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日本鉄鋼企業による食品リサイクル事業の

展開と地域連携

一「食品廃棄物エタノ-)レ化J事業の事例分析を中心に一

李 捷 生

はじめに

本稿では，新日鉄エンジニアリング株式会社・北九州環境技術センターが地域連携を通じ

て「食品廃棄物エタノール化j技術の開発と実用化に取り組むプロセスを取り上げ，その過

程で企業と地域とはどのような形で協働関係が結ぼれたのかということを明らかにする 1) こ

のような課題設定を支える問題関心はつぎのとおりである.

第一に本稿の分析対象とする「食品廃棄物エタノール化リサイクル事業」は，原料調達から製造と販

売まで一連の利潤実現のシステムとして効率化が図られてきた動脈産業とは異なり，廃棄物の再資源

化をなによりも優先する，典型的な静脈産業に属するものである.よく知られているように，静脈産業は

一般的にリスクやコストの上昇などの問題が多いため，ビジネスとして成立しにくいということである 2)

[キーワー ド]環境ビジネス，リサイクル，地域，産学連携

1)本稿の内容は李が作成した調査報告 (李[2011])に依拠してまとめたものである.当調査は，科学研究費

補助金基盤研究(B)I循環型生産システムに関する国際比較研究j(研究代表者:中瀬哲史・大阪市立大学大学

院経営学研究科 ・教授)により， 2011年3月3日に実施された企業調査であった.実態調査は新日鉄エンジ

ニアリング株式会社・技術開発研究所北九州環境技術センターを訪問し，関係者にインタビューをおこない，

施設を見学する形で実施された(調査先はほかに，北九州市環境モデル都市推進室，九州・山口油脂事業協

同組合，九州工業大学エコタウン実証研究センター，西日本オートリサイクル株式会社，西日本家電リサイ

クル株式会社，日産自動車九州工場なと手がある).企業側応対者は角知則(スミトモノリ)・北九州環境技術

センター長，日高亮太(ヒダリョウタ)・北九州環境技術センター(シニアマネジャー)，理学博士などであ

った.参加者は筆者のほか，中瀬哲史，坂本清，劉仁傑，回口直樹など15名の研究者を含む.筆者は調査記

録の作成を担当した.本稿の分析は李捷生により行われたが，依拠する根拠(調査内容)は共同研究の成果で

もあったことを予め明らかにしておきたい.

2 )資源循環の批点で動脈産業の進化プロセスを辿りつつ， 1循環統合型生産システムjを次世帯生産システム

として論じた坂本清の研究(1循環統合型生産システムの模索j，佐野宗克・坂本清編著『環境新時代と循環型

社会j学文社，2OCゆ)，動脈産業との対比において静脈産業の存立根拠を分析した牧良明の研究(，静脈産業に

おけるネットワーク形成の意義と限界j，生産システム研究会編 『循環統合型生産システムの構築に向けた

理論的・実践的課題j科学研究費補助金・基盤研究B.課題番号拡湖119最終成果報告書， 2013年)を参照.
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リサイクル産業を円滑に発展させるには，なにが課題であるのか，その課題がどう克服されるのか

を現状分析や成功事例のケーススタデイから把握する必要がある.本稿で取り上げられる「食品廃

棄物エタノール化リサイクル事業Jとは新日鉄エンジニアリング側が地域で回収される生ごみから

エタノールを製造し，そのエタノールをバイオ原料として地域で販売するという「地域循環型事業J

が実用化されている事例である.では，ごみの収集からエタノ}ルの生産と販売にいたるプロセス

が具体的にどのような形で運営されているのか，その過程で地方自治体や地域住民を含めた「地域j

はどのような形で関与してきたのであろうか.事例分析にあたって，企業と地域との連携の在り方

が注目される.

