ガイドラインを公表することとし、まずは建

設業者向けと食品関連事業者向けのガイドラインを

とりまとめ公表した。 

なお、産業廃棄物処理業者、大学等高等教育機

関、地方公共団体を対象とするガイドラインについ

ては 2018 年度中に改定を予定している。公表され

た 2業種のガイドラインの概要は下記の通り。 

エコアクション 21 建設業者むけガイドライン 

主に土木工事業・建設工事業など工事の完成を請け負う事業者が対象。基本的なエコア

クション 21の取り組みに加え、生コンクリート、木材、土砂等の資源使用量の把握、ま

た、事務所だけでなく建設現場での環境への取り組みを要求している。 

建設業は、その事業活動による資源・エネルギーの使用・消費、温室効果ガスや建設廃

棄物の排出などの環境負荷低減や、優良な環境の創出・保全など、より積極的な環境への

取り組みが求められている。同ガイドラインは環境経営を推進することにより、 企業価

値の向上を実現できるよう支援するものだ。国土交通省の協力のもと、建設業の実態を踏

まえた項目を記載し、建設業者向けに企業価値を高めるための環境経営のあり方がわかり

やすく取りまとめられている。 

 

エコアクション 21 食品関連事業者むけガイドライン 主に食品循環資源の再生利用な

どの促進に関する法律で規定される食品関連事業者が対象。 

基本的なエコアクション 21 の取り組みに加え、同法の遵守が求められる。 

日本は 2015 年度、約 646 万トンの食品ロス（本来食べられるのにも関わらず廃棄され

ている食品）が発生したと推計されている。 食品関連事業者には気候変動などへの対応
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だけでなく、食品ロスの削減にも取り組むことが求められる。また、発生してしまった食

品ロスや不可食部などの食品廃棄物については、飼料化や肥料化に再生利用を推進するこ

とが重要である。その際には、廃棄物の処理および清掃に関する法律などの関係法令を遵

守し，環境保全上問題のない方法で処理を行うことが必要だ。 

 

食品関連事業者は、排出事業者としての責任を全うすることや再生利用事業者との信

頼関係の構築、処理委託時、引渡し時、処理終了時における取り組みが求められている。 

エコアクション 21 の理念 

エコアクション 21は、認証・登録とそれを継続するプロセスにおいて、中小事業者が

人的資本、社会・関係資本、自然資本の質的な向上を実現することによって、財務資本・

製造資本・知的資本を増強するために必要な社会的信頼を得ることを理念としている。 

企業経営に必要な 6 種類の資本 

同省は、エコアクション 21 に取り組むメリットを「経営力向上、組織の活性化」「取

組項目が明確で、効果的・効率的に取組を進めることができる」などとししている。ま

た、中小事業者の実務負担にも配慮した取り組みやすい PDCA サイクルや、環境経営レポ

ートの作成・公表により透明性の向上、事業者の継続的な改善を支援する仕組みであるこ

となどの特徴をあげ、事業者による取組を促進したい考えだ。 

なお、2017 年 4月に改訂された「エコアクション 21ガイドライン 2017 年版」の 2009

年版からの主な改訂点は、下記の通り。 

内容の整理 
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ガイドラインの対象者である事業者の視点を念頭に、事業者に関する要求事項などは

ガイドラインの前半に、認証・登録制度に関する事項はガイドラインの後半に移動させた 

事業者への要求事項と自己チェック（第 2章～第 5章） 

・環境経営の有効性を高めるため、2009 年版の要求事項を基礎に、取組項目の一部組

替えや見直しを行っている（第 2章） 

・エコアクション 21 に取り組む事業者の成果を分析するため、取り組みデータを集計

する仕組みを新たに盛り込んだ（第 3 章） 
認証・登録制度の運営に関する事項（第 6章） 

・認証・登録制度の運営原則と中央事務局・地域事務局や審査員の各主体の役割、要

件権限、責任などをより明確にし，制度全体を見直した 

・中央事務局の要件を強化するとともに、運営諮問委員会の設置など、その信頼性を

担保する措置を追加し、中央事務局の権限を拡大した 

・認証、登録料や審査費用については、中央事務局が一括して収受、管理することと

した。【参考】環境省 －エコアクション 21業種別ガイドラインの公表について 

生分解性プラスチックでコーティングした紙コップ さっそく三菱ケミカルが発売 

2018 年 10 月 01 日掲載 

BioPBS™を使用した紙コップ 

（紙コップには、「PTT MCC Biochem 社にて、植物原料を使用し

た BioPBS™を生産しています。」と印刷されている） 

三菱ケミカル（東京都千代田区）は 9月 27 日、

同社が開発し特許を有する生分解性プラスチック

「BioPBS™」でコーティングした紙コップを、日本

紙パルプ商事（東京都中央区）が 10月に販売開始

すると発表した。 

自社、他社の SDGs 達成に貢献すべく 

BioPBS™は植物由来の生分解性プラスチックで、

土の中に埋めると土中の微生物によって水と二酸化炭素に分解されるため、廃棄後の自然

環境への負担が少ない。紙コップの販売元である日本紙パルプ商事は、この素材の生分解

性に加え、一般的な生分解性樹脂の中では高い耐熱性を持ち、柔軟性・シール強度に優れ

る点に注目。同生分解性プラスチックを紙コップの内面ラミネート加工の素材として、従

来のポリエチレンの代わりに採用した。また、今後、同素材を紙コップ以外のラミネート

製品においても用途を検討し、海外での事業展開を進めていくとしている。なお、三菱ケ

ミカルでは同素材を、従来のコンポストバッグや農業用マルチフィルムのほか、コーヒー

カプセル、紙コップ、ストローなどの食品関連向け用途など、多方面への活用を見込み用

途開発を進めており、すでに複数の海外大手ファストフードチェーン等との協議を行って

いる。同社は、今後も BioPBS™をはじめとする生分解性プラスチックや、植物由来プラス
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チックの研究開発・用途展開を加速させ、循環型社会の構築・SDGs の達成に貢献する方

針だ。 

米国では使い捨て食器や包材にも 

BioPBS™は、三菱ケミカルと PTT Global Chemical Public Company Limited（タイ・バ

ンコク）が折半出資で設立した子会社である PTT MCC Biochem Company Limited（タイ・

バンコク）が製造する。なお、三菱ケミカルの石油化学製品製造で培ったプロセス技術

と、国内外に多数保有する特許群は、PTT MCC Biochem 社にライセンスしている。 

BioPBS™が取得している認証一覧 

BioPBS™は、2016 年 1月に米 FDA の「食品接触物質の届出（FCN）」制度に関する認証

を取得した。これに伴い、使い捨て食器や紙コップ、ガスバリア包材などの食品包装材用

途でも使用されている。 

また同社は、同素材について、耐熱性・繊維などとの相溶性も高いという特徴を有する

ため、単体では発揮できない性能を他樹脂・素材との複合材として実現することも可能だ

としている。 

 

海洋プラスチックごみへの対処、G7 で議論 設計段階から廃棄物処理に配慮を 

2018 年 09 月 27 日掲載 
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環境省は 9月 25 日、カナダ・ハリファックスにおいて 9月 18 日～9月 20 日に開催さ

れた、G7 ハリファクス環境・海洋・エネルギー大臣会合の結果を取りまとめ公表した。 

この会合では、地球規模の環境問題について議論を行い、議長国カナダが、その議論

の内容をまとめた議長総括を、環境大臣会合（19日）と環境・海洋・エネルギー大臣に

よる共同海洋会合（20日）のそれぞれについて発出した。 

また、共同海洋会合において、海洋プラスチックごみ問題への対処のために、プラス

チックの管理に関する革新的かつ拡張可能な技術、または社会の解決策を促進するための

今後の取り組みをまとめた「海洋プラスチックごみに対処するための G7 イノベーション

チャレンジ」を採択した。 

同チャレンジでは、たとえばプラスチック製品のリサイクル率を高めるために、新製

品設計と管理プロセスを開発すること、小さな島国などの途上国が採用できるプラスチッ

ク廃棄物を防止・管理する技術を発展させること、既存の技術・プロセスを活用した排水

管理の改善により、プラスチックのゴミやマイクロプラスチックが水域に侵入するのを防

ぐことなどが盛り込まれている。G7 大臣はこのチャレンジを開始することで合意した。 

また、中川 雅治環境大臣は、共同海洋会合の「プラスチックおよび海洋ごみ」を議題

とするセッションに参加し、G7 の各国大臣等と海洋プラスチックごみ問題を中心に議論

を実施した。この中で、中川大臣は、日本で、海洋プラスチック憲章の内容を取り込み、

またそれを上回るよう、2019 年 6月の G20 までに「プラスチック資源循環戦略」を策定

すると述べた。さらに、2019 年の G20 日本開催では、G7各国が結束し、G20 の枠組みで

実効性のある取り組みを議論すると語った。 

 

