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一般論文 産業廃棄物及び廃 PETボトルを対象とした

循環圏に関する要因分析

藤山淳史・松本 亨T

摘要

2008年に閣議決定された第 2次循環型社会形成推進基本計画には，地域の特性や循環

資源の性質等に応じた最適な規模の循環を形成する「地域循環圏」の概念が盛り込まれた。

地域循環圏の形成は，廃棄物・循環資源の品目別に適した循環圏を形成することで最終的

に回全体の資源生産性を向上させ環境負荷を削減することが目的であるが，実現までに取

り組むべき課題は多い。本研究では，望ましい「地域循環圏」を構築するため，廃棄物・

循環資源の輸送に関する分析を通じて類型化を行い，その類型毎に最適な循環圏を決定

する理論の構築を行うことを最終的な目標と見据えつつ，その第一段階として輸送問題，

Gravity Modelと数量化理論 I類を用いて産業廃棄物及び廃 PETボトルの輸送の現状と

要因を分析した。その結果，輸送における現状と最適解の黍離があること，輸送量には輸

送距離が，輸送距離には発生場所や処理施設の地理的偏在性が与える影響が大きいことが

明らかとなった。

キーワード:地域循環圏，輸送問題，重力モデル，数量化理論 I類

1. はじめに

2008年3月に閣議決定された第 2次循環型社会

形成推進基本計画J)には，地域の特性や循環資源

の性質等に応じた最適な規模の循環を形成する「地

域循環圏jの概念が新たに盛り込まれた。この地域

循環圏を踏まえた循環型社会づくりの方向性とし

て，第2次循環型社会形成推進基本計画の中では「廃

棄物の適正処理を前提に，温暖化対策や生物多様性

の保全などの環境面や希少性や有用性などの資源

面，さらに輸送効率や処理コストなどの経済面の各

観点から，循環資源ごとに地域の特性を踏まえて最

適な循環の範囲の検討を進めていきます」と示され

ている。この最適な循環の範囲とは廃棄物・循環資

源(以下，廃棄物等)が移動する範囲のことであ

り，廃棄物等の性質及び地域の特性によって決まっ

ていると推測される。なお，循環の範囲とは，理想

的には動静脈一体となった製品ライフサイクル(生

産・使用・廃棄又はリサイクル)にわたる循環を指

すのであろうが，本研究では静脈側に着目し，廃棄

2009年 9月30日受付. 2010年 1月26日受理

物等の発生場所から中間処理を経て二次製品とし

て再商品化される，あるいは最終処分されるまでの

距離を指すものとする。地域の特性や循環資源の性

質に応じて，循環圏の範囲つまりスケールもコミュ

ニテイのレベルから，地域，ブロック圏，全国，そ

して国際的なレベルまで，さまざまなレベルで構築

されていくとされる。中央環境審議会資料 2) によ

ると，循環・適正処理の範囲に影響を与える主な要

因として. I輸送・保管の容易さJI輸送の環境負荷」

「窒素・燐などの収支JI再資源化・適正処理施設の

立地JI大規模化による効率性JI資源の需要JI処
理コストJI処理の技術力」の 8つが挙げられている。

しかし，この 8つの要因が循環圏に与えている影響

は，定量的かっ体系的に分析されているわけで、はな

い。地域循環圏の形成は，地域の特性を生かしたう

えで，廃棄物等の品目別に適した循環圏を形成する

ことによか最終的に回全体の資源生産性の向上と

環境負荷の削減を進めることが目的であり，これを

具現化するためには，廃棄物等の循環圏の現状把握

とその要因の分析，循環に関わる主体や装置・イン
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フラの現状把握，改題と改善方策の検討など，取り

