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概要 ＥＡ (600 字～800 字程度にまとめてください。) 
 

廃棄物焼却に伴うエネルギー利用を促進するためには一定量の廃棄物が必要となるが、それは廃棄物の減量や
（エネルギー利用以外の）リサイクルを推進する 3R政策とは矛盾する。このように、廃棄物焼却によるエネルギー利用
と 3R の促進にはトレード・オフの面がある。しかし、昨今のエネルギー事情を踏まえれば、廃棄物のエネルギー利用
は 3R 促進と同様に重要であり、これらの両立が求められる。 

こうした状況を踏まえ、本研究では資源ごみの分別やごみ処理有料化など国内の一般廃棄物政策が廃棄物焼却施
設におけるエネルギー回収量や効率性にどのような影響を与えているのか、焼却に係る技術的要因や人口密度・平
均気温などを考慮して分析した。ここでは主に、①焼却施設で生み出される発電量と熱供給量に影響する要因に関す
るパネルデータ分析と、②廃棄物量と焼却容量を投入財、発電量と熱供給量を産出財とした場合の効率性スコアの
計算、またその決定要因について２段階 DEA（包絡分析法）による分析を行った。これらの計量分析に加えて、廃棄物
のエネルギー利用が進むヨーロッパ諸国の廃棄物焼却によるエネルギー利用状況について、公表されている資料を
もとに考察を行った。 

研究の結果、分析①では、焼却能力や 24 時間連続運転などの技術的要因に加え、資源ごみ分別や有料化も発電
量や熱利用量に影響を与える場合があり、例えば生ごみの分別は熱利用量を増加させるが、紙製容器包装ごみの分
別は発電や熱利用量を減少させることなどを明らかにした。分析②では、資源ごみ分別や有料化は効率性スコアに
は影響せず、溶融処理・24 時間連続運転・運転年数の短さなどの技術的要因と人口密度の多さが効率性スコアを上
昇させることなどを明らかにした。さらに海外の事例調査では、廃棄物処理量の約半分を焼却しているオランダ・フィン
ランド・スウェーデン等で、そのほとんどがエネルギー利用されていると同時に、マテリアルリサイクルの比率も高いこ
となどがわかった。 
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欧文概要 ＥＺ 

 
 Sorted collection and recycling of municipal solid waste (MSW) is widely practiced in most developed 

countries. On the other hand, waste with high calorific value and high-volume waste are suitable for 
augmenting energy supplies by incinerators (waste-to-energy). Are the 3R and energy recovery policies 
compatible?  

This study examined the effects of MSW policy interventions, specifically sorted collections and 
unit-based pricing of heat and electricity produced by incinerators in Japan, considering technological 
and demographic factors. The study showed that the technological factors such as incineration capacity 
and 24 hours operation affect the available heat energy and electricity. In addition, some sorted 
collections and unit-based pricing have also affected them. The study also analyzed the efficiency of 
heat energy and electricity produced by incinerators in Japan. These findings indicated that proper 
make-decision of MSW policy and choice of incineration type depend on whether which option the 
municipalities focus on either material recycling or energy recovery (either heat energy or 
electricity). It used two-stage data envelopment analysis (DEA) to analyze the efficiency of each plant 
and its determinants considering technological factors, municipal waste policy, and demographic and 
geographic factors. The results indicated that policy intervention, such requiring the separation of 
paper containers and packaging, plastics, organic waste, and unit-based pricing, have not affected the 
efficiency so far. In contrast, they indicated that technological factors, such as melting treatment, 
24-hour operation, operating years and population density have affected efficiency.  

In addition, the study examined the current state of energy utilization produced by incinerators 
in the EU, referring websites and published documents. The survey indicated that some European countries 
utilized most heat energy produced by incinerators, and besides the rate of material recycling is high 
in those countries. 

 


