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緒  言

廃棄物発電は、環境整備事業の中でのエネルギー有効利用として近年注目度

が高まっている。従来の環境問題への対応だけでなく、エネルギー需給構造の

改善の観点から未利用エネルギーの有効利用として位置付けられ、平成 6 年 12

月の「新エネルギー導入大綱」では平成 22 年には 500 万 kW の導入目標が、そ

の後、平成 13 年 6 月の総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会で平成 22

年度の廃棄物発電の導入目標を 417 万 kW（内、一般廃棄物 207 万 kW、産業廃棄

物 210 万 kW）に、と新エネルギーの中でも最大規模の目標を掲げた。その設定

の背景には、廃棄物処理に占める焼却処理割合の高さ（約 80%）、未利用廃棄物

エネルギーの有効活用、潜在能力（約 940 万 kW）、更に利用技術完成度の高さ等

が評価されたものと考えられる。一方、環境省は、平成 20年 3月に閣議決定さ

れた廃棄物処理施設整備計画において、当時の廃棄物焼却施設の総発電能力が

約 163 万 kW であるとして、これを平成 24 年には約 250 万 kW とする目標を定め

た。この実現を目指し、平成 21 年度から平成 25 年度までの時限措置として、

廃棄物分野での更なる温暖化対策を推進するため、焼却処理に伴い生じるエネ

ルギーの有効利用を行う高効率な廃棄物発電施設について、交付率 1/2 の積極

的な拡充支援を実施してきた。しかしながら、現状の導入量は平成 24年度末の

実績で 175.4 万 kW であり、目標を大きく下回っていた。このため、平成 25年 5

月に閣議決定された廃棄物処理施設整備計画においては、目標を総発電能力か

ら発電効率へ切り替えるとともに、拡充支援策として、平成 26年度から平成 30

年度までの時限措置として、発電効率に熱利用率を加えたエネルギー回収率が

一定の基準を満たす施設に対して交付率 1/2 とするように、一部内容を変更し

て継続されている。

また、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災とそれに伴う原子力発電

所事故により、原子力発電に大きく依存したエネルギー政策は抜本的な見直し

を余儀なくされて戦略策定の基本理念として新たな分散型のエネルギーシステ

ムを実現することが決められ、平成 25年 6月に再編成された総合資源エネルギ

ー調査会基本政策分科会において、再生可能エネルギーを大幅に導入する方向

でエネルギー基本計画の見直しが進められ、平成 26年 4月に閣議決定された新

しいエネルギー基本計画において「2013 年から 3年程度、導入を最大限加速し、

その後も積極的に推進」と位置付けられ、「廃棄物処理における熱回収を、経済

性や地域の特性に応じて進めていくことも重要である」とされ、導入促進の方

向が示された。

その中で、廃棄物発電施設は、東日本大震災後も自己の発電した電力で本来

の目的である廃棄物処理を継続するとともに、平成 23 年および平成 24 年の７

～8月にかけての節電対策時には、廃棄物焼却処理量の調整等により、昼間の電

力需要の高い時間帯に、電力会社への送電量を増加させることにより貢献する

とともに、準安定分散型電源として重要な役割を果たしている。
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また、従来の RPS 制度に代わる「再生可能エネルギー電気の調達に関する特

別措置法」に基づく「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」（FIT 制度）が

平成 24年 7月より施行され、廃棄物発電でのバイオマス比率分（廃棄物バイオ

マス発電）が買取対象として活用されている。

一般廃棄物焼却発電の現状の主要課題は、発電設備付き施設の数が少ないこ

とと発電効率がまだまだ低いこと、および発電余力を十分に活用できていない

ことであり、既設発電設備の利用率をさらに向上させること、発電効率の低い

施設の効率向上を図ること、発電設備の未設置施設に発電設備を設置すること

が重要と判断される。

このためには、これまでの廃棄物発電に対する支援策を更に継続強化するこ

とが重要である。

このたび短期的および中長期的な視点から、以下の提言を取りまとめたので、

この実現を、各界各層に強く訴求するものである。

第一は、「発電設備付一般廃棄物焼却施設における設備利用率向上に対する支援

措置を」を提言する。

第二は、「廃棄物発電における規模別の調達価格設定を」を提言する。
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提 言 の 概 要