組むべき課題が多いのが現状である。本研究は，望

ましい「地域循環圏」を構築するため，廃棄物等の

分析から類似した品目毎にグループ分けを行い，そ

のグループ毎に最適な循環圏を決める理論の構築

を行うことを最終的な目的とする。そのための第一

段階として，本論では産業廃棄物と廃 PETボトル

を対象に，輸送距離の現状把握とその輸送に影響を

与える要因について分析することを目的とした。ま

ず，線形計画法の中で輸送費用等を最小化するルー

トを探索する手法である輸送問題を用いて，都道府

県別の発生量と受入可能量を考慮した輸送距離の

最適解からの議離をみることで，それ以外の要因の

関与を確認する。次いで，輸送問題における制約条

件以外にどのような要因が廃棄物の輸送に影響を

与えているかを定量的に分析するため，まず輸送に

関する一般的なモデルである GravityModel (重力

モデル)を用いて要因分析を行い，続いて数量化理

論を用いて要因分析を行った。

2. 静脈物流に関する既往研究と本研究の位置づけ

静脈物流に関する主な既往研究を表 lに示す。広

域移動の収集における最適化問題を解いた研究で

は，荒井ら 5)の都市ごみに注目した研究，ヂ3)の共

同輸送を考慮した研究があるが，いずれも目的関数

には総費用を使用している。このように最適化問

題を解く際の目的関数には総費用が用いられるこ

とが多い。一方，佐藤ら 6)や田畑ら 7) 吉田ら 8) 川

端ら 9)の研究では輸送量に輸送距離を乗じた輸送ト

ンキロや輸送距離を目的関数としているが，一部

の品目もしくはある特定の地域のみでの研究に留

まっている。このように，産業廃棄物全体を通して

最適化問題を解き静脈物流システムの構築に向け

た研究は少ない。また産業廃棄物の輸送に関する要

因を定量的に分析しているものは，ほとんどない。

唯一あると言えるのは，ヂ3)の研究であるが，動脈

物流と静脈物流に関して輸送機関選択の要因を定

量的に分析しているのみである。 GravityModelを

廃棄物の移動へ応用した例もほとんどないのが現

状であるが，伊藤らによる E-wasteを対象とした国

際移動に関する研究が存在する。著者らはこれまで

に，産業廃棄物を対象として，輸送問題を適用し現

状と最適解の話離を示した。また数量化理論 I類を

用いて輸送距離に影響を与える要因について分析

を行った11)。しかし循環資源を対象とした分析は

できておらず，課題として残されていた。また，要

因分析も，距離を被説明変数とした分析のみで，輸

送量を被説明変数とした分析は未着手であった。

地域循環圏の形成要因と最適化という分析目的

を考慮すると，産業廃棄物 20品目のみならず廃

PETボトルをはじめとする循環資源をも対象とし

その特徴を明らかにすることが必要で、ある。同時

に，異なる要因分析モデルを試行することで，循環

圏形成の要因を多面的に分析する意義も大きいと

考えられる O

表 1 静脈物流に関する主な既往研究

輸送問題の最適化計算

ヲT 共同輸送による総費用最小化のモデルを構築 3) 

JIIj;田ら 建設廃棄物を対象として，排出量と中間処理能力の地理的な需給アンバフンスの解析 4) 

荒井ら
都市ごみを対象にごみ処理に要する総費用の最小化とごみ発電出力の最大化を同時に扱う多

5) 
目的ファジイ GAモデルの提案及びケーススタデイによる検証

佐藤ら
広域移動マイレージを定義し，産廃7品目を対象に経年変化を分析するとともに，処理能力

6) 
を変化させることで広域移動マイレージの変化を分析

紙くずを対象に愛知県において，グフフ理論により廃棄物発生場所と再資源化施設問での最

田畑ら 小輸送経路探索を行うとともに 輸送距離を最小化しつつ 再資源化施設 1施設あたりの処 7) 

理能力を考慮した再資源化施設の配置について遺伝的アルゴリズムの特性を利用して分析

都道府県聞の輸送トンキロを最小とする古紙移出入量を求め，現状のエネルギー消費との比

吉田ら 較をし，古紙の都道府県開発生・購入可能量の将来変化が古紙原料の輸送量やエネルギー消 8) 

費に与える影響について分析

川端ら
古紙を対象として，輸送エネルギー消費量を求めるとともに 線形計画法を用いて最適解を

9) 
算出

産業廃棄物の輸送に関する要因分析

|物流センサス及び環境省のデータを利用して 動脈物流及び静脈物流の輸送機関選択の要因 I 3) 
を定量的に分析

Gravity Modelを廃棄物の移動へ応用した分析

伊藤ら IE-wasteの国際移動を対象に輸入国が輸入している製品量と経済指標との関係を分析 I 10) 
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3. 使用データ

3.1. 産業廃棄物の移動量

今回，産業廃棄物の広域移動量に関しては環境省

大臣官房廃棄物・リサイクル対策部の「廃棄物の広

域移動対策検討調査及び廃棄物等循環利用量実態

調査報告書J12)を用いた。これは平成 18年度に排

出された産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)

のうち，排出側都道府県外の産業廃棄物処理事業者

に中間処理，最終処分を委託している量について算

定している。本研究では，報告書内に存在する中間

処理施設への移動量と最終処分場への移動量を合

わせている総量のデータを使用した。

3.2. 廃 PETボトルの移動量

今回，廃 PETボトルの移動量に関しては日本容

器包装リサイクル協会の「平成 20年度再商品化事

業者務札結果J13)を用いた。これは排出市町村又は

組合から再商品化のために落札した再商品化事業

者・工場の落札トン数と落札価格のデータが記載さ

れている。本研究では，産業廃棄物のデータに合わ

せるため，都道府県のマトリックスへデータを集計

し直して使用した。

3.3. 輸送距離

3.1で示した産業廃棄物移動量に関するデータは，

都道府県聞のマトリックスのデータであるため，距

離に関しても都道府県間の移動距離及び都道府県

内の移動距離を算出している。

都道府県間距離に関しては国土交通省発行の道

路時刻表14)の全国TIMETABLEを使用して算出し

た。各都道府県の中心地は都道府県庁とし道路時

刻表内に存在すればその地点を採用しなければ都

道府県庁に最も近い道路時刻表内に存在する交差

点を中心地として採用した。距離算出の条件は，最

短距離ルート探索とし高速道路利用としている。今

回の研究では，移動は陸上輸送を基本としており，

海上輸送等を考慮に入れていなし、。そのため，陸上

輸送ができない北海道への輸送は函館港大開港聞を

海上輸送したとし，沖縄への輸送は鹿児島港那覇港

を海上輸送したと仮定して輸送距離を算出している。

次に，都道府県内距離に関してだが，各都道府

県面積 15)を正方形の面積と考え，中心と頂点を結

ぶ直線の距離を算出することで都道府県内距離と

して採用した。

4. 輸送距離に着目した最適化計算

4.1. 定式化

本章では，線形計画法における輸送問題を用い

て，産業廃棄物及び廃 PETボトルを対象に輸送距
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離の現状と最適解との誰離について分析する。
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ここで• L 総輸送距離

