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２.循環型社会の形成. . 　

２ 循環型社会の形成

今日の我が国においては、リデュース（発生抑制：Reduce）、リユース（再使用：Reuse）、
リサイクル（再生利用：Recycle）の3Rを進めることによって、環境への負荷が少ない「循環型
社会」の形成に向けた取組みが進められています。また、2013年度には我が国の廃棄物・リサ
イクル施策のベースとなる「循環型社会形成推進基本計画」7)の見直しがなされ、環境保全と安心・
安全を確保した上で、低炭素社会や自然共生社会に向けた取組みとも統合して、天然資源の消
費抑制と環境負荷の低減を目指した循環型社会の形成を国内はもとより国際的にも実現してい
くことが重要な課題とされております。
このような状況を踏まえ、電気事業においても、従来自主的に取り組んできた廃棄物等8)の再
資源化や原子燃料サイクルの確立等、さらなる資源の有効利用を促進し、「循環型社会」の形成
を目指します。
また、東日本大震災に伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所における放射性廃棄物に
ついては、適切な処理・処分に向けて検討を進めてまいります。

　

7)	 循環型社会形成推進基本計画は循環型社会形成推進基本法第15条の規定に基づき、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた
めに定めるものです。

8)	 廃棄物等とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定義されている産業廃棄物(一部有価物を含む)および生産活動に伴って副次的に得られた物
品（副生品）を示す。なお、放射性廃棄物はこの廃棄物等には含まれないが、別途適切に管理している。
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（１）廃棄物等の削減・再資源化対策
電気事業から発生する主な廃棄物には、石炭火力発電所から発生する石炭灰、配電工事に伴う廃コ
ンクリート柱等のがれき類（建設廃材）、電線等の金属くずがあり、また、副生品としては火力発電所
から発生する脱硫石膏があります。
.これら廃棄物等の発生量は、電力需要の伸びに伴って増加しており、近年では1990年度の約2倍
となっております。
このような状況に対し、さらなる発生抑制と引き続き再資源化を促進することにより、廃棄物の最
終処分量を低減することが重要な課題と考えています。

①廃棄物再資源化率目標

電気事業においては、当初、廃棄物最終処分量を1990年度実績（240万t）以下に抑えることを目標
として取り組んできましたが、3Rの推進により着実に最終処分量の削減が図られてきたことから、最
終処分量の目標を200万t以下へ、さらには150万t以下へと引き上げてきました。
また、2005年度からは電力需要の変動に大きく左右されない指標として再資源化率9). 90％を目標

に掲げ、その後2006年度には目標値を5ポイント高く見直した上で、2010年度の再資源化率を95%
程度とするよう取り組んできました。
さらに、今後もこの高い再資源化率を維持していくよう、2011年度に以下のとおり目標年度の見
直しを行いました。

2015年度における廃棄物再資源化率を95％程度とするよう努める。

なお、2016年度以降につきましても、高い再資源化率を維持していくよう目標年度を2015年度
から2020年度に見直し引き続き取り組むとともに、毎年のフォローアップにて目標の達成状況等の
チェックを行い、必要に応じて目標の見直し等も検討してまいります。

＜電気事業における廃棄物再資源化率等の推移と目標＞
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※	最終処分（埋立処分）完了後の処分場は、発電設備の増設用地やその他の工業用地等として有効に活用されており、そこに使われた石炭灰の一部
は、国の解釈に基づき、土地造成材として再資源化量にカウントしている。

※	発生量・再資源化量・最終処分量の万ｔ未満の数量は四捨五入による数値処理実施。

9)	 再資源化率＝再資源化量÷発生量×100
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②2014年度の廃棄物再資源化実績

2014年度の廃棄物等発生量は1,145万tであり、2013年度と比較して42万t減少しました。一方、
2014年度の再資源化量は1,109万tであり、2013年度と比較して24万t減少しました。
この結果、2014年度の再資源化率は97％となり、2013年度に引き続き再資源化率95％という高
い目標を達成することが出来ました。
廃棄物の種類別では、石炭灰の発生量が843万tと最も多く、このうち821万tをセメント原料やコ
ンクリート用混和材、土地造成材として再資源化しています。
金属くず、がれき類は発生量のほぼ全量を再資源化しており、その他の廃棄物についても極力再資
源化に努めています。また、副生品である脱硫石膏については、石膏ボード等の建設材料やセメント
原料としてほぼ全量再資源化しています。

＜主な廃棄物と副生品の再資源化量等の推移＞

（万ｔ）

種　　　類 1990年度 2012年度 2013年度 2014年度

廃
　
棄
　
物

燃え殻
ばいじん
（石炭灰）

発..生..量 347 772 877 843

再資源化量 137 745 837 821
（再資源化率） （39％） （97％） （95％） (97％ )

がれき類
（建設廃材）

発..生..量 40 39 46 51

再資源化量 21 37 44 49
（再資源化率） （53％） （97％） （97％） (96％ )

金属くず
発..生..量 14 20 23 25

再資源化量 13 20 23 25
（再資源化率） （93％） （99％） （99％） (100％ )

