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呉地域における産業廃棄物の現況
一生物系廃棄物の有効利用方策について一

松尾昭彦'・中峠禎孝“

lndustrial Waste Discharged from Various Sources in the Kure Region 
-New Approaches on the Beneficial Recycling of Biological Wast← 

Akihiko Matsuo* and Yoshitaka Nakatao.. 

In most developed countries a consumer society has evolved， and now similar 

changes are ta註ingplace in developing countries too. In the present civilized so-

ciety we need a great deal of resources and energy to make a variety of goods， 

and we subsequently discharge a lot of general and industrial wastεcausmg a 

depletion of resources and deterioration of the environment. Uti1izable resources 

are， however， limited and we cannot use these for ever without endangering the 

environment. Accordingly， we should aim to construct an environmentally con-

cerned society which considers not only “production-currency-consumption" but 

also “discharge-resource-environment". ln this paper we describe new methods 

for recycling biological waste. 
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1.はむめに

この地球上に我々人類が誕生したとき，現在で

もき妻怠している多種多様な生物種が，既に生皇、し

ていたと言われている.人類は誕生後のかなりの

期間，他の動物と同じように局面に生育している

動物を狩猟したり植物を採取して暮らしてきた.

その後一部の動植物の品種改良や育種を成し遂げ，

牧畜および農耕生活へと変わった.いつの時代で

も人類は常に也の生物群と共存して，自然界の中

で循環しながら一つの生態系を形成して，すなわ

ち共生して，長い間活発な生命活動を営んで大き

く繁栄してきた.さらに， 18世紀の産業革命以後，

特に今世紀後半には，地球上の天熱費源の大量泊

費によって高震の物質文明社会を築いた.近年，

大量の天然資源の消費とそれに伴う麗棄物が，地

球自身の浄化作用の限界を越えて地球温暖化・酸

性雨被害などの問題を起こし，我々人類を含めた

全ての生物種の生存に対して悪豪簿を与えている.

廃棄物はー殻廃棄物(家庭ゴミ)と産業廃棄物

に分けられるが，両者とも高速度で増大している.

さらに，廃棄物は質的にも多様化して，その処理

が函難な状況となって塁走存の施設での処理・処分

能力は援界に近づいている.そのため支払うべき

処理・処分費用は，今後も増加の一途を迫ること

が予想される.このように各地域，各国から地球

全体に渡って廃棄物問題が深刻化している.特に，

天黙資源の少ない我が毘においては，有限希少な
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資諒を有効に再利用(リサイクル〉する社会シス

テムを再構築しない限り，現在のような快適な生

活水準と経済活動を長期的に維持することが困難

になるかもしれない.

生活と調和した活力ある地方都市を標務してい

る呉市においても，産業界・行設・学界が一体に

なって，環境保全と省資源・省エネルギーの観長

から摂りある資源を大切にし，環境に負荷をかけ

るような廃棄物を出さない物質循環{リサイクル)

型の社会システムの構築を志向しているところで

ある.著者飢え昨年度の呉産業活性北懇談会ハ

イテク委員会で，呉地域の企業に対して産業廃棄

物調査を実施し，回答されたアンケートをまとめ

て報告した 1) 本論文では，先ず廃棄物の全般と

調査結果の一部について概説し，麗棄物再利用の

用途拡張が強く求められている生物系麗棄物の有

効利用方策を中心に論ベる.

2.物質収支と産業廃棄物

2.1.我が毘の物質収支

近年先進諸国においては高度の文暁社会を築い

てきたが，この「使い捨て文明」とも言われる物

質文明を長い間継続して行くためには，膨大な資

源量と無摂の環境の広がりを必要とする. しかし

ながら，我々が往んでいる緑の惑星 f地球jは有

限であり，地球の資諒(有用な資源は遍在してい

る)も環境(自然環境にも地域差がある) ~こも誤

りがある.それ故に 我々は資源を大切にし環境

に負荷をかける麗棄物は出さない社会システムを

作り上げて行かなければならないことは自明であ

る.

表在我々が消費している資源は，材料資掠(食

料を含む)とエネルギー資源に大別される.また，

位の視点で分類すると 生物系資源と非生物系資

源の二種類となる.生物系資源は，無尽蔵の太揚

エネルギーと二酸化炭素が生物の光合成能で変換

貯蔵される生物有機体であり，バイオマスともい

われる不滅の資源である 2)後者i土石油・石炭・

天候ガスなどの有機系の化石物質や地殻を構成し

ている無機物震であり，エネルギー源として使用

すれば消失する資源であったり，化学変化や混融

され他の物震に変換されている.

ここで，我が国の経済活動を物質収支(マテリ

アルバランス;平成 2年度}で見ると，廃棄物が

いかに大量に排出されているかがよく特る 3) 我

が国の全産業界においては 資源量として国内

(12.3意トン〉および海外 (6.0億トン〉からのパー

ジン資源に，国内の再生利用資掠(1.6億トン〉

を加えた総計約20~意トンを要している.これに対

し建設資材 (8.9億トン)や工業製品(1.8龍トン〉

として10.7億トンを国内に蓄績し，食料 (0.81意

トン)あるいはエネルギー (3.3億トン)として

4.1龍トン消費消滅している.製品の海外輸出は，

6.0億トンの資源輸入に対して僅か0.8億トンに過

ぎない.このような経済活動の結果に基づき，廃

棄物として産業廃棄物3億トンおよび一般廃棄物

〈家庭ゴミ)0.4穣トンの合計3.4信トンを排出し，

このうち1.6億トンが再生利用資源に送られてい

る.平成6年度の統計では，産業廃棄物およびー一

般麗棄物がそれぞれ4億トンと0.5億トンの合許

4.51意トンに増大している.

貴重会資源の節約方策を製造者サイドから検討

すると，製品の機能を維持しつつ軽量化・高性能

化・長寿命先等を推進し，寝棄物の発生を抑制す

ることである.さらに 再生利用の対象となり得

る製品については，設計段階から再生しやすい構

造の採用や分別のための識別表示等を行うことに

より，経済合理性の範囲内で選刻回収を促進して

再生利用を泣かり廃棄物の減量化に努めることも

重要である.しかしながら，企業活動は経済性が

最優先されるのが通侭であり この金業論理と廃

棄物の再資源化あるいはリサイクルの詞立は必ず

しも容易ではまい.これを両立すべく，新しい企

業論理あるいは企業倫理が求められている.

