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[要 約] 

 本調査は、廃棄物分野における温室効果ガス削減が喫緊の課題であることから、廃棄物

分野における温暖化対策として広く行われている廃棄物発電など新エネルギーの活用状況

を把握するとともに、日本に比べてより大きな CO2削減効果が期待できる温暖化対策とし

て、廃棄物発電と地域熱供給などを組み合わせた海外の実状を調査した。また、より経済

的な CO2削減が達成できる京都メカニズムの活用である CDM や JI の国内外における事

例、環境省が国内版として創設したオフセット・クレジット制度（J-VER 制度）のほか、

焼却施設の廃熱利用や埋立地からのメタンガス利用によるカーボン・オフセットの活用に

取り組んでいる欧米の現況についても調べた。 

 さらに、これらの現状を踏まえて、イノベーションによってエネルギー回収効率を向上

させるための技術的知見を示すとともに、より多くの CO2削減量を達成するためのカーボ

ン・オフセット活用方策として、新たに取り組むべき技術的な課題について言及した。 

 

第 1 章 廃棄物分野における温暖化対策の現状と課題 

1．1 はじめに 

平成 19 年度の温室効果ガスの総排出量は 13 億 7,400 万トン（CO2換算）であり、平成

2 年度（1990 年）の総排出量から 13.8%の増加となった。また、京都議定書の規定による

基準年（CO2、CH4、N2O については平成 2 年、HFCs、PFCs、SF6 については平成 7

年）の総排出量と比べ、9.0%上回った。平成 19 年度の CO2 排出量は 13 億 400 万トンで

あり、温室効果ガス総排出量の 94.9%を占めた。また、平成 2 年度比 14.0%の増加、前年

度比 2.6%の増加となった。 

 平成 19 年度の温室効果ガス排出量の分野別の内訳を見ると、温室効果ガス総排出量に

占める割合は、エネルギー分野が 90.6%、工業プロセス分野が 5.7%、溶剤およびその他製

品仕様分野が 0.02%、農業分野が 1.9%、廃棄物分野が 1.8%となった。 

 

1．2 廃棄物分野における温室効果ガス排出の現状 

 廃棄物分野からの温室効果ガス排出量は約 4,083 万トン（CO2 換算）であり、平成 2 年

度比 15%増と他の分野に比べて増加率が大きいことから、廃棄物分野における温暖化対策

は重要な課題である。 

廃棄物は、収集運搬から埋立処分に至るまで種々の技術を利用しているが、再使用・リ

サイクル、生物処理、熱処理および埋立処分では資源とエネルギー回収が可能であり、こ

れにより温室効果ガスの排出抑制が期待できる。そこで、本調査では、エネルギー回収に
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よる温暖化対策に関して重点的に情報をとりまとめた。 

 

1．3 廃棄物分野における温暖化対策の現状 

我が国における一般廃棄物焼却施設は平成 19 年度で 1,284 施設であり、平成元年の約

1,900 施設に比べて 600 施設ほど減少している。これは、ダイオキシン類対策と市町村の

合併等により、発電に適さない小規模施設が減少したためであるが、施設の大型化に住民

が反対するケースも多いことから、高効率発電に適する 300t/日以上の施設数はほとんど

変わっていない。このため、ごみの発熱量を 9MJ/kg と仮定すると発電を行っている施設

の発電効率はおしなべて 11.6%にすぎない。 

しかし、一般廃棄物の発熱量が高くなったこともあり、国内では 400 以上の焼却施設で

発電を行っている。発電設備がある焼却施設のうち、193 施設で電力会社への売電を行っ

ている。そこで、193 施設について、自治体名、竣工時期および発電効率を調査した。そ

の結果、処理能力が大きく、竣工時期が新しい施設ほど発電効率が高くなっており、効率

が 20％を超えている施設が複数認められた。これは、自治体が温暖化対策として発電効率

を重要視しているためと考えられる。また、産業廃棄物焼却施設についてエネルギー回収

の状況を調査した結果、12 施設のうち 8 施設が廃棄物発電を行っており、産業廃棄物焼却

施設についても発電が中心であることが判明した。 

 