副
生
品

脱硫石膏
発..生..量 85 194 206 194

再資源化量 85 193 206 194
（再資源化率） (100%) （99％） （99％） (100％ )

※	廃棄物には、有価物も含む。
※	がれき類（建設廃材）と金属くずについては、1990年度は推計値。
※	再資源化率は、実数量により算出（発生量・再資源化量の万t未満の数量は四捨五入による数値処理実施）。
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③3R推進に向けた今後の取組み

電気事業では、循環型社会の形成に向け、引き続き、次の課題等に取り組んでいきます。

•. 石炭灰　　　　：.再資源化促進が今後も重要な課題と考えており、石炭灰を大量にかつ安定的に利
用できる分野の開拓や有効利用技術の調査・研究に積極的に取り組む。

•. 脱硫石膏　　　：全量再資源化の推進。
•. その他の廃棄物：積極的な3Rの推進。

〈リデュースの例〉
•. 火力発電熱効率の維持・向上に努め、石炭灰等の廃棄物の発生を抑制していきます。
•. 配電盤運搬時の木製梱包材に代えて、新たに再利用可能な鋼製の据付用コンテナを開発し、廃棄物
となる木枠の発生抑制を行なっています。

〈リユースの例〉
•. ガスタービン設備の排気ダクト等に取り付けてある保温材の一部を再使用しています。
•. 電線包装用ドラム（木製、樹脂製）を再使用しています。
•. 電力量計は、点検･修理を行い、計量のための検定を受けた後、再使用しています。

〈リサイクルの例〉

廃棄物等の種類 主な再資源化用途

燃え殻
ばいじん

石炭灰 セメント原料、肥料、土木材料（土壌改良材、海砂代替材)

重原油灰 バナジウム回収、助燃剤

汚泥 セメント原料

　　がれき類（建設廃材） 建築用骨材、道路路盤材、再生アスファルト

金属くず 再生配電線、金属製品原料

ガラスくず及び陶磁器くず タイル・ブロック原料、建築用骨材、道路路盤材

廃プラスチック プラスチック原料

脱硫石膏（副生品） 石膏ボード原料、セメント原料
※リデュース・リユース・リサイクル事例を次項に掲載

④リユース・リサイクル製品等の利用拡大

循環型社会の形成のためには、廃棄物等の3Rを推進して資源循環を促進するだけでなく、自らも環
境にやさしいエコ製品等を利用することが不可欠であると認識しており、グリーン購入の推進やリユー
ス・リサイクル製品の利用拡大に向けて積極的に取り組んでいます。
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石炭火力発電所から
発生した石炭灰
（写真はフライアッシュ。フライ
アッシュは、電気集塵器で捕集さ
れ、微細な球形粒子状をしてい
ます。）

コンクリート混和材として利用

参考：リサイクルの具体事例（一部）

フライアッシュを混和すると、強度、水密性に優れ、
ひび割れのないコンクリートができるため、ダムの建
設などに利用しています。

吹付け材として利用
トンネル工事で使用される吹付けコンクリー
トの使用材料の一部をフライアッシュに置き
換えることで、吹付け時の跳ね返り量の低減
による使用材料の節約や、粉じん量の低減に
より作業環境が改善されます。

コンクリート二次製品として利用

セメントにフライアッシュ等を混ぜることで、セメント使用量低減のみならず、
強度増加等の優れた特徴を持つコンクリート製品が製造できます。（写真は消波ブ
ロック）

石炭灰の例（フライアッシュ）

なお、自治体の公共事業にフライアッシュ混合コンクリートを標準使用する取組みについて、自治
体や関係諸団体とともに2010年度にリデュース･リユース･リサイクル推進協議会国土交通大臣賞を
受賞しております。
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石炭火力発電所から
発生した石炭灰
（フライアッシュ）

土砂代替材として利用
石炭灰とセメントに水と添加剤を混合し再生利用したも
ので、土砂代替材として建設工事で使用しています。

肥料として利用
石炭灰を主原料とするけい酸カリ肥料を開発・販売
しています。

海砂代替材・環境修復材として利用

石炭火力発電所から
発生した石炭灰
（写真はクリンカアッシュ。クリン
カアッシュはボイラ底部に落下し
た灰の塊を粉砕したもの。）

保水性舗装ブロックとして利用
保水性能を有している
ため舗装路面温度の上
昇を抑制するとともに、
吸水性にも優れている
ので、降雨時には表面
に水溜りができず、快
適な街づくりに活用し
ています。

石炭灰の例（クリンカアッシュ）

石炭灰を造粒機で造粒し、海砂代替材として販売し
ています。
また、本製品は、河川干潟等のヘドロを浄化する底
質改善において公共事業で活用されています。

古くなって取り替えた銅電線やアルミ電線を
切断、破砕し、材質ごとに分別します。

金属材料として再利用します。
（写真は再生電線）

金属くずの例

参考：リサイクルの具体事例（一部）
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古くなって取り替えたポリエチレン支線	
ガード