2.2.産業廃棄物の処理・処分の現状

以上のように我が国においては大量の廃棄物を

排出しているが，ここでは産業霧棄物の排出状況

を業撞別および廃棄物種類別の排出量(昭和60年
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度)で見てみたいム 5)業種別排出量は農業

(20.1 %)が最も多く，次いで建設業(18.4%)、

鉄鎖業(16.0%)の)頓で，この 3業種で全体の半

分以上をιめている.境棄物種類別で誌汚泥

(36.1 %)が総排出量の3割以上を占め，次いで家

畜 糞尿 (20.09ち)，建設礎材 05.7%人鉱さい

03.3% )の排出量が多く，これらで全体の85%

を占めている.

それでは，発生した産業廃棄物の処理二はどのよ

うに処理されているのであろうか.中間処理によ

る減量化率は30%にもなり 礎棄物の減量化に大

きな役割を果たしている. q1時処理率を昭和55年

震と60年度とで比較すると34%から30%に減少L，

逆に最経処分率が17%から23%に上昇している.

産業堤棄物の中には中間処理による減量化が容易

な麗酸， )発アルカ 1)，度油のようなものと.減量

化の困難な建設廃材のようなものがある.中間処

理本の減少は，建設麗材のような中間処理しにく

い産業堤棄物の増加によるものとみられる.

2 . 3. 産業実棄物の処理と再生利用に関する法控

ここに廃棄物に係わる法律の概要をまとめた t'

産業廃棄物は，環境保全と資源の存効活用の E的

で， r廃棄物の匙理及び清掃に慢する法律J(以下

罵掃法という〉および[再生資源の利用の促進に

関する法律J(以下リサイクル法という)の二法

で規寄りされ，各企業においてはこれらの法捧を遵

守して事業活動をする義務が負わされている.

廃掃法およびその政令により，事業活動に伴っ

て生じた燃えがら 汚泥廃油など19種類の寝棄

物が産業廃棄物として定められている.その後，

壌発性，毒性，感染性など入の鍵康叉は生活環境

に被害を生ずるおそれのある廃棄物として特別管

理廃棄物という区分を設け，処理基準の強化が一

段と図られることになった.さらに，最近「有害

廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に

関するバーゼル条約J(以下パーゼル条約という〉

に対応するため輸入された廃棄物も追加された.

また，建設資材を除いた主要な資源の大部分を輪

入に依存している我が国においては，近年の国民

''i 
つ、U

経済の発展に伴って生とる廃棄物の発生量が増加

し，その相当部分が利用されずに寝棄されている.

そのため，資源の有効利用の確保を図るとともに，

廃棄物の発生の抑制および環境の保全に資すため

リサイクル法が制定・施行されている.

嘉掃法では， r事業者はその事業活動に伴って

生じた廃棄物を自らの責任において適正に佐理し

なければならないj と事業者の自己責任の家財を

明確にしている.さらに， r事業者は廃棄物の減

量その他その適正な処理の確保等に関し出及び地

方公共同体の施策に協力しなければならない」と

されている.また，他に産業礎棄物の収集，運搬，

処分の全部または一部を業として行おうとする.fi"

は，行おうとする業の種顎に誌じて扱おうとする

ものが特別管理産業廃棄物ではない産業麗棄物で

あれば，産業廃棄物収集運搬業叉は産業境棄物処

分業の許可を受けなければならない.扱おうとす

るものが持部産業廃棄物であれば， rï~J 様に特7]IJ管

理産業廃:棄物収集運搬業叉は特別管理産業瑳棄物

処分業の許可をその業を行おうとする区域を管轄

する都道府県知事から受けなければならないこと

になっている.事業者が産業廃棄物(特別管理産

業廃棄物を除く)を処分するときの法律体系の概

要は関 iの通りである.

地域で発生した産業高棄物の処理・処分は，地

主主の産業瑳棄物処理業者に委託する場合が多い.

表1には呉地域の産業廃棄物および持別管理産業

廃棄物処理業者数を示している.

産業廃棄物と同様に一般廃棄物(家庭ゴミ)の

排出量も年々増加しており，各地方治自体は廃棄

物の処理に対する多大な経費を出費しこの対応に

苦慮している.一一穀廃棄物に辻多種類の廃棄物が

提合されており，そのリサイクル率 (3%台)は

非常に低い.一般境棄物の中で，容器包装嘉棄物

(紙，缶，ピン，プラスチックなど)の占める割

合が60%もあり，これらを有効に再利用するため

の[容器包装リサイクル法Jが平成 8年から設措

的に施行されることになっている.呉地域におい

ても，地域活性化のためにも行政と産業界で協力

体艇を確立し，容器包装廃棄物を有効利用する静
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[収集運搬
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産業廃棄物収集運搬業者 産業廃棄物処分業者

図1.事業者の産業廃棄物の処理のダイアグラム

表1.呉地域の産業廃棄物および特別産業裏棄物処理業者数

業 の 種 類 市内 市持 言十

収集運搬業 69 1 0 1 70 

収集運搬業 処分業(中間処理} 4 5 

収集運搬業 処分業(最終処分) s 。 き

処分業(最終処分〉 3 。 3 

収集運搬業 処分業{中間処理・最終処理) 。
特普段集運搬業 3 4 

収集運搬業 特管叡集運搬業 5 26 3 1 

収集運搬業 処分業(中間処理) 特管奴集運撮業 2 3 

言十 94 132 26 

収集運撮業: 産業廃棄物収集運搬業

処 分業: 産業震棄物処分業

特管収集運搬業:特別管産業廃棄物奴集蓮搬業理
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脈系産業を当地に起業しなければならない.

2‘4.産業農棄物の再資源化(ワサイクル)の

現状

廃棄物問題ゃっサイクル問題が，最近急激にク

ローズアップされている.この背景としては，地

球環境問題にみられるグローパルな視点からの倍

憧観の変化と，より現実的な開題としての廃棄物

処理の行き詰まりがあげられる.産業廃棄物の再

資源化は次の二点に集約される.