Wjj 都道府県tから都道府県j移動量

lij 都道府県tと都道府県j聞の距離

~:都道府県 i の総発生量

略:都道府県tの総受入可能量

最適化計算には，輸送問題を用いる。式 (2) に

示すように現状の実績における各産業廃棄物及び

廃 PETボトルの総発生量と，式 (3)に示す各都道

府県の受入可能量を制約条件とした。これら 2つの

制約条件をもとに，発生都道府県から受入都道府県

への移動量及び他都道府県へ移動しない自都道府

県内での移動量にその距離を乗じて合計する値を

最小化することを目的関数として定式化した。ま

た，総受入可能量は全国産廃処分業中間処理・最終

処分企業名覧・名鑑16)を参考に算出を行った。具

体的には，各都道府県における中間処理施設の平均

処理可能量を算出し，それに各都道府県の中間処理

施設数を乗じることにより総受入可能量を算出し

た。平均を算出できない都道府県に関しては全国平

均を使用した。

4.2. 最適化計算

最適化計算を行った結果を図 lに示す。図 lより

全ての品目において，最適結果の方が輸送距離が

短くなることが分かった。産業廃棄物のみに関し

て，輸送量(トンキロ)で分析してみると，平成

18年度実績における全種の総輸送距離は 1，613百万

t. krnであったが，最適化後の総輸送距離は 1，363

百万 t・kmとなり，削減距離は 249百万 t.krn， 

削減率は約 15%であった。これをlOt車で積載率

80%で輸送したと仮定すると， CO2削減量は 27.5

万ιCO2であった。

品目毎に平均輸送距離で着目してみると，最も削

減距離の長かったものはばいじんで約 61刀出1，最

も削減距離の短かったものはゴムくずで約1.5krn

であり，廃 PETボトルにおいても約 19.2krnの削

減距離があった。

本章の最適化計算により，都道府県別の発生量と

受入可能量のみを考慮した場合の輸送距離の最適

解と現実の希離を示すことができた。これは，今回
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図1 平均輸送距離及び最適化計算結果

の制約条件以外の要因が関与していることの証左と

いえる。また，例えば同じ汚泥という区分でもレ

アメタルを含有するか否かで輸送距離が異なるよ

うに，品目についてはさらに細分化して考える必

要があろう。

5. 移動量に関する要因の分析

5.1. Gravity Modelの概要

本章では，産業廃棄物及び廃 PETボトルを対象

とし. Gravity Modelを用いて移動量に関する要因

の分析を行う。

Gravity Modelは経済規模や地理的規模を説明変

数として 2地域聞の移動量を説明するモデルである。

ニュートンの万有引力の法則に由来し移動量を説

明する要因として 2地域聞の距離を導入できること

が最大の特徴である。

5.2. 特性データの設定

Gravi匂TModelを用いた要因分析では.5.4の「産

業廃棄物のみ」を対象にした分析と 5.5の「産業廃

棄物と廃 PETボトル」を対象とした分析の 2種類

を行っている。被説明変数の設定については，産業

廃棄物のみを対象にした場合も産業廃棄物及び廃

PETボトルを対象にした場合においても 3.1及び3.2

に記した環境省の報告書及ぴ日本容器包装リサイク

ル協会の結果をそのまま利用して，都道府県聞の輸

送量として用いている。

説明変数の設定についてであるが，産業廃棄物の

みを対象とした場合については中央審議会循環型社

会計画部会第 40回資料3である「循環・適性処理

の地理的な規模に対して影響を与える要因・配慮す

べき要因J2)を参考に，データや情報の入手可能性

を考慮して設定した。加えて，他にも影響を与えて

いると思われる要因も追加している。以下に本研究

で用いた GravityModelの式と変数を説明する。

1";j =βNr1 N;2 Sr3 str;a5寸6Di
a7 D;S Ir9 1;10 Rrll R;切;13

(4) 

添え字の iは排出側都道府県を表し jは受入側

都道府県を表している。 Y;j・は都道府県iから都道府

県jへ移動した廃棄物の移動量である。 Nは再資源

化・処理施設の立地を表す「処理拠点数J16). Sは

大規模化による効率性を表す「処理プラントの平均

規模J16). は処理コストを表す「処理施設の年間売

上高J16)である。追加した項目の lつ目 Dはの中間

処理残さに対する処分容易性をみるための「最終処

分場残余年数」であり，算出方法に関しては別途記

載する。 2つ目はIの海運の利用容易性をみるため

の「内陸ダミー」であり，海に面している場合を1.

