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まえがき

今日の環境問題は，人類の社会経済活動における大量生

産・大量消費・大量廃棄の流れと自然環境の自立的生態系

循環のアンマッチングによって発生している。すなわち，

社会経済活動が，その基盤となるさまざまな資源・エネル

ギーを自然界からの採取に依存して成り立っているのに対

し，不要となった物質などは自然界の自立的生態系に順応

できる形態で排出されていないために環境破壊が発生して

いる。

地球温暖化については，最近 100 年間で二酸化炭素の排

出量が 1900 年の 5 億 3,400 万 t（炭素換算）から 1997 年

の 65 億 9,000 万 t（炭素換算）へと約 12 倍に増加し，そ

の間地上気温は世界全体で 0.6 0.2 ℃，日本で約 1℃上昇

した。このまま対策がなされなければ，地表気温は 21 世

紀末までには 1.4 ～ 5.8 ℃上昇し，海面水位は 9 ～ 88 cm

上昇すると予測されている。海面の上昇は，洪水の増加，

海岸の浸食，地下水の塩水化などにより生態系，食料生産

などへの影響をもたらすこととなる。また，自然環境から

採取した化石燃料である石炭や石油の燃焼などに伴って，

硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中に放出され，酸性雨と

なって地上に沈着し森林の衰退など自然環境を破壊してい

る。

これらの環境問題を地球規模で解決するため，2002 年

度はヨハネスブルグサミットが開催され，わが国も国際的

に「持続可能な社会づくり」すなわち，現在享受している

恵み豊かな環境とそれに基づく安定した経済社会が，未来

永劫私達の子孫に引き継がれるために環境の視点からの社

会構造改革を推し進めている。

富士電機では「豊かさへの貢献」「創造への挑戦」「自然

との調和」を経営の基本理念に定め，環境に関するさまざ

な技術開発と環境ビジネスの展開を推進するとともに，各

工業会の自主行動計画（産業構造審議会の業種別ガイドラ

インにのっとったもの）と歩調を合わせた自主目標を設定

し，自らの企業活動においても継続的な環境負荷低減に取

り組んでいる。

本稿では，新たな環境技術の開発動向と富士電機の事業

への取組みの紹介，さらに今後の展望について述べる。

各省庁の環境関連予算

2002 年度の環境省，経済産業省，国土交通省，農林水

産省の環境関連予算規模は，4 省で総額 1兆 7,432 億円で

ある。これに対し，2003 年度の環境関連予算の要求額は

４省の合計で 2 兆 1,200 億円にのぼり，20 ％以上の大幅増

となっている。特に，循環型社会の構築と地球温暖化防止

対策の 2 分野が重点対象となっており，省別の内訳は，環

境省 3,045 億円，経済産業省 3,822 億円，国土交通省 8,223

億円，農林水産省 6,116 億円となっている。

各省の新規予算要求項目として，環境省は日本最大規模

の不法投棄事件として知られる青森・岩手県境の 82 万 m3

に及ぶ不法投棄の現状回復事業に代表される「産業廃棄物

不法投棄地再生事業」「廃棄物処理施設に対する温暖化対

策補助事業」「ナノテクを活用した環境技術開発推進事業」

などを計上している。経済産業省は「環境配慮経営の推進」

「省エネルギー技術戦略に基づく省エネルギー技術開発の

推進」などを計上し，国土交通省では「燃料電池の実用

化・普及」などがある。世界的な動向とも鑑み，環境関連

への投資は今後とも増加していく方向であると考えられる。

環境関連の法規制と日本の廃棄物の現状

３.１ 環境関連の法規制

膨大な廃棄物の排出，その処理施設の不足や処理コスト

の増大，あるいは不法投棄などが大きな社会問題となって

いる。一方で石油などをはじめとする大量の資源消費に伴

う地球環境悪化は，近年著しいものがある。そこで，大量

消費，大量廃棄の現状を大きく改善するための公的なルー

ルづくりがなされてきている。このルールの基本が環境基

本法であり，各リサイクル法との関係および法整備の主旨

についてまとめたものを図１に示す。「環境基本法」は，

地球環境保全，資源循環といった理念をまとめたものであ
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り，その理念を具体化したものに「循環型社会形成推進基

本法」（循環社会基本法）や「資源の有効な利用の促進に

関する法律」（資源リサイクル法）が位置づけられる。ま

た，廃棄物処理の観点から「廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律の一部を改正する法律」（改正廃棄物処理法，廃棄

