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まえがき

家庭から出るごみや事業所から出る不要書類などのごみ

は一般廃棄物（128ページの「解説」参照）と呼ばれ，各

市町村で収集し処分することになっている。産業廃棄物の

不法投棄事件が後を絶たない中で，一部の地域ではこの一

般廃棄物に産業廃棄物が混入され，住民の税金で運営され

ている清掃工場に持ち込まれていることが報告されている。

また，近隣の市町村からのごみが持ち込まれることもある。

ダイオキシン規制の強化などにより，より効率的に処理

するため近隣の市町村が共同で設備を更新したり，近隣の

自治体の清掃工場に処理を委託するなど，焼却などの設備

を共同で利用する広域化が進んでいる。また，家庭系ごみ

の収集運搬を直営車両および市町村の職員によって行って

いた自治体の中にも経費削減のためアウトソーシングに移

行するケースもみられるようになってきた。このような自

治体では，管理責任を明確にするための何らかの工夫が必

要とされている。

一般廃棄物では，地域住民の税金で清掃工場の運営がさ

れているため，地域範囲を超えた越境ごみや事業者の事業

利益に係る産業廃棄物が処分されることのないよう管理す

ることは行政の責任とみなされる。広域化では，各市町村

ごとに自地域からの搬入分に見合う処理負担費用が課され

るため，自地域以外での収集ごみが自地域分として搬入さ

れていないことをチェックすることが要求される。

アウトソーシングをする場合は，民間委託として，今ま

で以上に作業実態を把握できるようにして，住民へのサー

ビス低下を防ぐことが要求される。

本稿では，以上のような一般廃棄物の処理を担当してい

る市町村向けに提供している「一般廃棄物収集運搬管理情

報サービス」に焦点をあてて，岡山市での実証実験での成

果をもとに，本サービスを利用した自治体向け管理システ

ムの構築について紹介する。

一般廃棄物収集運搬管理情報サービス

２.１ 車載機器と動作

収集運搬車両としてはパッカー車を標準としている。ご

み収集車両に搭載されている標準車載機器を図１に示す。

図２は，全体のシステム構成を示している。衛星通信アン

テナには，GPS（Global Positioning System）測位ユニッ

ト，衛星通信ユニットおよび衛星通信用アンテナが内蔵さ

れている。インタフェース（IF）ボックスにより積込み

のためのパッカー起動信号および荷下ろしのためのダンプ

起動信号を検知し，自動的に積み下ろしを検知する。車載

器は，積み下ろしを検知したとき，GPS 測位ユニットで

検知した緯度経度情報および時刻情報とともに「積み下ろ

し」を発信する。ダンプ起動により荷下ろしした後の「最

初の積込み」信号により通知された位置情報から，ネット

ワークセンターは，これから収集する地域（作業域）を自
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図１　標準車載機器
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動決定し車両に作業域を通知する。車載端末は大まかな作

業域情報および指定荷下ろし地点情報（指定された清掃工

場位置の情報），警戒地点情報（産業廃棄物の混入積載地

点として警戒すべき位置の情報）を持っており，以降の積

込みで作業域外のとき，「域外積載」として「異常積載」

検知信号を発信する。荷下ろしを検知した場合は，指定地

以外であったとき，「指定地外荷下ろし」として「異常荷

下ろし」検知信号を発信する。以上の，「最初の積込み」

「異常積載」「異常荷下ろし」は緊急を要する情報として衛

星通信および DoPa 通信（NTTドコモグループによるディ

ジタル携帯電話網を使った無線パケット通信サービス）に

より発信され，それ以外の正規の積載や荷下ろしは緊急を

要さない情報として DoPa 通信のみにより発信される。

２.２ 通信インフラとネットワークセンターの機能動作

車載の衛星通信装置からの信号は通信衛星を介して横浜

の通信センター（地上局）で受信され，ネットワークセン

ターには，専用回線で伝送される。一方，DoPa 通信信号

は DoPa 網を介して DoPa 局から専用回線でネットワーク

センターに伝えられる。ネットワークセンターは，これら

の 2 系統の通信インフラストラクチャー（インフラ）から

の信号を別々の専用回線で受信し，発信車両ごとにデータ

ベースに蓄積する。データベースサーバで重複する情報を

除外し，時系列に整理して走行履歴データとして保存する。

ネットワークセンターでは，車載器が持っている地図情報

より厳密な領域チェックができるレベルの地図情報を持っ

ており，車載器の領域判定を再確認する。荷下ろし指定地

確認や警戒地確認も同様に再確認している。

確認の結果，地域外の積載であれば「域外積載」緊急通

報として，あらかじめ設定してある通報先にファクシミリ

通報を行う。指定地外荷下ろしの場合は「指定地外荷下ろ

し」緊急通報として，警戒地積載の場合は「警戒地積載」

警戒通報としてファクシミリ通報を行う。図３に「警戒地

積載」警戒通報の例を示す。

さらに，異常積載した車両が指定された清掃工場に近づ

いたときに，再度，警戒通報として当該車両の接近をファ

クシミリ通報する機能があり，事前にチェック体勢を整え

ることができる。

一般廃棄物収集管理システムの構築

３.１ 一般廃棄物収集管理の基本

図４に一般廃棄物収集管理の基本概念を示す。ごみ収集

車両は，自治体地域内の事業系一般廃棄物および家庭系一

般廃棄物を収集して，あらかじめ定められた処理工場に搬

入することが基本である。そのため，いつどこでごみを収

集したのかを確認できることが必要となる。このとき，産

業廃棄物の混入が懸念されるような場所は，警戒地として

あらかじめ登録しておき，そこでの収集（パッカー起動）

を監視することができる。

富士時報 Vol.76 No.2 2003

117（17）

通信センター GPS衛星 

通信衛星 

ごみ収集 
車両 

専用回線 

専用回線 

専用回線 

違反通報 

自治体 

DoPa網 
DoPa通信 

Web

ファクシミリ 車両状態表示 

違反情報など 

事業者 
車両位置表示 

日報情報など 

ネットワークセンター 

図２　システム構成

図３　ファクシミリ通報の例
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また，自治体地域外で収集した場合は，越境搬入となる