面していない場合を Oのダミー変数で表している。

3つ目はRのリサイクルポートの影響をみるための

「リサイクルポートダミー」であり，リサイクルポー

トを持っている場合を L 持っていない場合を Oの

ダミー変数で表している。なお，リサイクルポート

とは広域的なリサイクル施設の立地等に対応した静

脈物流の拠点となる港湾のことで¥平成 18年 12月

までに全国 21港湾が指定されている 17)。最後はゐ

の輸送距離の影響をみるための「距離」であり.3.3 

で算出した都道府県tと都道府県j間の距離をその

まま用いている。

次に，産業廃棄物及び廃P町ボトルを対象とし

た場合についてであるが，人口が廃棄物の移動に与

える影響をみるために「人口J18). 都道府県の経済

規模が廃棄物の移動に与える影響をみるために「県

内総生産J19)と「製造品出荷額(合計)J 20). 中間処

理残さの処分容易性をみるために「最終処分場残余

年数J.廃棄物のセメント原料等への再利用の影響

をみるために「製造品出荷額(窯業・土石製品製造

業)J 20). 輸送距離の影響をみるために「距離J.都
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道府県聞の隣接が廃棄物の移動に影響を与えるか

どうかを見るために「都道府県境ダミー」とし隣

接している場合を 1.隣接していない場合を Oのダ

ミー変数で表している。

5.3. 産業廃棄物最終処分場残余年数の算出

最終処分場の残余年数は全国，首都圏，近畿圏と

しての区分で公開しているか，一部の都道府県が

ホームページで公開している以外は公開されてい

ない。そこで，本研究では平成 15年版，産業廃棄

物行政組織等調査報告書21)を利用して，推定した。

推計方法であるが，報告書内に記載されている都

道府県・政令市別の最終処分場数と全国の残存容量

を利用して，処分場あたり残存容量の全国平均値を

算出し，この全国平均と都道府県毎の最終処分場数

を利用することにより，各都道府県別の残存容量を

算出した。次に環境省の広域移動調査の都道府県別

産業廃棄物処理量を利用して都道府県別の残存年

数を算出した。計算過程では品目別に算出し，最

後に合計している。行政組織等調査報告書の単位

は体積であるが，広域移動量調査の単位は重量で

あったため，産業廃棄物の体積から重量への換算

係数22)を利用することにより体積へと統ーしてい

る。加えて，広域移動量調査では処理量を利用して

いるため，品目別の排出量に品目別の最終処分率を

乗じることにより，品目別の最終処分量を算出して

いる。

5.4. 産業廃棄物を対象とした分析

5.4.1. 品目横断による分析

産業廃棄物を対象として. Gravity Modelを用い

て分析した結果を表2に示す。ある程度説明力の高

い分析結果が得られたので，ここでは，全変数を利

用して分析を行っている。表頭の「全種類」が品目

横断による分析の結果である。分析結果から，距離

が最も大きく影響を与えていることがわかる。これ

は，分析結果の標準偏回帰係数が負の値を示してい

ることから，距離が長くなるにつれて輸送量に対し

ては負の影響が与えられることを示している。続い

て強く影響を与えているのは，受入側都道府県の処

理プラントの平均規模であり，プラスの影響であっ

た。これは処理プラントの規模が大きくなるにつれ

て集めてくる範囲が広くなるために輸送量も多く

なるということを示している O

5.4.2. 品目別データによる分析

表2には，同時に品目別の分析結果も掲載してい

る。家畜のふん尿及び家畜の死体に関しては，デー

タ数が少なかったため，計算を行うことができな

かった。分析結果から，ゴムくず以外の品目におい

て距離の影響が大きいことがわかった。しかし燃

え殻，廃酸，廃アルカリ，紙くず，繊維くず，動物

性残念金属くず，鉱さい，ばいじんに関しては

他の品目に比べると距離の影響は小さいことがわ

かった。全体的な傾向として，処理拠点数は多くの

品目において影響を与えていることがわかったが，

内陸ダミーやリサイクルポートダミーはあまり影

響を与えていないことがわかった。

5.5. 産業廃棄物及び廃PETボトルを対象とした分析

5.5.1. 品目横断による分析

産業廃棄物及び廃 PETボトルを対象として，

Gravity Modelを用いて分析した結果を表3に示す。

ここでは，全変数を使用すると説明力の高い分析結

果を示すことができなかったため，重回帰分析を行

う際に変数増減法を使用し，その際F値を1.0と設

定して変数選択を行っている。表頭の「全種類」が

品目横断による分析の結果である。産業廃棄物の

みを対象とした場合と同様に，距離が負の値であ

り，かつ最も大きな影響を与えていることがわかっ

た。次に影響を与えているのは，都道府県境ダミー

であり，負の値を示していることから，都道府県聞

が隣接していない場合，輸送量は減る傾向にあるこ

とがわかった。

5.5.2. 品目別データを用いた分析

表3には，同時に品目別の分析結果も掲載してい

る。分析結果から，産業廃棄物のみを対象とした場

合と同様に，距離が大きく影響していることがわ

かった。また，物質の性状が似ている産業廃棄物の

廃プラスチック類と一般廃棄物の廃 PETボトル類

の輸送距離の影響に着目してみると，廃 PETボト

ルの方が影響は小さいことがわかった。これは，廃

PETボトルの処理拠点が入札により決まっている

ため，このような差になっているのではないかと推

測される。製造品出荷額(窯業・土石製品製造業)

に関してみてみると，セメント工場における廃棄物

のリサイクル減量・燃料として使用される燃え殻や

汚泥などで輸送距離に大きく影響を与える要因と

して示された。

6. 移動距離に関する要因の分析

6.1. 分析フ口一

本章では，廃プラスチック類及ぴ廃 PETボ、トル

を対象とし，数量化理論 I類を用いて移動距離に関

する要因分析を行う。

分析のフローを図2に示す。被説明変数の設定に

ついては.3章l及び2に記した環境省の報告書及

び日本容器包装リサイクル協会のデータと. 3.3節

で算出した移動距離を利用して各都道府県別に平

均輸送距離を算出し，設定した。説明変数について
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表 2 産業廃棄物を対象とした移動量に関する要因分析の結果 CGravityModel) 