 発電以外の温暖化対策としては、エネルギーの回収効率を上げるために国内で地域熱供

給を行っている焼却施設が 6 施設ある。また、新エネルギーの利用と省エネルギーの観点

から焼却施設の敷地内に太陽光発電や風力発電装置の設置および屋上・壁面緑化を実行し

ているところがある。また、廃棄物収集運搬車の集合基地となっている敷地内でも同様に

太陽光発電や風力発電装置を設置する自治体が増加する傾向にある。これらの発電能力等

はそれほど多くないが、CO2 削減の一方法として活用できる。 

 

 下水汚泥の焼却処理では燃焼温度などの燃焼条件により N2O の排出係数が大きく異な

る。したがって、汚泥を焼却処理する際に燃焼温度を高くすることで、N2O の排出量を大

幅に削減できる。下水道統計によると、平成 17 年度において高温燃焼している汚泥の量

は1,469kt/年であるのに対して、19年度では2,317kt/年と約2倍増加している。この結果、

汚泥焼却に伴う N2O の排出量は年々減少しており、燃焼温度の高温化により、温暖化対策

に効果を上げている。特に、N2O は CO2に比べて 310 倍も温暖化係数が大きく、排出量

を 310 倍して CO2換算するので、より大きな効果が見込まれる。 
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 欧州の廃棄物発電の特徴として、一般に日本と比べて焼却規模が大きいこと、また熱回

収率が高いことが挙げられ、焼却処理では可能な限り熱効率を高めようとする姿勢が見ら

れる。欧州では焼却施設の規模が平均で 500 トン/日近くに達しており、日本の 143 トン/

日に比べて 3 倍以上にもなる。また、電力および熱の販売量は合計でごみトンあたり

1,000kWh に近く、ごみの発熱量を 10MJ/kg とすると、ごみ入熱の 35%以上を販売した

ことになる。さらに、熱の販売量が電力を上回っているのが特徴である。 

 欧州では古くから地域熱供給が普及しており、一部は一般廃棄物中の可燃分を燃料とし

ている。オーストラリア、デンマーク、フランス、スウェーデンなどの国々は特に一般廃

棄物による地域熱供給が盛んで、地域熱供給の熱源に占める一般廃棄物の割合が 10%以上

に達している。欧州では一般廃棄物処理が民間事業として行われる場合もあり、採算性を

確保するため遠距離収集や産業廃棄物の同時処理等を行って焼却施設の規模を大きくする

とともに、可能な限り発電を行いかつ施設内での電力消費を削減することで非常に高い送

電端効率(例えば 24～26%)を目指す例が見られる。以上のように、欧州においては廃棄物

からの熱回収が埋立処分量の削減、地球温暖化防止、再生可能エネルギーの供給などの観

点から、廃棄物処理の重要な手法として認識されている。 

 

 米国では、排出された一般廃棄物の約 80％が埋立処分されている。米国の埋立処分地は

嫌気性発酵方式が多いため、埋立地からメタンを含むガスが発生する。このため、平成 6

年から埋立処分地からのメタンの漏出防止、Cost-Effective な技術の開発および環境負荷

の小さい発生ガスのエネルギー利用を推進してきた。発生ガスの組成は CH4～50％、CO2

～50％であることから、再生可能エネルギーとして扱うことができ、百万トンの一般廃棄

物から 432,000m3のガスが発生し、0.8Mw の電力が発電できる。 

 平成 21 年 4 月現在、米国内の 44 州で発生ガスのエネルギー利用のため 485 のプロジェ

クトを運用しており、年間で 12×109kWh の発電電力量と 85×109m3 の発生ガスを直接

エネルギー利用している。これにより、889,000 世帯の電力消費量を賄うとともに、614,000

世帯での熱利用(暖房等)を可能にしている。発電は内燃燃焼エンジンのほか、ガスタービ

ン、マイクロタービンなどにより行っている。また、発生ガスの直接利用方法としては、

ボイラにおける天然ガス、石炭等の化石燃料の代替、天然ガスのパイプラインへの直接挿

入および天然ガス自動車の燃料利用などがある。 

 ISWA（International Solid Waste Association）の White Paper によると、OECD 諸

国などで毎年 1 億 3 千万トン以上の廃棄物が焼却処理されており、600 以上の焼却施設で

エネルギー回収が行われている。そのエネルギーは、電力として年間 1000PJ(Petajoules 
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1015)にもなり、1000 万人分の消費量に相当する。 