( a )エネルギ一回収:廃棄物のエネルギ一回奴

技術としては燃焼してその燃焼熱を利用する方

法と，廃棄物を一旦ガス往・油化・由形燃料化し

てその燃焼熱を利用する方法とがある.このよう

なエネルギ一回収のためには 熱交換器を構えた

連続式の炉の導入が望まれる.また，石炭や石油

などの化石燃料を用いてプロセスのエネルギー源

にしている工業，管nえば，紙・パルフ。工場，製材

工場，精糖工場，アルコール製造工場などでは，

瑳棄物でエネルギー(電力や温熱)を全部とはい

わないまでも一部を賄うことができる.このよう

な産業廃棄物の有効利男は 廃棄物の排出削誠に

も省エネルギーにも貢献する重要な技術である.

近年，金業や地方自治体の、請掃工場でも，廃棄物

の焼却による自家発電や周造地域の温水プール等

への熱湯供給が活発に行われている.

( b )資源回収:産業療棄物の再資源化に対する

意識は，一般寵棄物(家寵ゴミ)の再資源化に対

する意識のそれと同様に高まり，再資源化への取

り組みが進んでいる.産業構造審議会は，産業廃

棄物や一般廃棄物についていくつかのガイドライ

ンを提案し，瑳棄物の再資源化を啓蒙している.

ここでは産業廃棄物の種類別の再生利用率，中間

処理による滅容率および最終処分率について述べ

るム 5)産業廃棄物全捧では，再生利用率会{41%， 

中間処理による滅容率が29%そして最終処分率は

30号らである.再利用率の高い廃棄物は，金扇くず

(93%).動植物残透 (82%)，廃アルカワ (77缶入

鉱さい (68%)，紙くず (64%)，木くず (51%) 

などで50%以上が再利用されている.しかし，排

出量に比べて汚泥 (9%人建設廃材 (22%)など

の再生利用率の設さがめだっている.また，減量

化率の高い麗棄物は，汚泥 (69%)，廃油 (56%)， 

廃酸 (46%)，木くず (36%)などである.

現在までに産業廃棄物の再生利用が実施されて

いる主な用途を，産業麗棄物の種類雪iJに表 2~こ示

している.金屠くずの大部分は，それぞれの金暑

の原料として再利恵されている.動植物残蓬や家

畜糞尿は飼料や肥料として，廃アルカリは中和斉IJ

などとして，鉱さいはセメント原料や路盤材，骨

材などとして，紙くずは再生紙などとして，木く

ずは燃料などとして再生利用されている.また，

廃プラスチック類のうち廃タイヤは非鉄金属精錬

所やセメント工場の燃料として利用されているの

をはじめ，更正タイヤの素材 その他ゴム袈品の

原料，説臭・税色穿!の原料などとして再生利用さ

れている.タイヤ以外の麗プラスチックは同一重

類のものを粉砕し，造粒または或形して再生ペレッ

トやフィルムシートなどにする方法，数種類のも

のを詑合し，成形して各種の再生プラスチック製

品にする方法，残料として利用する方法のほかに，

キレート樹指などに捕捉された金高を回収する方

法などが実用されている.

3.異地域の製造業の現況および産業震棄物語査

3.1.呉市の製造業の現況

最初に呉市の甫勢の現状について簡単に記した

い7，8) 呉市の総面積は約146kIrlで，平成 2年の

国勢調査によると約21万余人の人々が中央地区

(70，475人)，広埠区 (44，869)，昭和地区 (31，805)，

阿賀地区 (21，025)，吉滞地区 (11，718)，宮原地

区(11， 649)，仁方地区 (8，724)，警固屋地区

(8，690)，天;之、地区 (4，870) および輝原地区

(2 ， 896) に生活している.産業~Ij就業者として第

一次産業に1，379入，第二次産業に35，342入およ

び第三次産業に64.280人が従事している.第二次

産業である製造業は表3に示すように多較にわたっ

ているが，そのうち重厚長大型の鉄鋼業と金属製

品や機械器具製造業が主要である.
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表 2.産業廃棄物の再生科用の用途

産業廃棄物 種類別用途

燃えがら 路盤材肥料(木灰) 土壌改良材

非鉄金属回収(メッキ汚泥、塩水マッド)

無機性汚泥 鉄鋼材料(鉄鋼スラッジなど〉

汚j尼 議集特原料(水酸化アルミ汚泥

セメント原料{セメント排水処理汚泥)

肥料(活性汚泥、パルプかすなど)

膏機性汚;尼 土壌改良材(活性汚泥、パ)1，-プかすなど)

鉄鋼探温材原料(製紙汚泥)

精製京料防錆材飼料〈動植物油〉

廃油 肥料(動撞物油〉 燦科 c胃;曹j虐など)

アスフアルト原料〈廃アスフアルト〉

積製票料 中和習i凝集剤、

廃酸 非鉄金属・黄金農収(エッチング廃;夜、廃定着濠〉

肥料〈廃ワン酸、廃硫安)

廃アルカリ 中和剤、肥料(廃アンモニア)

各種成形品 ペレット 繊維原料(合成繊維)

廃プラスチック類 ゴムシートなどの再生ゴム原料

更正タイヤ〈大型タイヤ) 燃料

紙くず 再生紙パルプ原料緩衝膏j

木くず 肥料土壌改良部パルプ原料骸料

動撞物残蓮 飼 料肥料土壌改良部

ゴムくず 靴農 玩異用車輪などの再生ゴム原料

金属くず 鉄鎮材料非鉄金属材料

ガラスくずおよび ガラス原料 酎火物療科(酎火レンガくず)、

陶磁器くず 砥石原料(底石くず〉

鉱さい セメント原料路盤剤骨材再生鋳物砂

土壌改良剤肥料

建設廃材 骨材路盤材土地造成材

ばいじん 非鉄金麗自収 セメント原料(フライアッシュ〉
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表 3. 呉市の製造業の現況

業 種 事業所数 誕業員数 !出荷額(吾万円)

食品 8 4 1 ， 8 0 8 1 1 29，620 

木材、家具、装錆品 2 8 682 7，2 3 9 

製 パルプ、紙、紙加工品 1 2 754 3 2司 413

窯業、土石製品 1 5 935 23，680 

注、圭k三 鉄鎮 1 9 3.838 259，057 

金罵製品 128 3，005 7 6噌 068

業 議械器異 180 8宅 774 281，801 

そのイ也 6 0 1 ， 1 3 6 2 2司 324

4E2コh 計 526 20，932 732，202 

※従業員 4名以上の事業所で辛或 4年工業統計調査による

3. 2.呉地域で発生する産業廃棄物の調査お

よび結果の解析

呉市の環境調査によると，呉子宮内で発生する主

要な産業廃棄物の種類は，鉱さい (71.7%)，汚

泥(13.4%)，ダスト (7.0%)などが報告されて

いる 9)これらは主に大手企業および公共下水処

理場から排出される廃棄物である.また，全麗棄

物の92%が中間処理され，再利用ないし売却は 6

%に過ぎず 2%が最軽処分されている.