物処理法については，115ページの「解説」参照）があり，

個別製品のリサイクルについては，1995 年に容器包装廃

棄物のリサイクルを促進する「容器包装に係る分別収集及

び再商品化促進等に関する法律」（容器包装リサイクル法）

が整備され，1998 年には家電 4品目（テレビ，冷蔵庫，エ

アコン，洗濯機）のリサイクルをメーカー主導で行う「特

定家庭用機器再商品化法」（家電リサイクル法）が整備さ

れた。さらに，2000 年には一定規模以上の解体工事など

において分別解体を義務づける「建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律」（建設資材リサイクル法），食品廃

棄物の発生抑制を定める「食品循環資源の再生利用等の促

進に関する法律」（食品リサイクル法）が整備された。さ

らに国や自治体の公共機関に消費者として環境負荷低減に

資する物品・サービスの調達を義務づける「国等による環

境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）

も整備された。

循環型社会形成推進のための施策体系としては，上記の

ほかに「産業廃棄物処理施設整備促進法」「家畜排せつ物

の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」（家畜排せ

つ物適正処理法）「使用済自動車の再資源化等に関する法

律」（自動車リサイクル法）などもある。

３.２ 日本の廃棄物の現状

廃棄物は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に大別され，

一般廃棄物はおよそ 5,000 万 t/年，産業廃棄物はおよそ４

億 t/年発生しており，いずれもこの 10 年間量的に大きな

変化はない。

一般廃棄物の中では，容積の占める割合が大きい容器・

包装のリサイクルが課題となっているが，1999 年でガラ

ス，紙などの合計で 85 万 t 程度までが回収されてきてい

る。また，家電リサイクルに関しては，使用済み家電製品

がテレビ，冷蔵庫，エアコン，洗濯機の 4 品目合わせて

200 万台以上（質量で 60 万 t/年）になっていると推定さ

れている。

産業廃棄物は，業種別で多く発生しているのは建設分野，

農業分野，公共事業分野である。また，種類別では各種汚

泥，動物ふん尿，建設廃材の順となっている。動物ふん尿

や建設廃材については，前述の法規制が今後実施される予

定である。

国の法規制の下に動き始めた「持続可能な社会づくり」

に向け，一部でリサイクルが実施され始めているが，さら

に環境に関する革新的な新技術の開発，新事業の開拓が今，

強く求められている。

富士電機の環境事業への取組み

富士電機は，これまでに得た環境保全技術をエネルギー，

水環境，大気環境，ゼロエミッション・再資源化，環境情

報システムの各分野に適用し，循環型社会の構築と地球温

暖化対策のための幅広いトータルソリューションを提供し

ている。表１に富士電機の環境関連技術と製品を，また図

２にその適用イメージを示す。さらに，個別システム・

サービスについて以下に紹介する（詳細は本特集号の別稿

を参照されたい）。

４.１ リサイクルプラザ

粗大ごみや資源ごみとして収集された廃棄物は，リサイ

クルプラザ（またはセンター）と呼称される施設にて処理，

資源化されている。富士電機では，この種の粗大ごみ・資

源ごみ処理および再資源化施設を 1975 年以来 116か所に

納入している。最近では埼玉西部環境保全組合（処理能力

45 t/5 h）に納入している。この施設は分別収集に合わせ

て， 6 系統ラインにて処理を行うことにより，きめ細かい
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容器包装リサイクル法 1995年6月公布 
瓶，PETボトル，紙パック，段ボールなどの 
容器包装の再資源化を義務化。 

食品リサイクル法 2000年6月公布 
食品廃棄物削減と再資源化を義務化。 
対象は食品メーカー，スーパーマーケット 
など。 

建設資材リサイクル法 2000年5月公布 
特定建設資材（コンクリート，アスファルト， 
木材）の分別解体と再資源化を義務化。 

家電リサイクル法 1998年5月公布 
テレビ，冷蔵庫，エアコン，洗濯機4品目の 
再商品化を義務化（60万t/年）。 
消費者が廃棄時に料金を払う。 

グリーン購入法 2000年5月公布 
国の機関はエコマーク製品など環境負荷の少 
ない製品の購入を義務化。 
地方公共団体は努力義務を付加。 

改正廃棄物処理法 
　2000年10月施行 
 
　適正処理の推進 
　（野焼き禁止など） 
　排出者責任強化 
　産業廃棄物処理への公共 
　関与の推進 

資源リサイクル法 
　2000年10月施行 
 
　リデュース（発生抑制） 
　リユース（再使用） 
　リサイクル（再資源化） 
　の推進 
　（自動車，パソコンなど 
　　の部品再使用，家電の 
　　省資源設計） 

