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はじめに 

 

本書は、東京都と白井グループ株式会社が廃棄物の循環利用の更なる促進に係る取組に

ついて、共同で実施したモデル事業「環境負荷低減と経済性向上のための IT を駆使した次

世代型廃棄物資源物流網の構築」の結果を報告するものである。 

資源ロス削減と循環的利用を進めるには、環境負荷がより小さくかつ経済性のより高い、

持続可能な仕組みの構築が必要である。そのためには、静脈物流において、(1)定期的に排

出される事業系一般廃棄物及び産業廃棄物については、収集ルートの大胆な見直しによる

収集運搬のより一層の効率化、(2)不定期に排出される事業系一般廃棄物及び産業廃棄物に

ついては、中小企業の排出希望時機を逸することなく低コストで速やかに回収する仕組み

の確立が重要課題となる。 

そこで、本事業では、主に自由が丘周辺地域(目黒区・世田谷区)において、これらの課題

を解決するべく、各種シミュレーション、調査等を実施した。その結果、下記の成果を得

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事業の結論として、経済性向上と環境負荷低減について関係者（排出事業者、行政、

収運実行企業）の Win-Win 効果が明らかになったことから、所期の目的を達成できたもの

と考える。ここに改めて、東京都、自由が丘商店街、多くの協力企業、学識経験者、関係

区・団体より頂いたご助言とご支援に感謝申し上げる。 

今後、連携収集を持続可能な仕組みとして定着・普及させていくための課題は「連携手

法、作業標準化の一層の具体化」、「各社の顧客・売上・利益の継続の仕組み」及び「行政・

業界・排出事業者様の理解・協力体制の形成」である。「世界一の環境都市・東京」の実現

に向けて引き続き関係者のご支援をお願いしたい。 

 

平成 29年１月 31 日 

白井グループ株式会社 

代表取締役社長 白井 徹  

【得られた成果】 

・事業系一般廃棄物及び産業廃棄物に対する連携収集導入シミュレーション・調査によ

り、走行距離・時間・CO2排出量をおおむね 2～3割削減できることを示し、今後の課

題を明らかにした。 

・収集運搬の作業標準化に資する IT技術(音声認識,画像認識)の適用可能性を明らかに

した。 

・インターネット受付システムによりフードロスやサーバー・小型家電の不定期ごみ回

収の仕組みを試行した結果、排出事業者のニーズと課題を明らかにした。 
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1.  事業の概要（背景と目的）  

1.1 事業の背景と目的 

1.1.1 事業の背景  

東京都の事業系一般廃棄物の収集運搬・処分企業は推定で約 400 社、収集車が約 2,500

台、家庭ごみについては 51社、収集車が約 2,200台、産業廃棄物については約 14,000社、

収集車が数万台にも及ぶと言われている。他社間の収集運搬車に連携がない場合には、必

要以上の収集運搬車が交通渋滞の一因となるだけでなく、収集運搬車の総走行距離に比例

した CO2を排出している。さらには収集運搬・処分企業においては今後、人手不足が懸念さ

れることから業務の一層の効率化が求められている。 

東京都が世界一の環境都市を目指すために解決すべき課題として、事業者から定期的に

排出される事業系一般廃棄物及び産業廃棄物については、必要最小限の収集運搬車による

低コスト・低 CO2 での収集を実現するために、(1)複数社が連携して収集運搬に当たる仕組

み（以下「連携収集」という。）の確立、不定期の事業系一般廃棄物及び産業廃棄物につい

ては、(2)中小企業事業者の排出希望時機を逸することなく速やかに回収する仕組みの確立

が必要である。 

 

1.1.2 事業の目的 

本事業においては、将来的に連携収集事業及び中小企業事業者の排出希望時機を逸する

ことなく退蔵廃棄物を速やかに回収できる仕組みを持続可能的に東京都 23区に拡大するこ

とをねらい、下記にモデル事業の実施概要を示す。 

 

 

1.2 本事業の概要 

連携収集については、白井グループの有する IT（Information Technology：情報技術）

を駆使した最適配車システム（以下「IT配車システム」という。）を拡大利用して、台数・

時間・コスト・CO2 の削減効果を定量化し、さらに東京都全体へ拡大した場合の効果を推定

する。 

連携収集を行う際の課題は、実運用時の契約体系、料金決定根拠となる査定方法をいか

にして決めるかである。このため、連携各社間で異なる作業方法を統一して定量化するた

めの「作業の標準化」が必要となる。そこで、廃棄物回収の状況を定量化するために、基

本機能については開発済みの音声認識技術と画像認識技術の実用性を検証する。本事業に

おける連携収集の業務フロー、課題と解決策を図 1-1に示す。 
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1.2.1 本事業の対象廃棄物 