全種類 燃え殻 汚泥 廃泊 廃酸 廃7Jレカリ 廃プラスチック類
下一

処理拠点数(排出側) 0.098 0.235 0.129 0.287 0.171 0.196 0.144 
「一

(4.21) ** (2.63) *キ (2.86) ** (5.05) ** (1.98) * (2.67) ** (3.42) ** 
処理拠点数(受入側) 0.079 0.289 0.239 。.184 0.401 0.281 0.006 

(3.41) *キ (3.12) ** (4.96) ** (3.13) ** (4.26) ** (3.27) ** (0.14) 

処理プラントの平均規模(排出側) -0.006 -0.102 。.062 0.045 0.031 0.041 0.040 

(-0.32) (-1.24) (1.50) (0.94) (-0.40) (0.57) (-1.04) 

処理プラントの平均規模(受入側) 0.124 0.261 0.132 0.097 0.074 0.126 0.045 

(6.46) ** (2.76) ** (3.08) ** (1.85) (0.71) (1.32) (-1.09) 

処理施設の年間売上高(排出側) 0.043 -0.045 0.085 0.094 -0.016 0.016 0.057 

(2.36) * (-0.52) (1.81) (-1.53) (-0.22) (0.20) (1.37) 

処理施設の年間売上高(受入側) -0.057 -0.044 0.143 0.042 0.135 0.110 0.072 

(-3.10)梓 (-0.48) (-3.20) ** (-0.73) (-1.35) (一1.14) (-1.64) 

最終処分場残余年数(排出側) 0.003 0.183 0.016 0.042 0.059 0.058 0.112 

(0.13) (1.72) (-0.36) (-0.79) (0.70) (0.76) (-2.42)ネ

最終処分場残余年数(受入側) -0.009 0.138 0.084 0.175 0.005 0.058 0.018 

(-0.48) (1.02) (-1.94) (3.37) ** (-0.05) (0.68) (-0.41) 

内陸ダミー(排出側) 0.019 -0.259 0.020 0.011 0.059 一日 033 0.126 

(3.21) ** (0.68) (-0.16) (-1.83) (-0.60) (-0.03) (0.48) 

内陸ダミー(受入側) 0.019 -0.259 0.020 0.011 0.059 -0.033 0.126 

(0.96) (-1.72) (0.45) (-0.17) (-0.61) (-0.36) (2.89) ** 
リサイク Jレポートダミー(排出側) 0.035 -0.026 0.045 0.026 0.073 0.009 0.063 

(1.91) (-0.28) (0.98) (0.45) (0.98) (-0.13) (1.39) 

リサイク lレポートダミー(受入側) 0.055 0.050 0.065 0.093 0.035 0.032 0.003 

(3.18) *キ (0.48) (1.46) (1.63) (0.49) (0.44) (-0.08) 

距離 一0.484 0.535 0.680 0.718 0.599 0.577 0.601 

(-30.83) ** (-5.83) ** (ー16.90)** (-14.89) ** (-8.54)紳 (-8.68) ** (-14.98) ** 
** 1%有 意*5%有意
上段標準偏回帰係数
下段 T値

表 3 産業廃棄物及び廃 PETボトルを対象とした移動量に関する要因分析の結果 CGravityModel) 

全種類
全種類+

燃え殻 汚泥 廃油 廃酸 廃アルカリ 廃プラス 紙くず
廃 PET チック類

人口(排出側都道府県) 0.104 0.087 0.258 -0.368 0.438 

(3.81) ** (3.17) ** (6.47) ** (←1.20) (2.42)キ

人口(受入側都道府県) 0.355 0.316 0.743 0.407 0.906 0.291 0.248 

(4.54) ** (3.92) ** (3.75) ** (1.57) (2.93)キ (2.75)キ* (3.25) ** 
県内総生産(排出側都道府県) 0.195 0.490 -0.227 0.213 

(1.80) (1.61) (-1.27) (1.96) 

県内総生産(受入側都道府県) -0.330 -0.249 -0.661 -0.325 -0.710 

(-4.03)紳 (-3.01)** (-3.19) ** (-1.26) (-2.29) * 
最終処分場残余年数(排出側都道府県) 0.066 0.055 0.213 0.066 0.109 -0.046 0.071 

(4.08) ** (3.30)紳 (3.20)** (1.64) (0.08) (-1.13) (1.03) 

最終処分場残余年数(受入側都道府県) 0.028 0.098 0.188 0.084 

(1.69) (-1.43) (3.66) ** (1.35) 

製造品出荷額(合計)(排出側都道府県) 0.030 0.041 0.227 -0.125 0.119 0.139 

(1.11) (1.49) (4.56) ** (←1.15) (1.10) (-1.27) 

製造品出荷額(合計)(受入側都道府県) -0.079 -0.113 0.325 0.168 -0.355 

(-2.16) *ー3.09)紳 (-2.34)*ー1.9171 (-2.60) * 
製造品出荷額(窯業・土石製品製造業)

0.063 0.053 0.401 0.227 0.076 0.181 -0.066 
(受入側都道府県)

(2.23) * (1.86) (2.97)仲 (3.29)** (1.13) (1.66) (-1.83) 