第二に新日鉄エンジニアリング側が生ゴミからバイオ燃料を製造する技術を実用化し，地方

自治体などを対象に製造プラントの販売を本格化させたとことは，日本国内で初めてのこと

であり，環境リサイクル産業の分野において大きな関心を集めたということであった.日本

では， 1年間に約1，700万トンの食品廃棄物 (2010年)が出されている 幻.この中で一般家庭か

らの食品廃棄物は， 3 %しか再利用されていない.同事業が実用化に成功したことは日本にお

ける静脈産業の発展を促す上で大きなインパクトを及ぼすのみではなく，日々大量の生ごみ

の排出と処理に悩んでいるアジア新興経済地域の大都市にとっても貴重な参考になる.

以上のような問題関心を踏まえて，第 1節では「食品廃棄物ヱタノール化事業Jの推進体

制の特徴を地域と企業との協働関係という側面から検討する.第2節では「食品廃棄物エタ

ノール化事業Jの展開について，運営システムと生産工程の両側面から分析する.第3節で

は，同事業の成立をめぐる地域連携の意義を論じ， rおわりJでは本稿のまとめをおこなう.

「食品廃棄物エタノール化事業Jの推進体制

(1 )北九州ヱコタウン

北九州エコタウンを拠点に発足された「食品廃棄物エタノール化事業Jの展開過程を取り

上げる前に，まず同プロジェクトに直接にかかわってきた北九州市，また市が進めたエコタ

ウン事業の概要についてふれておこう.

福岡県北九州市は1963年に，門司，小倉，若松，八幡， 戸畑の5市の合併によって発足し，

人口約100万人を抱える町である.そして天然の良港である調海湾を擁し，石炭資源にも恵ま

れているという立地条件から， 1901年に官営八幡製鉄所が設立され，これを契機に鉄鋼，機

械，セメント，化学工業など「モノづくりの街Jとして発展してきた.戦後の高度成長期に

は， 4大工業地帯のひとつとして，日本経済を支えてきた.北九州エコタウンは北九州市が，

1997年7月に通商産業省の承認(当時，現在は経済産業省と環境省による共同承認)を受け，

3)内問府ホーム(共生社会政策)

htゆ://www8.cao.go.jp/syokuiku/data/whitepaper/2013/book/h旬叫/c103.h伽11
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[美しき世界の環境首都」を目指して取り組んできた事業である.そして日本においてはじめ

て事業化に成功したエコタウンとして，その経験がパタンセッターの役割を果たしている.

本稿の分析対象である新日鉄エンジニアリング(槻北九州環境技術研究センター(以下は新

日鉄北九州環境技術センターと略す場合がある)が地域の要請に応じて食品廃棄物エタノー

ル化事業の推進に取り組んだ背景として留意すべきは，北九州市と新日鉄が歴史的に深い関

係を持っていることである.北九州市は百年前八幡製鉄所が建設し始めた時から.1世紀以上

に及んで日本最大の鉄鋼企業の城下町としての道を辿ってきた.製鉄所は確かに雇用を創

出-維持する上で，地域経済を支える存在であったが，他方，長期にわたって，とりわけ

1960年代に入り，製鉄所からの排煙に含まれる硫黄酸化物 (SOx)や粉塵などにより呼吸器

疾患患者の増加などの健康被害が深刻化し，また近くの海も廃液による汚染も大きな問題と

なり，工場群に固まれた洞海湾は大腸菌すら生息できない「死の海」と呼ばれるほどであっ

た.深刻な公害問題に対し，地域の婦人会が最初に立ち上がり 「青空がほしい」をスローガ

ンに，企業および市政府に公害対策を求める運動を始め，民産学官の逮携による公害防止努

力を促す原動力となった.結果として，公害問題が大きく改善され.r灰色の街Jと呼ばれた

街は.1987年には環境庁 (当時)から「青空の街Jに選定されるまでになり，洞海湾には100

種類を超える魚介類が戻ってきた.