 また、IEA（International Energy Agency）の統計資料によると、OECD および非 OECD

諸国における廃棄物からのエネルギー回収は都市ごみ(一般廃棄物)焼却炉が も多く、し

かも毎年増加しているが、産業廃棄物焼却炉からの回収量は少なく、ほとんど増加してい

ない。バイオマスエネルギーについては、米国で埋立処分地からの発生ガス利用を積極的

に行っていることから毎年増加しており、平成 18 年(2006 年)度は産業廃棄物焼却炉から

の回収量を上回った。 

 

1．4 今後の課題 

 廃棄物からの熱回収は地球温暖化防止、再生可能エネルギーの供給などの観点から、廃

棄物処理の重要な手法である。しかし、我が国における熱回収量は欧州に比べてかなり劣

ることから、今後は発電効率の向上とともに地域熱供給の拡大が課題となる。現在の焼却

施設は熱供給施設としての能力を活用できるので、今後は都市施設の一つとして中心部へ

の建設を進めて熱利用率を高めるなど、温暖化防止のための方策を検討する必要がある。 

 同時に、イノベーション等により高効率発電、廃熱利用の拡大および焼却施設における

省エネルギー化を一層進める必要がある。 

 

第 2 章 市場メカニズムの活用による温暖化対策の現状と課題 

2．1 はじめに 

 京都メカニズム(市場メカニズム)は京都議定書の締約国が費用効果に優れた方法で目標

を達成すると同時に、途上国の持続可能な発展を援助できるよう意図したメカニズムであ

る。市場メカニズムには①共同実施（JI）、②クリーン開発メカニズム（CDM）、③国際排

出量取引（IET）の 3 種類がある。 

 

 2．2 廃棄物分野における対策事例 

 CDM と JI はどちらもプロジェクトベースのメカニズムで、海外における温室効果ガス

排出削減プロジェクトの開発と実施により、炭素市場で売却が可能な炭素クレジット(削減

量)を獲得する。このうち、JI プロジェクトは排出量削減目標値を設定している先進国で

実施され、CDM プロジェクトは目標値を持たない途上国で実施される。 

 これらに対して、排出量取引は大規模産業施設などの指定排出源からの排出量を制限す

るキャップ・アンド・トレード方式であり、温室効果ガスの排出に特に適している。この

制度では、政府が全体の上限を設定して総排出量を制限するが、排出量削減の達成方法と
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実施場所は企業が決定できるという柔軟性を与えている。参加者にとっては排出量の削減

と排出枠の取引を柔軟に行えることで、費用対効果の も高い方法で全体の排出量を削減

できる。参加企業には排出枠が割り当てられ、各排出枠は関連する排出トン数で表される。

排出権取引制度では、企業は市場で排出枠を購入することで割当量を超える量の排出が可

能になる。同様に、排出量が割当量に満たない企業は余った排出枠を売却することができ

る。 

 我が国では、国内版として平成 20 年 11 月 14 日に環境省がオフセット・クレジット制

度（J-VER 制度）を創設した。J-VER 制度は、国内における温室効果ガスの排出量削減・

吸収活動プロジェクトにより実現された温室効果ガスの排出量削減・吸収量を、自主的な

カーボン・オフセットに利用可能なクレジットとして認証する制度である。平成 21 年度

は、専門家からなる CDM/JI プロジェクト支援委員会による評価・審査を経て 23 件のプ

ロジェクトが採択された。 

これまで、国連気候変動枠組条約の事務局主催による JI ワークショップが開催されてお

り、JI 監査委員会（JISC）を設立(10 ヶ国の委員と 10 ヶ国の代理委員で構成)した。ここ

では、JI ガイドラインの要件に合致していれば JI プロジェクトとして認められるが、排

出削減単位（EUR）のクレジット期間は平成 20 年以降となっている。IGES(Institute for 

Global Environmental Strategies)の JI プロジェクトデータベースによると、平成 21 年

12 月 1 日現在、廃棄物処理分野に関して 39 のプロジェクトが行われている。このプロジ

ェクトの約半数が埋立処分地からのメタン回収・利用であり、残りがバイオマスによるエ

ネルギー転換となっている。 

 