設計段階からプラスチック廃棄物に配慮を 

環境大臣会合にて議論された健全な地球と持続可能な経済発展の関連については、気

候変動に関する緊急行動の実施、持続可能なファイナンスの促進、資源効率経済の推進、

気候変動の適応、自然保護に焦点を当てて議論が行なわれた。強調された主な内容は以下

の通り。 

十分な水準での炭素汚染の価格付けや、グリーン・ファイナンス・タクソノミー（分

類法）の開発、気候変動関連の財務リスクの開示などの市場ベースの政策が、健全な投資

や各国の長期目標に向けた解決策を促進する。 

海洋ごみ問題において、設計段階から始まるライフサイクルに沿ったプラスチック廃

棄物への取り組みは重要な課題である。多くの大臣は、パリ協定の完全で効果的な実施を

再確認し、12 月にポーランドで開催される COP24（気候変動枠組条約第 24回締約国会

議）におけるパリ協定の作業計画の完了を支持。COP24 までのプロセスで設けられている

「タラノア対話」は、世界的な排出ギャップに対処するための全体としての取組みを評価

し更新された各国の削減目標（NDC）の準備状況を知らせるための重要な機会である。 

 

リサイクル・廃棄物管理のインフラを重視 

G7 各国の環境・海洋・エネルギー大臣は、健全な海洋とレジリエントな沿岸コミュニ

ティというテーマのもと議論を行った。主な内容は以下の通り。G7大臣は、海洋プラス
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チックごみ問題が喫緊の課題であり、対策を講ずることの重要性を強調。多くの大臣がプ

ラスチックごみの海洋への蓄積が増えていることに言及した。 

G7 大臣は、資源効率性のための G7アライアンスに、プラスチックのライフサイクルの

優先分野における対策とパートナーシップを探求するよう要求した。 

G7 大臣は、特にリサイクルのための能力構築と廃棄物管理のインフラに重点を置い

て、海洋環境へのプラスチック廃棄物の流出を防止するためのリーダーシップを取ってい

る開発途上国への支援を継続し、強化することを強調した。 

これらの会合の参加国は、G7各国（日、米、仏、独、英、伊、加 [議長国] ）と EU。

議論には、ジャマイカ、ケニア、マーシャル諸島、ベトナムなどの代表のほか、国際機

関、産業界、若者の代表も参加した。【参考】環境省 － 2018 年度第 1回 G7 ハリファッ

クス環境・エネルギー・海洋大臣会合結果について 

 

生ごみは有効利用の時代！企業からコーヒーかすを回収し家庭用燃料に 岩澤 里美 

2018 年 10 月 01 日号掲載  

食品廃棄物は世界的な問題だ。日本でも、食品由来の廃棄物は、事業系廃棄物が 2,010

万トン、家庭系廃棄物が 832 万トンにも上る。こうした、生ごみを有効利用する試みがヨ

ーロッパで盛んだ。たとえば、生ごみからプラスチックを作る方法がスイスで実用化。今

度は、コーヒーかすを利用するアイデアが、イギリスでテイ

クオフした。 

1 袋、約 1,100 円と手頃 
バイオ・ビーン社 CEO アーサー・ケイ氏 

©bio－beanlimited. 

は紅茶の国というイメージが強いと思う。だが、コーヒー

を愛飲する人も多い。1 日に消費されるコーヒーは 5,500 万

杯で、年間 50万トンものコーヒーかすが出るという。かす

のほとんどは、埋め立て処理場で処理されている。 

社員約 30 名の「バイオ・ビーン」がロンドン北部の旧軍用飛行場に作ったリサイクル

工場には、数年前から、それらのかすの一部が運ばれるようになった。10数件の専門業

者と提携し、国内のコーヒーショッ

プ、レストラン、オフィスビルなど

から料金を徴収してかすを集めてい

る。一般家庭でなく、企業体であれ 

ロンドンと中・北部地区を中心に 1,500 以上
の企業からコーヒーかすを回収 ©bio－beanlimited. 
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ば大・中・小は問わない。現在は、ロンドンと中部地方を中心に、1,500 以上の企業体

から回収している。 

かすから油分を絞り、乾燥して圧縮すると円柱型の燃料ができる。これが家庭用燃料コ

ーヒーログスだ。1個につき 25 杯分のかすを使う。イギリスは薪ストーブがある家が多

く、コーヒーログスを使える機会は多い。屋外でバーベキューをするときにも使える。コ

ーヒーログスは木材よりも 20％エネルギーが高く、1個で約 1時間燃える。一袋 16 個入

りで 1,100 円前後とお得だ。 

購入者の声は「初めて使ってみた。空気の調整次第では 2時間も燃える」「コーヒーの

香りではないけれど、いい匂いがする。火がつき易く、とてもよく燃える」「リーズナブ

ルだ」「素晴らしいリサイクル法

だ」と明るい。 

 

コーヒーかすからつくられるバイオペレ

ットやコーヒーログスは、木材からつく

られるものより高温で長く燃えると評判 

©bio－beanlimited. 

 

 

ロンドン市「低炭素の起業家」賞を獲得 

コンセプトに共感して回収サービスを利用したり、コーヒーログスを買う人が増えた

りしているのは、「かすについて考える段階がやってきたからだ」と同社は判断してい

る。「コーヒーがおいしいものだと知られて、次に原料への関心が高まり、豆の生産地や

供給についての情報がたくさん流れた。いまは、自分が飲んだコーヒーがどのよう 

に処理されるのか知ろうとする人が増えている」と話す。コーヒーかすの再利用にみ

なより早く注目したのが、現在 20代の同社 CEO アーサー・ケイ氏だ。ロンドン大学で建

築学を専攻していたケイ氏に、ある日、コーヒーショップとコーヒー工場を設計する課題

が出された。ほかの学生はもちろん、どんな間取りにするか、どんな建築材料を使うかを

考えていた。ところが、ケイ氏はコーヒーのかすはどうしたらいいのかとふと考え、イギ

リスのコーヒーの消費量を知って驚き、かすのリサイクルを真剣に考えずにはいられなく

なった。 

そして、このアイデアで、学生対象のロンドン市の賞に輝き、2013 年に同学科の友人

と起業に踏み切った。同年、シェル石油の、国内のエネルギー環境改善にチャレンジした

い 16～30 歳の若い起業家に贈るライブワイヤー賞を射止めるなど、その後も受賞が続い

ている。 

 

2020 年エネルギー新市場を拓く 容量市場の基本 
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概要 

容量市場とは、日本全体の

電力供給能力維持のため、供

給量（キロワットアワー：

kWh）ではなく、将来の供給

力（キロワット：kW）を取引

する市場をいいます。電力シ

ステム改革が進む中、2020 年

に開設予定となっています。 

 

この市場開設によって電源投

資の予見性を高め、適切な発電

投資を促すことを目的としてい

ます。 

 

出典：容量市場の取引（イメー

ジ）※資源エネルギー庁資料よ

り 

2020 年の開設に向けて容量市

場システムの業務概要や指標価

格と入札上限価格の算定方法な

ど実装に向けて検討が進んでいます。 

太陽光・風力発電など再エネ大量導入を推進するために、調整電源の必要性が高まって

いる中、中長期的に必要な供給力及び調整力を、最も効率的に確保するための手段として

期待されています。 

市場運営者が数年先の供給能力の必要量を確保し、それを提供する発電事業者等に対し

て、その能力に応じた容量価格の支払いを約束することで、それを新たな電源投資の指標

として用いることができるため、より適切な時期に投資判断ができるようになります。こ

れらが立ち上がってくるとネガワット取引や VPP 同様、新たなビジネスが広がる可能性が

期待されます。本セミナーでは、容量市場の基本ポイントを押さえ、この容量メガニズム

や創設される市場の仕組み、先行する海外の事例を交えて『政策・制度』『市場』『実務

者』の視点から解説します。 

開催概要 

日程 • 2019 年 2 月 19 日（火）時間 13:00～16:15 

受講料• 環境ビジネスオンライン 有料会員 20,520 円(税込） 

•     一般会員 27,000 円(税込） 

定員 • 30 名 https://www.kankyo-business.jp/event/detail.php?id=361  
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災害で停電してもゴミ収集できる、廃棄物発電＋EV の新システム 川崎市が導入 