1980年代後半から円高不況を契機に，新日鉄は「減量経営Jをはかり，大規模なリストラ

を行っていた.地域の雇用を維持する上でどのような産業を新たな地場産業として育成-振

興させいでいくのか，地域自治体や地域住民に課せられた重要課題であった.当初，北九州

市は地理的に韓国，中国に近接するため，自動車産業の最新鋭の製造拠点を建設し，大型港

をベースに巨大物流拠点を構築しようとする構想を模索した.しかし，このような案は地域

住民の根強い反対で見直さざるを得なかった.好余曲折を経て，北九州市は地域循環型社会

の実現を目標に，民産学官の連携を通じて，かつて公害克服の経験とノウハウを生かしつつ

環境産業を新しい地域産業の中心に据えるような地域発展戦略を採用し，リサイクル事業の

研究開発から製造・物流にいたる環境ビジネスを集約するエコタウン建設を策定した.

北九州市はつぎのような二つの側面において，歴史的に深い関係をもっ新日鉄から協力を取

り付けた.すなわち，一つは2000haという広大な海岸埋立地の建設を新日鉄が担当し，市政

府が埋立地を買い取り，さらに好条件で進駐企業に提供するということである.新日鉄はこ

れまで埋立地を開発し，その上で新鋭臨海一貫製鉄所を建設する経験とノウハウを持ってい

たのである.今一つは，環境ビジネスの研究・開発センターを設立し，新しい環境産業を育

成することを新日鉄に求めたということであった.北九州環境技術研究センターの設立と

「食品廃棄物エタノール化リサイクル事業」の推進は新日鉄が地域の要請に応じる形で行われ

たということである.同事業の実用化に対し，北九州市は食品廃棄物の分別収集を組織化し，

バイオエタノールの生産に必要な原料の安定供給の確保に取り組んだ.この点について，後
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程詳しく検討する.

(2)新日鉄北九州環境技術センター

食品廃棄物エタノール化事業の展開過程を理解するには，この事業の推進を担当する新日

鉄北九州環境技術センターはどのような機構なのかを把握する必要がある.環境技術センタ

ーは新日鉄エンジニアリング株式会社・技術開発研究所の付属研究施設として2004年に設立さ

れ，数億円の投資で研究棟のほかに実験棟を建てた 4) 設立の目的は地域と連携しつつ環境技

術の開発を強めていくことである.主な活動方針はつぎのような 3点である.

① 世代環境技術の開発をめぐって，これからの環境問題の中心となるテーマを取り上げ，

実証的研究開発に重点を置くこと，

② 地域産学官との連携という側面において，地場産業との連携を図りつつ，資金・人材

の活用による効率的な研究開発を目ざすこと，

⑦ オープンなセンター運営をはかり，共同研究，受託研究，社外研究社の受け入れなど

地域に開かれたセンターを作り上げていくということである.

これまでもっとも重要な研究テーマは北九州市と協力して「食品廃棄物のエタノール化」

技術を開発するということであった.新日鉄八幡製鉄所は北九州市との関係が100年以上に及

ぶことが前文で紹介したとおりである.環境リサイクル事業とエコタウン建設に取り組んで

きた北九州市はエコタウン事業に新日鉄の協力を強く要請した.それに対し，新日鉄エンジ

ニアリング側の環境ソリューション事業部は環境技術の開発力を備えており，環境ビジネス

に強い関心を持っている.そして元々北九州市の中に三つの新日鉄関係の研究所があった.

研究開発の人件費および諸費用を削減するために， 1990年代にこれら三つの研究所を千葉県

の富津に移転させつつーか所に統合させたということであった.地域最大の研究機関の転出

は北九州市にとって，人材形成と研究開発の両面に深刻な影響を及ぼした.このような状況

の下で，北九州市は新日鉄に研究所を地域に残すことを求め，エコタウン事業とかかわる研

究機関を設置するよう強く要望した.そこで同社は地域の要請を受けて，研究開発に携わる

研究者を集めて北九州環境技術センターを設置し，技術協力の形で地域のエコタウン事業に

参加することを取り決めた.