距離 -0.470 -0.433 3.108 -0.618 -0.631 -0.466 -0.492 -0.652 -0.617 

(-30.67)特 (-28.16)料 (-4.54)料(ー15.39)帥 (-12.62)材 (-7.97)紳 (-8.59)料 (-16.21)紳 (-9.10)料

都道府県境ダミー -0.184 -0.153 -0.186 0.109 -0.088 -0.167 -0.180 0.183 0.602 

(-12.14) ** (-10.07) ，帥 (-2.83)紳(ー2.72)** (-1.80) (-2.88)紳 (-3.14)料 (-4.56)** (-9.08) ** 
ムーーー

* * 1%有意， * 5%有意
上段標準回帰係数
下段 T値
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紙〈ず 木くず 繊維くず 動物性残さ ゴムくず 金属くず ガン及ラクひスリ下旬ー〈磁ずト器，く類ずコ 鉱さい がれき類 ばいじん

0.104 0.134 0.268 0.126 -1.316 0.126 0.128 0.389 0.130 0.362 

(0.94) (2.22)キ (-0.90) (1.11) (-1.19) (1.47) (2.10) * (4.93) ** (2.55) * (4.08) ** 
0.004 0.118 0.512 0.230 1.319 -0.044 0.151 0.300 0.148 0.498 
(0.04) (1.97) * (1.60) (1.97) (1.08) (-0.48) (2.57) * (3.31)紳 (2.83) ** (4.64)特

0.007 -0.070 0.257 0.054 0.285 0.028 0.102 一0.129 -0.107 。.062
(0.07) (-1.23) (0.62) (0.43) (-0.42) (0.40) (-1.87) (-1.52) (-2.14) * (0.53) 

0.104 0.025 -0.257 -0.074 -0.350 0.066 0.080 0.318 0.075 -0.238 

(0.96) (0.43) (-0.62) (-0.62) (-0.30) (0.87) (1.52) (3.24) ** (1.48) (-1.90) 

0.065 0.031 -0.394 -0.128 0.762 0.038 0.036 -0.030 0.033 -0.017 

(0.61) (0.52) (-0.83) (-1.02) (0.92) (0.53) (0.54) (-0.32) (-0.63) (-0.12) 

0.025 0.104 0.325 0.125 -1.038 0.154 -0.162 0.161 0.006 0.014 
(-0.25) (-1.79) (0.66) (1.01) (-1.76) (-2.18) * (-2.83) ** (-1.60) (0.10) (-0.11) 

0.028 0.016 0.239 0.013 -1.312 0.007 -0.063 。ω4 -0.109 0.137 

(-0.24) (-0.24) (-0.88) (0.11) (-0.86) (0.09) (-0.93) (0.56) (-1.87) (-0.96) 

0.025 0.014 0.117 0.278 1.353 0.061 0.166 0.061 0.033 0.136 

(-0.22) (0.23) (0.40) (2.25) * (0.93) (0.78) (-2.82) ** (0.46) (0.55) (1.03) 

0.132 0.024 0.000 -0.117 一1.127 0.017 0.031 -0.172 0.047 -0.325 

(0.60) (0.92) (0.14) (0.12) (0.55) (0.37) (1.86) (-0.31) (2.28)キ (2.23) * 
0.132 0.024 0.000 0.117 -1.127 0.017 0.031 0.172 -0.047 -0.325 

(1.05) (0.38) (0.00) (-0.91) (-0.99) (0.20) (0.49) (-1.12) (-0.84) (-2.38) * 。.066 0.029 0.434 。.010 -0.587 0.026 0.054 -0.016 -0.027 0.271 

(0.55) (0.44) (1.54) (0.10) (-0.85) (0.34) (0.93) (-0.17) (-0.49) (-2.72) ** 
0.044 0.026 0.200 0.034 1.060 0.123 0.042 0.014 -0.023 0.047 
(0.40) (0.44) (-0.72) (0.34) (1.51) (1.61) (-0.74) (0.15) (-0.43) (0.44) 

0.555 -0.651 -0.359 -0.545 0.413 -0.611 -0.662 -0.719 0.754 -0.399 

(-5.97) **ー12.16)** (-2.13) * (-6.28) ** (0.52) (-9.47) ** (-13.18) ** (一7.98)** (-15.75)紳 (-4.24) ** 

木くず 繊維くず 動物性残さ ゴムくず 金属くず ガン及クラびスリ陶ーく磁ずト器。〈類ずコ 鉱さい がれき類 家畜ふん尿家畜の死体 ばいじん廃PETボトル

0.230 0.745 0.117 0.658 0.657 

(1.35) (2.14) * (1.78) (2.73) ** (-1.57) 

0.342 2.281 -0.159 0.836 0.419 

(2.09)キ (1.85) (-1.79) (2.36) * (1.14) 

0.188 0.476 -0.346 -0.152 0.315 0.982 

(2.20) * (-1.44) (-1.53) (-1.29) (4.36)紳 (2.07) * 
0.487 -1.741 -0.754 -0.644 

(-3.53) ** (ー1.38) (-2.15) * (-1.75) 

0.133 0.066 0.059 0.135 0.051 0.217 0.297 0.161 

(1.71) (1.04) (1.10) (1.88) (1.16) (1.52) (4.48) ** (-1.94) 

0.053 0.085 -0.122 0.077 0.428 0.164 

(1.07) (1.15) (-2.37)キ (1.10) (1.64) (-2.53) * 
-0.108 -0.168 0.689 0.167 0.417 0.213 0.092 -0.429 