JFE エンジニアリング（東京都千代田区）は 9月 18 日、焼却施設の廃棄物発電で得ら

れる電気を活用した、電池交換型電気自動車（EV）によるごみ収集システムを神奈川県川

崎市から受注したと発表した。 

廃棄物発電 → EV 用蓄電池 → EV ごみ収集システム 

同社によると、電池交換型 EVごみ収集システムは日本で初めて。 

システムの名称は「ZeroE」。これは、焼却施設の廃棄物発電で得られる電気を敷地内

の電池ステーションへ送電して電池を充電し、EVごみ収集車に搭載してごみ収集を行う

システムだ。電池ステーションでは短時間に電池交換を行うことがきるため、一日の走行

距離を確保しながら、効率的なごみ収集作業ができる。 

川崎市が導入する ZeroE の主な設備は、EV ごみ収集車 2台と電池ステーション 1基。

EV ごみ収集車は、南部生活環境事業所（川崎市）に配置し、川崎区のごみ収集に活用す

る予定。 

「ZeroE」によるゼロエミッション

ごみ収集のイメージ 

2018 年 09 月 19 日掲載 
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電池ステーションは、出力 12,500kW の発電能力を持つ川崎市浮島処理センター内に設

置する。同センターは、JFE エンジニアリングが設計・建設を行い、1995 年に稼動を開始

した。同社は 20 年以上にわたりメンテナンスも行っている。 

なお、同社と川崎市は、2016 年 3月より 1年間、同センターから発電された電気を用

いて ZeroE の実証試験を行い、実用化に向けた検証を行ってきた。 

電池交換時間、約 3分 

このシステムの特長として JFE エンジニアリングは、次の 3点をあげる。 

1 つめは、廃棄物発電を活用したエネルギー循環型の地球環境にやさしいシステムであ

ること。走行中・作業中の CO2 や NOx の排出がなく、静かな走行性能を有する。 

2 つめは、電池ステーションでの電池交換で、ボタン 1つで短時間に自動交換（所要時

間：約 3分／回）ができること。 

3 つめは、災害時の非常用電源としての活用だ。たとえば災害対策拠点や避難所等での

非常電源としても活用できる。 

 

IoT を活用したら、廃棄物収集ルートが効率化！ 運行距離が 9.2％減少 

2018 年 05 月 11 日掲載 

実証実験の様子（川崎市立川崎病院） 

NEC（東京都港区）と神奈川県川崎市は、川崎エコタウンで実施した IoT を活用した資

源循環高度化の調査事業において、産業廃棄物などの収集運搬システムによる低炭素化

の有効性を確認したと発表した。 

同事業は、環境省の「平成 28、29 年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（低

炭素型廃棄物処理支援事業）」の採択を受けて、産業廃棄物事業者の中商※（神奈川県川

崎市）、リサイクル分野のトレーサビリティ（履歴管理）サービスを提供する一般社団

法人資源循環ネットワーク（福岡県北九州市）と共同で実施したもの。実証事業期間は

2016 年度～2017 年度。〔※ アダモスのメンバーが参加しております。〕 

同事業で構築した IoT を活用した産業廃棄物などの収集運搬システムでは、川崎市立

病院の廃棄物ヤードにカメラなどのセンサーを設置し、その撮影結果から廃棄物の蓄積状

況を把握。この蓄積状況をもとに病院周辺のクリニックも含めた適切な回収ルートを作成

し、効果を検証した。その結果、削減可能な車両運行距離が約 9.2％と評価され、その有 
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効性を確認した。 

また、制度運用面、商慣習面、排出品目や排出場所などの特性を見据えた技術面の課

題など今後の社会実装に向けた課題の抽出も行った。 

 

NEC はノウハウをデータ利活用基盤サービスの展開に活用 

NEC は、EU の次世代インターネット官民連携プログラム（FI－PPP）で開発・実装され

た基盤ソフトウェア「FIWARE」（ファイウェア）を活用したスマートシティ向け「データ

利活用基盤サービス」を自治体やエリア開発事業者などに 2018 年 4 月から販売を開始し

ている。 

同サービスは、都市や地域に分散して存在する様々な分野・領域のデータ（防災、観

光、交通、エネルギー、環境など）や IoT 技術などを活用して収集したデータをクラウド

上で蓄積し、共有・分析・加工して提供するサービスだ。同事業でも、廃棄物の蓄積状況

データを収集・蓄積する環境として活用した。 

同社は、社会ソリューション事業に注力しており、今回得られたノウハウを活用し

て、同システムのさらなる高度化を行い、今後の低炭素化に向けた取り組み強化や事業化

の検討を進める。 

 一方、川崎市は、1997 年に川崎臨海部全体を対象エリアとして、国から国内第 1

号のエコタウン地域の認定を受けた。以後、川崎エコタウンとして、環境と産業の調和し

たまちづくりを目指している。川崎市は、川崎エコタウンの特徴である「臨海部における

高い企業集積と環境技術の集積」を活かし、引き続き、国内外の資源循環の促進に向けて

取り組みを進めていく。 

 

JAL・丸紅など、廃棄物から代替ジェット燃料を製造する事業へ出資 

2018 年 09 月 25 日掲載 

海外交通・都市開発事業支援機構（東京都千代田区）は 9月 19 日、日本航空（JAL／

東京都品川区）、丸紅（東京都中央区）とともに、Fulcrum BioEnergy Inc.（フルクラム

社／米国・カリフォルニア州）を通じ、一般廃棄物を原料とした代替ジェット燃料を製造

し、プラント近隣の空港へ運搬・供給する事業へ参画するため、フルクラム社と株式購入

契約（約 9億円の出資）を締結した。これにより、一般廃棄物を原料とした代替ジェット

燃料事業へ、日本企業が初めて参画する。 

 
廃棄物からバイオ燃料を製造する技術 
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フルクラム社は、一般廃棄物からバイオジェット燃料を製造する技術を有し、今後も米国

内において複数の Waste to Fuel（W2F：燃料廃棄物）事業案件の開発を予定している。

現在、米国ネバダ州において第 1号プラントを建設しており、2020 年に稼動開始、2021

年より航空会社へのバイオジェット燃料供給を開始する予定。 

なお、代替ジェット燃料は、化石燃料由来ではなく廃油、植物、都市ゴミなどを原料とし

て作られ、化石燃料に比べ CO2 排出量が少ないという特徴を持ち期待されている。今回の

案件では都市で発生する一般廃棄物（いわゆる都市ゴミ）を原料としている。 

一般廃棄物を原料としたバイオジェット燃料製造プロセス 

 

SDGs など社会の課題解決のため出資 

JAL は、今回の出資について国際民間航空機関（ICAO）が定める国際航空分野の CO2 排出

量削減の方針に基づき、バイオジェット燃料の利用を促進するためのものと発表してい

る。また、今回の出資によりバイオジェット燃料の実用化に本格的に取り組み、中期経営

計画ローリングプランのグランドデザインで掲げる「SDGs を始めとする社会の課題解決

へ貢献」の実現を目指していくとしている。 

なお、同社は燃費性能の良い最新鋭の航空機への更新、エコフライト（できるだけ燃料を

節約する運航方式）の実践など、環境負荷軽減にも取り組んでいる。 

一方丸紅は、フルクラム社と共同開発に関わる契約も締結しており、米国内外における

W2F 事業の開発を通して、国際航空分野の CO2 排出量削減に貢献していく予定。 

また、同社は今回の出資を端緒として、新エネルギー事業の開発に加え、さらに EU サス

テイナビリティ戦略でもあるサーキュラーエコノミー（デジタル技術、プロセス技術等の
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イノベーションにより廃棄物の再資源化、製品長寿命化、シェアリングビジネスなど、コ

スト･環境面から永続的な企業活動を創出する経済モデル）において重要な位置を占める

廃棄物のエネルギー転換・再資源化ビジネスの取り組み拡大を目指す。 

【参考】国土交通省 － 一般廃棄物を原料とした代替ジェット燃料事業への出資案件の認

可について 

 

循環産業の海外展開支援補助金、3 件採択 すべて廃棄物発電 

2018 年 08 月 22 日掲載  

環境省は 8月 20 日、日本の循環産業の海外展開を支援するために実施している事業の

2次公募で 3 件を採択したと発表した。なお、同補助事業の 2次公募は、11 月 30 日まで

応募を受け付けている。 

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金のうち、この「我が国循環産業の戦略的国際

展開による海外での CO2 削減支援事業」は、民間事業者などを対象として、アジア諸国等

海外において実施される廃棄物発電、有機廃棄物のメタン発酵、廃棄物の燃料化などのエ

ネルギー起源 CO2 削減に資する廃棄物処理・リサイクル関係事業に対する実現可能性調査

を行う事業。中小企業は経費の 2／3、それ以外の民間事業者には経費の 1／2が補助され

る。補助事業者（執行団体）は廃棄物・3R 研究財団。 

採択された事業者は、次の通り。 

採択事業 3件すべて廃棄物発電 

日立造船（大阪府大阪市） 

事業名は、ベトナム国ハノイ市における廃棄物焼却発電事業。 

 

JFE エンジニアリング（東京都千代田区） 

事業名は、ミャンマー国ヤンゴン市における大型廃棄物発電施設導入調査事業。 

 