4 )新日鉄エンジニアリング株式会社の要害はつぎの通りである.1974年に新日鉄が製鉄設備の設

計と環境技術の開発を統合する拠点として，エンジニアリ ング部門を設置した.関連業務の拡大

に伴って.2006年に新日鉄と分社化する形で，エンジニア部門は新日鉄エンジニアリング株式会

社として発足した.資本金は150億円 (2010年)，従業員は連結で3470人(単独で1243人)である

(2010年の数字).メンバーは製鉄設備や環境技術の開発-設計・企画を行なうエンジニアリング

部隊によって構成される.製造技術とプロセス技術と加工技術を備えていることは特徴のひとつ

である.そしてこれらの技術をペースに，新しい事業を開拓しようとすることは新日鉄エンジニ

アリングの役目とされた.
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「食品廃棄物エタノ-)レ化リサイクル実験jが完成した後に，技術センターの運営は引き

続き新日鉄エンジニアリング(械の技術本部技術開発研究所によって担われているが，完成品

の営業と製造プラントの輸出は同社の環境ソリューション事業部が担当することになった.

環境技術センターの運営資金は大きくわかれば，二つのルートにより賄えられている.一

つは環境省や，新エネルギー産業技術総合開発機構 (NEDO)SJと北九州市からの公的資金に

よるものである.主に実験プラントの設置や研究維持費などに活用されている.もう一つは

新日鉄エンジニアリング社内の研究開発費からカバーされている.主に社内自主開発のテー

マの推進などに使われる.

技術者数について，発足時に研究者は 3名いたが，後に 7名まで増加した.エタノール製

造所の立ち上げに伴って， 2011年 4月から，技術者は12名に増えた.技術者の専門について，

最初は環境技術やバイオ技術専門の人が多かった.そのうち，学生時代から食品廃棄物から

エタノールを製造する研究を行なっていた者もいる.食品廃棄物リサイクル技術をもつこと

は同センターの強みのひとつである.後には化学・製造・加工技術の人も加わった.

組織面における課題は，①戸畑地域の環境ソリューシヨン事業部所管の技術者チームと営

業チームとの連携を強めていくことである.上記地域の技術者と営業スタッフは現在，数百

名もいる.環境技術センターとの提携は「食品廃棄物エタノール化リサイクル事業」をビジ

ネスとして進めていくのに，重要な意義をもっ.②現在はセンターの人員配置が12名となっ

ているが，活動内容からみてまだ少ない.20-30人を増やし，バイオ技術以外の化学・製

造・加工技術関連の技術者を増やしていくことがセンターにより要請されている.

(3)産学連携

「食品廃棄物のエタノ-)レ化」技術の開発プロセスにおいて，今一つ注目すべきは研究開

発をめぐるオープンな産学連携の強化であった.環境技術センターは設立当初から日本国内

代表的な大学の研究機関および北九州市周辺の地域大学と緊密な協力体制を構築したことが

注目される.大学の研究機関との共同研究の事例をあげれば次のようになる.早稲田大学環

境総合研究センターとは「食品廃棄物エタノール化による有効利用システムjを，九州工業

大学とは食品廃棄物から有用発酵物を生成するシステムを，東京大学生産技術研究所とは

「蒸溜プロセスにおける省エネ技術」を，筑波大学とは「廃棄物系バイオマスからの水素製造

技術などをそれぞれ開発した.そのうち，北九州市に立地する九州工業大学との人的交流は

長期にわたって進んできた.九州工業大学との共同研究に携わった学生のうち，環境技術セ

ンターに就職する者もいた.