平成 21 年 5 月 31 日現在、CDM 理事会に登録されている CDM 事業活動は 1,647 件(予

測排出削減量：約 3 億 200 万トン/年)であり、うち廃棄物処理分野の事業活動は全体の

21.3%を占める 351 件(予測排出削減量：約 3,600 万トン/年)である。さらにこのうち、埋

立処分地からのメタン回収・燃焼に関する事業活動は 105 件(予測排出削減量：約 2,200

万トン/年)である。この埋立処分地ガス回収の CDM 事業活動を件数ベースで地域的に見

ると、中南米地域で 62 件(59.0%)、アジア地域で 29 件（27.6%）、アフリカ・中近東地域

で 12 件(11．4％)、その他地域で 2 件（2.0%）となっており、中南米地域での事業活動が

活発である。 

廃棄物処理の過程で排出される温室効果ガスは、基本的に都市の廃棄物ストリームにお

いて、プラスチックや有機性廃棄物の処理・処分に用いられているプロセスから、CO2、

CH4、または N2O を削減できれば CDM 事業活動は成り立つ。しかし、開発途上国の廃棄
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物ストリームの趨勢は、中間処理を持たない直接埋立(または野積みや野焼き)であるから、

承認されているプロジェクトにおいて、有機性廃棄物の埋立回避と埋立処分地からのガス

の放出回避が主な削減の方法となっていると考えられる。 

 

これまで国内で行ってきた排出量取引の試行では、鉄鋼業、エネルギー関連およびセメ

ント工業など化石燃料の消費量が特に多い産業が中心になって実施されてきた。このため、

廃棄物処理分野などエネルギー他消費型ではない産業における実施例はほとんど見あたら

ない。しかし、一般廃棄物中には有機成分として紙、段ボール、厨芥および庭ごみなどが

30～70%含まれている。これらは再生可能資源であることから、焼却処理の際に発電、熱

利用を積極に行ってエネルギー回収効率を高めることで CO2 を大幅に削減することがで

きる。また、 終処分場で嫌気性発酵した場合はメタンが発生するので、エネルギー回収

もできる。 

欧州では、焼却施設の熱利用を発電のみ(回収効率 大 25％)から発電＋地域熱供給にシ

フトして、回収効率を 75％と３倍高めることで大幅な CO2 削減が可能であるとの報告が

多数ある。さらに、一般廃棄物と産業廃棄物を混合して廃棄物の発熱量を約 20,000 ジュ

ールと石炭程度まで高くして混焼した場合、発電効率を 35～45％まで上げることが可能に

なる。廃棄物の混焼でも紙、庭ごみなどの再生可能資源の割合は 50％前後であることから、

カーボン・オフセットによる排出量取引の対象になる。欧州では、これらの方法による CO2

削減を進めるため、近年は廃棄物が焼却処理される割合が増加している。 

米国では、埋立処分場のほとんどが嫌気性発酵方式となっているため、埋立処分場から

大量のメタンが発生している。平成 6 年以降、メタンの回収とエネルギー利用を積極的に

進めており、カーボン・オフセットの活用でクレジットによる収入を得るとともに、CO2

削減に効果をあげている。 

我が国では、これまで焼却施設は温室効果ガスの排出源として捉えられており、カーボ

ン・オフセットの対象とは考えられていない。しかし、我が国における温室効果ガスの削

減率が 25％と極めて高いことから、あらゆる方法で CO2 削減を進める必要がある。その

ためには、廃棄物処理分野においても積極的に対策をとる必要があり、焼却施設でのエネ

ルギー回収効率の向上は極めて有力な方法であると考えられる。ただし、我が国の 終処

分場については、多くが準好気性発酵方式になっているのでメタンの排出が少なく、米国

のようにメタンからのエネルギー回収量は少ない。現在のところ、東京都のみが埋立処分

場からのメタン回収とエネルギー利用を行っている。 
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 2．3 廃棄物分野以外での対策事例 