本事業での対象廃棄物は、事業系一般廃棄物（区収集のごみを除く、可燃ごみ、生ごみ、

紙くず、木くずなど）及び産業廃棄物（定期の不燃ごみ、ビニール・プラスチックなどの

不燃ごみのみを対象、資源物を除く）とする。将来的には東京都 23区全域へ拡大・発展さ

せることをめざすが、本モデル事業では、民間企業が自主的に取り組める品目のみを対象

とした。 

 

1.2.2 本事業の実施エリア 

モデル事業の実施エリアは、自由が丘商店街及びその周辺地域（目黒区・世田谷区）と

した。これは、モデル事業を実施するうえで、地域企業の賛同が得られる地域での成功実

績が今後の拡大・展開のために重要であると考えたからである。自由が丘商店街は先進的

な商店街として環境対応（緑化活動・養蜂など）に取組み、エコマインドが高いことから、

本地域を実施エリアに定めた。自由が丘商店街は先進的取り組みとして夜間収集を実施し

ているが、通常の昼間回収実施分のデータも必要と判断し、中央区・荒川区・葛飾区の中

でご理解をいただける排出事業者にも協力を依頼した。 

 

1.2.3 本事業の参加企業 

モデル事業の参加企業は、本事業の実施提案者である白井グループ株式会社に加え、連

携収集に前向きな企業に声がけし、特に自由が丘地域での収集運搬事業を行っている株式

会社木下フレンド及び株式会社増渕商店とした。 

図 1-1連携収集の業務フロー、課題と解決策 



 

6 

 

 

図 1-2 モデル事業の実施スキーム 

 

1.2.4 対象廃棄物ごとの事業実施内容 

本事業は、民間回収している事業系一般廃棄物と産業廃棄物を対象にし、複数企業の協

力による連携収集の効果を定量化した。実態調査にもとづく IT配車システムによるシミュ

レーションと実走行検証（以下「模擬回収」という。）を実施し、収集運搬の総所要時間、

走行距離、必要台数及び CO2排出量に及ぼす効果を試算した。 

目黒区・世田谷区における可燃の事業系一般廃棄物、並びに中央区・荒川区・葛飾区に

おける不燃の不定期廃棄物である産業廃棄物を対象として、回収物の音声認識、画像認識

による計量可能性を評価した。これは、連携収集を実施する際の複数社の回収作業の標準

化可能性を調査することを目的としたものである。 

連携収集のトラック配車効率化の結果として、余剰トラックが生じることが見込まれる。

一方、商店街事業者の廃棄物には、不定期に発生するものがあるが、通常の定期回収では

十分に対応できない。そのため、これら不定期廃棄物を適時に処理するため、この余剰ト

ラックを活用して、広く回収する可能性を検証する。そこで、目黒区・世田谷区（自由が

丘地域）については、産業廃棄物の「インターネット受付システム」の構築・試行を行っ

た。具体的には、商店街の事業者に退蔵されているサーバー・小型家電などの不定期産業

廃棄物を対象に、インターネットによる申込受付を行い、実際に廃棄物回収を実施した。

また、フードロスについては分別回収への協力可能性調査を目的に実施した。 

なお、本事業では回収対象としなかったが、有害物なども事業者が簡便な廃棄方法を求

めていると考えられるため、将来的には同様のインターネット受付システムはそれらの回

収にも道を開くものと考えている。 
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図 1-3 本事業のスコープ 
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2.  連携収集事業の検証 

2.1 連携収集事業の概要 

連携収集確立については、図 2-1に示す 4つのステップで実施した。 

ステップ 1：連携収集を実施するには、既存の回収ルートとは異なるルートを連携収集の

シミュレーション・コースとして設定し、その中でスムーズに走行及び回収作業を行なわ

なければならない。そこで、「現状調査」では、まず、連携 3社から事前に各回収場所(約 4

50 箇所）の住所、回収実績量・回収必要時間のデータを提供してもらい、本事業の調査員

が現場に出向き、地図上の回収位置・現場写真を取得し、調査票を各々作成した。この情

報によりスムーズな実走行試験が可能となった。 

ステップ 2：「連携シミュレーション」では上記情報を整理・入力し、連携収集の最短ル

ート・時間を IT配車システムでシミュレートした。これによって、机上での時間・距離・

CO2排出量の削減効果を試算した。 

ステップ 3：「シミュレーションの妥当性評価」では、シミュレーションルートを実際に

走行（回収は行わずに所定の回収時間だけ停止して移動）し、両者の時間を比較した。 

ステップ 4：「効果の試算」では、まず 23 区の廃棄物総量から稼働トラック台数を求め、

ステップ 2で得られた効果を 23区全体へ波及させた場合の効果を推定した。 

 

 

 

 

 