「食品廃棄物のエタノール化j技術の開発に成功したことは.大学の研究機関との共同研

5)経済産業省所管の独立行政法人
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究の成果でもあった.r食品廃棄物のエタノール化j技術の開発に直接に関与した九州工業大

学の例をみよう.同大学では北九州市エコタウンが発足する 2年後の1999年に，エコタウン

実証研究センターが文部科学省(当時は科学技術庁)の科学技術振興調整費事業「生活者ニ

ーズ対応事業」の実証実験施設として設立された.2004年上記の事業が終了した後，建物な

どの施設が九州工業大学に寄付され，大学院生命体工業研究科の付属施設である九州工業大

学エコタウン実証研究施設が開設された.2005年に独立センターとして九州工業大学より認

められ，大学院生命体工学研究科の教授をはじめ10~15人が配置された.同研究センターの

目的は地域循環型社会の実現のために，九州工業大学を中心とした産官学民のネットワーク

の中で新技術を開発しつつそれを社会に普及させていくことである.

本稿の主題である食品廃棄物エタノール化リサイクル技術の開発をめぐって，同研究セン

ターでは2009年からNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の助成金を受けて，新日

鉄北九州環境技術センターとの共同研究に取り組みはじめた.背景としては，九州工業大学

はすでに2000年ごろから生ごみを糖化させ，その糖化液を乳酸発酵させて，ポリ礼酸をつく

る技術 (100kgの生ごみから5kgのボリ乳酸をつくる技術)を開発した.この技術は食品廃棄

物エタノール化リサイクル技術を開発するうえ，重要な参考となった.

2 r食品廃棄物エタノール化事業Jの概要

(1 )実験の目的と運営

「食品廃棄物エタノ ール化リサイクル事業」とはバイオマス(食品廃棄物，セルロース等)

からのエタノ-)レ製造技術の開発と事業化を進めるものである.バイオエタノールとはもと

もとトウモロコシ，サトウキピ，廃木材などのバイオマス資源を糖化発酵してつくられる植

物性エチルアルコ}ルである.生ごみなどのバイオマス廃棄物を原料としてエチルアルコー

ルをつくることは「食品廃棄物エタノール化リサイクル事業jの中心をなした.製造したバ

イオエタノールがガソリンに混合され，自動車やボイラーなどの燃料として利用される.日

本では，現在の法律で 3%まで混合できということである.バイオエタノールの使用でご酸

化炭素の排出量を削減し，ガソリン使用量を減少させ，廃棄物の削減に貢献できるため，温

暖化対策技術としては大きく期待されている.事業展開の経緯はつぎのとおりである.

新日鉄北九州環境技術センターは， 2004年度より独立行政法人新エネルギー・産業技術総

合開発機構 (NEDO)受託事業「食品廃棄物エタノール化リサイクル実験事業」にて，食品廃

棄物よりバイオエタノールの製造試験を実施しはじめた.すなわち，生ゴミの中に多く存在

するご飯やパンなど澱粉分を焼却せずに液体燃料化してリサイクルするという実験である.

この試験では，同事業で製造したバイオエタノールを 3%混合したガソリン(E3ガソリン)を

製造し，同事業の再委託先である北九州市の公用車や地元企業の業務車両等に供給して，車
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両の走行試験を行うものである.食品廃棄物の回収は二つのルートによる引.すなわち，①新

日鉄エンジニアリングが北九州市自治体を委託して，スパマーケット，デパート，コンビニ，

ホテル，飲食庖など小規模排出業者，モデル小学校，病院からの食品廃棄物分別収集，一部

一般家庭生ゴミの分別収集をおこなう.②株式会社西原商事を委託して， 2室分別収集車によ

る大規模事業者食品廃棄物分別収集をおこなうということである(図 1). 