(-1.27) (-1.l4) (-2.70) * (-2.09) * (3.70) ** (-3.10)柿 (1.37) (-2.80) ** 
0.366 0.191 -0.223 

(1.98)キ (2.11) * (-1.56) 

0.176 -O.lll 0.280 

(1.38) (-1.88) (3.71) ** 
-0.642 -0.401 0.526 -0.629 -0.690 -0.432 -0.746 -0.233 -0.352 

(一13.12)紳 (-3.74)料 (-7.57)林 (-11.02)紳 (-14.09)** (-6.37)林 (-17.39)** (-3.47) ** (-4.87)紳。.295 -0.495 0.347 0.372 -0.290 -0.086 -0.304 -0.238 -0.119 

(-5.96)林 (-4.35)** (ー5.26)料 (-6.64)紳 (-6.04) ** (-1.29) (-7.15) ** (-1.75) (-1.80) 
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は，まず特性データを設定し，そのデータを集計す

る。当初，被説明変数も説明変数も定量的データで

あるため，重回帰分析を試みたが，説明力の高いモ

デルを示すことができなかったので，数量化理論 I

類を用いることとした。カテゴリの設定に際して

は，まずクラスター分析を行い，その結果を参考に

平均輸送距離との相闘が高く，かつカテゴリ間の差

が明確に表れるようにカテゴリの範囲を決定した。

著者らはすでに既報ll)において産業廃棄物に限定

した同様の要因分析を終えており，ここでは循環資

源に着目した分析を行う。そこで，循環資源の中で

も比較的データの入手しやすい廃P町を分析対象

に選び¥その対照品目として廃プラスチック類(産

業廃棄物)を選択した。この 2品目を対象に，それ

被説明変数の算出 説明変数の算出

f輔 穣閥 解鱗欄閥解.I 酷三議革、

!ZZZZ22225醤22査即時物 ii + ! 
国持率醐ljう

~鯛鱒態段差止 1・2拐さ二金忍 E 

• 1 
、ー回目ーー四_...~、ーーー I

虫類探検lJ尽

図2 分析フロー

ぞれ排出側都道府県に注目した分析と受入側都道

府県に注目した分析を行った。

6.2. 特性データの設定

中央審議会循環型社会計画部会第 40回資料32)

を参考に，統計データや公開情報の入手可能性を考

慮して設定した。 lつめは再資源化・処理施設の立

地を「処理拠点数」とし，統計データより算出した。

2つめは処理施設の偏在性表を「処理可能量」とし，

排出量から受入量をヲ|いて算出した。 3つめは中間

処理残さの処分容易性を「最終処分場の残余年数」

とし， 5.3節で算出した値を使用した。 4つめは海

運の利用容易性を「リサイクルポートの立地」とし，

海に面しているか否か，海に面している場合はリサ

イクルポートを持っているか否かということで判

断し，ダミー変数に置き換えることにより算出した。

6.3. 移動距離に関する分析結果

数量化 I類による分析結果のアイテムレンジを

表4に，カテゴリ数量を図 3に示す。アイテムレン

ジに注目してみると，廃プラスチックの受入側都道

府県の処理可能量が最も大きく影響していること

がわかった。また，廃プラスチック類においても廃

PETボトルにおいても排出側都道府県の処理拠点

数が大きく影響を与えていることがわかった。

カテゴリ数量に注目してみると，大きく次の 3つ

の傾向がわかった。一つ目として，廃プラスチック

類の排出側都道府県に注目してみると，処理拠点数

が多くなるにつれて，輸送距離は長くなる傾向に

あった。二つ自として，廃プラスチック類の受入側

表 4 移動距離に関する要因分析の結果(数量化 I類)

アイテムレンジ カテゴリ数量

廃プラスチック類 廃 PETボトル
廃プラス

廃 PETボトJレ
廃プラス

廃 P町ボトル
チック類 チック類

排出 受入 排出 受入 排出 受入 排出 受入

処理拠点数1 カテゴリ l65ヶ所未満 2ヶ所未満 -26.28 15目10 15.98 17.00 

処理拠点数2 カテゴリ 2 65ヶ所以上 120ヶ所未満 2ヶ所以上3ヶ所未満 -2.77 13.25 -60.21 22.31 
83.75 28.35 123.39 56.71 

処理拠点数3 カテゴリ 3 120ヶ所以上 200ヶ所未満 3ヶ所以上4ヶ所未満 22.28 1.56 19.91 6.44 

処理拠点数4 カテゴリ 4 200ヶ所以上 4ヶ所以上 57.47 7.56 63.17 39.71 

処理可能量 l カテゴリ 1 33t/日未満 5，OOOt/日未満 -2.79 86.80 -19.11 7.87 

処理可能量2 カテゴリ 2 -33t/日以上 33t/日未満 -5，∞Ot/日以上一切ν日未満 -2.70 35.54 -45.93 19.89 
26.05 141.06 66.32 41.85 