広島県民生活部と広島県産業境棄物詩会におい

ては，冊子「産業廃棄物の交換情報Jを作成し，

産業廃棄物のリサイクル啓発活動および交換事業

の推進を図っている 11) 呉活性化懇談会ハイテ

ク委員会では，廃棄物交換事業をさらに拡充し地

域産業活性化への寄与を自的として，呉地域内で

発生する産業廃棄物の全体像をアンケート謂査し

てその結果を報告した 1) 廃棄物調査表は呉蕗工

会議所の所属会員全業3021事業場のうち，食料品

部会(分類番号:01)，建設部会 (02)，鉄鋳造船

部会 (03)，機械器具部会 (04)，サーどス部会

(05) ，特殊工業部会 (07)，運輪部会 (09) の従

業者5名以上の企業に送付された.しかし，既に

産業廃棄物を有効利用していると考えられる一部

の全業は除外されている.表4に調査表を送付し

た事業場数，回答事業場数および毘答弁数を示し

ているが，回答率が余り高くなく今後とも各方面

からの廃棄物の有効利用およびつサイクル等に対

する啓発活動が必要であろう.その調査で回答さ

れた葵棄物の種類と件数を表5に示している.件

数では汚泥，廃油，金属くず，建設廃材等が多く，

発生量(一部未記入歯所があったので正確ではな

いが)は燃えがら，廃油および鉱さい等が特に多

し=

調査結果は講査表の全項自をコンぜュータに入

力して，市叛のソフト fロータスjおよび「エク

セルjを使用して解者した.得られた解析結果を

もとにして，全ての産業廃棄物 (01~ 16)につい

て，種類別に検討したのでその概要を以下に記す.

薬棄物の処理の種類は，全ての廃棄物について

焼却，埋立およびワサイクルの 3種類に分かれて

いる.それらの処理に対する費用は，廃棄物全般

について次のように結論出来る. r廃棄物の種類

に関採なく，処理方法(処理の撞類)が河じであ

れば処理費用は同額であるムしかし，嵩比重の

小さいものは作業能率や運搬効率が悪く処理費は

高くなっている.さらに，各々の企業で支払われ

ている処理委用を検討してみると， r委託費が高

額なものは，概して取扱量が少ないうえに委託期

療が比較的短く，これら両者が相乗的に単鑑を押

し上げているjことが明らかである，この場合，
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表4.産業境棄物調査対象事業場および屈収状況

部会(業種) 対象事業場数 l 冨答事業場数 回答件数

食料品部会 (01) 7 8 1 1 1 6 

建設部会(0 2) 169 4 5 7 1 

鉄鋼造船部会(0 3) 151 37 63 

機械器異部会(0 4) 95 1 8 69 

サービス部会(0 5) 56 1 0 1 3 

特殊工業部会(0 7) 40 1 4 24 

運輸部会 (09) 37 9 1 6 

言十 626 144 272 

表 5.発生する産業麗棄物の種類および{牛数

廃 棄 物 の 種類

(0 1)燃えがら

(02) 汚泥

(03) 廃油

(04) 棄酸

(05) 廃アJレカリ

(06) 農プラスチック類

(07) 紙くず

( 0 8) 木くず

(09) 議維くず

( 1 0) 動植物残漬這

(1 1) ゴムくず

( 1 2) 金属くず

( 1 3) ガラスくず及び臨磁器のくず

( 1 4) 主主さい

( 1 5) 建設廃材

( 1 6) ばいじん

廃棄物なし

単倍が高くても支払金額の絶対額が小さく必要経

費として容認されていると思われる.委託処分単

確引き下げの要請としては r 1屈の委託量を大

きくすることおよび分担して単品とすることjな

ど知恵工夫が求められよう.

例外的な高額例を除いた一般的な処理・処分費

用を精査すると下記のようであった.置場からの

. 

件数 年開発生量(t ) 

1 0 3 5， 6 6 5 

30 5，399 

36 1 0， 854 

2 

3 2 

1 7 1， 9 8 3 

24 4， 1 3 0 

1 7 4.65 1 

一

1 3 3，695 

3 一

36 1 ， 523 

1 7 1， 525 

1 3 47，856 

37 3，27 6 

4 3，960 

8 一

委託については，境却処分では3.840円/t----

38，500円/tとバラツキがあり，委託費の最抵と

最高では10倍の差がみられる.埋立処分では3.000

丹/t ----14.900円/tとバラツキ，委託費の最低

と最高では 5告の開きが島る.リサイクルでは無

憤----10.000円/tまでの格差がある.次に，持ち

込み委託に関してみると 焼却処分では無償~
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7，000円/tまでの開きがある.埋立処分では

2，000丹/t ~10 ， 000円/t とバラツキ，委託警

の最怪と最高では5告の差がる. ワサイクルでは

無号室~ム4.000円 /t (売却)の開きがある.量

場から委託する場合と持ち込んで委託する場合を

比較すると置場から委託するよりも持ち込んで委

託する方がかなり安値となっている.

ここで，麗棄物の再資源化の誰進に対して，企

業開での連携および行政と企業との協力体制の確

立等の方策を事例をあげて述べたい.