廃棄物分野以外での対策事例として、平成 21 年 3 月までに登録された CDM プロジェ

クトを種類別に分類すると以下の 5 つに分けられる。 

①再生可能エネルギー利用(水力、バイオマス、風力、地熱、太陽光)、②エネルギー利用

の改善(排ガス、廃熱利用、省エネルギー、燃料転換、セメント、炭層炭坑メタン回収・利

用)、③廃棄物管理・処理(バイオマスガス、埋立処分地メタン回収・利用、メタン回避な

ど)、④工業ガス削減（HFC、N2O、PFC 削減）、⑤植林地(植林、交通) 

この中で、再生可能エネルギーを利用するプロジェクトが登録件数の約半分（56%）を

占めている。次に廃棄物管理・処理が 22%、エネルギー利用の改善が 18%、工業ガス削減

が 4%、植林他が 1%未満であった。 

 

2．4 今後の課題 

我が国における CO2削減量は極めて高い目標値が設定されている。このため、直接温暖

化ガスの排出量を削減するほか、市場メカニズムを活用してカーボン・オフセットによる

削減も大いに期待されていることから、新たな制度設計等を含めた課題の整理が重要であ

る。 

 

第 3 章 温暖化対策におけるイノベーションの可能性 

3．1 はじめに 

CO2 の 25%削減はきわめて困難な課題であるが、同時に大きな市場を提供する可能性が

あり、解決が難しい難題から巨大なビジネスチャンスへと変わりつつある。現在、米国が

実施しているグリーン・ニューディール政策によるクリーンパワーやエネルギー効率のよ

いテクノロジーの開発は、今後 50 年わたり、国の経済的地位、環境の健全性、エネルギ

ー安全保障、国家安全保障の尺度を決めると言われている。このクリーンエネルギー・テ

クノロジーの開発は、イノベーションが大いに期待できる分野でもある。 

 

3．2 廃棄物分野における現状と可能性 

環境省では施設規模別に、発電効率向上の視点からプロセスパラメータや設備構成を

適化した場合に、現実的な技術レベルにおいて、どの程度の発電効率が得られるのかを検

討した。その結果、1980 年代、1990 年代に建設された施設は、2000 年代の施設に比べ、

発電効率が低いことがわかった。したがって、これら 1980 年代、1990 年代の施設の建て

替え時に発電効率を向上することで、大幅に国内のごみ発電量の増加に寄与できると判断
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した。 

 

高効率ごみ発電を行うためには、高効率な燃焼と熱回収の増強などが必要である。この

ため、焼却施設の製造メーカーは高効率化を達成するための技術開発を行っている。具体

的には①低空気比燃焼による廃熱回収の向上、②レーザーO2分析計による高度燃焼技術の

実現、③低温エコノマイザ導入による発電端効率の向上、④高効率乾式廃ガス処理による

環境負荷の低減と発電効率の向上、⑤水冷式復水器の採用による高効率ごみ発電の実現な

どである。この報告書では、各メーカにおける実証試験や実機稼働の試験結果等について

情報をまとめた。 

 ただし、焼却施設の発電効率は、廃棄物の発熱量が 大 11,000 ジュール程度であること

から、 新の焼却施設でも 30％が限界となる。発電効率を 30％以上にするためには、焼

却の対象となる廃棄物の発熱量をさらに高める必要がある。一般廃棄物の発熱量は上限が

11,000 ジュール程度であるが、産業廃棄物との混焼により混合廃棄物の発熱量を 20,000

ジュール程度まで上げることが可能である。日本の場合、廃棄物処理法により廃棄物は一

般廃棄物と産業廃棄物に区分されている。このうち産業廃棄物は工場、事業所などから排

出されたものが対象となる。現在、産業廃棄物は 20 種類が指定されており、それ以外の

廃棄物は一般廃棄物となる。 

 しかし廃棄物のうち、紙類、木屑類、廃プラスチック類およびゴムくず類などは産業廃

棄物も一般廃棄物も組成は同じであり、しかも発熱量が高い。 新の焼却炉では、これら

発熱量の高い廃棄物をダイオキシン類や窒素酸化物など汚染物質の排出を抑制した燃焼を

可能とする技術が確立されている。また、発熱量が 20,000 ジュール程度あれば、発電効

率は 適条件で 大 45％まで向上することができる。これにより、より多くの CO2 削減

を達成できる。 

 