実験事業統括

エタノール製造

E3製造

E3利用

小規模排出事業者及びモデル小学
校・病院からの食品廃棄物分別収集

一部一般家庭生ごみの分別収集

E3利用

2室分別収集車による

大規模事業者食品廃棄物分別収集

図 1 食品廃棄物ヱタノール化りサイクル実験の推進体制

出所会社資料

以上のようなルートを通じて， 1日は10トン位の生ごみを集めてくる.そして10トンの生ご

みから約500リットルのエタノールを作ることができる.500 リットルは10トンの 5%しかな

かった.水分は70%~80%であるので， 10 ト ンの生ごみは水分を除くと，実質的に 2~3 ト

ンとなる.北九州市で発生する年間の生ごみ59，000トンから，バイオエタノ ールが2，242トン

できる計算になる.リサイクル率は決して低くなかった.以上のような理由で，実験を実施

する計画は2005年から始まり， 2007年にプラント化し， 2012年まで実験を行なってきた.実

験の内訳は表 1に示される. 2013年，食品廃棄物エタノール化技術は開発を完了し，事業化

に向かつてエタノールの生産を試行し営業を始めている.そしてどのように事業化をうまく

推進するかは，現在の課題であるー

6) E3ガソリンとは， r揮発油等の品質の確保等に関する法律Jにより定められたエタノールを3容

積%以下混合したガソリンであり，本試験では新日鉄エンジニアリング社がE3ガソリンの特定加

工業者登録等を得て，E3ガソリンの製造，給油を行っている.
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表1 食品廃棄物エタノール化実験の仕犠

事業名称 食品廃棄物エタノール化リサイクルシステム

施般鮫置場所 2塗分別収集車 側西原商事保有(2台)

エネルギー化設備 :北九州ヱコエナジー棚橋肉

E3フレンド訟備 新日鉄工ンシ.ニ7リング醐構内

{環t産省補助) E3給油設備 新日鉄工ンシ.ニアリング醐構内

処理幾機 食品廃棄物 12ν日(生ごみ 1仇/日)

事業系一般廃棄物、病院・小学校給食残溢

家庭系一般廃棄物

発生エネルキ.ー 型軽水エタノール約400Lノ日

エネルギー利用先 北九州市内の事業用自動車、産廃焼却炉

出所 会社資料

(2)製造工程

エタノール製造プラントは新日鉄エンジニアリングが出資して作ったごみ焼却所(北九州エコエ

ナジ一株式会社)の敷地内に立地している.製造プロセスを概観すればつぎの通りである(図2).

① 食品廃棄物の収集運鍛

1日平均lOt(乾燥重量で約2.9t)の生ごみが北九州市自治体を通じて，北九州市内の小

規模排出業者，小学校，病院，一部一般家庭から分別収集される(前述). 

②前 処 理工程

生ごみにあるプラスチックや紙などを選別する.それからご飯やパンなどの澱粉分を

取り出す.

③ 糖化工程

澱粉類生ゴミに酵素を振り掛けて澱粉だけをブドウ糖に化させる.糖化技術の開発で

は大学の研究機関と共同研究の成果が大いに活用された.

④ 固液分離工程

エタノーJレの原料であるブドウ糖を水に溶けて糖化液をつくり 上げる.他方，肉とか

野菜などは固形分の残謹となり，隣接溶融炉で焼却処理をしながら，熱エネルギーを回

収してつぎの発酵工程(加熱作業)で再利用する.

⑤ 濃縮 ・発酵工程

糖化液を濃縮しながら発酵装置に供給する.発酵工程とはブドウ糖をエタノールに変

える工程である.酵母という微生物が糖化液を食べて代謝物としてエタノ -)レを出す.

技術革新の面において大学との共同研究で開発された連続発酵技術を応用し，発酵を大

幅に速めることが可能となった7) 従来のパッチ処理と比較すれば，連続発酵処理は連続

7)エタノール発酵酵母は熊本大学が開発し保有しているものであり，耐酸性，耐塩性に優れ，か

っ凝集性のある酵母である.その酵母を利用して連続発酵が可能となった.
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化の推進，製造工程の短縮，操業の改善による生産性向上が期待された.パッチ方式を

採用するアメリカとブラジルの発酵工程では24時間かかるものが5時間で済むとい うこ

とである.発酵工程が終わると， 5%のエタノール発酵液がつくられる.