パシフィックコンサルタンツ（東京都千代田区） 

事業名は、オーストラリアにおける廃棄物発電事業展開の可能性調査事業。 

 

2 次公募は引き続き受付中 

同事業の 2次公募は、引き続き 11月 30 日まで応募を受け付けている。ただし、採択

案件の補助金額が予算上限に達した時点で、募集は終了する。2次公募の概要は次の通

り。 

対象事業 

海外において実施される廃棄物等の収集・運搬事業、中間処理事業、リサイクル事

業、最終処分事業（直接エネルギー起源 CO2 が削減されるものに限る） 

海外において、1の事業を実施する行政や事業者からの委託を受け、これに 必要な施

設を建設する事業（直接エネルギー起源 CO2 が削減されるものに限る） 

上記のいずれか。 

優先採択対象 
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二国間連携と連携して実施する事業（対象国は実施予定を含む廃棄物分野での二国間

協力実施国、JCM の二国間文書に署名済みの国、二国間の環境協力覚書の締結国） 

相手国自治体と協力関係にある日本の自治体を共同実施者に含み、当該協力と連携し

て実施する事業 

補助対象経費 

人件費、業務費（旅費、諸謝金、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借料及び損 

料、会議費、試験分析費、補助員人件費、外注費、委託費） 

事業期間は交付決定日から事業完了日または 2019 年 3 月 29 日まで。公募予算額の見

込みは 1億円程度。公募の詳細については廃棄物・3R 研究財団のホームページを参照の

こと。 

応募書類の提出先は廃棄物・3R 研究財団。提出方法は配達記録が残る郵送または持

参。締切は 11月 30 日 17 時必着。  【参考】環境省 － 平成 30年度「二酸化炭素排出抑

制対策事業費等補助金（我が国循環産業の戦略的国際展開による海外での CO2 削減支援事

業）」の二次公募における対象事業の選定状況について 

 

ヤマハスタジアム、使用電力が CO2 排出係数ゼロに 新電力のプランに切り替え 

2018 年 12 月 07 日掲載  地域新電力のスマートエナジー磐田（静岡県磐田市）は 12 月 5

日、地産電源と J－クレジット等を組合せた新電力プ

ラン「いわたゼロエミでんき」が、2019 年 3月より

ヤマハスタジアム（同）で採用されることを発表し

た。この電力プランは、竜洋しおさい風力発電所や磐

田ウィンドファームなど磐田市近郊の地産電源に J－

クレジット等の再エネ由来の証書を組み合わせ、CO2

排出係数ゼロの電力を磐田市中心とする需要家に提供

するものだ。 

近年、製造業の盛んな磐田市においても、再生可能

エネルギー等環境負荷の低い電力のニーズが増えてい

る。 

同社は、こうしたニーズに応えるため「いわたゼロ

エミでんき」をサービスラインナップに加えた。 

これからも同社は、地産電源を地元自治体・企業に供給する、地域に根差したエネル

ギー供給事業者を目指す。 

 

2019 年度は全供給電力量の 70％が再エネ電力 

スマートエナジー磐田は、JFE エンジニアリング（東京都千代田区）の子会社で、磐田

市が 5％、磐田信用金庫（静岡県磐田市）が 1％出資し、2017 年 4月に設立された。 

同社が地産電源として活用するのは磐田市の「竜洋しおさい風力発電所（1.9MW）」と

コスモエネルギーグループのエコ・パワー（東京都品川区）が磐田市内に所有する「磐田

ウィンドファーム（15MW）」。これらの電源は固定価格買取制度（FIT 制度）の対象とな

っている。また、2018 年中には地域内で新たなガスエンジン発電所の建設を進めるとし 
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ている。 

さらに、JFE エンジニアリング子会社の新電力アーバンエナジー（神奈川県横浜市）か

ら再生可能エネルギー電力の供給を受ける。 

これにより同社は、全供給電力量のおよそ 70％を太陽光・風力・バイオマス（専焼、

廃棄物）等の再生可能エネルギー発電で賄う計画だ（2019 度の全体の販売計画値ベー

ス。再生可能エネルギーには FIT 電気を含む）。 

ヤマハスタジアムは、ヤマハ発動機（磐田市）が所有・運営管理する球技専用スタジ

アム。Jリーグ加盟のジュビロ磐田（同）などがホームスタジアムとして使用している。 

 

神鋼環境ソリューション、IHI 環境エンジニアリングの廃棄物処理事業を吸収 

2018 年 10 月 01 日掲載  

神鋼環境ソリューション（兵庫県神戸市）は 9月 27 日、廃棄物処理事業分野において

よりプレゼンスを高めるため、IHI 環境エンジニアリング（東京都江東区）の廃棄物処理

施設関連事業などを吸収分割により統合する契約を締結した。効力発生日は 2019 年 1月

1 日。IHI 環境エンジニアリングから承継する部門の事業内容は、次の通り。 

ごみ処理施設関連事業 

IHI 環境エンジニアリングが営むごみ処理施設関連事業の全部。具体的には、流動床

炉、回転ストーカ炉、ガス化溶融炉、灰溶融炉、RDF（廃棄 物固形燃料）、粗大リサイク

ル、ドラム缶破砕などにかかわる、新設 EPC（設計・調達・建設）案件、基幹的設備改良

案件、運転管理受託事業、メンテナンス事業など（国内震災復興廃棄物処理施設関連事業

を含む）。 

バイオマス関連事業 

農業残渣の小規模分散型熱利用装置関連事業。 

廃棄物リユース処理業 

愛知県名古屋市におけるプラスチック容器包装廃棄物処理事業。 

なお、この吸収分割の効力発生を条件として、神鋼環境ソリューションは、承継した運転

管理受託事業を、第二段階目の会社分割（第二吸収分割）によって直ちに、同社の完 

全子会社である神鋼環境メンテナンス（兵庫県神戸市）への承継を予定している。 

 

廃棄物処理事業、取り巻く環境が変化 

両社は、地方公共団体など向けごみ焼却施設建設工事を中心とする廃棄物処理施設関

連事業分野において、各々の特長ある技術を基に事業展開し、日本の環境インフラを支え

る役割を担ってきた。 

しかし近年、日本の人口減などに伴う国内廃棄物市場の規模が縮小していることや、

「ごみ処理」から「廃棄物発電」へ変化していることなど、両社を取り巻く事業環境は大

きく変化してきており、より一層の収益基盤や技術力の強化が必須とされていた。 

両社は、2017 年 3月に「販売活動の一体運営体制の構築・運用」などを柱とする包括

的提携関係を樹立して以来、様々な業容拡大を目指した活動を行ってきた。 

しかし、組織を隔てたままでの協業は、シナジー（相乗効果）最大限発揮するには制

約があるため、両社は経営統合必須との認識を共有し、吸収分割の検討を進めてきた。 
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この事業統合により、両社は収益基盤の拡大、営業・技術ノウハウ の融合による競争

力の強化、および生産性向上・コストダウンなどを通じて、企業価値を一層向上させ、 

環境に優しい社会・地域作りに貢献していく。なお、両社は 2018 年 3月 27 日付でこの契

約について第一報を公表していた。 

 

水力発電や原子力発電の「非化石証書」、取引する制度設計の議論進む 

環境ビジネス編集部 

2018 年 12 月 20 日掲載 

横浜銀行（神奈川県横浜市）は 12 月 19 日、地域社会の発展に取り組むため、神奈川

県と「持続可能な開発目標（SDGs）」達成に向けた取り組みで連携すると発表した。ま

た両者は同日、「SDGs 推進に係る連携と協力に関する協定」を締結した。 

この協定に基づき、横浜銀行は、地域経済を担う県内中小企業向けに、SDGs 普及に向

けたセミナーの開催や金融リテラシー向上のための情報発信など、神奈川県との協働施策

に取り組む。 

さらに横浜銀行は同日、具体的な施策のひとつとして「〈はまぎん〉SDGs 私募債～未

来へ～」の取扱いを開始した。この商品は、顧客の私募債発行金額の 0.1％相当額を、神

奈川県の推薦にもとづき、同行が寄附先に決定した 5団体に寄附するもの。取扱い額は

100 億円。取扱い期間は 2020 年 3月 31 日引受分まで。発行額は 5000 万円以上（5000 万

円単位）で、発行企業 1社につき 5 億円以内。 

 