2.2 現状調査（連携 3社との回収場所の調査及び整理） 

現在、各収集運搬企業は、同一地域であっても各社の収集運搬車両が輻輳して廃棄物を

回収している。つまり、同一地域を各社が似たようなルートをたどって回収するという無

図 2-1 連携収集の実施プロセス 
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駄が生じている。このため各社の車両の走行距離が長くなるだけでなく、収集運搬に必要

な車両台数も多くなり、回収時間とコスト、CO2排出量を抑制できないという問題がある。 

これに対して、複数社が連携して収集運搬にあたる「連携収集」では、各社の担当エリ

アを総合的に判断して最適な担当会社を決めることで、最短のルートを見出し、車両台数、

回収時間、コスト、CO2 排出量を低減することが期待できる。連携収集のコンセプトと期待

効果を図 2-2に示す。 

 

 

 

連携収集の効果を導き出すためには、まず現状の収集に要される車両台数、時間、及び C

O2の排出量を明らかにした上で、3社合同の連携収集による効果と比較する必要がある。こ

のとき留意することは、連携収集効果を「IT 配車システム」に基づいて算出するものの、

このような机上でのシミュレーションと実際の運行状況との乖離が発生する可能性がある

ことである。そこで、両者の比較検証も実施した。（2.4節） 

机上シミュレーション及び実走行による検証を行う上で、連携収集 3社の回収場所につ

いての現場調査が必要となる。そこで、2-1第 1ステップで示した調査を実施した。 

調査手法は、下記の図 2-3調査票の例に示されるように、調査員が自由が丘及びその周

辺の回収場所約 450箇所を訪問して、現場の周辺地図(google map)確認と地図作成、ごみ

置き場を特定、撮影し調査票を作成した。さらに、各社から提供された回収見込み時間を

確認した。ここで得た情報は、IT配車システムにおいては回収ルート作成及び回収時間設

定の基礎情報となるので、これらの情報を入力する。また、実走行検証においては、本調

査票はドライバーがスムーズにローケーション移動と時間計測ができるように活用した。 

以下に、現場調査を基に作成した調査票の例を示す。この調査票を各々約 450箇所につ

いてあらかじめ作成した。 

図 2-2 連携収集のコンセプトと期待効果 
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2.3 IT配車システムによるシミュレーション 

2.3.1 IT配車システムによるシミュレーションの内容 

連携収集を実現させるためには、IT配車システムによる配車ルートが実運用可能である

かを検証する必要がある。IT配車システムのイメージを説明するために次の例を説明する。

図 2-4の例は、産業廃棄物（定期の不燃ごみ）のシミュレーション結果の図である。現状

は、図 2-4に示すように 3社が独自にコースを設定している。この 3社のコースを組み替

えて最適化コースにすることを人間に頼って行うことは困難である。 

 

最短ルートを作成する機能については、すでに、白井グループでは特定地域について 

現在白井グループでは、自社トラックのみを配車する目的で導入した IT配車システムを

運用している。この機能を拡大・改良して複数社（本事業では 3 社）が参加した場合に最

適な配車ルートを検討した。 

まず連携 3 社すべての回収場所（排出事業者）の住所を新規にマスターデータに入力・

図 2-3 調査票の例 

図 2-4 不燃ゴミの連携前の回収ルート（3台） 
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登録する。これに対して配車する台数を割り当て、最も短い時間で回収するルートを、各

社の制約条件（車両の稼働制限時間と積載量）をある程度加味しつつ半自動的にシミュレ

ートする。台数はいくつかのパターンをシミュレートする。一旦条件を決めればシミュレ

ーション計算はコンピュータが行うが、各種ケースについての調整は煩雑な手作業となる。

具体的には、2.1で実施した現場調査で得た基礎情報を基に、排出事業者からの要望（回収

要望時間帯・回収見込量）などを考慮し、交通事情やトラック運転手のノウハウ等を入れ

て、手作業でより現実的なルートになるよう調整した。 

この IT 配車システムによって、3 社が連携すれば、設定した車両稼動制限時間の範囲内

で、かつ過積載にならないように、2台で回ることが出来るコースを設定することができた。

得られた結果を図 2-5に示す。このように IT配車システムは人間ではなしえない効果を出

せることを実証できた。 

 

 

 

 

2.3.2 IT配車システムによるシミュレーション（１） 

（民間回収の事業系一般廃棄物、目黒区・世田谷区のみ） 

民間回収の事業系一般廃棄物で目黒区・世田谷区の自由が丘及び近接地域での回収につ

いて、IT配車システムによる連携収集のシミュレーションを実施した。結果を図 2-6に示

す。 

 

図 2-5 不燃ゴミの連携後の回収ルート（2台） 
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【総走行距離】 

連携 3社の連携収集にかかる総走行距離（目黒区・世田谷区のみ）は、回収エリア内の

総走行距離が連携前は 189kmであるが、IT配車システムによるシミュレーションによって

150kmに短縮できることが分かった。削減効果は 20.6%となった。 

 