(a) 産業界および行政の協力によるリサイクル

の推進

廃棄物のリサイクルや再資源化に対して最も大

きなネックは，集荷コストである.ユーザーは廃

棄物を原材料として通常の高取引に従って問屋か

ら購入する.しかし，購入倍格は市場によって常

時変動しており，最近の急激な円高で外国製品と

の価格競争力を低下させているので，競争力回復

のためにユーザーは悪材料購入植格を引き下げて

いる.一方，集荷業者はユーザーの購入価格から

集荷コストと適正な利潤を差しヲiいた金額で廃棄

物を票取ることになる.さらに，集荷コストは近

年の運賃上昇や入件費上昇等により膨張している.

この膨らみ部分が科講をゼロにしても赤字となる

ことから，この赤字部分を廃棄物発生業者から徴

収し，集荷事業を継続している.これを逆有潰に

よるつサイクルあるいは逆存償による再資諒化と

呼んでいる.嘉棄物排出事業者は逆有償金額が焼

却処分や埋立処分金額に比較して安いときは逆有

償引き渡しを継続する.しかし，これが高くなれ

ば経済原則iこ従い逆有号室リサイクルから廃棄物処

分に方向転換する.この様な状況になると，集荷

業者は作業員や設僑の効率がさらに悪化して採算

がとれなくなり，集需は業として或り立たず麗業

することになち，リサイクルの道は中障される.

リサイクル推進の対策として平成 7年 3月に制定

された広島県環境保全条例に治って11)行政も事

業者も積極的に継続的につサイクル推進に取ち組

まなければならない.そのためには，事業者は従

業員の意識改革に努めるとともに，事業活動に伴っ

て排出する廃棄物の減量化および再生利用の促進

を留ることが是非とも必要で、ある.呉産業活性化

懇談会では，平成 7年3月「環境機器展jを関濯

し，企業および一般市民を対象に環境浄化および

リサイクルについての啓発活動を仔っている，

呉市辻一般麗棄物に対してはもちろんのこと産

業麗棄物に関しても絶大な関心を示し支援に努め

てはいるが，地方自治体辻ワサイクル化を推進す

るため，リサイクルに努めている企業に対して奈

の境却処分コストおよび埋立処分コストの範囲内

で志分の経済的支援を行い，再生資源化を推進す

ればその結果は増加する一般廃棄物対策への大き

な戦力になると考える.なお呉市が行っている呉

資源集団匝奴組合へのリサイクル化支援状況を表

6に示している.

(b) 回収システムの構築へ向けて

リサイクルの重要性を認識し努力して集めた古

紙を叡りに来てくれない さらに今日では集めた

さ紙が逆有償の状況にあり 市民はリサイクルに

はどんな意味があるのか疑問を投げかけている.

これはリサイクルや再資源北の観点から由々しき

問題である.これまでの経済社会は，廃棄物(ゴ

ミ)を減らすことや資額を循環科吊するための仕

組みに貢献するための経済の仕組みであるように

は思われない.産業界の対応のみならず，学会の

研究や官界の施策においても同様である.過去を

反省し，システムを考え重し地域社会でできる経

済の仕組み(例えばユーザーチャージ:ゴミの有

料化又は収集手数料を数収する仕組み)， さらに

はデ示、ジット制度{預り金払戻制変)等も検討さ

れている.このようなシステムを作ったとしても，

この制度は「消費者にとって捨てれば損をし，返

せば損得なし，拾えば得をするJことである.集

めたものは原料あるいは材料として，全量産業界

にiJl玖ってもらうことと結びつけなければならな

しミ

(c) リサイクル化システムの逆有讃解法への支設

チリ紙交換はi日働いて古紙を 2トン車満杯に

するのが限度である.製紙メーカーの古紙買取り

が安舗であることから，回奴作業をする人の日当，
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表6.呉資源集団図寂組合の活動状況

呉津歪2原多集団回i夜来旦合の註吾妻ち斗犬況a 年慶別田収実績

年度 集団自収実績

3年 3， 396 t 

4年 3， 401 t 

5年 3， 448 t 

5年度団体別実績 5年度品男IJ実績

団体名 回収量 比率 品自 回収量 比率

子供会 1， 262 t 36. 6% 古紙類 3.010t 87. 2% 

昌治会 844t 24. 5% びん類 219 t 6. 4% 

老人会 419t 12. 1 % 金属類 147 t 4. 3% 

小学校PTA 668t 19. 4% 古織雑類 72 t 2. 1 % 

中学校PTA 179t 5. 2% 計 3. 448 t 100. 0% 

その他 76 t 2. 2% 

三十 3， 448 t 100. 0% 

紙およびガラスゼンのリサイクル状況(全国)

紙製造業 ガラス容器製造業

古 事長 ガラスピン

年変 回収率 利用率 生産量 カ¥;'Jト襲用量 が7ト利荊率

平成元年 48. 7先 50. 3% 242. 9万 t 11 5. 5万 t 47. 6% 

2年 49. 8% 51. 6% 261. 0万 t 125. 1万 t 47. 9% 

3年 51. 0先 52. 3% 244. 5万 t 126. 6万 t 51. 8% 

4年 51. 2% 52. 6% 237. 0万 t 133. 2万 t 56. 2% 

紙パルフ。統計見報、ガラスどンリサイクル推進連合より抜枠
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車の損科，車の燃料代を賄うことができない状況

である.そのため現在では 自治会やPTA等の

集団居収毘体によって集められた回収物を引取っ

ており，集荷効率はチ 1)紙交換の場合と比較して

遥かに上がっている.吉紙，鉄くず，空缶，空三

ン等比較的多量に発生する金業では，これに準じ

て集め，表 7，こ示す呉奈源集団居収組合に荻頼し，

E収報奨金としてアルミ缶10円/kg. 空ピン 3円

/本，古紙 1丹/kgを受け取るとよい.