公表した寄附先は、神奈川県による「かながわ SDGs 取組方針（案）」のテーマに沿っ

た 5団体で、マイクロプラスティック問題や未病の改善、エネルギーの地産地消など社会

的課題の解決に向けて寄附金が活用される。 

また、横浜銀行は神奈川県との合同検討チームを立ち上げ、SDGs 推進に向けた社会的

投資の促進や、地域活性化に向けたキャッシュレス化社会の推進、「かながわプラごみゼ

ロ宣言」の推進などを今後検討していく。 

神奈川県は SDGs 未来都市・自治体 SDGs モデル事業に選定 

「SDGs」は、国連が 2015 年 9月に採択した国際目標。17の目標と 169 のターゲットか

らなり、環境、社会、経済の統合的な解決を目指している。国連に加盟するすべての国

は、2030 年までに、貧困や飢餓、エネルギー、気候変動、平和的社会など、持続可能な

開発のための諸目標を達成すべく力を尽くすとされている。 

SDGs 達成に向けてカギとなるのは、地方自治体による中長期を見通したまちづくり

や、地方創生に資する取り組みだ。そこで、政府は 6月、SDGs 達成に向けた優れた取り

組みを提案した 29自治体を「SDGs 未来都市」として選定し、うち、特に先導的な 10の

取り組みを「自治体 SDGs モデル事業」に選定した。 

神奈川県は、その両方に都道府県として唯一選定されたほか、すべてのステークホル

ダーと一体となって SDGs を推進することを目的に「かながわ SDGs 取組方針（案）」を定

めるなど、さまざまな取り組みを進めている。横浜銀行は、こうした神奈川県の取り組み

に賛同し、SDGs の達成に向けて連携することとした。 
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あの石灰石が主原料の紙「LIMEX」、レジ袋に プラスチック代替ニーズに 

2018 年 12 月 13 日掲載 

TBM（東京都中央区）は 12 月 11 日、同社が開発したプラスチック代替素材である

LIMEX（ライメックス）製と Plax 製のレジ袋などを、2019 年春ごろから製品化する予定

だと発表した。 

今回発表されたレジ袋、ゴミ袋、ショッパー（ショッピングバック）は、主原料の石

灰石とバイオ由来の生分解性樹脂から構成される「生分解性 LIMEX」から作られたもの

と、100％バイオ由来の新素材「改質ポリ乳酸コンパウンド Plax」から作られたものの 2

種類。 

この LIMEX 製のレジ袋等は、従来のポリ袋と比較して石油由来原料の使用を大幅に削

減し、資源枯渇、環境汚染問題に貢献する。また、Plax 製のレジ袋等は、生分解性樹脂

と石灰石を配合した袋で、コンポスト環境下で石灰石と水と二酸化炭素に分解され、環境

汚染問題に貢献することができる。 

紙やプラスチックの代替利用が 

LIMEX 製のレジ袋等は、LIMEX のコンパウンド技術によって生まれ、石灰石 50％以上 

を含む。石が主成分とは思えないほど、柔軟性がある手触りだという。 

紙の代替素材として使用する場合、原料に木や水を使用せず、石灰石 0.6～0.8 トンと

ポリオレフィン約 0.2～0.4 トンから LIMEX の紙代替製品（LIMEX シート）1トンを生産可

能だ（廃棄する場合は可燃ごみ扱いで、古紙回収には出せない）。 

 

次に LIMEX をプラスチックの代替とする場合は、主原料が石灰石であり、従来の石油

由来樹脂 100%のプラスチック原料に比べ、石油由来樹脂の使用量を大きく削減すること

が可能だ。また、単価の安い石灰石を主原料とすることで価格競争力を有する。さらに 
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LIMEX の印刷物等のリサイクル材から、LIMEX 製のプラスチック成型品（LIMEX ペレット

を加工）を作ることができ、環境負荷軽減に貢献できる。  

加えて主原料の石灰石は、日本でも 100%自給自足できる数少ない資源だ。 

Plax 製のレジ袋等は、Plax の技術を応用して生分解性樹脂と石灰石を配合したもの。

比較的硬質なバイオ樹脂、ポリ乳酸を主原料としながら柔軟性がある手触り。グループ会

社の Bioworks（京都府精華町）との連携で開発された。なお、同社は高機能なバイオプ

ラスチック改質剤の開発などを手がける企業。 

 

日本発の新素材 LIMEX 

LIMEX は炭酸カルシウムを 50%以上含む、無機フィラー分散系の複合材料であり、日本 

発の新素材。この開発については、2013 年に経済産業省のイノベーション拠点立地推

進事業「先端技術実証・評価設備整備費等補助金」に採択された。2014 年には国内特許

を取得、現在は日中米欧を含む 30か国以上で登録済だ。 

さらに同社は 2015 年に宮城県白石市において、年産 6,000 トンの LIMEX を製造する第

一工場を建設した。 また、2016 年には米国シリコンバレーの「Plug and Play」で「世

の中に最も社会的影響を与える企業ソーシャル インパクトアワード」を受賞し、2017 年

に「第 7回日米イノベーションアワード」で「イノベーション・ショーケース」を受賞し

た。 

そして今次、同社は、ポーランドで開催されている COP24（第 24 回国連気候変動枠組

条約締約国会議、12月 3日～14日）に日本政府代表団として参加した。そこでは LIMEX

製・Plax 製のレジ袋、ゴミ袋、ショッパーコンセプトモデルを、日本パビリオンで実施

するイベント「LIMEX － 石灰石で拓く脱炭素循環型社会への道」で紹介している。 

 

プラスチックの代替素材へのニーズに応える 

持続可能な開発目標（SDGs）への貢献やプラスチック汚染問題の解決に向けて、企業

の環境問題への対応が求められている。とくに海外では使い捨てプラスチックを規制する

動きが強まり、プラスチックの代替素材へのニーズは更に高まっている。 

同社は、こうした課題のソリューションとなり得るバイオ由来の生分解性樹脂の需要

拡大を見込み、2018 年 5月に欧州ビジネスサミット（EBS）と共同開催された Brussels 

SDG Summit2018（主催：CSR ヨーロッパ）のパートナーとなり、「生分解性 LIMEX」を発

表した。 
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こうした活動と並行し、同社は、2015 年までに累積で生じたプラスチック廃棄物 63 億

トンのうち、わずか 9％しかリサイクルされていない現状を踏まえて、脱炭素社会、循環

型経済の実現を目指し、資源効率性の向上に寄与できる「LIMEX のアップサイクル」に関

する取り組みを、自治体や企業と連携して推進してきた。 

 

東京都も建設リサイクル法で抜き打ちパトロール 計 368 件に指導など 

2018 年 12 月 12 日掲載 

東京都は 12月 11 日、2018 年 10 月に建設リサイ

クル法に関するパトロールを抜き打ちで実施し、標

識の未掲示や分別解体の不徹底が確認された現場に

おいて、368 件の指導等を行ったと発表した。 

具体的には、分別解体等の適正な実施を確保する

ために行う「法に基づく助言」が 15件、分別解体等

の実施の状況について報告を徴収する「法に基づく

報告の徴収」が 4件、任意で行った聞取り調査・指

導など「法に基づかない指導等（軽微な事項や他法令違反の場合等）」が 349 件。 

このパトロールは、同年 10 月 1 日～10月 31 日に、対象建設工事届出件数 2,751 件の

約 22％に当たる 600 件に対して行ったもの。抜き打ちで現場調査を行い、分別解体や再

資源化等の状況を確認するとともに、石綿（アスベスト）含有建材の分別状況やフロン回

収処理状況等についても確認した。 

石綿の飛散防止対策に関しては、大気汚染防止法と環境確保条例に基づく指導を 62 件

実施した。指導した主な内容は、「解体等の工事を実施する前に、工事の対象となる部分

にアスベストを含む建材の有無をすること」と「建物の解体等を行う全ての工事現場 

において、アスベストの事前調査結果（調査日、アスベストの有無等）を適切に掲示

すること」のふたつ。事前調査結果の掲示は、2015 年から義務化されている。 

フロン排出抑制法に基づくフロン回収・処理については、違反は認められなかった。 

 

区市とともに大規模に一斉パトロール 

東京都では区市と共に、毎年 5月と 10 月に建築物解体現場等における建設副産物のリ

サイクル等を適正に進めるために都内全域で一斉パトロールを行っている。 

一部の現場では、建設部局、環境部局のほか、石綿障害予防規則を所管する厚生労働

省東京労働局各労働基準監督署と合同でパトロールを行い、石綿含有建材の分別状況やフ

ロン回収処理状況等の確認をした。 

【参考】東京都 － 建設リサイクル法に関する一斉パトロールを実施しました 

 

清水建設、木質バイオマス発電で ESG・SDGs 貢献 地域森林資源を活用 

2018 年 12 月 04 日掲載  

⽊質バイオマス発電施設・チップ⼯場の完成予想パース 

清水建設（東京都中央区）は 11月 30 日、SDGs と ESG に密接にかかわるサステナビリ 

ティ事業の一層の推進を目的に、長野県東御市の羽毛山工業団地において、約 30億円 
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を投じて 2MW クラスの木質バイオマス発電所の建設に着手したと発表した。 