廃棄物発電は従来、環境整備事業の中での未利用エネルギーの利用促進とい

う観点から採用され、RPS 制度ではバイオマス由来の発電分が RPS 価値として

認められてきた。

また、平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災等により我が国のエネル

ギー政策は抜本的な見直しが行われており、災害復興の中でも分散型のエネル

ギーシステムの実現を目指す中で、廃棄物発電は、まさに電力消費地に隣接し

た分散型の準安定電源であり、しかも調整可能な電源である。

現在支援策として、平成 24 年 7 月施行の「再生可能エネルギーの固定価格買

取制度」（以下「FIT 制度」[１]という）において廃棄物発電のバイオマス比率分

（廃棄物バイオマス発電）の固定価格買取が認められているが、導入普及を図

るうえで、まだまだ支援が十分とは言えない。

このため、これまでの提言並びに最新の状況を踏まえて、新エネルギー産業

会議 廃棄物発電委員会として次の通り提言する。

１．発電設備付一般廃棄物焼却施設における設備利用率向上（発電能力増強施

設）に対する支援措置を

環境省の平成 24年度調査結果によれば、一般廃棄物焼却施設 1189 施設のう

ち発電設備の有する施設は 318 で全体の 26.7％であり、発電設備を有してい

る施設はまだまだ多いとは言えない。

一方で、既存発電設備の利用率は約 66%と推定され、まだまだ設備利用に余

裕があると考えられる。この入熱量の余裕については、計画ごみ質に幅があり、

この中央付近のごみを処理する場合には届出の施設処理能力に余裕を生じる

という廃棄物処理施設の設備設計上の特性によるものと最近のごみ減量化効

果により処理量が減少したことによるものと合わせた効果と考えられる。

既存設備の余裕を効果的に活用する方策としては、基幹的設備改良工事での

高額な改造工事費を必要とする以外に、効果は限定されるが費用のさほど掛か

らない方策、すなわち、処理量規制の緩和という道がある。

また、民間の焼却施設における発電設備を有する施設は65施設（全体の

17.9％）にすぎない。このため地場産業振興策等を含んだ循環型社会形成推進

地域計画により、エネルギー回収が行われていない産業廃棄物の品目を指定し

て、発電設備を有する一般廃棄物焼却施設に持ち込み処理することにより（合

わせ産廃処理）、一般廃棄物焼却施設の余裕を活用して廃棄物の適正処理と発

電電力量の増強を併せて実現することも可能である。

以上から、発電設備を有する一般廃棄物焼却施設において、発電設備利用

率を向上させる取組が積極的に推進されるよう次の通り提言する。

発電設備付一般廃棄物焼却施設における設備利用率向上に対する支援措置を

１）当該施設において、環境アセスメントにおける排ガス総量の枠内で、ご
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み処理量を設計入熱の範囲内で許容するように処理量の規制を緩和する。

２）当該施設において、バイオマスを燃料として使用する場合、燃料の投入

制限の上限を 50％に引き上げる等により規制を緩和する。

３）当該施設において、FIT 制度の対象外でバイオマスを補助燃料として発電

電力量を増強する施設改良工事に対して、関連施設整備に関する工事費用

に交付金を付与する等の積極的な支援を行う。

４）長寿命化計画をはじめとする自治体への計画支援業務において、地域の

実情に合わせて当該施設の発電電力量を増強する計画に対しても積極的

な支援を行う。

２．廃棄物発電における規模別の調達価格設定を

現在の FIT 制度による買取単価は、大規模施設における試算値を基に決定さ

れた経緯があり、中小規模の廃棄物処理施設の実情を考慮しているとは言い難

いものとなっている。

例えば、（一社）日本環境衛生施設工業会が行った試算では、廃棄物発電の

規模別で発電原価に大きな差が現れ、内部収益率（IRR）4％を考慮した調達期

間 20年の売電単価（FIT 制度）において 150t/日規模の施設と 600t/日の施設

で 3倍近い価格差があることが指摘されている。

一方、平成 26 年度の調達価格等算定委員会での見直しにおいては、建設費

の実績が平均として高くなっていること、特に中小規模の施設において高くな

っていることを確認してはいるものの、一定出力以上（6,000kW）の施設にお

いて大きな差がないとして調達価格を据え置くとしており、平成 27 年度の見

直しにおいても同様の議論が行われている。環境省の施策として小規模施設に

おける発電を含む再生可能エネルギーの利用を推進しているが、調達価格が建

設費の実態と乖離があることから、今後の廃棄物分野における再生可能エネル

ギーの普及が進まない恐れがある。以上のことから次の見直しを提言する。

廃棄物発電の規模別に調達価格設定を

現在廃棄物発電施設として一律で設定されている調達価格について、規模

別に段階的な設定への見直しをして頂きたい。
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提言の内容

提言１ 発電設備付一般廃棄物焼却施設における設備利用率向上に対する支援

措置を

環境省の平成 24 年度調査結果によれば、一般廃棄物の総排出量は平成 24 年

度で 4,523 万トンであり、平成 22 年度以降ほぼ横ばいとなっている。

一方、廃棄物処理施設は平成24年度末で1,189施設であり、このうち発電施設を

有する施設は318施設である。総施設数はわずかながら漸減傾向が続いているが、

発電設備を有する施設の数は漸増傾向にある。即ち、広域化計画や高効率発電

の導入施策の推進により、総施設数は減少しつつも、発電設備を有する施設は

わずかながら増加している。

[参考資料 図１ ごみ排出量の推移（１人１日当たり）（環境省 H25(24)年度）]