表7.呉資j原集団回収組合員

事 務 局 呉市山手 1T自4-4 25-1 330 

赤石高庄 異市吉j高i軍鼓町5-6 31-7871 

掛岩本高底 呉市多賀釜 2TEJ3-9 73-7671 

事呈
園興産業鍋 呉市多糞谷 lT言9-30 7 1-9 1 9 1 

大原高志 呉市天応大浜 1丁目 2-25 38-8030 

，とE2h 
才一パイ掛 !呉市山手2丁目 4-14 25-1 331 

陣山商高 呉市出手 2T自9-17 24-7909 

員
笠需高高 呉市本通7T自 1-6 21-7577 

111娼反毛高窟 呉市阿賀中央5丁目 9-10 72-3553 

藤装紙麗料 呉市競山酉 2TEl14-32 33-4567 

水野工業 呉市警個屋 2T呂6-52 28-0303 

4.生物系麗棄物の再生利用方策

生物系廃棄物には，廃掃法で決められている麗

棄物分類表の中で，汚泥および廃油の一部や紙く

ず，木くずおよび動檀物残涯をどが含まれる.表

6に示しているように，これら生物系廃棄物は，

呉地域においてもかなりの量発生しており，有効

な再利用対策が希求されている.生物系農棄物は，

生物体由来物であるので基本的に岳然界で生分解

される.従って，量的な開題はあるが生物系廃棄

物辻土に戻せば，生物の再生産に利用される.一

般麓棄物(家庭ゴミ〉の中に含まれる動植物残造

のように大量に回収されるものに関しては，それ

らを焼却処分することなく全量コンポスト化して

肥料として使用される方向へ進むべきである.当

地の全業では，生ゴミをコンポスト化する際発生

する悪臭を詮去するためにバイオフィルターを付

けた先進的なコンポスト化システムの生産をおこ

なっている.

しかし，廃棄物の再利用をはかる場合，回収物

の用途として，より付加倍笹の高い物へ変換する

ことが望まれる.一般的に詰建設材料. ß~料，懲

科，工業原材料，館料や餌科，食料，医薬品の願

に価植が高位になっている.したがって，生物系

藻棄物の再生利用は，把料，飼料，餌料，食料お

よび医薬品の頼に付加価値は上昇するので，表2

に記載されている用途以外に新方策を立てなけれ

ばならない.

4. 1.有機性汚泥

汚泥は水分含量 (98~99%)が高いので，脱水

処理し脱水ケーキ(水分含量70---85%)にして，

そのまま埋め立てたり捜部処理するのが通例であ

る.今回の調査でも 3件の有機性汚泥全てが焼却

処分されている.汚泥は水分が高いため埋立処理

すると汚湯した侵出水が排出するし，焼却処理す

るためには燃粍を追加しなければならなく，処理

菌難な廃棄物の一種である.
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当地域から発生する汚泥は，現時点において全

て焼却ないし埋立処分されているが，有機汚泥に

関しては，是非とも資源化に向けての努力が必要

である.例えば，用途のーっとして，次のような

ことも考えられる.呉市近郊の農地も，他の多く

の自本の農地と同様に，化学肥料の効果と省力化

のため化学肥料依存型になっており，酸性度が高

く地力も低下している.排出した有機汚泥をコン

ポスト化し肥料として，さらに不足或分を添加ブ

レンドして有接化成肥料として使用し，地力の低

下した農地を肥沃な土地に毘復させることが出来

る.また，我が国では家畜の飼料をほとんど輪入

に頼っているので，窒素含量が高い食品工場から

排出する汚泥(蛋白質にしてお~30%) を，飼料

へ再利用するための方法を皐く確立すべきである.

他地域における実践例として長野果味噌工業協

関組合連合会の報告書を要約したい 12) その協

同組合連合会の事業場では 排水処理に伴って発

生する汚泥を外部委託でコンポスト化して肥料に

している.一部の金業では排水処理の前段階ある

いはその過程で汚泥の発生量を削減する工夫をし，

付加錨佳の高い物質の回収に成果を挙げている.

あるメーカーでは，汚泥に関係する排水のうち汚

湯護震や汚濁負荷が圧欝的に大きい大豆蒸煮液を

逆浸透膜を用いて護縮し，その濃縮液を加水分解

して，味噌醸造用酵母の培養を行っている.現在

183m3の大豆渡を 1m3~こ濃縮し，最終的にすべ

て味噌に還元され，味噌1tの工場出荷額に見合

う倍値を毎日生み出している.さらに酵母を外部

から購入せず，味噌20tを生産するために要する

酵母代金が不要になっている.米味噌を主体』こし

ている別のメーカーでは，大立は煮ず，予錆過熱

後に連続的に3lill高圧で蒸すことにより，排水の

BOD負荷を煮る場合の 1/3に低減している.

米も空気洗i争を主体とし 水使用量を少なくして

汚泥発生量の削減につなげている.また，バイオ

リアクターを利毘した高温嫌気発酵で，大豆煮場

排水の半量をメタン発酵してメタンガスを回収し，

ボイラーや境却炉の予備撚料として使用している.

これで重油約120KL~こ相当するエネルギーが資諒

化されたことになる.また余剰汚泥は廃オガクズ

と混合して業者に委託し，コンポスト化して特殊

肥料として票北部の特産であるリンゴ畑に施肥さ

れている.

4. 2.廃油

B本人の食生活が欧米嵐になり，炭水化物の摂

取量が減少して脂質が増えている.そのため食用

油の消費量が増加している. {!吏用済みの動植物油

の再利用法として この泊を水酸化ナトリウムで

鹸化して石鹸が作られることはよく知られている.

合成洗剤による環境汚染を持制する自的でこの方

法は広く普及したが，現在でiま余り実施せれてい

ない.動植物廃油は容易に精製リサイク jレされる

廃棄物であるので，廃油は回収して再利用すべき

である.事実，呉地域の動植物産泊も，自家焼却

している1例を除いて，全てリサイクルに留され

ている.廃油の中に不純物が混入すると，当然リ

サイクルするための余分の時間や経費を要するの

で，廃棄方法や田技方法等の作業方法にも充分な

注意を払わねばならない.

4.3.紙くず

家庭から排出されるゴミの中で紙類の比率辻30

%を占め，古紙として再利吊できるものがかなり

含まれている.今田の謂査でも，産業廃棄物とし

て排出される紙くずは，件数および量ともに多く，

経費や手間代などの関係から殆どのものが焼諸処

分されている.紙類は植物議雑であるセルロース

から出来ているので，弄生が簡単なものである.