樹脂カバー類を材質ごとに分別する
とともに、破砕・洗浄し、再原料化
（リペレット）します。

プラスチック原料として再利用
します。（写真は支線ガード）

廃プラスチックの例（支線ガード）

【2004年度　リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞　受賞】

絶縁カバー設置状態

廃プラスチックの例（プラスチック製ねかせ）

【2007年度　資源循環技術・システム表彰　奨励賞　受賞】
【2009年度　リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞　受賞】

計器箱設置状態

撤去後の廃プラ 撤去後の廃プラ

プラスチック製
ねかせ

従来コンクリート製であった配電柱
基礎補強材の原料として、配電設備
から出る廃プラスチックを使用し「プ
ラスチック製ねかせ」にリサイクル
しています。

火力発電所の排煙脱硫装置から
取り出した石膏（副生品）
（排煙中の硫黄酸化物を除去するため、石灰と
硫黄酸化物を反応させて石膏として取り出します。）

石膏ボード、セメント原料などとして再利用します。
（写真は石膏ボード）

石膏の例

参考：リサイクルの具体事例（一部）
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廃がいしについては、破砕後にエッジレス加工を行うことにより、庭石等のエクステリア製品として活用しています。

配電工事で発生する老朽化した廃コンクリート
柱は切断・粉砕の過程を経て土木建築物の基礎
材としてリサイクルされます。

廃コンクリート柱の例

廃がいしの例

廃コンクリート柱を骨材としても使用し、再生
コンクリート柱とすることで天然骨材の使用量
削減に取り組んでいます。

【2009年度　リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞　受賞】

【2014年度　リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞　受賞】

発電所の冷却水取
水路に付着したム
ラサキイガイなど
の貝類

これらの貝類は堆肥化、焼却などの中
間処理をします。

中間処理後、肥料、
土壌改良材、セメン
ト原料などに再利用
します。
（写真は肥料原料）

その他

参考：リサイクルの具体事例（一部）
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参考：リデュースの具体事例

参考：リユースの具体事例（一部）

■  配電盤運搬用据付コンテナ 
 【2008年度　リデュース・リユース・リサイクル推進協議会会長賞　受賞】

■  配電線用ドラム

発電所や変電所に配電盤を運搬する際の梱
包材に代えて、「配電盤運搬用据付コンテナ」
を開発し木枠の削減に取り組んでいます。

配電線用ドラムを木製から軽量で繰り返し使
用できる樹脂製に変更し、再使用しています。
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（2）原子力分野におけるリサイクル　
①リサイクルとしての原子燃料サイクルの確立

エネルギー自給率わずか4％の我が国にとって、使用済燃料を廃棄物と再使用可能な燃料であるウ
ランとプルトニウムに分別し、リサイクルする原子燃料サイクルの確立は、資源利用効率の拡大、廃
棄物の減容の観点から非常に有効で、供給安定性に優れた原子力発電所の特性をさらに向上させる循
環型社会の趣旨に沿ったシステムです。
現在、青森県に建設中の再処理工場で使用済燃料から回収されるプルトニウムについては、余剰プ
ルトニウムを持たないという我が国の国際公約を踏まえ、当面、軽水炉でMOX燃料（Mixed.Oxide.
Fuel：ウランとプルトニウムの混合燃料）として消費するプルサーマル計画に取り組んでいきます。
また、現在、研究開発が進められている高速増殖炉（FBR）は、ウラン燃料を何度もリサイクルして使
用できることから、ウラン資源の寿命を飛躍的に延ばすことができます。

②原子力施設から生じる再生可能資源の有効利用

原子力施設の廃止措置や運転に伴い、発生する廃材のうち放射性物質の濃度が極めて低く、人への
影響が無視できるものも発生します。これらについて放射性廃棄物と区分して、適切に再生利用や処
分を行うことは、我が国における循環型社会形成の観点から重要であり、国の厳しい確認を受けた上
で「放射性廃棄物として扱う必要のないもの」（以下、クリアランス物）として、一般の有価物や廃棄
物と同等に扱って良いとする原子炉等規制法の改正が2005年に行われました。
2006年にはこのクリアランス制度を初めて適用し、原子力発電所の廃止措置工事で発生したクリ
アランス物のリサイクルが日本原子力発電㈱東海発電所において始まりました。
今後も電気事業者は、この法改正の趣旨に則り、原子力施設から生じる金属・コンクリート等につ
いて、クリアランス制度を適用し、国によりクリアランス物として確認を受けた物については、積極
的に再生可能資源として有効利用することを実践していきます。
なお、クリアランス物は、この制度が社会に定着するまでの間、それが原子力施設由来の物である
ことをご了解頂いた方々の施設で加工・処理し、電気事業者自ら率先して関係企業などで再生利用等
を進めていくこととしております。

＜日本原子力発電㈱東海発電所の廃止措置で発生した 
クリアランス物を加工・処理して製作したベンチ、遮へい体＞

原子力発電所の PR施設に設置
（脚部に利用）

原子力施設の放射線の遮へい体に利用