[参考資料 図２ ごみ焼却施設の余熱利用の推移（ 環境省 H25 年度）]

平成24年度の一般廃棄物焼却施設の総発電能力は1,754MWで、総発電電力量

は7,747GWhである。

[参考資料 表１ 廃棄物焼却施設の発電の状況（環境省 H25 年度版）]

[参考資料 図３ 総発電能力の推移（環境省 H24 年版 日本の廃棄物処理）[２]]

[参考資料 図４ 総発電電力量と発電効率の推移（環境省 H24 年版 日本の廃棄物処

理）]

上記平成 24 年度の総発電能力から設備稼働日数を 280 日/年として発電設備

の負荷率（利用率）を算出すると

7,747GWh/（1.754GW×280 日×24h/日）×100＝65.7％

となる。

即ち、年間稼働日数を 280 日（稼働率 77％）としても、発電設備の利用率は

66％に過ぎず、総発電能力から見れば、総発電電力量を 1.5 倍に増大させるこ

とが可能である。

発電設備の利用率に余裕が生じている原因として、以下の2点が考えられる。

１）設備の最大容量が高質ごみ（ごみ発熱量の最大値）で設計されているた

め、通常の運転ごみ質の範囲では処理量にゆとりがあるが、届出の施設処

理能力により処理量の制約があるため、処理量を増やせない。すなわち、

入熱量に余裕があるが、その余裕を活かせない。（解説１[３]を参照）

ごみ低位発熱量も、平成 10 年度以降わずかに上昇の傾向がみられるが、

ほぼ横ばいの状況である。

[参考資料 図５ ごみ発熱量の変化による焼却負荷の特性 (社）全国都市清掃会

議：ごみ処理施設整備の計画・設計要領（2006 改訂版）]

[参考資料 図６ ごみ低位発熱量の推移]
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２）ごみの減量化の推進により、年間のごみ処理量が減っている。

即ち、発電設備の利用率からみると、廃棄物発電施設は発電余力を有してお

り、その原因としては、処理量の制限およびごみ量の減少が考えられる。

このような状況のもと、環境省では既設焼却施設を有効に機能させるため、

施設の長寿命化を図る基幹的設備改良工事において、温暖化ガスの排出を抑制

させる取組を支援してきた。

しかしながら、基幹的設備改良工事は、一部の設備更新が必要となる施設稼

動後15年目以降に実施されるため、FIT制度における調達期間の残余年数が殆ど

なくなっている。したがって、基幹的設備改良工事において発電能力を増強し

ても、FIT制度の適用は受けにくい。

一方、廃棄物発電施設は再生可能エネルギーによる分散型電源の中核施設と

して重要度が増しているが、発電能力の増強に伴う設備の改造費用は高額であ

り、施設の運転管理や機器の点検整備に要する費用負担も増大する。

これらに対して、処理量規制の緩和は新たな費用を要しない。

また、既設の廃棄物焼却施設の余裕を活用して、未利用の林地残材等のバイ

オマスを焼却してエネルギー回収量を増大させることは、カーボンニュートラ

ルな再生可能エネルギーの増大および森林資源保護の観点からも望まれるとこ

ろである。しかしながら、熱回収施設を設置している者の能力の基準を定める

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第五条の五の七、一のロには「当

該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量の三

十パーセントを超えて燃料の投入を行わないこと。」と規定されており、バイ

オマスを燃料として使用する場合の制約となっている。

さらに、民間の焼却施設は平成 24年度末で 362 施設であるが、このうち発電

設備を有する施設は 65施設（17.9％)に過ぎず、公設の焼却施設（1,189 施設の

うち発電設備を有する施設は 318 施設（26.7%））に比べて発電設備の導入は少

ない。

[参考資料 表２ ごみ焼却施設の余熱利用状況 環境省：日本の廃棄物処理（H24 年度

版）]

地場産業の振興等の施策を取り込んだ循環型社会形成推進地域計画により、

エネルギー回収が行われていない産業廃棄物の品目を指定して、発電設備を有

する一般廃棄物焼却施設に持ち込み処理することにより（合わせ産廃処理）、一

般廃棄物焼却施設の余裕を活用して適正処理と発電電力量の増強が可能となる。

これらの状況を踏まえて、発電設備を有する焼却施設において、発電設備の

能力を十分に発揮させるために、設備利用率を向上させる取組が積極的に推進

されるよう次の通り提言する。
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（１）発電設備付一般廃棄物焼却施設における設備利用率向上に対する支援措