その古紙を再利用すれ江原木のチップからパル

プを経て紙を作るのに詑べて 重油や電力などの

エネルギーがかなり節約される.紙の原料として

のパルプ材の輪入比率は45%(国内物55%)になっ

ている.地球上の森林には限りがあり，さらに樹

木が或長するのにお年以上の経過を待たねばなら

ない.現在のところ，古紙の利用率は52.5%であ

るが，将来的にはこの割合をさらに高めなければ

ならない.そのためには 古紙から再生されたを

紙製品が現在以上に使用されなければならない.
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古紙は回収するだけではなく，古紙を再生した製

品をできるだけ多く購入し それを利用すること

がポイントである.再生紙がもっと科用されれば，

リサイクルはさらに推進される.最近のインクを

抜く技梼の進歩(安価な脱インク技俸の開発)に

より古紙の科用範囲辻ますます拡がっている.

4.4.木くず

棒木は太陽の光エネルギーによ均二酸化炭素と

水から生産されたもので，主成分はセルロース，

ヘミセルロース. 1)グニン会どから出来ているバ

イオマスの一種である.林木は時詞の経過でリグ

ニンが由化して堅牢になっているので，家屋の建

設や木製品の製造用の坊料として使用されるし，

含有成分のセルロースからは紙が作られる.さら

に，林木は約4.500Kcal/匂の熱エネルギーを有

しているので燃料としても広く利用されている.

廃棄物としての木くずは，建設用材や木製品馬

材の製造時に排出するチップおよび建設廃材など

から成っている.現在のところ，木くずの主要な

用途は:燃料および、製紙原料である.燦料チップは，

オイルショック時には石油系懸料に比べ 1/4程

度の低位轄のため，石油代替品として利用する事

業者が多く，かなりの工場にも普及した.その当

時は，掠料である廃材の搬入に処理委を霊堂集する

ことはなかったが最近は円高の影響で状況が一

変した.すなわち 十年前と比べてa燃料用重油の

価格は当詩の半種以下に下落しており，チップ業

界も燥料チップの販売倍格を引き下げないと需要

が減るのでこれまで販売価格を下げてきた.一方，

平成不況で製紙工場は本来の生産詑力の60~70%

程度しか生産しておらず，製紙用の需要も赤信号

が灯っている.ボード材は増加が克込まれている

が，やはち不況下で、単倍が下がっており，チップ

材錨惑も安定していない.チップ業界では当面の

対策として木くずの処理費を上げ，代わりにチッ

プ材の販売値絡を下げ再生材の需要確保を図って

いる.関東地方では木くずの晃理費を 4tダンプ

l台当たり 2，000円程度引上げたが，チップ工場

への木くずの持ち込み量は減少どころか，むしろ

増加している.これは，多少の値上げでも焼却工

場への搬入に較べれば木くずの処理費が未だ安値

なことや自治体の不適正処理防止パトロールの強

化などで野焼きしていた木くずが適正処理ルート

に乗ってきたこと等によるものと思われる.

製材工場から排出するオガ粉(ノコくず，オガ

くず)も，木くずの類として有効に再利尽されな

ければ去らない.当地域には輪入原木から木材製

品を生産する大手製材工場があり，排出するオガ

粉の大半(年間数万トン)が隣接埠の活性炭製造

工場で再利用されている.一般に植物の中には微

量ではあるがとトや也の生物に対して生理活性を

示す物資が含まれているので含有成分を精査し

て付加鋪値の高いものへの用途開発のための研究

が待たれている.また，乾燥木材は生木の製材品

を大型乾燥機を思いて人工的に乾燥することによ

り作られるが，著者ちはその際留出する浸出譲の

有効利用について共司研究をしている.

4.5.動植物残注

生物体の一部である動植物残査は紛れもなく生

物体であるので，残主主といえども生物に対する栄

養物質を含有している.これを焼却処分すること

なく，飼料や肥料などとして有効に利用する方策

を立てなければならない.以前は，毘辺地域で養

琢業用の飼料として再利用されていたが，現在で

は養豚業も集約化され地域には存立出来ず当地か

らも消失している.そのため，呉地域における植

物残査の殆どのものや，スーパー，飲食庖，ホテ

ル，病設などから排出される動物残遣は，麗棄物

匙理業者に委託して境持処分されているのが現実

である.しかし，鮮魚底および水産物加工場から

排出される魚類残透(魚揚骨あるいは魚さい)は，

殆ど全量再利用されて飼料に加工されている.呉

地域の鮮魚、Jdから排出される魚揚骨(魚のあら)

は，各吉舗で他のゴミをi見入しないように専用容

器に入れて腐敗が進行しないように保存し，回収

業者によってその日のうちに収集されて呉市内に

ある加工場に搬入される.自収された魚揚骨は，

直ちに水没・説脂・乾燥などの操作を経て魚特
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〈蛋白費60%以上)に再生される.説産物として

排出される油分は 乾燥機用の燃料として使われ

ている.魚粉には動物に対する必須アミノ酸のメ

チオニンやワジンが多量に含有されているので，

家畜用鏡料として極めて優良な栄養源、である.魚

揚骨から再生された魚粉の大部分は，養鶏用や養

豚用の配合飼料の原料として利用されている.し

かし，飼料の大半は海外から輪入されており，円

高が影響して，国産物の価格は数年前と較べると

かなり低下し，園内業者はピンチを迎えている.

現在呉市内の鮮魚庖から回収される魚腸骨は，

全魚接骨の80%に相当する 1日に約 8トン奴集さ

れている.昭和50年以前には県内の各地域に魚腸

骨加工場が存立していた.しかし，事業としての

採算性の問題や異臭発生などの公害問題があり，

環在では県内で呉市にi事業所が存続しているだ

けである.そのため県内全域の魚腸骨 (50トン/

呂)が呉市の加工場に毅入されて魚務に再生利用

されている.廃棄物の再資源化を推進している工

場が，一般的にはその地域において辻悪臭や汚水

を排出する嫌悪施設とみなされているのが現実で

ある.この問題を解決するため指導援助する姿勢

として，行政の力強いパックアップが望まれる.

最近高級負の養殖が各地で盛んに行われ，タイ

やヒラメも安く食されるようになった. しかし，

餌になるイワシなどの小魚の漁獲量が減少してお

札養魚沼の館料の開発が待たれている.幸い，

廃棄物としての動植物残撞が多量に排出されてい

るので，焼却場へ運んで二酸化炭素へ変換して環

境悪化に拍車をかけることなく，生物残査から餌

料を生産するための窃究開発を早急に行わなけれ

ばならない.また 魚油の中には，動脈硬化の防

止作用や脳の活性化作用を有する高度不飽和脂肪

酸〈エイコサペンタエン薮やドコサヘキサエン酸)

が多量に含まれているので，廃棄物からの田技再

利用するための研究も希求されている.

