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まえがき

産業廃棄物の不法投棄など廃棄物による環境汚染が取り

ざたされるなか，警察庁も「環境犯罪」として環境を破壊

する行為に対する取締り強化を指示し，無許可業者に処理

を委託するような違反に対する排出者責任を明確にする動

きは日増しに強くなってきている。

一方，一般廃棄物についても処理費用の安いごみ焼却工

場に，他市町村からごみが不法に持ち込まれる問題が深刻

化している。持ち込まれた側の自治体が，多額の処理費用

の負担を強いられ，結果的には，市民が経済的な負担をさ

せられるだけでなく，猛毒のダイオキシンに見られるよう

に，健康や環境問題に対しても深刻な問題に発展している

状況にある。

（株）ニスコムは，このような廃棄物処理業界の体質改善

や近代化を図るべく，1993年度に（財）日本産業廃棄物処理

振興センターで行われた「産業廃棄物総合管理システム」

の試行実験を踏まえて，1997年 9 月から「産業廃棄物電子

マニフェスト情報管理システム」の商用化を開始した。

富士電機は，1998年から（株）ニスコムと業務提携し，上

記システムを基にした新規応用システムの開発を実施し，

共同してそれを活用した環境情報ビジネス「スコム（SCM

：Satelite Communications Management）情報サービス

事業」の普及に努めている。以下，このサービス事業につ

いて紹介する。

スコム情報サービス事業の概要

スコム情報サービスのシステム概要を図１に示す。
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② 運行情報 
　 車両ID，位置，車速，高速道路・一般 
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積載情報管理の目的 

対象車両 
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収集運搬車両 

産業廃棄物 
収集運搬車両 

危険物・毒劇物 
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① 積載情報管理 
　 積み下ろし履歴の記録・一覧作成，積載位置の指定 
　 地域内かどうかの確認など（一般廃棄物監視の場合） 

② 運行情報管理 
　 運転日報の記録・作成，走行履歴の記録・作成 

③ 緊急通報（自動ファクシミリなど） 
　 指定地域外積載の場合の通報など（一般廃棄物監視 
　 の場合） 
④ 運行航路のリアルタイム追跡およびマッピング機能 
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通過位置 
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積載位置 
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目　的 

一般廃棄物の越境搬入および 
産業廃棄物混入の監視 

産業廃棄物の不法投棄監視お 
よびマニフェスト情報管理 

事故発生時の緊急措置対応 
迅速化のための積み荷通報 

図１　スコム情報サービスのシステム概要
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GPS（Global Positioning System）と衛星通信を利用し