置を

１）発電設備を有する一般廃棄物焼却施設においては、環境アセスメントに

おける排ガス総量の枠内において、ごみ処理量を設計入熱の範囲内で許

容するように、処理量の規制を緩和する。

２）発電設備を有する一般廃棄物焼却施設において、バイオマスを燃料とし

て使用する場合、投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した

熱量の 30％を上限とした燃料の投入量制限について、上限を 50％に引き

上げる等により規制を緩和する。

３）発電設備を有する一般廃棄物焼却施設において、FIT 制度の対象外でバ

イオマスを補助燃料として発電電力量を増強する施設改良工事に対して、

関連施設整備に関する工事費用に交付金を付与する等の積極的な支援を

行う。

４）長寿命化計画をはじめとする自治体への計画支援業務において、地域の

実情に合わせて発電設備付一般廃棄物焼却施設の発電電力量を増強する

計画に対しても積極的な支援を行う。
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提言２ 廃棄物発電における規模別の調達価格設定を

平成24年7月に施行され、運用されているFIT制度での調達価格については、

毎年調達価格等算定委員会にて見直しが行われることとなっており、当初は東

京二十三区清掃一部事務組合による 500ｔ/日以上の処理能力を有する 3 工場の

試算数値を基に決定された買取単価で設定された経緯がある。その後平成 25年

度は適用実績が少ないとして見直しが行われず、平成 26 年度は一定出力以上

（6,000ｋW）のものでは平成 25年度から大きく外れることはないとし、法律は

当該供給が「効率的に」実施される場合通常要すると認められる費用を算定の

基礎とすることが規定されていることを理由に平成25年度の設定が据え置かれ

た。一方、平成 26年 3月 7日の調達価格等算定委員会の意見の中では、調達価

格算定の前提である建設費が平均値で平成25年度の想定を上回る水準であるこ

とが指摘されている。一定出力以上のものでは平成 25年度から大きく外れるこ

とはないとの解析が行われているが、このことは逆に中小規模発電施設におい

ては現在の調達価格の水準を上回る建設費がかかっていることが実績として証

明されていると考えることができる。平成 27 年度の検討については、平成 27

年 1 月 15 日に実施された第 16 回調達価格等算定委員会の配布資料にあるよう

に、建設費の実績が高くなっていることを追認してはいるものの、調達価格は

据え置く方向で検討されている。

[参考資料 表３ 調達価格等算定委員会資料等よりの抜粋]

[参考資料 図７ 廃棄物バイオマス発電の出力と資本費の関係]

一昨年、（一社）日本環境衛生施設工業会が行った試算では、廃棄物発電の規

模別で発電原価に大きな差が現れ、内部収益率（IRR）4％を考慮した調達期間

20 年の売電単価（FIT 制度）において 150t/日規模の施設と 600t/日の施設で 3

倍近い価格差があることが指摘されている。

[参考資料 図８ 各施設規模における売電単価まとめ][４]

全国の廃棄物処理施設は、その市町村規模により様々な処理能力の施設が存

在するが、１人１日当たりのごみ排出量やごみの焼却処理量（直接焼却）につ

いては年々減少傾向が継続しており更新を迎えた焼却施設は多くの場合施設規

模が縮小している。調達価格等算定委員会の指摘する一定出力以上とされてい

るのと同等の施設（5,000ｋW以上）は一般廃棄物発電施設全体の 35％にすぎな

い。また、同発電規模を施設処理能力に換算すると概ね 300t/日以上に相当する

が、施設規模でみるとこの施設数は全体の 16％とさらに小さい数字となる。こ

のように一般廃棄物処理施設では大規模施設の建設が少ないことを受けて、環

境省においては小規模施設における発電等未利用エネルギーの有効利用を推進

しており、今後小規模発電施設の整備は一層増加することが想定される。

[参考資料 図１ ごみ排出量の推移（１人１日当たり）]

[参考資料 図９ ごみの焼却処理量の推移]
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[参考資料 図１０ ごみ焼却施設の発電能力別の施設数（平成 24 年度実績）]

[参考資料 図１１ ごみ焼却施設の規模別施設数（平成 24 年度実績）]