ここで，大阪府における動植物残誼処理の現状

を紹介する 13) 大坂府農林水産部のアンケート

調査によると，府下の食品製造業などから排出さ

れる動植物性残撞はE量566tと推定され，そのう

ちリサイクんされているものは全体平均で83%と

良い結果が現れている.これは残撞の60%を占め

る酒類製造業の残澄再資源化によるところが大き

い.品目別の食品残査の再資源化率は50%以下と

推定され，動植物性残蓬の中で最も排出量の多い

レストラン等の飲食関係から排出される食品残造

再利用率は僅か19%に過ぎない.混合された食物

残謹産業廃棄物の再資j悪化の困難性が数字的にも

明穫になっており，再資源化に向けては分別の重

要性が十分認識されなければならない.田収につ

いては，産業農業物処理業者や再利用者が午前中

に回~又してゴミ焼持場や畜産農家に配送して，処

理ないしは再利用している.発生場所の位置によっ

ても処理方法は違い，帯街地で発生するものには

焼却処理が多く，府下露辺のものは鰐料としてリ

サイクんされている韻向にある.動植物性残遣を

再資源化のために処理すれば，処理経費は固叙経

費を含めても焼却処理に対しほほ1/2----1/3

の経費で再資源化が可能である.しかも高品質の

飼料という資諜に変換される.リサイクルと焼却

を比較するとコスト面でリサイクルに軍配があげ

られる.

次に，生ゴミ処理機の現状についても鰐単に記

したい.最近，生ゴミ処理機として多様な機種が

発売され生ゴミの滅容化，肥料化，コスト低減化

等がはかられるムードが醸成されつつある.生ゴ

ミ処理撲には二つのタイプがあり，その概要につ

いて以下に述べる.一方はタンク内に生ゴミと生

ゴミ分解有効微生物を同持に入れて生ゴミを酸化

分解するタイプのもの.地方はタンク内にオガク

ズと特殊な自然菖(好気性菌とか発酵有効後生物

と呼ばれて当該処理機専用董)を加えて床をつくっ

ておいて，発生する生ゴミを毎日投入し生ゴミを

分解するタイプのものである.いずれも生ゴミと

微生物をよく混合する必要があり，槽;こ付いてい

るペダルを手や足で数回廼すれば握ざる.野菜く

ず，魚や肉類は 5----10日もすれば分解して，その

形をとどめず容積も 1/3----1/20程度まで減少

する.家庭生ゴミなら 3----6ヶ月連続投入が可能

で適当なところまで量が増えた時点で全量取り出
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して有権毘料として袋尼できる.届辺への悪臭は

ないといわれている.業務局の生ゴミ匙理機も各

種販売されているが廃棄物の有効利用について

も考慮することが望まれる.

5.おわりに一環境調和型社会の講築に向けてー

麗棄物対策がこのまま続けば，かけがえのない

地球が麗棄物によって汚染されて，人類のみなら

ず全生物の生存に対して重大な悪影響を受けるに

違いない.このような環境悪化を訪止するために，

廃棄物に支払う国民全体の費用負担が増大し，国

民生活や事業活動にとって大きな笹路になるであ

ろう.現在のような経済活動を維持するためには，

有設な資諒を大切に利毘し，廃棄物とならないよ

うに減量化・再資源化に努めることが最も大切な

ことである.廃棄物(ゴミ)問題の根本は， Iい

かにゴミを処理するかではなく，いかにゴミの量

を誠らすか」である. I分ければ資源，混ぜれば

ゴミ jといわれているように，現在我々の有する

技術はある程度原材料的に集約されているものに

しか適用できない.ゴミを減らし，リサイクルへ

回すことにより再資源化を行うことは，省エネル

ギーと同時に資i患の有効利用にもつながち，最も

時代の要請にあったものといえる.

境棄物の再資源化が促進されない大きなネック

は，技術的な問題もあるが，再生品がパージン原

料と比較してさほど安くならないため市場性に欠

ける点があげられている.これはパージン原料の

倍格を安く見讃もり過ぎているためである.京料

を開発製造するために要した環境負荷の錨替が，

上乗せられていないことによっている.したがっ

て，再資源化を促進するためには，パージン原料

に正当な環境説を謀したり 製品に対するデポジッ

ト制度やプロダクトチャージなどの諾置が必要だ

という指摘もある.

また，リサイクル型社会を講築するためには，

生産システム自体も 従来の「生産・流通・消費J

という点からだけでなく 「麗棄j という視点か

らも見直す必要がある.都市の中に自立した物質

掻環システムを構築できるように f資諒」と f環

境jの両面から捉え直した方策として，新たに

「廃棄基準jを導入する提案がある.この廃棄基

準は，その製品の処理・処分が菌難なものかどう

か，環境汚染を引き起こすかどうか，循環利用で

きるかどうかの基準であり，生産システムそのも

のをコント百一ルする基準である.この考え方は

ECで検討中のエコオーテ2ット割!と共通している

と思われる.

最終的な手段として，自然生意系の中でリサイ

クルし易いように工夫したうえで，廃棄によって

地球還元サイクルに委ねることがある.モノの流

れは，図 2に示すように製造，流通，消費，回収・

処理，処分および再資源化から構成されるが，

f環境講和型社会jの形成に向けて辻，これらモ

ノの流れに係わる全ての関係主体がそれぞれの持

ち分の役割を担っていかなければならない.すな

わち，静脹系産業としての組織の確立が望まれる

が，活力ある社会を維持・継続するためには単に

静脹系の強化のみでなく 動脈系と一体となった

システムが構築されていかねばならない 4. 5) こ

のような理念に基づき，呉地域においても泊費者・

事業者・行政・学界からなる「呉リサイクル推進

協議会jが組織され廃棄物の宥効利息と環境浄

化をめざした活動が仔われつつある.
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図 2.モノの流れと関係主体の役割
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