⑥ 蒸留工程

エタノールを純化させる工程である.蒸溜工程では95%の水と 5%のエタノールから

なるエタノール発酵液に熱をかけて，水より蒸溜しやすいエタノールを水から分離させ

る.蒸i留工程を通して純度99.5%のエタノールが得られる.平均 1日当たり の生産量は約

400Lである.

⑦ 間接補助部門:残誼 ・排水処理と電機・熱供給

エタノール製造で生み出された残澄が隣接する廃棄物焼施設・発電所 (北九州エコエ

ナジー(櫛)に送られ，必要な電機と熱エネルギー (加熱用)が同発電所により供給され

る8) これにより，エタノール工程で発生された二次廃棄物もリサイクルされ，生産の循

環が徹底的に維持される.廃棄物焼却・発電所はエコタウンの中核施設であり，新日銭

エンジンニアリングにより開発されたシャフト炉式溶融炉が主設備である 9)

③ エネルギー最終利用

純化されたエタノ ールを3%ガソリン (E3ガソリン)に混合させる.E3ガソリンは北九

州市の公用車や企業の業務用車に供給される.

⑨ エタノール以外に，食品廃棄物中の植物油や動物油から約700kg/日の回収油 (A重油相

当)も製造し，回収油を含めると高いエネルギ一回収率が実現された.

以上，エタノーlレの製造工程のポイントをまとめるとつぎのようになる.すなわち，第一

に北九州市周辺より収集した食品廃棄物を破砕・加水・酵素添加し，廃棄物中の澱粉を精化

しながら，酵母により発酵させ，バイオエタノールを製造する.その過程で，産学連携で開

発された新技術(糖化技術や連続発酵技術など)が応用され，生産の効率化が追求される.

第二にエタノール製造工程を廃棄物焼却・発電所に隣接させることにより，三次廃棄物のリ

サイクルおよび電気 ・熱エネルギーの供給問題が解消される.第三にこのエタノールをガソ

リンに 3%以下の割合で混合してE3ガソリンを製造し，試験参加者(北九州市公用車など)の

車両に給油し，走行させるということである.

8 )北九州エコエナジー(株)が新日鉄，新日鉄エンジニアリングにより出資され，遠泳される複

合施設である.

9)シャフト炉式ガス化溶融炉は新日鉄エンジニアリング社が溶鉱炉技術を生かして開発した廃棄

物溶融装置である.同装置は多様なごみを700-1，8∞℃の高温で溶融させ，それによってつくら

れた金属・土砂をメタルとスラグにリサイクルすることができ，溶融過程で発生された熱エネル

ギを電力に変換することが可能である.
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図2 ヱタノールの製造工程

出所会社資料

以上.I食品廃棄物エタノ』ル化リサイクル事業Jへの事例分析を通じて，次のような点を

明らかにした.第一に同事業の成功は中央政府の支援によって支えられていることである.

まず資金面において，実験施設や設備投資の費用の多くは環境省やNEDOからの公的資金によ

って賄えられた.新日鉄北九州環境技術センターだけではなく，九州工業大学エコタウン実

証研究センターなど，食品廃棄物エタノール化技術の研究開発に関与した大学の研究機関も

環境省から資金援助を受けた.

第二に生ゴミの分析収集と完成品の利用という側面において北九州市自治体や市民は大き

な役割を果たしている.北九州市によるごみの収集・搬送という入口から，北九州市公車用・

市内企業業務用車への供給にいたる出口まで，地域からのサポートが不可欠である.収集段

階で学校，病院と一般家庭に分別が要請されるが，市民の協力，地方自治体の組織力がなけ

れば，このような収集コス ト増とならない分別収集方式が成立しえないのであろう.なお域

内の公用車・企業業務用車にバイオエタノ ールを混合したガソリン (E3)の利用を義務付け

ることがなければ，製品販路の確保が困難であろう .同事業の性格およ び運営のプロセスは

強い公共性を有することが明らかである.