このような状況の中、中小規模施設において発電設備の検討を行う自治体が

増えてきているが、建設費が高いこと、地方自治体の財政状況が逼迫している

ことなどの理由で発電設備の導入が進まないことが懸念される。これを解消し

再生可能エネルギーの普及を促進し、発電施設の建設を推進するためには、施

設規模に応じた調達価格の設定は必要かつ不可欠のものであると考えられる。

以上のことから下記の見直しを提言する。

（１）廃棄物発電における規模別の調達価格設定を

廃棄物発電の一層の導入を促進するため、廃棄物発電においては、その規模

毎に調達価格を見直すことが必要である。３Ｒの観点からも、より小規模な施

設での調達価格を高く設定することで、施設規模の適正化が図れ、廃棄物のさ

らなる減量化にもつながるものと考える。

具体的には、（一社）日本環境衛生施設工業会が調査した結果に基き、100t/

日未満、150t/日以下、300t/日以下、600t/日以下、600t/日以上のように 5 段

階程度に区分することが望ましい。
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（以下 平成26年3月7日 調達価格等算定委員会意見よりの抜粋）

（２） 廃棄物系バイオマス

今回の審議時点において収集できた資本費のデータは12件。その平均値
は71万円／kW、中央値が55万円／kWであり、平成25年度の想定（31万円
／kW）を上回る水準であった。

ただし、現在の調達価格の前提は、制度開始当初の事業者団体からのヒ
アリングを踏まえ、大規模な設備を想定しており、コストデータのうち、
一定の出力以上（6,000kW）の平均値をとると29万円／kWと平成25年度の
想定から大きくずれるものではなかった。

このように、制度開始当初と同様の想定で収集したデータを見る限り、
平成25年度の想定と大きく事情に変化が認められない。また、現在、設
備認定ベースで25件、相談も含めれば35件程度の案件が事業化に向けて
検討を進めている。

法律は当該供給が「効率的に」実施される場合に通常要すると認められ
る費用を算定の基礎とすることが規定されているため、平成25年度の想
定を据え置くこととした。

（以下 平成27年1月15日 第16回 調達価格等算定委員会 資料よりの抜粋）

廃棄物バイオマス発電のコストデータ

■ 制度開始以降得られた資本費のコストデータは 20 件。その平均値は 72万円/kW、
中央値は 59万円/kW であり、平成 26 年度の調達価格の算定の想定値（31万円/kW）
を上回っている。

■ 現在の調達価格の前提は、制度開始当初の事業者団体からのヒアリングを踏まえ、
大規模な設備を想定しているため、6,000kW 以上の設備（6 件）をみると、その平
均値は 29 万円/kW となり、平成 26 年度の調達価格の算定の想定値（31万円/kW）
に近づく。

■ また、補助金を受けていない案件（12 件）のコストデータをみると、その平均値
は 48 万円/kW、中央値は 43万円/kW となり、平成 26年度の調達価格の算定の想定
値（31 万円/kW）に近づく。

■ 法律では「供給が『効率的に』実施される場合に通常要すると認められる費用」
を算定の基礎とするよう規定されていることを踏まえ、もうしばらく状況を見極
めるべく、想定値を据え置くこととしてはどうか。
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図１ ごみ排出量の推移（１人１日当たり）

図２ ごみ焼却施設の余熱利用の推移

環境省 一般廃棄物の排出及び処理状況等（平成 25 年度）について(平成 27 年 1 月 23 日) より

環境省 一般廃棄物の排出及び処理状況等（平成 25 年度）について(平成 27 年 1 月 23 日) より



図３ 総発電能力の推移
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図４ 総発電電力量と発電効率の推移

環境省 日本の廃棄物処理 平成 24年度版

環境省 日本の廃棄物処理 平成24年度版



     

図５ ごみ発熱量の変化による焼却負荷の特性

社団法人 全国都市清掃会議「ごみ処理施設整備の計画・設計要領」2006 改訂版より

図７ 廃棄物バイオマス発電の出力と資本費の関係

平成 27 年 1月 15日 第 16回 調達価格等算定委員会 資料より

図６ ごみ低位発熱量の推移

低位発熱量

水 分

可燃分

灰 分
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（一財）日本環境衛生センター 講習会テキストデータを加工
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図８ 各施設規模における売電単価まとめ

出典：環境省 平成 24 年度廃棄物処理の３Ｒ化・低炭素化改革支援事業委託業務報告書 図 5-5
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解説１[３] ごみ処理能力とごみ質及び焼却残さの熱しゃく減量との関係