【総走行時間】 

総走行時間は、現状の 3社の回収時間が 32時間 20分であるのに対して、IT配車システ

ムによるシミュレーションによって、30時間 06分に短縮できることが分かった。削減効果

は 6.9%である。走行距離に比べ削減効果の値が小さかった理由は、回収時間そのものを大

きく削減できないことに起因していると考える。すなわち、自由が丘商店街では多数の店

舗が集中し回収場所が多いために、回収作業自体を減らす余地が小さい。 

なお、さらに削減できる余地があることは 2.4.3で述べる。 

 

【車両台数】 

現状の稼働台数が 3台であるのに対して、IT配車システムによるシミュレーションでは

同じ 3台（3コース）となった。この 3台は連携各社のものだが回収コースは他社も含めて

回収するものである。総走行時間の削減時間が 1台まるごと削減できるほどの効果を創出

できなかった。これは、比較的狭いエリアで、かつ限られた排出事業者と収運事業者によ

図 2-6 IT配車システムによるシミュレーション結果（１） 

（民間回収の事業系一般廃棄物） 
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る連携収集シミュレーションを行ったためであり、より多くの排出事業者と事業者が参画

し、広いエリアを対象にすれば、稼働車両 1台分の走行時間を削減できるものと予想する。 

 

【CO2排出量】 

現状の 3社回収では一日あたり 3台で 129kgの CO2を排出しているが、IT配車システムに

よるシミュレーションでは 102kg まで削減できることがわかった。これは走行距離の短縮

が燃料削減量と比例するためである。（CO2 原単位の出典：「温室効果ガス排出量算定・報告

マニュアル(Ver.2.4)環境省 経済産業省 平成 21 年 3 月」） 

 

 

2.3.3 IT配車システムによるシミュレーション（２） 

（民間回収の事業系一般廃棄物、車庫・清掃工場間の移動のための目黒

区・世田谷区外含む） 

民間回収の事業系一般廃棄物に対して、車庫から目黒区・世田谷区まで、および同地区

から清掃工場を経由して車庫に戻るまでを含めて IT配車システムによる連携収集のシミュ

レーションを実施した。結果を図 2-7に示す。 

 

 

【総走行距離】 

 

【総走行時間】 

図 2-7に示すように、現状の 3社の総走行距離は 402kmであるが、IT配車システムによ

図 2-7 IT配車システムによるシミュレーション結果（２）（民間回収の事業系一般廃棄物） 
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るシミュレーションによって 371kmに短縮できることが分かった。削減効果は 7.7%となる。 

 

【総走行時間】 

総走行時間は、現状の 3社の回収時間が 37時間 26分であるのに対して、IT配車システ

ムによるシミュレーションによって、35時間 16分に短縮できることが分かった。削減効果

は 5.7%である。 

走行距離と時間の短縮効果が大きくないことは、主に各社の車庫から目黒・世田谷地区

までの移動、さらに同地区を回収後に清掃工場から車庫に帰る往復時間が削減できないた

めだと思われる。 

 

【車両台数】 

現状の稼働台数が 3台であるのに対して、IT配車システムによるシミュレーションでは

同じ 3台となった。目黒区・世田谷区のみの地域でのシミュレーションに比べて効果が得

られないのは、前述したように、連携収集 3社の車庫が対象エリアに近接ではなく、3社の

車庫から両区まで往復する走行距離と走行時間がかかることが原因である。 

今後、対象エリアを東京都全体に拡大し、より多くの収運事業者が参画し、目黒区・世

田谷区以外でも連携収集を実施すれば台数は確実に減るものと考える。 

 

【CO2排出量】 

CO2の削減効果は、現状の 3社回収では一日あたり 3台で 274kgの CO2を排出しているが、

IT配車システムによるシミュレーションによると 253kgまで削減できることがわかった。 
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2.3.4 IT配車システムによるシミュレーション（３） 

（産業廃棄物、目黒区・世田谷区のみ） 

産業廃棄物で目黒区・世田谷区の自由が丘及び近接地域での回収について、IT配車シス

テムのシミュレーションを実施した。結果を図 2-8に示す。 

 

 

【総走行距離】 

産業廃棄物の目黒区・世田谷区の自由が丘地域における連携収集にかかる総走行距離（目

黒区・世田谷区のみ）は現状では 144kmである。一方、IT配車システムによるシミュレー

ションによって 112km に短縮できることが分かった。削減効果は 22.3%となる。 

 

【総走行時間】 

総走行時間は、現状の 3社の回収時間が 23時間 54分であるのに対して、IT配車システ

ムによるシミュレーションによって、16時間 48分に短縮できることが分かった。削減効果

は 29.7%である。 

 

【車両台数】 

現状の稼働台数が 3台であるのに対して、IT配車システムによるシミュレーションでは

2台の稼働まで削減できることがわかった。 

 