同発電所の予定発電出力は 1,990kW。カラマツ、アカマツ、スギ等の切削チップを燃料

とし、ボイラー・蒸気タービン方式による発電を行う。また、施設計画にあたっては、チ

ップ貯蔵エリアから発電プラントへの燃料チップの投入作業を自動化し、従来のバイオマ

ス発電所特有の深夜・休日の燃料供給作業をなくす。 

施設規模は敷地⾯積 19,389 平方メートル、建築⾯積 935 平方メートル。竣工は 2020

年 5月末の予定で、以後 20 年間にわたり固定価格買取制度（FIT）により売電事業を行

う。 

 

清水建設、木質バイオマス発電で ESG・SDGs 貢献 地域森林資源を活用 

2018 年 12 月 04 日掲載 

木質バイオマス発電施設・チップ工場の完成予

想パース 

清水建設（東京都中央区）は 11

月 30 日、SDGs と ESG に密接にかか

わるサステナビリティ事業の一層の

推進を目的に、長野県東御市の羽毛

山工業団地において、約 30 億円を

投じて 2MW クラスの木質バイオマス

発電所の建設に着手したと発表し

た。 

同発電所の予定発電出力は 1,990kW。カラマツ、アカマツ、スギ等の切削チップを燃料

とし、ボイラー・蒸気タービン方式による発電を行う。また、施設計画にあたっては、チ

ップ貯蔵エリアから発電プラントへの燃料チップの投入作業を自動化し、従来のバイオマ

ス発電所特有の深夜・休日の燃料供給作業をなくす。 

施設規模は敷地⾯積 19,389 平方メートル、建築⾯積 935 平方メートル。竣工は 2020 年

5 月末の予定で、以後 20 年間にわたり固定価格買取制度（FIT）により売電事業を行う。 

木質バイオマス発電事業のスキームは 

清水建設は 2018 年 6月、バイオマス発電事業を行う事業会社として信州ウッドパワー

（⾧野県東御市）を設立し、発電所建設に向けた準備を進めてきた。その信州ウッドパワ

ーは同発電所の着工に先立ち、羽毛山工業団地を分譲する東御市と、土地の売買契約を

11月 19 日に締結した。また、同社子会社の信州ウッドチップ（⾧野県東御市）が、この

発電所への燃料供給を担当する。 

なお、信州ウッドパワーには、長野県内で森林保全と CO2削減に取り組む長野トヨタ自

動車（長野県⾧野市）が共同事業者として資本参加している。 

地域の森林資源、マツクイムシ被害材も活用 

長野県は県土の約 8割（106 万ヘクタール）を森林が占める全国屈指の森林県 

その森林を育みつつ資源を無駄なく有効活用するためには、新たな木材需要の創出と流
通の仕組みづくり、さらには問題化している膨大なマツクイムシ被害材の処理・資源化が
求められている。 
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長野県の 2017 年時点の発表によると、同県の民有林の人工林率は約 5 割で、このうち

約5割がカラマ

ツである。森林

資源は人工林

を中心に蓄積

が増加し、約 1

億 3000 万平方

メートルに至

っている。同県

は、県内の人工

林の約7割に相

当する 23 万ヘ

クタールが間

伐作業が必要

な時期である

とし、間伐を推

進している。 

清水建設は

こうした状況を受け、同県内において木質バイオマス発電事業に取り組むこととし、木材

生産が活発な東信地域で他のバイオマス発電施設と燃料の集材圏が重複しない羽毛山工業

団地を事業地に選定した。 

今回のバイオマス発電に使用する燃料の切削チップ量は年間約 3万トン／年に及ぶが、

東信地域の森林量を勘案すると、間伐材などの未利用材やマツクイムシ被害材を利用する

だけで十分補うことができる見込みだ。 

同社は、同事業が東信地域（長野県東部）にもたらすメリットとして、間伐材や被害

材・林地残材の処分は森林の保全育成につながることや、地元に約 1～1億 5000 万円／年

のチップ材の対価をもたらすこと、また、2MW クラスのバイオマス発電が一般家庭約

4,500 戸分の電力を補い、10名程度の雇用も創出する点などを挙げている。 

これにより、建設地周辺エリアにおける地方創生、林業再生、地消地産を促し、事業

者と地元との間に Win・Win の関係を築くものとしている。 

また、同社は、今回の発電事業を通じ、森林資源が豊富な地域を対象に木質バイオマ

ス発電の適地調査を継続実施するとともに、燃料チップの投入作業を自動化した 2MW クラ

スの木質バイオマス発電所をプレデザイン商品としてパッケージ化、第二、第三の事業の

立ち上げを目指している。 

同発電所の起工式は、11月 30 日に建設地において執り行われた。花岡 利夫東御市長

や林業関係者、県議会・市議会議員、長野県と周辺市町村の関係者など約 100 名が参列

し、工事の安全を祈願した。【参考】長野県 －長野県の森林・林業の現状と課題 

 

新日鐵住金、プラスチックのリサイクル量が累計 300 万トンに到達 

2018 年 11 月 27 日掲載 
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君津製鉄所のプラスチックリサイクル設備 

 

新日鐵住金（東京都千代田区）は、2000 年より取り組んできたコークス炉化学原料化

法によるプラスチックリサイクルが、11月 14 日に累計リサイクル量で 300 万トンを達成

したと発表した。これによる環境負荷削減効果は、CO2 削減量としては約 960 万トン、埋

め立て処分の回避量としては約 1200 万立方メートルになると試算している。 

同社では、省エネ・CO2 削減と資源リサイクルによる循環型社会形成に貢献することを

目的に、「容器包装リサイクル法」（2000 年 4月より完全施行）スキームによる一般廃

棄物系プラスチックを主な対象とした取り組みをスタート。製鉄所内に、異物除去、破砕

機、減容成形機等からなる事前処理設備とコークス炉への装入設備を設置し、コークス炉

化学原料化法によるリサイクルを行っている。 

現在、全国 5 カ所の製鉄所で自治体から容器包装リサイクル協会に委託される容器包

装プラスチックの 3割前後を受け入れている。そしてそれを加工した後、7カ所のコーク

ス炉でリサイクルしている。さらに容器包装プラスチックに加え、スーパーマーケットな

どで店頭回収されるトレイ類やユニフォームなどの化学繊維類についてもコークス炉化学

原料化法を用いてリサイクルに努めている。 

この取り組みで、全社としては 2008 年 5月に 100 万トン、2013 年 11 月に 200 万トン

と順調にリサイクルを進めてきたが、今回、全社累計処理量 300 万トンを達成した。製鉄

所別の累計処理量は、君津 114 万トン、名古屋 57 万トン、八幡 53万トン、大分 39 万ト

ン、室蘭 37万トン。 

 

有害物質の残留がないコークス炉化学原料化法 

コークス炉化学原料化法では、既存のコークス炉を有効利用し、プラスチックを約 
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1200℃で高温乾留して、炭化水素油（40％）、コークス（20％）、コークス炉ガス

（40％）といった安定な物質に熱分解し、ほぼ 100％有効利用する。分解・回収した炭化

水素油は新日鉄住金グループの化学工場等でプラスチック原料等に再生し、コークスは製

鉄原料として、コークス炉ガスは製鉄所内のエネルギーとして直接利用する。 

コークス炉化学原料化法は、プラスチックを高温で乾留するため有害物質の残留がな

い。また、コークス炉や化学工場等の既存の設備、プロセスを有効利用しているため、リ

サイクルの効率性、質、安全性に優れる。この手法は、プラスチックリサイクル化学研究

会技術功績賞（2013 年度）や文部科学大臣表彰科学技術賞（2014 年度）などの社外表彰

受賞実績がある。 

容器包装リサイクル法は、家庭から排出されるごみの 6割（容積比）を占める容器包

装廃棄物を有効利用することで、ごみの減量化を図るための法律。それぞれの立場でリサ

イクルの役割を担うことを理念としており、消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業

者は再商品化を行うことが役割となっている。 

 

レジ袋の有料化など、プラスチック廃棄物の削減戦略 環境省の素案が公開 

2018 年 10 月 22 日掲載  

環境省は 10月 19 日、プラスチックの 3Ｒ（リデ

ュース、リユース、リサイクル）を一層推進するた

め、レジ袋の有料化を義務付けることなどを盛り込

んだ、プラスチック廃棄物の削減に向けた戦略の素

案を提示した。 

この「プラスチック資源循環戦略（素案）」では、2030 年までに容器包装等の使い捨

てプラスチックの排出量を累積で 25％抑制するなどの目標も示した。 

同戦略は、環境省の中央環境審議会に設置された小委員会で検討が行われている。最

終的な戦略は 2019 年 6 月までに策定する予定だ。 

 