「I編1.6.2計画ごみ質」の項で述べたように、ごみ質は施設ごとに相違し、また季節的な変動もあるの

で、施設の計画条件としては、これにある一定の幅をもたせている。施設のごみ処理能力は、ごみの質、

焼却残さの質、燃焼の補助手段(空気加熱の条件)等によつて変化する特性をもつていることに留意し、ご

み処理能力と焼却残さの質の両者の確保をはかる必要がある。

ストーカ式燃焼装置の場合に、焼却残さの熱しゃく減量を一定におさえようとした場合、焼却能力は、

ごみ発熱量の変化に伴って一般的に図1. 5.2‐1(a)に示すように変化する特性がある。一つの燃焼装置上

でのごみの燃焼を考えた場合、水分が多く可燃物の少ない低質ごみほど燃え難く、逆に可燃物の多い高質

ごみになるほど燃えやすく燃焼時間が短くてすむため燃焼量がふえる傾向があることは容易に想定される

ところである。しかし施設を構成する各種設備の設計条件がからむため、その増加には一定の限度がある。

これを図1.5.2-1(a)によつて説明すると次のとおりである。低質ごみの発熱量Hl(min)において定格焼却

量(B点)が得られるように火格子燃焼率を選び設計された焼却炉では、ごみ質が上昇するにつれて焼却負荷

は次第に上昇する傾向があるが、施設の合理的な設計を行うためには、ごみ質の上昇につれて燃焼用空気

温度は低減させる設計が行われることから、焼却負荷はB― C― Dの傾向となる。しかしながら、通風設備、

廃熱ボイラの熱吸収容量(あるいは水噴射ガス冷却設備)をはじめ、その他多くの機器容量は、高質ごみ

Hl(max)、100%焼却負荷時をもつてそれぞれの最大容量が決まっているため、焼却負荷はF― E― Gで示し

た曲線によつて妨げられ、以降この線にそってD―E一Fの傾向で低下する。なお、図中B一Aは、ごみ質が設

計の下限を下回る場合には火格子面積がネックになって、焼却負荷を低減しないと同じ熱しゃく減量が得

られなくなることを示している。すなわち通常のごみ質範囲では、焼却負荷の限界はA・B・C…E・Fの傾向

を示し、中間ごみ質域においては焼却量にゆとりを生ずることとなるが、この余裕率は、仕様条件として

与えたごみ質の幅や燃焼装置の特性、空気温度の選択、熱しやく減量値、基準燃焼率の選び方等の諸条件

に支配されるので一概に定められず、個々のケースについて検討する必要がある。

図１１ ごみ焼却施設の規模別施設数（平成24年度実績）

出典：環境省 日本の廃棄物処理（平成 24 年度）
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一方、流動床式燃焼装置の場合には、焼却能力は熱しゃく減量により決まるものではなく、図1.5.2-1(b)

に示すように、補機類からの制限、通風設備・炉本体からの制限、安定燃焼域、自燃限界から制限される

範囲となる。図中B― Cは通風設備・炉本体からの制限を受けごみカロリーが低くなる程焼却能力が上昇す

る。しかし、補機類、

特に給じん装置の制約からA― Bのように焼却負荷が制限される。A― Fは自燃限界線と示してあるが、設

計においてはダイオキシン対策上の燃焼室出ロガス温度を維持するために必要なごみ発熱量と焼却負荷の

関係である。そして、その自燃域においてもCO等の発生量の振れを考慮して安定的な燃焼を得られる範囲

がE― Dで示される。

図1.5.2-2は、前図(図1.5.2-1(a))と座標軸、パラメータの関係を

置き替えたもので、横軸に焼去,負荷率を、縦軸に焼却炉への入熱

量をとり、パラメータとしてごみ発熱量を選んでいる。この表現

方法は、ごみ発熱量～焼却負荷率の対応特性を焼却炉入熱量と関

連させて表現できる利点があるため欧州ではかなり古くから用

いられており、図中斜線で示す範囲においてその焼却炉の操業が

可能であることを示している。

この特性図は次のような種々の拘束条件から成り立っている。

すなわち

Ⅰ 高質ごみHl(max)を定格100%焼却したときの炉の入熱総量に

見合うボイラの熱吸収能力及び熱系統機器の能力限界

Ⅱ 設計条件に示された熱しゃく減量を維持し得る焼却負荷率の設定値

Ⅲ 最低ごみ質Hl(min)において100%焼却負荷率と熱しゃく減量

をともに満足する設計点

Ⅳ 安定燃焼を維持し、かつ冷却している燃焼空気量を絞ること

による火格子の過熱が起こらない焼却炉入熱量の限界設定値

Ⅴ 燃焼装置に適合する最高ごみ質の限界設定値

等であり、廃熱ボイラの設備内容如何によっては、このほかに過熱器、エコノマイザの負荷特性からの限

界や、排ガス温度の下限をおさえた運転限界等が考慮の対象となることもある。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