て，車両および車両に積載される廃棄物が適正処理されて

いることをユーザーに代わって追跡監視し，各種情報をユー

ザーへ提供するサービスである。

通信インフラストラクチャー（インフラ）

このサービスで使用するインフラは，米国の大手通信会

社であるクアルコム社が開発したトラックの運行管理シス

テム「オムニトラックス」をベースに，廃棄物管理システ

ムに応用したものである。すでに米国では二十数万台，日

本国内では約 2,000 台の実績と十数年の運用実績があり，

性能と耐久性が保証されているものである。ちなみに通信

衛星は日本の南東 36,000 kmの高度に静止している「JCS

AT」を使用している。

車両搭載機器

車両にはクアルコム社製衛星通信制御装置とアンテナ，

（株）デンソー製 GPS 測位ユニット，バーコードリーダお

よび専用端末が搭載される。

特　徴

全国を網羅するサービスエリア

衛星通信を使用しているため，不法投棄が行われる山

間部や地方など日本全国どこでもサービスが受けられる。

規模に適したシステムを提供

収集運搬業者は，会社の規模に合わせて必要な台数分

の車両取付機器を，レンタルするだけでサービスが受け

られる。

業務処理システムの近代化を促進

廃棄物処理にかかわる業務処理を近代化することによ

り，事務経費と時間を大幅に省力化できる。

このスコム情報サービスの具体的適用例として，廃棄物

運搬車両の動態監視情報サービスがある。廃棄物は，大き

く分類して産業廃棄物と一般廃棄物に分類されるが，以下

それぞれのサービスについて紹介する。

産業廃棄物への適用

３.１ 産業廃棄物処理における課題

マニフェスト管理制度

産業廃棄物は廃棄物処理法により，処理の流れを伝票で

管理する「マニフェストシステム」（産業廃棄物処理伝票

方式）の運用が義務づけられている。これは，マニフェス

ト伝票と呼ばれる伝票に産業廃棄物の種類，名称，取扱い

上の注意などの必要事項を記入し，排出事業者から，運搬，

処理業者に必要な情報を伝えるとともに，最終処分者から

戻ってきたマニフェスト伝票で，運搬・処理が適正になさ

れたことを確認・記録することを義務づけたものである。

しかし，一部では不正マニフェスト伝票が横行しており

形がい化しているという一面もある。

排出事業者責任の強化

廃棄物処理法が改正され，廃棄物が最終的に処分される

までその責任を負うことを義務づけることにより，排出事

業者責任がより強化された。すなわち，排出事業者は廃棄

物自体が確実に処分工場へ搬入されたか，また処理された

かの確認を要求されるようになってきている。

３.２ 産業廃棄物動態監視情報サービス

このサービスは，上記課題を解決するために，マニフェ

スト伝票の管理と同時に，産業廃棄物自体の運搬・処分が

適正に処理されていることを，排出事業者に代行して監視

するものである。

運用方法（図２）

排出事業者の作業（図２①）

排出事業者が排出した廃棄物の種類，発生部門などを

基に，その内容をバーコード化した特別なシール（ハザー

ドマーク）を排出事業者が購入し，発生部門ごとに，こ

のハザードマークを従来の専用廃棄物容器または収集・

運搬車両に張る。

収集運搬業者の作業（図２②）

収集時に，排出事業者が張り付けたハザードマークと，

受け取ったマニフェスト伝票に印刷してあるバーコード

を，車両に搭載したバーコードリーダで読み取り，この

情報を通信衛星を介して送信する。

処分業者の作業（図２③，④）

工場に設置した地上端末で，ハザードマークおよびマ

ニフェスト伝票に印刷してあるバーコードを読み取り，
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図２　産業廃棄物動態監視情報サービスの運用方法
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この情報を通信衛星システムで送信する。

サービスの内容

上記の運用により，事業所から排出された廃棄物の種類

と質量，収集車両が走行した運行航跡履歴，処分工場へ持

ち込まれた廃棄物の種類と質量などの情報が，衛星通信を

介してネットワークセンターに集約される。収集時のデー

タと工場に搬入されたデータを瞬時に照らし合わせ，万一

アンマッチングデータが発生した場合には，排出事業者，

収集・運搬業者などに連絡する。場合によっては監督行政

（許可行政，排出事業者を管轄する行政）に連絡すること

により，事故を未然に防止するだけではなく，アンマッチ

ング発生（紛失，不法投棄などの事故）の原因も短時間で

究明可能となる。

また，排出事業者，収集運搬業者，処分業者はそれぞれ

行政に対する報告書提出が義務づけられているが，その報

告書作成代行業務も情報サービスに含まれる。

導入の効果

マニフェスト伝票，廃棄物，および運搬車両の 3者を追

跡監視することにより，マニフェスト管理の事務処理合理

化と同時に排出事業者として，適正処理していることを確

実に証明できる。

また収集運搬業者にとっては，各車両の運行管理・運転

日報の自動作成など，業務代行による運行効率の改善とマ

ニフェスト管理の事務処理合理化が実現できる。

３.３ 部署別集計管理システムとの連携

スコム情報サービスは，排出事業者から出た廃棄物が適

正に処理されていることを確認・証明するためのものであ

る。一方，排出事業者は事業所内で発生する廃棄物（有価

物も含む）の種類，および発生部署別の計量管理によるリ

サイクル活動の活性化・ごみの減量化を模索している。本

節に述べる部署別計量管理システムは，上記ニーズへのソ

リューションを提案している。

部署別排出量管理システム

図３に示すように，各部署から分別排出する小袋に品目

と部署名のバーコードシールを張り，ブロック集積所にて

そのバーコードを読み取ると同時に質量を自動計量する。

収集されたデータはサーバにて一元管理され，部署ごとお

よび品目ごとに月間集計すると同時に部門クライアントへ

の情報公開もサポートする。

マニフェスト管理連携システム

分別収集された廃棄物を収集運搬業者へ委託する際のマ

ニフェスト伝票およびハザードマークを印刷し，スコム情

報サービスとのシームレスな連携を可能にする。また，収

集された廃棄物のなかで今回委託するものと次回へまわす

ものとの区別も管理する。また，発行・回収したマニフェ
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ニフェスト伝票に必要事項を印刷。 

SCMSネットワークのデータ 
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理シールを印刷。 
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集積所にて品目・部署 
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計量器で自動計量する。 

集計・解析・分析機能 

ブロック集積所から各部署別 
の品目，形状，質量を収集 

廃棄物データ分析・解析 
報告書管理機能 
月別・部署別排出量報告 
情報公開機能 
社内公開情報 

図３　部署別集計管理システムの概要
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スト伝票情報を基に行政へ提出する報告書を作成する。さ