処理可能量3 カテゴリ 3 33ν 日以上初日t/日未満 -50t/日以上 l，200t/日未満 3.59 -49.10 18.82 -21.96 

処理可能量4 カテゴ1)4 300t/日以上 l，200t/日以上 23.26 54.26 20.39 -8.65 

最終処分場残余年数l カテゴリ 14年未満 3.92 -37.46 -1.32 43.99 

最終処分場残余年数2 カテゴリ 2 10年未満 2.44 3.38 -8.47 14.82 
17.44 87.81 33.42 58.81 

最終処分場残余年数3 カテゴリ 3 16年未満 5.35 0.88 -0.26 6.72 

最終処分場残余年数4 カテゴリ 4 16年以上 12.09 50.35 24.94 -5.52 

リサイクjレポートの立地1カテゴリ l 海に面していない 50.32 6.29 -19.58 24.04 

リサイクyレポートの立地2カテゴリ 2 海に面しているが， リサイクJレポートがない 62.00 15.79 38.76 50.71 -9.38 一7.77 19.17 14.47 

リサイク jレポートの立地3カテゴリ 3 海に面しており，リサイクルポートがある 11.68 8.02 -16.57 -26.67 
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図3 移動距離に関する要因分析の結果

都道府県に注目してみると，受入量が多いほど輸送

距離は長くなる傾向にあり，最終処分場の残余年数

が長くなるほど輸送距離は長くなる傾向にあった。

最後に，廃 PETボトルの受入側都道府県に注目し

てみると，海運の利用容易性があがるにつれて，輸

送距離は短くなる傾向にあった。

7. まとめと今後の課題

本研究では，地域循環圏の現状を把握するため

に，産業廃棄物及び廃 PETボトルを対象として，

その都道府県別発生量と受入可能量を考慮した輸

送距離の最適解を求めることで，現状との議離を示

した。さらに，輸送量，輸送距離に関する要因を定

量的に分析した。その結果，以下のことが明らかと

なった。

・都道府県別発生量と受入可能量を制約条件とし

て，輸送距離が最小となるよう最適化計算を行う

ことで，現状と最適化後の議離を示すことができ

た。産業廃棄物に関しては. 19分類という前提

で分析をしているので，現実的で、はない。しかし，

それで、もある程度の削減可能性を有していると

思われる。

-産業廃棄物の移動量に関する要因分析の結果，輸

送距離が大きく影響を与えており，次いで受入側

都道府県の処理プラントの平均規模が影響を与

えていることがわかった。

-産業廃棄物及び廃 PETボトルの移動量に関する

要因分析の結果，輸送距離が大きく影響を与えて

おり，次いで、移動する都道府県聞が隣接している

か否かが大きく影響を与えていることがわかっ

た。

-廃プラスチック類及ぴ廃 PETボトルに注目して

みると，輸送距離の影響は廃 PETボトルの方が

小さいことがわかった。

・廃プラスチック類と廃 PETボトルの輸送距離に

関する要因分析の結果，廃プラスチック類の受入

側都道府県では処理可能量が大きく影響してい

ることがわかり，廃プラスチック類においても廃

PETボトルにおいても排出側都道府県には処理

拠点数が大きく影響していることがわかった。

産業廃棄物及び廃 PETボトルに関する上記分析

結果を踏まえて総合的に考察すると，循環圏形成に

は発生場所と処理施設の地理的偏在性が与える影

響が大きいこと，またそれらの要因が与える影響度

には品目によって相違があることも明らかにでき

た。適切な地域循環圏を構築するためには，処理プ

ラントを適切な場所に配置する必要があるが，その

ためには品目別に，処理プラントの経済的・環境的

適正規模，収集に要する範囲と輸送の実現可能性な

ど，さまざまな角度からさらに分析を行っていく必

要があるといえる。

今後の課題としては，最終処分場の受入価格を考
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慮した分析を行うこと，輸送手段として，陸上輸送

のみでなく海上輸送も考慮し， CO2の算出とそれ

を用いた最適化計算とその要因分析を行うこと，循

環資源の対象を廃 PETボトル以外の他の循環資源

にも対象を拡張して，輸送距離の変遷とその要因を

定量的に分析することである。
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Analysis of Formative Factors of Sound Material-cycle Blocks in Relation 

to Industrial Waste and Waste PET Bottles 

Atsushi FUJIYAMA and Toru MATSUMOTO 

(百leUniversity of Kitakyushu 

1-1， Hibikino， Wakamatsu-ku， Kitakyushu， Fukuoka 808-0135， Japan) 

Abstract 

A new concept introduced in the second phase of the Basic Plan for Establishing a 

Recyc1ing-based Society in 2008 was the establishment of sound material cyc1e (SMC) 

blocks， by means of which a material cyc1e of optimal size was formed in accordance wi白

白echaracteristics of出eregion and the proper首esof its circulative resources. A1白ough

the implementation of SMC blocks aims to increase the circulation rate of resources for 

the whole country by establishing SMC blocks for wasもeand other circulating resources， 

many issues must be addressed before its realization. To provide appropriate SMC blocks， 

this study has as it objectives the sorting of analogous waste and circulative resources 

into groups， and the establishment of a decision出eoryfor the ultimate SMC blocks for 

the various groups. At the first stage， the present conditions for indus仕ialwaste and waste 

PET bott1es were analyzed using transportation problems， based on a Gravity Model and 

Quantificationτ'heory Type 1.官leresults of this study showed白atthere was deviation 

between present conditions and op出世zedsolutions for仕組sportation，血attransportation 

distance had a significant impact on廿ansportationquantities， and also that distribution of 

original generation points and disposal facilities affected transportation distance. 

Key Words: Sound material-cyc1e (SMC) blocks， transportation problem， Gravity Model， 

Quantificationτ'heory Type 1 
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