改正廃棄物処理法 
　1997年6月公布 
 
　適正処理 
　減量化 
　リサイクルの推進 
　不法投棄の防止 

循環社会基本法 
　2000年6月公布 
 
　物質循環の確保 
　天然資源消費抑制 
　環境負荷低減 

環境基本法 
　1993年11月公布 
 
　地球環境の保全 
　資源循環の促進 
　環境基準 
　（環境の基本計画） 

図１　循環型社会形成にかかわる基本法・リサイクル各法の関連
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選別を行い可能な限り資源の有効利用を図っている。粗大

ごみは，横型高速回転式破砕機などにより選別に最適な粒

度に破砕し，機械分別により，不燃物，可燃物，鉄および

アルミニウムの 4 種の分別を高純度・高回収率で行ってい

る（図３）。

４.２ 最終処分場施設

リサイクル・中間処理後の廃棄物残 （ざんさ）は，最

終的に埋立て処分される。このような最終処分場システム

も手がけている。最近では，2000 年に千葉県房総半島富

津町の丘陵林間地に，焼却残 ・不燃残 を主に面積

4,150m2，埋立容量３万 m3の最終処分場施設を建設した

（本特集号の別稿「廃棄物最終処分場における浸出水処理

システム」の図１参照）。

本施設は環境保全を第一に考え，地下水・土壌汚染を防

止するために二重の遮水シート構造を採用し，また万一

シートが損傷しても漏水を止めることができる「自己遮水

材」を採用している。さらに浸出水処理施設は最新技術の

高度処理設備を設け，二次公害の防止に万全を期した施設

となっている。
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表１　富士電機の環境関連技術と製品 

エネルギー 

【クリーンエネルギー】太陽光発電システム，風力発電シス 
　テム，燃料電池発電システム，地熱発電システム，波力発 
　電システム 
【火力発電】コンバインドサイクル発電，ガスタービン発電 
【水力発電】揚水発電，小水力発電 
【省エネルギー】ESCOサービス，コージェネレーション 
　システム，氷蓄熱システム，インバータ，高効率モータ， 
　省エネルギー自動販売機，エコモニタリングシステム， 
　省エネルギー診断サービス 

水環境 

高度浄水処理システム，下水汚泥処理システム，下水処理統 
合管理システム，し尿処理システム，オゾナイザ，水質安全 
モニタ，給水水質モニタ，高感度濁度計，紫外線消毒装置， 
浸出水処理システム，集落排水処理システム，中和・凝集処 
理システム，バイオセルカウンタ，トリハロメタン計，オゾ 
ンCOD計，海水淡水化システム 

大気環境 
大気環境計測システム，煙道排ガス分析装置，赤外線ガス分 
析計，焼却炉用燃焼制御システム，ダイオキシン類対策用粉 
じん除去装置，トンネル内換気システム 

ゼロエミッ 
ション 
再資源化 

粗大ごみ処理システム，灰溶融再資源化システム，乾留シス 
テム，容器回収処理システム，生ごみバイオ処理システム， 
RDF発電システム，バイオガス発電システム，下水消化ガス 
発電システム，プラズマ減圧燃焼システム 

