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1.

概要
人口減少、災害の頻発、廃プラ問題等が社会問題となって
いるなかで、持続可能な廃棄物処理・資源循環システムの構
築が課題となっている。こうした問題に対して、ごみ焼却施設
と下水処理施設の連携による社会コストの縮減、廃棄物エネ
ルギーの産業利用 (Waste to Energy)、静脈施設における AI・
IoT の導入等新たな社会システムを提示するための実証研究
を展開している。
2.

2019 年度の研究成果

（1）ごみ焼却施設と下水処理施設の連携可能性の検討*1
2019 年 3 月 29 日に環境省より、ごみ焼却施設の広域化・
集約化に関する通知が行われ、廃棄物エネルギーの利活用
が推奨されている。社会コストの縮減を目的として、ごみ焼却
施設と下水処理施設の連携による MBT システムの実現可能
性を検討した(1)。具体的には、GIS による連携可能性の高い
自治体を可視化・抽出するとともに、自治体の意識を把握する
ためのアンケートを実施した。
（2）廃棄物エネルギーの産業利用の可能性の検討*2
わが国ではこれまで主に発電による廃棄物のエネルギー
化が推進されてきたが、発電効率が 20％程度と低く、エネル
ギー利用率という面で改善の余地が残されている。そこで、本
研究では、石油・化学産業等が集積している京葉臨海工業地
帯に焦点を当て、わが国において、実現されていない廃棄物
エネルギーに産業利用の実現に向けた調査研究を行うもの
である。2019 年度は、調査研究の推進母体となる協議会の設
立およびアンケート・ヒアリングによる熱需要の調査、海外事
例の調査を行った(2)（3 年計画の 1 年目）。
（3）廃棄物処理・リサイクル分野における AI・IoT の導入*3
従来の安全・安心に関する継続的な検討(2)～(4)に加え、下記
の新規テーマに着手した。
【医療廃棄物の小口回収】小規模な医療機関から排出され
る医療廃棄物に着目し、医療廃棄物の適正処理推進と小口回
収業務の効率化を図るため IoT を活用したシステムの構築を
目的としている。具体的には、電話による集荷依頼を代替する
ボタン式集荷指示システムの利用、活動記録管理システムを
ベースとしたトレーサビリティシステムを導入および複数の収
集・運搬事業者の連携を前提とした配車システムを構築する。
2019 年度は、特定地域の医療機関の感染性廃棄物の排出実
態調査、各要素技術の機能検証試験、全体コンセプトの提示
を行った（3 年計画の 1 年目）。
【自動車リサイクル部品の生産プロセス】外装部品の検査
工程の一部を自動化に転換することで自動車リサイクル部品
の生産プロセスの高度化を図る(5) (6)。具体的には、AIによる画
像診断システムの導入可能性を検討し、そのプロトタイプを開
発・評価する。2019 年度は、自動リサイクル部品の生産プロセ
スの作業時間等の分析と教師データの収集・データベース化、

AI による画像診断の試行を行った（3 年計画の 1 年目）。
3.

次年度の研究計画

（1）～（3）の研究項目に関しては、プロジェクトごとの展
開を継続する。
また、
廃棄物処理・リサイクル分野における AI・
IoT に関しては、さまざまな波及効果が見込まれる状況にある。
とりわけ、廃棄物の収集・運搬とごみ焼却施設等との連携を考
慮した検討に着手する。
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