らに，廃棄物委託費用の経費処理ソフトウェアとの連携も

可能である。

一般廃棄物への適用

４.１ 一般廃棄物における課題

一般廃棄物は，産業廃棄物とは異なり各市町村が処理責

任を負っている。処理は各市町村が管理運営する清掃工場

で行い，工場への廃棄物の持ち込みは車両許可制により管

理されている。

ところが，複数の市町村にまたがって一般廃棄物収集運

搬業の許可を取得している収集運搬業者が，処理コストの

安い市町村の清掃工場へほかの市町村の一般廃棄物を持ち

込む，いわゆる「闇（やみ）ごみ搬入問題」や，産業廃棄

物の中継保管施設や中間処理施設に集まった産業廃棄物が，

事業系一般廃棄物に混入されて各市町村の焼却施設へ持ち

込まれる，「産業廃棄物混入問題」がマスコミなどに数多

く報告されている。

４.２ 一般廃棄物動態監視情報サービス

一般廃棄物動態監視情報サービスの概要を図４に示す。

運用方法

ごみ収集車両には，GPSおよび衛星通信装置以外に，ご

み積み込み装置（パッカ）の起動を検知するセンサ，ごみ

を排出するためのダンプ作業を検知するセンサを搭載し，

各センサの起動を検知したタイミングで，その情報に

GPS 測位データ（緯度・経度情報）を付加し通信衛星を

介してネットワークセンターに送信する。

これらの情報により，ネットワークセンターでは，どの

市町村のどこで収集したごみが，どこの清掃工場に下ろさ

れたかのデータをすべて管理し，違反の有無をチェックす

る。違反があった場合には，以下に記す情報を事前に清掃

工場へ提供することにより，違反ごみの搬入を未然に防止

する。

サービス内容

越境ごみの通知サービス

初回にパッカが起動された時の GPS 測位データ（緯

度・経度情報）からこの車両の作業市町村を特定する。

その後，パッカが起動された場所をそのつど精査し，

その車両が作業市町村以外の場所で積載したかどうかを

常時チェックする。違反した場合には，清掃工場へ車両

番号と他市町村で積載したことをファクシミリ通報する。

産業廃棄物混入の通知サービス

産業廃棄物の中継保管施設などを警戒地として登録す

ることにより，そのエリア内で産業廃棄物が積載された

ことを検知し清掃工場へ車両番号と違反積載したことを

ファクシミリ通報する。

特定車両の追跡監視データの提供サービス

各市町村が運営する清掃工場内に設置したパーソナル

コンピュータから，特定車両を指定することによって，

その車両の運行情報（運行履歴や運行航跡図など）をリ
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図４　一般廃棄物（事業系）動態監視情報サービスの概要
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アルタイムに提供する。

あとがき

本稿では，スコム情報サービスの廃棄物運搬車両への適

用について紹介した。そのほかにも，毒劇物などの危険物

運搬車両の事故発生時に，積み荷情報および処理方法，被

ばく時の処置方法などを迅速に通報し，人命救助や事故処

理を遅滞なく行えるようにするとともに，二次災害の防止，

近隣住民の安全確保を達成できる危機管理情報サービスに

も取り組んでいる。

今後とも，トータルな環境情報ビジネスとして，スコム

情報サービスの適用範囲を拡大することにより，広く顧客

の問題解決に寄与していけるように尽力していく所存であ

る。
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化学物質管理促進法対象物質全データ，化学工業日報社

（2000）
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（1）

396（24）

富士時報 Vol.73 No.7 2000

技術論文社外公表一覧

二酸化チタン光触媒による低濃度脱硝装置 富士電機総合研究所
〃

西方　　聡
西村　智明

CD-ROM版 光触媒技術動向
（2000-6） 技術情報協会

2000年度春季低温工学・超電導学会（2000-5）

１kWh高温超電動 SMESの概念設計
ー マグネット設計ー（1）

富士電機総合研究所
〃
〃

原 子 力 事 業 部

富岡　　章
坊野　敬昭
能瀬　眞一
今野　雅行

シリコーン油中ガス分析のヘッドスペース
法の適用

変電システム製作所
〃
〃
〃

富士電機総合研究所

斎藤　文人
西山　彰一
三橋　貞臣
和田　元生
仲神　芳武 石油学会・第20回絶縁油分科会研究発表会

（2000-6）

１kWh高温超電動 SMESの概念設計
ー 経済性の検討ー（2）

富士電機総合研究所
原 子 力 事 業 部

能瀬　眞一
今野　雅行

新植物系絶縁油の変圧器への適用検討

富士電機総合研究所
〃
〃

富士電機千葉テック

仲神　芳武
清水留美子
宮本　昌広
宮　　良一

３相一括バネ操作形 GCBの動作特性の解
析

富士電機総合研究所
〃
〃
〃

恩地　俊行
遠藤　　弘
高尾　宣行
杉山　修一

電気学会 高電圧・開閉保護合同研究会（2000-6）

ディスク基板検査のための複屈折分布計測
システム 富士電機総合研究所 管野　敏之 日本光学測定機工業会 光計測シンポジウム

（2000-6）

IGBTの低損失・低ノイズ化駆動技術 富士電機総合研究所 滝沢　聡毅 電気学会 パワーデバイス高性能化・高機能化技
術調査専門委員会（2000-6）

3.6MJ 高温超電導 SMESの概念設計

富士電機総合研究所
〃
〃

原 子 力 事 業 部

富岡　　章
坊野　敬昭
能瀬　眞一
今野　雅行

電気学会 超電導応用電力機器・回転機合同研究
会（2000-6）

燃料電池の現状と課題 事 業 開 発 室 中島　憲之 電気化学会 北海道支部（2000-6）
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