 一方、廃熱利用の用途拡大では、地域熱供給の対象区域を広げ、これまで利用が進んで

いない 200℃以下の低温廃熱の用途拡大が必要となる。このうち地域熱供給では、焼却施

設が熱供給を必要とする工場、事業所や集合住宅に近接することが条件となるため、欧州

のように都市計画の段階から焼却施設を熱供給施設として位置付けた配置計画を作成して

いかなければ、効率的なエネルギー回収ができないと考えられる。また、低温廃熱の利用

では、これまで暖房等への利用を中心に開発が行われてきた。しかし、日本の場合は気候

風土から暖房よりも冷房に使われる熱量が遥かに多い。このため、低温廃熱を冷房に利用

できれば、大幅なエネルギー効率の向上が期待できるので、この分野でのイノベーション
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が待たれる。 

 そこで、本報告書では一般廃棄物と産業廃棄物の混焼を行い、発熱量を約 20,000 ジュ

ール程度まで高くした廃棄物を焼却することで発電効率を 40％近くまで高め、CO2を大幅

に削減する事業計画に関して、神奈川県における検討事例を調査した。その結果、マテリ

アルリサイクルができない一般廃棄物と産業廃棄物の混焼により、発熱量を約 17,000 ジ

ュールまで高くすることができること、また発電効率も約 35％まで向上できることが確認

された。 

 廃熱の利用拡大に関する課題については、東京都の清掃工場が行っている 100℃以下の

廃熱利用と民間企業が行っている 200℃までの低温廃熱利用の検討事例を調査した。その

結果、100℃以下の廃熱については、施設周辺の住宅地で需要があれば十分に利用可能で

あることが実証された。また、200℃までの利用では、熱交換をした熱媒体を用いてホテ

ルやスポーツクラブなどに温水を供給しているが、自動車を使用した輸送であるため、一

度に運べる熱容量の限界や輸送コストなど、検討課題も明らかとなった。 

 熱利用を大幅に拡大する方法として温水や暖房利用ではなく、廃熱を冷房に利用するイ

ノベーションも検討されている。この方法も熱媒体を利用しているが、既存の冷房用パイ

プを利用でき熱効率も高いなど、経済的に有望であることが実証されている。現状では熱

媒体の熱源は電気を使用することになっているが、廃熱が 200℃程度あれば電気の代わり

に熱源として利用できる可能性が高く、大いに期待できる技術である。 

 

3．3 国内外への市場拡大の可能性 

 国内外への新技術の市場拡大に関しては、CDM の活用分野が有望であると考えられる。

これまでの CDM は、埋立処分地でのメタンを含む発生ガスの回収が主であったが、今後

はリサイクルシステム、コンポスト、焼却および嫌気性発酵が増加すると予想されている。

このうち、リサイクルシステム、コンポストおよび焼却の分野では、日本の技術レベルも

世界の 新レベルにあることから、大いに期待できると考えられる。これら CDM の拡大

により、途上国への技術移転が促進され、温室効果ガス排出量の削減が推進される。 

 

3．4 今後の課題 

 焼却施設の大型化と廃棄物の混焼が進んでいる欧州や米国では、廃棄物を大量輸送する

ため鉄道や船舶などの海上輸送が広く行われている。日本においても、鉄道輸送および海

上輸送に関わるインフラ整備が進んでおり、欧米と同程度の収集輸送システムを作り上げ

ることは可能であると考えられる。しかし、現時点では、混焼を前提とした輸送システム
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についてコスト計算を含めた報告事例はほとんど見あたらないことから、今後の検討が必

要となる課題であると考えられる。 
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