【CO2排出量】 

図 2-8 IT配車システムによるシミュレーション結果（３）（産業廃棄物） 



 

16 

 

CO2の削減効果は、現状の 3 社回収では一日あたり 3 台で 98kg の CO2を排出しているが、

IT配車システムによるシミュレーションによると 76kgまで削減できることがわかった。 

 

2.3.5 IT配車システムによるシミュレーション（４） 

（産業廃棄物、車庫・清掃工場間の移動のための目黒区・世田谷区外含む） 

産業廃棄物で車庫・清掃工場間の移動のための目黒区・世田谷区外含む地域での回収に

ついて、IT配車システムによる連携収集のシミュレーションを実施した。結果を図 2-9に

示す。 

 

 

 

【総走行距離】 

産業廃棄物の連携収集にかかる総走行距離は、現状が 354kmであるが、IT配車システム

によるシミュレーションによって 247kmに短縮できることが分かった。削減効果は 30.2%

となる。 

 

【総走行時間】 

総走行時間は、現状の 3社の回収時間が 30時間 29分であるのに対して、IT配車システ

ムによるシミュレーションによって、21時間 49分に短縮できることが分かった。削減効果

は 29.4%である。 

図 2-9 IT配車システムによるシミュレーション結果（４） 

（産業廃棄物、車庫・清掃工場間の移動のための目黒区・世田谷区外含む） 
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【車両台数】 

現状の稼働台数が 3台であるのに対して、IT配車システムによるシミュレーションでは

2台の稼働まで削減できることがわかった。 

 

【CO2排出量】 

CO2の削減効果は、現状の 3社回収では一日あたり 241kgの CO2を排出しているが、IT配

車システムによるシミュレーションによると 168kgまで削減できることが分った。 

 

産業廃棄物については前節の 2.3.4の目黒・世田谷区だけでなく、各社の車庫から往復

を入れても 3割ほどの削減効果が得られた。シミュレーション(3)(4)の産業廃棄物での結

果が(1)(2)の事業系一般廃棄物より大きな削減効果が得られたのは、産業廃棄物の収集運

搬が現時点まで無駄が多かった（一般廃棄物に比べて回収頻度が少なく量が多いため、1回

の作業に時間がかかる）と言うこともでき、今後の連携の在り方に示唆を与えるものであ

る。 

 

2.4 実走行検証との比較 

 IT配車システムは、これまで自社運用では所期の効果を創出できることを実証しており、

また本事業においても 2.3節において一定の効果があることは実証されたと考えているが、

欠点のない完全無欠のものではない。実際に配車コースに車両を走行させシミュレーショ

ンの精度を把握しておくことは、IT配車システムの実力と改善点を知る上でも重要と考え、

目黒・世田谷区の可燃ごみ（事業系一般廃棄物）回収について実走行試験を実施した。 

 

2.4.1 実走行検証の概要 

本実走行検証では、廃棄物を実際には回収せずに、IT 配車システムが指示したルートを

トラックまたは営業車が模擬的に移動していくことにした（これを「模擬回収」という）。

つまり、走行試験車は各回収場所でその指定された回収時間を停車だけするものとした（つ

まり廃棄物の回収は行わない）。回収場所の「順番のみ」を IT 配車システムが指示し、実

験者はこの順番を守りつつ（現地の状況に応じてルートを決めて）移動した。回収場所間

の移動時間を実測定し、これらのデータを加算することでトータルの稼働時間（＝走行時

間＋回収時間）とした。 

なお、実走行検証においては車庫及び清掃工場への移動については対象外とした。 

 

2.4.2 実走行検証の結果 

実走行した結果を図 2-10 に示す。目黒区・世田谷区における 3 コースの総走行距離は 1

70.5ｋｍ、総走行時間は 27時間 43分となった。 
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項目 内容 第1コース 第2コース 第3コース 総合計
（参考）

シミュレーション値

総走行距離
走行距離(km )

目黒区・自由が丘のみ
71.6 57.8 41.1 170.6 150.0

走行時間（時：分） 6:01 3:30 3:02 12:33 -

回収時間  (時：分) 7:14 4:01 3:55 15:10 -

合計(時：分) 13:15 7:31 6:57 27:43 30:06

収集所要時間

 

 

 

以下に、現状の収集運搬走行距離、IT 配車システムのシミュレーションによる最適化走

行距離及び実走行の比較を図 2-11に示す。 

 

 

 