環境情報 廃棄物動態監視システム，環境情報管理システム 

環境情報センター 
山小屋浄化槽用 
ハイブリッド発電 

IPP事業 

水質監測所 

維持放流用 
小水力発電 

地熱発電 
システム 

木質バイオマス発電所 

浄水場 

海水浄化システム 

太陽光発電システム 

魚あら処理システム 

排水水質管理 

RDF発電設備 

廃棄物動態監視 

マニフェスト 
管理 

トンネル内 
換気システム 

リサイクルセンター 

風力発電 

波力発電 

バイオガス 
燃料電池発電 

生ごみ 畜ふん 

サービス 
　残塩管理 
　省エネルギー診断 
　エコモニタリング 
　システム 
　ISO14001取得支援 
　環境情報支援 

省エネルギー 
　コージェネレーション 
　氷蓄熱システム 
 下水道管きょ内 

光ファイバシステム 

清掃工場 

クリーンエネルギー 
　太陽光発電 
　燃料電池発電 

リサイクル 
　容器回収システム 
　中水処理システム 

給水水質モニタ 
水圧調整制御 

水質安全モニタ 
油膜センサ 

瓶色選別機 
乾留装置 
破砕機 
ホットバインド装置 

排水処理 
省エネルギー 
ISO14001取得支援 

ヒートポンプ 
消化ガス発電（燃料電池） 
省エネルギー機器 

ごみ発電システム 
ガス分析計 
エアシャワー 
灰溶融システム 

オゾン処理 
コージェネ 
レーション 
小水力発電 
水質センサ 
汚泥脱水 

下水処理場 

浸出水 
処理システム 

最終処分場 

煙道排ガス分析装置 
低濃度NOx除去装置 

図２　富士電機の環境への取組みイメージ

図３　リサイクルプラザ
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４.３ 灰溶融システム

直流電気抵抗式の還元溶融炉を中心とするプロセスを開

発し，1999 年に 10 t/日処理できる実証システムを完成さ

せた。一般ごみ焼却灰を対象に，100 日以上の実証運転に

成功し，（財）廃棄物研究財団から技術開発支援概要書の交

付を受けている。ダイオキシン類をはじめとする有害物質

の除去，スラグ中の重金属含有量の低さおよび岩石化によ

る強度向上など，他の溶融システムに比較して差別化され

たシステムとなっている。

また，環境事業団から助成金の交付を受け，一般ごみ焼

却灰にほたて貝殻を混合溶融して 1 t 級ブロックを鋳造し，

海底に設置することにより優れた藻床となることが実証さ

れた。

４.４ バイオマス利用技術

有機性廃棄物に関しては，これまで主に焼却処理がなさ

れてきた。しかしながら，食品リサイクル法，家畜排せつ

物適正処理法などにより，有効な資源としての利用が義務

づけられつつある。対象となる有機廃棄物の種類により，

嫌気性メタン発酵やコンポスト化，あるいはガス化といっ

た形で有効利用を図るべく技術開発中である。

富士電機では，従来から開発してきた都市ガス用燃料電

池発電システムをバイオガス仕様に一部変更し，メタン発

酵システムと組み合わせたシステムを完成させ，稼動中で

ある。このシステムでは，生ごみを粉砕してスラリー状に

し，嫌気性発酵槽でメタン発酵させ，脱硫などの処理後，

燃料電池発電装置に供給している。バイオガス中のメタン

濃度は 60 ％程度と低いものの，現在まで順調に運転され

ている（本特集号の別稿「バイオマス発電にかかわる取組

みと技術開発」の図１参照）。

４.５ 移動態情報管理サービス

産業廃棄物の一般廃棄物への混入防止，一般廃棄物の収

集地域管理，ごみの地域範囲を越えた越境防止，あるいは

産業廃棄物のマニフェスト対応，情報管理などの目的で，

衛星回線を使った移動態情報監視システムを開発した。各

ごみ収集車車載機などの端末から衛星回線を使ってセン

ターに情報を集め，リアルタイムで処理・発信が可能であ

る。今後，社会システムの中で，廃棄物管理以外にも食品

管理などいろいろな利用方法が開発されていくと考えられ

る（本特集号の別稿「移動態情報管理サービス」の図２参

照）。

富士電機は，以上のほかにも 2002 年 12 月に稼動した三

重県の RDF（Refuse Derived Fuel）発電システムや，水

環境関連で水電解次亜塩素酸生成装置，凍結融解装置など，

環境に関する多種のシステムを開発してきている。

あとがき

21 世紀は環境の世紀といわれている。企業，事業体は

もとより，住民や行政までも包含した輪を広げることで，

さまざまな廃棄物の適正な取扱いを進め，快適な社会を構

築していくことが望まれている。そのために，富士電機の

開発したさまざまなシステムを社会に投入し，具体的な貢

献を図っていきたいと考えている。

特に，環境システム分野では，リサイクル施設を中心と

した高度マテリアルリサイクルの推進，有機性廃棄物から

の発電・熱利用を中心としたエネルギーリサイクル，これ

らのシステムの運転管理・保守（O&M）に情報関連機器

を加えたサービス事業の三つの柱を中心に企業活動を進め

ていく所存である。
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