基本原則は「3R+Renewable」 

素案で示された基本原則は「3R+Renewable（持続可能な資源）」。使い捨てのプラス

チック製容器包装・製品について、無駄に使われる資源を徹底的に減らすとともに、原料

を再生材や再生可能資源（紙、バイオマスプラスチック等）に適切に切り替えた上で、で

きる限り長期間使用する。また、使用後は、効果的・効率的なリサイクルシステムを通じ

て、持続可能な形で、徹底的に分別回収し、循環利用（熱回収によるエネルギー利用を含

め）を図る。 

とくに、可燃ごみ指定収集袋など、その利用目的から一義的に焼却せざるを得ないプ

ラスチックには、カーボンニュートラルであるバイオマスプラスチックを最大限使用し、

かつ確実に熱回収する。そのための重点戦略として、実効的な（1）資源循環、（2）海洋

プラ対策、（3）国際展開、（4）基盤整備を進めていく。 

レジ袋の無料配布禁止、各界各層に配慮 

プラスチック資源循環では、徹底したリデュース対策として、レジ袋の有料化義務化

（無料配布禁止等）をはじめ、無償頒布を止め「価値づけ」すること等を通じて、消費者 
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のライフスタイル変革を促すことを打ち出している。 

また、その際には、中小企業・小規模事業者など国民各界各層の状況を十分踏まえた

必要な措置を講じるとしている。 

このほか、モノを売り切るのではなく、たとえば、定額利用など対してモノを提供す

る「モノのサービス化」、シェアリング、修繕・メンテナンス等による長寿命化、再使用

など、技術・ビジネスモデル・消費者のライフスタイルのイノベーションを通じたリデュ

ース・リユースの取り組みを推進・支援していく。 

さらに質が高いプラスチック資源の分別回収・リサイクルを促す観点から、事業者や

地方自治体など多様な主体による適正な店頭回収や拠点回収の推進や、最新の IoT 技術も

活用した効果的・効率的で、より回収が進む方法を幅広く検討する。漁具等の海域で使用

されるプラスチック製品についても陸域での回収を徹底し、可能な限り分別、リサイクル

等が行われるよう取り組みを推進する。 

また、分別・選別されたプラスチック資源の品質・性状等に応じて、材料リサイク

ル、ケミカルリサイクル、熱回収を最適に組み合わせることで、資源有効利用率の最大化

を図る。 

 

「スクラブ製品」、対応強化へ 

海洋プラスチック対策では、犯罪行為であるポイ捨て・不法投棄撲滅に向けた措置を

強化する。また、2020 年までに洗い流しのスクラブ製品（※化粧品や歯磨きなどに、角

質除去や洗浄の目的でスクラブ剤が配合されているもの）に含まれるマイクロビーズの削

減を徹底するなど、マイクロプラスチックの海洋への流出を抑制する。プラスチック原

料・製品の製造、流通工程はじめサプライチェーン全体を通じてペレット等の飛散・流出

防止の徹底を図っていく考えだ。 

このほか、地方自治体等への支援などを通じて、地域の海岸漂着物等の回収処理を進

めるとともに、日本近海沿岸における漂流・漂着・海底ごみの実態把握などに取り組んで

いく。 

リユース・リサイクルの目標では、2030 年までにプラスチック製容器包装の 6割をリ

サイクルまたはリユースし、かつ、2035 年までにすべての使用済プラスチックを熱回収

も含め 100％有効利用することを目指す。また、バイオマスプラスチックについては、

2030 年までに、最大限（約 200 万トン）の導入を目指す。 

 

「プラスチック・スマート」キャンペーン開始 

環境省は 10月 19 日、世界的な海洋プラスチック問題の解決に向けて、「プラスチッ

ク・スマート －for Sustainable Ocean－」と銘打ったキャンペーンを立ち上げることも

発表した。 

このキャンペーンでは、ごみ拾いイベントへの参加やマイバッグの活用などの個人の

行動・アイディアや、自治体・NGO・企業・研究機関などによるポイ捨て・不法投棄撲滅

の運動やプラスチックの 3R などの取り組みを募る。その取り組みをキャンペーンサイト

や、2019 年 6 月に日本で開催する G20、また各種イベントなどを通じて広く国内外に発信

していく。 
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使い捨て容器包装の廃棄量、日本人は世界 2位 

プラスチックごみについては、不適正な処理のため、世界全体で年間数百万トン以上

が、陸上から海洋へ流出していると推計されている。このままでは 2050 年までに魚の重

量を上回るプラスチックが海洋環境に流出することが予測されるなど、環境汚染への懸念

が広がっている。 

この戦略（素案）によると、使用済プラスチック容器包装の有効利用率は、世界で

14％、日本では 84％。世界全体では未だ低く、世界全体の取り組みとして、プラスチッ

ク資源循環体制を早期に構築するとともに、海洋プラスチックごみによる汚染の防止を実

効的に進めることが求められている。 

また、日本は、使い捨て（ワンウェイ）の容器包装廃棄量（1人当たり）が世界で 2番

目に多いと指摘されていることや、中国をはじめアジア各国による使用済プラスチック等

の輸入規制が拡大しており、これまでの以上の国内資源循環が不可欠だ。 

こうした状況を踏まえ、第四次循環型社会形成推進基本計画（2018 年 6月 19 日閣議決

定）に基づき、「プラスチック資源循環戦略」を策定し、これに基づく施策を国として推

進していく。 

【参考】環境省 － 中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源循環戦略小委員

会（第 3回） 議事次第・配付資料 

環境省 － 「プラスチック・スマート」キャンペーンの立ち上げについて 

 

廃棄物・リサイクルの事例紹介など 世界循環経済フォーラムに 1000 人以上 

2018 年 10 月 26 日掲載 

環境省は、10月 22～23 日、フィンランド・イノベーション基金（SITRA）と共同で

「世界循環経済フォーラム（WCEF）2018」を横浜市で開催した。 

同フォーラムでは、循環経済に関する世界中の好事例の紹介や、「持続可能な開発目

標（SDGs）」の達成に向けた循環経済の役割などについて議論が行われた。参加国は約

85 カ国、参加者は 1,000 名以上にのぼった。 

主なトピックスとしては、循環経済の構築をテーマに、第 4次産業革命の技術活用、

グローバルチェーンと循環貿易、食品リサイクル、プラスチックゴミの削減などが取り上

げられた。また、日本が世界の主要循環経済の推進国の一つとなったかというストーリー

も紹介された。 

資源を廃棄物にするのではなく、資源効率性の向上や 3R推進による循環経済への移行

は、関連するステークホルダーの協力等が重要となる。また、循環経済の移行は、企業に

とって新しいビジネスチャンスをつかみ、競争的優位を築くきっかけにもなる。 

これらを目的として WCEF は、世界中から循環経済に関するステークホルダーが一同に

会し、循環経済に関する知見を共有するイベントとして開催されている。2017 年にフィ

ンランドのヘルシンキで第 1回が開催され、2018 年は 2回目の開催となる。第 3回 WCEF

は、2019 年 6 月にヘルシンキで開催される予定。 

 

環境副大臣が 3つの提言を発表 

WCEF2018 では、原田環境大臣がオープニングスピーチを行った。また、あきもと環境 
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副大臣が議論の内容を踏まえてクロージングスピーチを行った。このスピーチで、世

界的な課題の解決に向けて循環経済への移行が不可欠であるとし、目指すべき経済・社会

を実現していくため、下記の 3つの行動について提言した。 

国、企業、個人等の各主体の具体的な目標の設定と共有 

循環経済の構築に向けたムーブメントの促進 

官民連携による行動の拡大 

また、原田環境大臣は、フィンランド環境省との環境協力の覚書について署名を行

い、両国環境省が、循環経済、廃棄物管理と廃棄物発電に関する技術、気候変動、大気汚

染・水質汚濁の防止と汚染土壌の回復、海洋環境の保護等の分野で協力を行っていくこと

を確認した。さらに、世界経済フォーラム等のイニシアティブである循環経済加速化プラ

ットフォーム（PACE）への参加を表明した。 

WCEF2018 の成果については、日本・フィンランド両国が協力し、2019 年 3月の第 4回

国連環境総会（UNEA4）、同年 6月の「G20 環境・エネルギー大臣会合」等の国際会議に

おいて発信していく。 

【参考】環境省 － 世界循環経済フォーラム（WCEF）2018 の結果について 

 