第三に同事業の成功を技術的な側面から支えたのは優秀な技術者の存在と開放的な産学連

携体制である.まず長期にわたって蓄積された鉄鋼生産の技術，とりわけ溶鉱炉技術や加熱

技術および熱回収技術などは新日鉄エンジニアリングの技術者を通じて，廃棄物の処理とリ

サイクルに生かされたという ことである.バイオエタノールの製造工程にみられたように，
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加熱技術や化学反応促進の技術が頻繁に使われている.つぎに技術開発のプロセスにおいて，

大学との共同研究は重要な役割を果たしている.新しい連続発酵技術の開発に成功したこと

はその表れである.

最後に同事業を実用化に向けて立ち上げるには地域と企業との連携が不可欠である.図 3

が示したように，生ごみの分別収集→リサイクル→再利用のプロセスは「収集運搬システムJ，

「エネルギ一転換・利用システム」と「エネルギ一再利用システムJによって構成されるが，

運営にあたって地域と企業とが連携する複合的な事業として統轄されている.すなわち，ご

みの分別収集の確保という入口と， E3ガソリンの利用など販路の保障という出口は地域によ

って支えられ，開発と生産は企業によって担われているということである.地域と企業との

有機的な協働体制の磁立は食品廃棄物エタノール化事業が順当に存立しえた根拠であった.

圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃・!".iJJ屋~事宮崎iill.iilö!園
Z胃-~ - -“不ーーーー一尚一♂】--._品孟孟=二二孟孟.=昌也、-- 忍

-・・・・・・厩!lE~革自信3・・・・・

図3 原料収集・生産販売のプロセス

出所会社資料

現在，同事業は地産地消・地域循環型エネルギ一利用の成功例と して，他の地域へ導入し

普及していくことが期待される.新日鉄エンジニアリングはすでに食品廃棄物エタノール化

プラントを商品として園内で初めて自治体及び大手排出者へ営業展開している.今後，地域

と企業との連携による食品廃棄物エタノール化事業の運営という北九州エコタウンの経験は，

日々生ごみを大量に排出する日本各地の主要都市にどのようなイ ンパクトを与えたのかとい

うことが注目される.
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おわりに

本稿では，環境ビジネスと地域社会とのかかわりについて，新日鉄エンジニアリング(槻北

九州環境技術センターにより進められた食品廃棄物エタノール化の事例を取り上げつつ分析

した.注目すべき点はつぎのとおりである.まず資金面において，実験施設や設備投資の費

用の多くは環境省やNEDOからの公的資金によって賄えられた.つぎに生ゴミの収集と完成品

の利用という側面において北九州市自治体や地域住民を含めた「地域jは大きな役割を果た

している.北九州市によるごみの分別収集・搬送という入口から，北九州市公事用・市内企業

業務用車への供給にいたる出口まで，地方自治体，地域住民のサポートが不可欠である.市

民の自発的協力による生ごみの分別収集はコスト増とならない収集方式が存立しえる根拠で

あり，同リサイクル事業の実用化を支える重要な柱である.かくて，ごみ収集の確保という

入口と販路の保障という出口は「地域」によって支えられ，開発と生産は企業によって担わ

れているという「地域J=企業の協働体制が確立した.いいかえれば，ごみ収集→リサイクル

→再利用のプロセスは「地域Jと企業とが連携する複合的な事業として統轄されている.か

くて同事業の性格および運営のプロセスは強い公共性を有することが明らかである.しかし，

近年石油価格の大幅な下落は，石油代替エネルギーの開発と利用を妨げる要因となっている.

経営環境が激しく変化するなか，地域と企業との協働による食品廃棄物エタノール化ビジネ

スが動揺していないのか.このような動向を注目しつつ，環境ビジネスを維持するうえで，

企業と地域との協働がどこまで有効かを見守る必要がある.

(2015.11.24受理)
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