（熱回収施設を設置している者の能力の基準）

第五条の五の七 法第九条の二の四第一項第二号 の環境省令で定める基準は、次に掲げ

るとおりとする。

一 次の基準に適合した熱回収を行うことができる者であること。

イ 第五条の五の五第一項第四号ハの算式により算定した年間の熱回収率が、十パーセン

ト以上であること。

ロ 当該熱回収施設に投入される廃棄物の総熱量と燃料の総熱量を合計した熱量の三十パ

ーセントを超えて燃料の投入を行わないこと。

二 当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の維持管理を適切に行うことができる

者であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る特例）

第九条の二の四 第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設であって熱回収（廃棄物

であって燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下

同じ。）の機能を有するもの（以下この条において「熱回収施設」という。）を設置して

いる者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることにつ

いて、都道府県知事の認定を受けることができる。

一 当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。

二 申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で

定める基準に適合するものであること。

２ 前項の認定は、環境省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経

過によって、その効力を失う。

３ 第一項の認定を受けた者（以下この条において「認定熱回収施設設置者」という。）

が当該認定に係る熱回収施設において行う一般廃棄物の処分については、第七条第十三項

の規定にかかわらず、政令で定める基準に従って行うことができる。この場合において、

第十九条の三第一号及び第十九条の四第一項中「一般廃棄物の収集、運搬又は処分」とあ

るのは、「一般廃棄物の収集、運搬又は処分（第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収

施設における一般廃棄物の処分にあっては、同条第三項に規定する基準に適合しない一般

廃棄物の処分）」とする。

４ 第八条の二の二の規定は、認定熱回収施設設置者については、適用しない。

５ 都道府県知事は、認定熱回収施設設置者が第一項各号のいずれかに適合しなくなった

と認めるときは、その認定を取り消すことができる。

６ 前各項に規定するもののほか、第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。
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新エネルギー産業会議 審議委員 名簿

    自 平成２６年７月 １日

任期

    至 平成２８年６月３０日

氏 名 会 社 名 等 役 職

牛山 泉 足利工業大学 理事長兼学長

笠 俊司 株式会社ＩＨＩ
技術開発本部 管理部

技術企画グループ 担当部長   

後藤 弘樹 出光大分地熱株式会社 地熱事業統括マネジャー

檜山 浩國 株式会社荏原製作所 技術・研究開発・統括部長

川越 祐司 株式会社ＮＴＴファシリティーズ 取締役             

エネルギー事業本部長

中嶋 規之 大阪ガス株式会社 顧問

新川 隆夫 鹿島建設株式会社 執行役員環境本部長

三浦 良隆 関西電力株式会社 研究開発室長

後藤 清 株式会社関電工
取締役常務執行役員      

技術開発本部長

佐々木 有三 九州電力株式会社 取締役 常務執行役員

櫻井 繁樹 京都大学大学院総合生存学館 教授

石垣 和男 株式会社熊谷組 取締役副社長

倉重 有幸 公営電気事業経営者会議 専務理事

水口 誠 株式会社神戸製鋼所 常務執行役員

佐野 正治 国際石油開発帝石株式会社
取締役 専務執行役員     

技術本部長

武内 敏秀 西部ガス株式会社 常務執行役員

小島 信一 佐藤工業株式会社 常務執行役員 土木事業本部長      

和田 弘道 四国電力株式会社 常務取締役
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氏 名 会 社 名 等 役 職