現状の総走行距離（目黒区・世田谷区のみ）では 189km（2.3.2節）であったものが、IT

配車システムによるシミュレーションでは 150kmで約 20.6%短い結果であったが、実走行で

は 171Kmとなり 10.0%の削減効果に留まった。実走行の走行距離が IT配車システムのシミ

ュレーションより約 21km長い。 

今回実走行を担当したのは実際に対象地域を収集しているドライバーとは別であった。

今回の実験作業者が現地の道路状況（一方通行など）をコンピュータよりも把握できてい

なかったため、シミュレーションより走行距離が長くなってしまったといえる。つまり、

現地の道路状況に詳しい実際のドライバーが回収を行うことで、シミュレーション同様の

削減効果が得られると考えられる。 

次に、現状の総走行時間、IT 配車システムのシミュレーションによる最適化後及び実走

行の総走行時間の比較を図 2-12に示す。 

図 2-10 実走行検証の結果 

図 2-11 現状の総走行距離、IT配車システムのシミュレーション及び実走行の比較 
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図 2-12によると、現状の所要時間は 32時間 20分であったものが、IT 配車システムのシ

ミュレーションでは 30 時間 06 分であり、実走行に要する時間は 27 時間 43 分であった。

実走行の所要時間は現状よりも 14.1%まで削減効果が大きくなる結果となった。 

この理由は次のように考えている。IT 配車システムでは夜間走行も含めて走行時間を安

全側（運用経験では約 10%）に見ているためと、歩行者や他車両の往来が少ない「深夜」に

実施したためと思われる。 

なお、現実の作業員は、(1)狭い道路幅を考慮し、(2)進入困難地域の手前に停車して徒

歩で回収し、(3)道路状況に応じては大通りを活用して速く走行するなどの工夫をしている。 

以上を要約すると、実走行値とシミュレーション最適化数値には差があるものの、大き

くはずれないことが分かり、同時に IT配車システムの改善点としては、作業員の知恵と経

験を IT配車システムに人工知能的に加味・反映させていくことであるといえる。 

 

2.4.3 連携収集拡大による削減効果分析 

2.4.3.1 走行距離と時間の分析 

(1)収集運搬の一層の合理化を図り連携の在り方を検討するとともに、(2)連携収集対象エ

リアを東京都 23区全域に拡大する効果を検討した。具体的には、実走行検証によって明ら

かとなったトラックの「稼働時間」の内訳と実態について更に分析した。 

「稼働時間」は「走行時間」と「回収時間」の和であるので次式となる。 

 

稼働時間＝走行時間＋回収時間 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥（式 1） 

「走行時間」：排出場所でごみを回収し車両を発車させてから、次の排出場所に移動して

車両を停車させるまでの時間である。 

「回収時間」：廃棄物の排出場所において車両を停車させ、廃棄物を引き取って収集運搬

車に搭載し、再び車両を発車させるまでの所要時間である。 

図 2-12 現状の収集運搬走行時間、IT配車システムのシミュレーション及び実走の比較 
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連携収集で削減効果を創出できるのは主に「走行時間」のみである。 

 

【走行時間分析】 

実走行検証における総稼働時間は 27時間 43分(図 2-10)であったが、このうち走行時間

は図 2-13に示すように 12時間 34分、回収時間は 15時間 10分であった。回収時間は連携

にかかわらず必要な時間であるから削減は難しい。（ただし、回収時間については、後述す

る「作業標準化」のための IoT技術を適用すれば削減できる余地がある。） 

一方、走行時間については、回収場所間の距離の短縮に伴って削減できるものと思われ

る。 

 

 

 

【走行距離分析】 

連携収集では各社の顧客の廃棄物を相互に連携して回収し、その結果、走行にかかわる

距離と時間を短縮するものである。将来、連携各社が増える場合を想定して、この走行距

離を短縮するための指針を検討した。着目したのは、どのような移動距離がどのように分

布をしているかである。 

本事業の仮の結論として、次の図 2-14に示すように、回収場所の間の移動距離が 1kmを

超えるものを、「非効率移動」と定義した。 

 
図 2-14 トラックの稼働時間の大まかな内訳 

図 2-13 実走行検証におけるトラックの稼働時間内訳 



 

21 

 

 

図 2-10に示したように、450箇所の間のトータル走行距離は約 170kmであった。前述の

1Km以上の非効率移動は件数で言うと全体の 10％で、その走行距離の合計値は 94.7kmとな

り、総走行距離の約 55％を占めることがわかった。概略図を図 2-15に示す。 

 

 

 

図 2-15 に示すように、非効率移動を排除することが全体の走行距離を一層短縮できる。

また、走行時間については図 2-13に示したように、450箇所の回収のためのトータル走行

時間は 12時間 34分であった。このうち非効率移動の件数 44件のトータルの走行時間は 4

時間 55分となり、図 2-15に示すように約 40％を占めた。つまり、非効率移動を止めれば、

走行時間も大きく削減できる可能性があると言える。 

本事業は、自由が丘を中心とした目黒区・世田谷区に限定して実施し、IT配車システム

を駆使しても 1km以上を走行する非効率移動が多く発生していた。今後、同地区周辺エリ

アで収集運搬を行っている他の収運企業の参加があれば、このような無駄をさらに減らす

ことができる。具体的には、1Km以上の遠隔地をもし半分に減らせば、走行距離と時間をさ

らに 20～30％削減できる可能性を示唆している。 

このような連携拡大を広い地域で進めていけば、参加全社の収集運搬効率の向上のみな

らず、都市そのものへの環境負荷も大きく低減することができる。 

 