ことが予測されるため緊急通報ファクシミリを処理工場な

どに事前通知する。

これらの動態は，いつでもネットワークセンターのホー

ムページに接続すれば確認することができる。ホームペー

ジへのアクセス権限は IDとパスワードで管理している。

自治体では，登録したすべての車両の動態を見ることがで

きるが，収集運搬事業者では，当該事業者の登録車両のみ

見られるように制限をかけてある。この機能により，住民

からの問合せに対して，収集が，今どの地域で行われてい

るかをリアルタイムで確認し対応することができる。問題

のある車両の動態についても，自治体と事業者が同じ動態

情報を共有することで，事業者は自治体からの問合せに的

確に回答することができるため，住民へも迅速に対応でき

る。

家庭系一般廃棄物の収集を民間に委託する場合には，直

営車両のときより作業状況把握が困難となるため，上記の

機能は住民へのサービスの質を維持するうえで有効な手段

となる。

３.２ 広域管理への応用

広域管理の概念を図５に示す。従来それぞれの自治体地

域で個別に行ってきた自区処理の原則は，広域化に際して

も同様に行うことが必要である。

ごみ収集車両ごとに，収集許可または収集委託される地

域範囲が定められている。地域範囲では，１自治体で一つ

の地域範囲となる場合と複数の自治体が連合して一つの地

域範囲となる場合がある。また，１台の車両がこれらの一

つの地域範囲でのみ許可または委託されている場合と，複

数の地域範囲で許可または委託されている場合がある。

複数の地域範囲で許可されていても，それら複数の地域

範囲分を混載することは禁止されている。このような地域

区分・許可区分に対応して車両ごとに許可範囲を登録する

ことができ，かつ許可された複数の地域範囲の混載を検知

することが可能である。

図５のＡ市およびＢ町で許可された車両では，最初に積

載した地域範囲がＡ市の場合，以後の積載がＡ市以外のと

き域外積載として判定する機能により検知することができ

る。ここでいう最初の積載とは，ダンプ起動により荷下ろ

しした後の最初の積載である。したがって，この車両は，

途中の混載がないかぎりＡ市とＢ町での収集を交互に行う

ことは異常検知することなく作業可能である。

必要に応じてセンターホームページを見て，処理工場搬

入ごとに，どの地域範囲のごみ搬入かを判別することがで

きる。

図５のＤ市・Ｅ町・Ｆ町のような連合地域では，それら

を一つの地域範囲として登録しておくことにより，どの区

分で積載しても異常扱いしないことが可能である。ただし，

その中のそれぞれを区分することはできない。

動態管理の実際

４.１ 一般廃棄物収集作業管理

廃棄物の収集作業情報は，メインメニューのうちの一般
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図４　一般廃棄物収集管理の基本概念
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図５　広域管理の概念
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廃棄メニュー画面から取得する。

最初の積載から排出までの一連の積み下ろし作業経過の

すべてをリスト形式で表示する「すべて検索画面」の例を

図６に，異常な積み下ろしの場所・時刻のみをリスト形式

で表示する「通報のみ検索画面」の例を図７に示す。

自治体では収集開始時間を定めており，あまり早い時刻

からの収集開始は，住民のごみ出しが間に合わず取り残し

となることもあり住民からの苦情につながる。

一方，適正に収集作業しているにもかかわらず，住民か

ら収集が早すぎるとして苦情を申し立てられることもある。

このような場合に，「すべて検索画面」では，検索する時

間幅を狭めて，全車両の作業動態をモニタすることができ，

問題となる作業時間を確認して，住民への説明に利用する

ことができる。作業が不適切な場合には，事業者にリアル

タイムで指導することができ迅速な管理を実現できる。

４.２ 通報の詳細確認

異常な積み下ろしがあれば，その都度，ファクシミリ通

報が届いているが，「通報のみ検索画面」でも確認するこ

とができる。この画面で，異常通報された車両および日時

を確認し，「すべて検索画面」にて車両と異常通報された

事象の発生時間を含む時間を指定して，異常作業前後の作

業をモニタし，同時刻帯の航跡図（図８）を参照すること

で，より正確な状況を把握し適切な判断と指導ができる。

あとがき

本稿では，移動態情報管理サービスの中で，一般廃棄物

収集管理に的を絞り，自治体での管理システムとしての応

用について紹介した。一般廃棄物の管理のほか保健所政令

市では，産業廃棄物処理に係る適正化指導への適用も視野

に入れ，総合的な廃棄物管理システムの提供を目指す所存

である。
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図６　積載・荷下ろし照会画面（すべて検索）

図７　積載・荷下ろし照会画面（通報のみ検索）

（a）異常積載点拡大 （b）異常積載含む全航跡 

図８　航跡図確認
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