細川 政弘 清水建設株式会社 執行役員

西堀 仁 シャープ株式会社 東京支社次長

小倉 滋 JFE スチール株式会社 専務

西島 弘也 JX日鉱日石エネルギー株式会社 取締役 常務執行役員

牛根 克弘 JX日鉱日石探開株式会社 代表取締役社長

加藤 元彦 一般財団法人石炭エネルギーセンター 専務理事・事務局長

高橋 秀明 石油資源開発株式会社
執行役員 環境・新技術事業本部

副本部長

杉本 博文 全国町村会 経済農林委員長

玉井 裕人 ソーラーフロンティア株式会社 代表取締役社長

今酒 誠 大成建設株式会社 役員 環境本部長

髙橋 紀行 株式会社竹中工務店 常務執行役員

中村 慎 株式会社竹中工務店
環境エンジニアリング本部        

ｴﾈﾙｷﾞｰｿﾘｭｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ長

茅 陽一 公益財団法人地球環境産業技術研究機構 理事長

中田 晴弥 地熱技術開発株式会社 代表取締役社長

瀬古 一郎 中央開発株式会社 代表取締役社長

平野 正樹 中国電力株式会社 常務取締役

島田 邦明 帝石削井工業株式会社 代表取締役社長

日野 稔 電源開発株式会社 代表取締役副社長

高島 賢二 一般社団法人電力土木技術協会 専務理事

浜田 滋 東京ガス株式会社 技術戦略部長

黒川 浩助 東京工業大学 特任教授

石谷 久
東京大学

名誉教授
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氏 名 会 社 名 等 役 職

芋生 憲司 東京大学 教授

山口 博 東京電力株式会社 取締役 代表執行役副社長

志賀 重範 株式会社東芝 執行役専務

住吉 幸博 東芝燃料電池システム株式会社 代表取締役社長

前原 雅幸 東電設計株式会社 常務取締役 土木本部長

中村 修 東邦ガス株式会社
取締役常務執行役員

技術開発本部長

笹川 稔郎 東北電力株式会社 常務取締役

乘京 正弘 飛島建設株式会社
取締役常務執行役員      

建設事業本部長

樫根 喜久 トヨタ自動車株式会社 東京技術部 部長

野口 義文 日鉄鉱業株式会社 常務取締役

豊田 正和 一般財団法人日本エネルギー経済研究所 理事長

田中 一幸 一般財団法人日本環境衛生センター
東日本支局 環境工学部

建設技術課長

小野 信市 株式会社日本製鋼所 常務執行役員 研究開発本部長

井島 功晴 日本電気株式会社 ｴﾈﾙｷﾞｰｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ事業部長

入澤 博 株式会社ニュージェック 執行役員

木下 壽昌 株式会社安藤・間 土木事業本部長

野村 淳二 パナソニック株式会社 顧問

高木 学 株式会社日立製作所
電力システム社

電機システム事業部長

小橋 亙 日立造船株式会社   常務取締役 事業企画本部長

神本 正行 弘前大学 学長特別補佐

江口 直也 富士電機株式会社 執行役員 技術開発本部長

堀 祐一
北陸電力株式会社

取締役副社長
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氏 名 会 社 名 等 役 職

酒井 修 北海道電力株式会社 取締役副社長

横田 浩 前田建設工業株式会社 常務理事

前田 太佳夫 三重大学 教授

平林 豊 三井金属鉱業株式会社 取締役兼常務執行役員

土井 宣男 三井造船株式会社 取締役 技術開発本部長

八島 英彦 三菱化学株式会社
執行役員 経営戦略部門

RD戦略室長

児玉 敏雄 三菱重工業株式会社 技術統括本部長

山脇 雅彦 三菱電機株式会社
電力・産業システム事業本部  

副事業本部長

近藤 比呂志 三菱マテリアル株式会社 常務執行役員

柴田 芳彰 三菱マテリアルテクノ株式会社 資源・環境・エネルギー事業部長

森川 哲也 株式会社明電舎 常務執行役員

関 和市 逢甲大学大学院 客員教授

山本 俊一 矢崎エナジーシステム株式会社 環境システム事業部 事業部長

秋吉 優 株式会社ユーラスエナジーホールディングス 執行役員

７６名
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平成２６年度 廃棄物発電委員会 名簿

氏名 所属／役職

委員長 田中 一幸
(一財)日本環境衛生センター 東日本支局
環境工学部 建設技術課長

委員 石川 龍一
荏原環境プラント㈱ 技術センター
技監

委員 太田 智久
(株)タクマ 企画・開発センター 東京技術企画部
東京技術企画課 課長

委員 尾前 純也
ＪＦＥエンジニアリング(株) 環境プラント事業部
設計部 プロセス設計室長

委員 唐戸 茂樹
(株)東芝 コミュニティ・ソリューション社 水・環境シス
テム事業部 水・環境プロセス技術部 参事

委員 栗原 康明
東京二十三区清掃一部事務組合 施設管理部
発電計画担当課長 兼務総務部電気保安担当課長

委員 倉本 秀樹
横浜市資源循環局
適正処理計画部 施設課 技術監理担当係長

委員 田中 泰敏
電気事業連合会 技術開発部
副部長

委員 田中 康人
(株)サニックスエナジー 苫小牧発電所 発電部
技術課 課長代理

委員 中村 重
東埼玉資源環境組合 資源エネルギー課
主幹

委員 楢本 博也
電源開発（株）  環境エネルギー事業部
リサイクル・バイオマス室 上席課長

委員 福士 静治
日立造船(株) 環境・エネルギー・プラント本部
Ｒプロジェクト室長
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廃棄物発電システムの導入促進に関する提言

平成２７年３月

この提言書は、新エネルギー産業会議の審議を経て、新エネルギー

財団がまとめたものです。内容等のご照会につきましては、下記

事務局までご連絡願います。

一般財団法人 新エネルギー財団 計画本部

〒170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目１３番２号

電話 ０３－６８１０－０３６２

FAX ０３－３９８２－５１０１