 

2.5 東京都 23区全体で予想される効果を試算 

これまで、自由が丘商店街地域における IT配車システムによるシミュレーションと実走

行検証によって、連携収集による削減効果を示した。また、連携収集を自由が丘地域以外

のエリア及び収集運搬事業者の数を拡大することによる更なる削減が期待できる可能性に

ついて示した。 

図 2-15 1Km以上の非効率移動の走行距離・時間の分析と改善指針 
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 ここでは、今後連携収集事業を東京都 23区にエリア拡大及び参加事業者増大をさせた場

合の試算をする。エリア拡大の効果試算として、東京都 23区で稼働しているトラック台数

を推定することで、これに比例した効果を試算した。結果的に全ての排出事業者の廃棄物

回収について連携収集を実施した場合を想定していることになる。試算手順を以下に示す。 

 

 

 

 

まず、東京都 23区で収集運搬を行っている車両台数（複数の情報源からの独自推定）は、

3,000 台から 4,000 台と推定される。これら車両が、現在東京都 23 区の民間収集の事業系

一般廃棄物 96万トン及び産業廃棄物 48万トン（総量約 2,400万トンの内、上下水道事業、

建設廃棄物、製造廃棄物を除いた数値）を回収している。 

 「2.3 IT 配車システムによるシミュレーション」において示したように、連携収集によ

って、総走行時間は 5.7%～29.7%の削減効果があることが分かっている。東京都 23 区にお

ける収集運搬台数が 3,000 台であり、連携収集による効果は、図 2-6、2-7、2-8、2-9 の 4

ケース中 3 ケースで総走行時間約 20～30％削減、1 ケースで約 8％削減であったことから、

ほぼ中間値の「約 15％」を削減できると仮定した。その結果、収集運搬車量は約 450 台削

減できると推定できる。 

 廃棄物の収集運搬車は、日曜日を除く年間約 300 日稼働しており、「2.3IT 配車システム

によるシミュレーション」によって 1台あたりの走行距離（日）は、130km程度であること

がわかっている。収集運搬車が 1km走行することによる CO2の排出量は 681g- CO2/kmである。 

 上記データより試算すると、東京都 23区の全排出事業者に連携収集を実施した場合の環

境貢献効果は、約 1.1 万㌧- CO2/年であると推定できる。 

 

図 2-16 東京都 23区の全排出事業者への適用の効果推定 
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3.  IT技術（音声認識,画像認識）による作業標準化の可能性 

3.1 IT技術（音声認識、画像認識）作業標準化の可能性調査の概要 

廃棄物の収集運搬業務は各社独自の方法で行われており、作業方法や計量方法（袋数、

重量他）が異なっている。実運用では連携各社が共通のルールや標準化された方法で行な

う必要がある。重量計測よりも袋数カウントの方がより一般的なため、本事業では、まず

排出事業者のごみの種類・数の把握と計量を統一する作業標準化の可能性を検討した。 

具体的には、ICT（情報通信技術）の活用によって事務・作業コスト削減の可能性を探る

ことと、収集運搬の作業現場で導入可能性の高いツールとして音声認識及び画像認識によ

るごみの種類と数の自動数値化の可能性を検証した。 

 

 

 

 

図 3-1 先進 IT活用による回収作業の標準化・効率化の概要 
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3.2 音声認識技術による収集運搬作業 

3.2.1 音声認識技術の概要 

本音声認識技術は、一般に市販されているスマートフォンとインカムマイク・ヘッドフ

ォンなどのデバイスを活用して、本事業の中で構築した音声認識アプリケーションをデバ

イスにインストールして作業を行うものである。 

作業者は、排出場所情報（予め ID 番号を付与したもの）、廃棄物の種類、ごみ袋の大き

さ・種類及び数量を読み上げて、インカムマイクを通して記録する。読み上げられた音声

に基づいて、音声認識アプリケーションがデータ・コード化し、情報をスマートフォンデ

バイスに登録するものである。 

 

3.2.2 音声認識技術を活用した収集運搬実験の実施内容及び結果 

音声認識技術を活用した収集運搬実験に先立って、技術精度を検証するために予備実験

を実施した。これは、現場作業で検証をする前に、開発要件に適った技術が出来上がって

いることを検証し、必要であれば開発者に対してフィードバックをするとともに、作業員

のトレーニングを行って、検証実験本番にスムーズに作業を行えるようにするためである。

また、音声認識においては、作業現場の騒音下においても適切に人の声を認識することが

できるか、複数の騒音条件で試験を行った。結果は図 3-2 に示すように、いずれの騒音条

件においても正しく認識することができた。 

 