紙オムツ材料と屎尿を分離・処理する機械 介護負担低減、ゴミ問題解決めざす 

2018 年 10 月 25 日掲載  印刷 記事を保存  

LIXIL（東京都千代田区）は 10月 23 日、同社の「破砕・回収型紙オムツ処理による介

護負担と環境負荷低減」プロジェクトが、国土交通省が募集していた「平成 30年度 第 2

回サステナブル建築物等先導事業（次世代住宅型）」に採択されたと発表した。 

このプロジェクトは、高齢者施設に破砕装置とし尿の分離回収装置を組み込んだ紙オ

ムツ処理機を導入するというもの。まず使用済みの紙オムツは、破砕装置により 3分の 1

以下に減容減量、続いてそれを分離回収装置によって紙オムツ成分と屎尿に分別する。そ

して紙オムツ成分はごみとして回収し、屎尿は下水道に流す。これにより高齢者施設で働

く方への負担を軽減すると同時に、紙オムツ処理における環境負荷の低減も目指す。 

今後、紙オムツの減容減量の効果や、実際の介護者や被介護者へのアンケート調査に

よる介護負担の低減効果等を検証し、2018 年度中に処理機の制作を行い、2021 年度まで

に実用化のめどを立てる予定。 

なお、減容減量の実証は下記の手

順で実施する。 

紙オムツを 3分の 1以下に減容減

量する破砕機構付紙オムツ処理機を

制作し、高齢者施設に設置。 

同処理機にて、屎尿と紙オムツ成

分に分離。 

屎尿は下水道に排水し、紙オムツ

成分はごみとして回収。 

紙オムツ処理機設置イメージ 
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介護者と被介護者を対象に、介護負担軽減効果に関するアンケート調査を実施。 

紙オムツの廃棄量の増減を調査し、介護と環境負荷を検証。 

 

社会問題化しつつある紙オムツ処理の対策として 

社会の高齢化が進み、要介護者認定者の数は増加の一途を辿るなか、使用済み紙オム

ツの処理にかかわる高齢者施設の負担増大が新たな社会問題として顕在化している。 

 

肥大化する処理費用はもちろんのこと、多大な量と異臭により建物外で行わなければ

ならない集積管理や各部屋からの収集の手間など、施設スタッフの負担も大きく、また約

8割が水分で構成される紙オムツは焼却時の環境負荷も高い。 

こうした課題を解決するため、同社はこのプロジェクトに取り組む。 

 

同社は、すべての人の暮らしやすさに配慮したユニバーサルデザイン（UD）への取り

組みに注力しており、高齢者や障碍者だけでなく、あらゆるエンドユーザーのニーズや好

みにこたえる新しい製品・サービスの開発を進めて行く方針だ。 

 

国土交通省の「サステナブル建築物等先導事業（次世代住宅型）」は、子育て世帯、

高齢者世帯など幅広い世帯のニーズに応える住生活関連の新たなビジネス市場の創出・拡

大の促進を図るため、健康・介護、少子高齢化に寄与する IoT 技術などを活用した住宅の

実用化に向けた課題・効果等の実証を行う事業を募り、支援する事業。補助率は補助対象

費用の 1／2、補助限度額は 1 プロジェクトあたり原則 5億円。今年度の第 1回公募は 4

月～5月にかけて実施された。 

 

廃棄物処理業者、半数以上が処理量増加 中国の廃プラ類輸入規制で 

2018 年 10 月 19 日掲載  

環境省は 10月 18 日、中国の使用済みプラスチック等の輸入禁止措置による国内産業

廃棄物処理への影響を調査するため、2018 年 8月に都道府県等や産業廃棄物処理事業者

に対して実施したアンケートの結果をとりまとめ公表した。この調査は、中国の輸入禁止

措置等により、国内で廃棄物として処理されるプラスチック等の量が増大したことによ

り、国内の廃棄物処理がひっ迫し、国内の産業廃棄物処理に支障が生じているとの声が寄

せられていることから実施されたもの。また、こうした状況を踏まえ、国内の状況を把握

し廃棄物の適正処理を推進するために行った。 

 

自治体の 8 割「対策を講じる予定はない」 

調査結果によると、この輸入規制等の影響による廃プラスチック類の不法投棄は、ア

ンケートに回答した自治体では確認されていない（2018 年 7月末時点）。対策の必要性

について聞いたところ、自治体の 82％（82件）が現状では対策を講じる予定はないと回

答している。現時点で生活環境の保全上の支障の発生は確認されていないが、一部地域に

おいて上限超過等の保管基準違反が発生しており、一部処理業者において受入制限が実施

されている。今後、廃プラスチック類の適正処理に支障が生じたり、不適正処理事案が発 
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生する懸念がある状況が見受けられた。環境省は、今後の対応として、中国の動向も

踏まえながら、廃プラスチック類の処理のひっ迫状況や不法投棄等に関する実態把握と、

自治体との情報共有を進めていく。加えて、3つの対策を速やかに講じていく。 

1 つ目として、公共関与型の産業廃棄物処理施設、大規模な処理施設等の既存施設のさ

らなる活用や、関係団体との協力により不適正な事案の発生時も即時に対応が可能となる

体制の構築を検討する。2つ目に、廃プラスチック類のリサイクル施設等の処理施設の整

備を速やかに進め、国内資源循環体制を構築する。3つ目の対策として、2019 年 6月まで

に策定予定「プラスチック資源循環戦略」に基づき、プラスチック資源循環を促進する。 

このほか、主な調査な結果の概要は以下の通り。 

廃プラ類の保管量が増加した自治体は 1／4 

自治体における廃プラスチック類の保管状況については、管内における保管量の増加 

傾向を確認したとの回答が 24.8％（26 件）あった。このうち、保管上限の超過等、保

管基準違反が発生したとの回答は 5 件だった。一方、21.9％（23 件）は、「把握してい

ない」と回答している。 

自治体で認識している、この輸入禁止措置にかかわる状況変化としては、売却価格低

下・逆有償化等による「処理費用の増加等」（39件）、「処理先確保の困難化」（34

件）、「輸出先の変更等：（19 件）などがあった。 

 

最終処分業者ではまだ 25％の企業しか増えていない 

処理事業者に処理量の変化について聞いたところ、中間処理業者の 56％（93 件）、最

終処分業者の 25％（8件）が「増加した」という回答した。処理量の増加幅の割合は、中

間処理においては 84.6％（77 件）、最終処分においては 62.5％（5件）で 2割未満とな

っている。保管量の変化（中間処理）については、35.2％（57 件）が「増加した」と回

答した。受入制限については、現在行っているとの回答が 23.3％（40 件）、検討中との

回答が 11.6％（20 件）あった。  
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廃棄物処理事業者、料金値上げ傾向 

処理事業者における処理料金の変化については、値上げしたという回答が、収集運搬

で 23％（34件）、中間処理で 43.8％（74 件）、最終処分で 3.3％（1件）であった。処

理料金の値上げの要因については、処理後物の買い取り価格の低下・逆有償化（47

件）、処理施設（焼却・最終処分）における処理料金の増加（42 件）との回答が最も多

かった。処理の円滑化の妨げとなっている課題については、処理先の確保が困難となった

こと、売却価格低下・逆有償化等による処理費用の増加等などの意見が寄せられた。この

アンケートの実施期間は 2018 年 8月で、2018 年 1 月～7月の状況について回答を依頼し

た。調査対象は、都道府県・廃棄物処理法で定める政令市の産業廃棄物主管部局と、廃プ

ラスチック類の産業廃棄物処理業（中間処理・最終処分）の許可を有している優良認定業

者。回答率は都道府県・政令市 83.6％（47 都道府県及び 75 政令市のうち 38都道府県及

び 64 政令市から回答）、廃棄物処理業者 28.9％（調査対象 605 社のうち 175 社から回

答）。 
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【参考】環境省 － 外国政府による廃棄物の輸入規制等に係る影響等に関する調査結

果について 

 

水力発電や原子力発電の「非化石証書」、取引する制度設計の議論進む 

環境ビジネス編集部  2019 年 01 月 07 日号掲載 

経済産業省の電力・ガス基本政策小委員会で、固定価格買取制度（FIT 制度）による買

取期間が終了した住宅用太陽光発電（卒 FIT）や、水力・原子力など FIT 電源以外の非化

石価値（非 FIT 非化石証書）の取引にかかわる制度設計が進められている。資源エネルギ

ー庁は、12月 19 日に開催した第 14回の同小委員会で、これまでの議論と今後の検討を

進める上での考え方をまとめた資料を示した。 

 

非化石価値取引市場で非化石電源比率 44％を後押し 

エネルギー供給構造高度化法（高度化法）において、エネルギー供給事業者（小売電気事

業者、一般送配電事業者、特定送配電事業者）のうち、「特定エネルギー供給事業者」

（前年度の電気の供給量が 5億 kWh 以上である者）は、自ら供給する電気の非化石電源

（再エネ、原子力）の比率を 2030 年までに 44％とすることが求められている。これは、

2030 年における長期エネルギー需給見通し（エネルギーミックス）などを踏まえて設定

されたものだ。この目標の達成を後押しするため、2018 年 5月に非化石価値取引市場が

創設され、これまで計 3回のオークションが行われた。ただし、これまでの非化石証書

は、FIT 制度によって発電された FIT 電源に由来する環境価値を証書化したものだった。 