 
図 3-2 実験に与える騒音の影響の検証とその結果 
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音声認識技術を活用した収集運搬実験は、夜間と昼間では騒音環境が異なることを想定

し、現在夜間収集を行っている目黒区・世田谷区地域と、昼間収集を行っている中央区・

荒川区・葛飾区で実施した。 

回収対象となる顧客は 85社であり、実際に音声認識技術を活用して回収したごみ袋数は

225 袋である。実験においては、ごみ袋の種類は 20 ㍑、45 ㍑、70 ㍑、90 ㍑、段ボール、

発泡スチロール、ポリバケツ入りごみの 7 種類を設定して実施した。結果を図 3-3 と図 3-

4に示す。 

 

 

 

 

 

結果として、音声認識技術の正確性は 98％であった。これは十分に実用可能と判断でき

る技術である。誤認識となったデータについては、言い間違えや言い忘れなどの作業運用

上のミスであり、経験を重ねることによって改善できるものであると考える。事実、経験

無しの作業者が行った予備実験では、機器操作も不慣れなため正解率は当初 70%であったが、

2回目には 90%に向上し、3回目には 98%となった。 

今後の取組として、本技術の採用可否の判断を会社・個人差で評価する。さらに、電子

化したスマートフォンデータをパソコンに伝送し半自動的に数表化することで集計業務の

図 3-4 音声認識技術の実施条件と結果の要約 

図 3-3 音声認識技術の適用結果 
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時間削減可能性やシームレスな経営に生かす方策を検討していく。 

 

3.3 画像認識技術による収集運搬作業 

3.3.1 画像認識技術の概要 

本画像認識技術は、収集運搬車後部の投入口上部に設置してあるドライブレコーダー用

のカメラでごみの投入状況を動画で記録する。この記録された動画を、専用の画像認識ソ

フトを活用して、投入されるごみ袋の個数や大きさを自動で検出し定量化するものである。 

 

3.3.2 検証用のデータ 

音声認識技術の検証と同様に、画像認識においては、作業環境下の照度が画像認識技術

の認識精度に影響を与えると想定されるので、現在、夜間収集を行っている目黒区・世田

谷区地域の他に、昼間収集を行っている中央区・荒川区・葛飾区で実施した。検証用とし

て地域、ごみの種類（可燃/不燃）、明るさ（昼/夜）、車両の異なる 5 種類の映像を取得し

た。 

回収対象となる顧客は、音声認識技術検証と同様に 85 社であり、実際に音声認識技術

を活用して回収したごみ袋数は 225（200袋と袋以外の投入物）である。中央区・荒川区・

葛飾区の顧客から、新たに実施許可を得る必要があったので、連携収集のみの顧客数より

少ない。実験においては、ごみ袋の種類は 20 ㍑、45 ㍑、70 ㍑、90 ㍑の 4 種類を設定して

実施した。 

 

3.3.3 画像認識手法 

画像認識のプロセスは(1)投入検知プロセスと(2)ごみ袋のサイズ識別プロセスからな

る。(1)では時系列的に流れる映像フレームを入力し、両者の違いを検知する。投入物を検

知するための各種パラメータを最適化する。(2)ではごみ袋のサイズを識別するための袋全

体の動きや色に着目して、各種パラメータを最適化する。さらに、識別されたごみ袋をサ

イズごとにカウントする。 

 

3.3.3 画像認識結果 

結果を図 3-5と図 3-6に示す。 
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計 5 回の実験映像について画像認識による識別能力を調べた結果、袋数については正解

値が 200袋に対して、認識値は 198となり 99%の能力があることがわかった。サイズ識別に

ついては図 3-5中の右上のグラフに示すようにほぼ正解を得た。 

 

図 3-5 画像認識技術の適用結果の要約 

図 3-6 条件の異なる場合についての画像認識技術の適用結果 
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ただし、今回の検証では次に述べる課題も明らかになった。各種パラメータの最適化に

ついて、投入物の識別プロセスでは多くのパラメータ値を最適化することで共通の同一ソ

フトウェアで検知できたが、投入検知プロセスでは 5 種類の映像について最適化すること

はできた(可変ソフトウェア方式）ものの、共通のパラメータ値に最適化することはできな

かった。つまり、同一のソフトウェアで、計 5 回の実験結果を全てサイズ識別することは

できなかった。よって今回の実験では、完全自動化までは至っていない。 

原因はサンプル数が十分でないこと、袋自体が重なって投入される場合があること、投

入速度が速い場合があることなどである。また、段ボール、発泡スチロール、バケツ入り

の袋ごみについては認識そのものは可能であったが、サンプル数が少ないため詳細な検証

はできなかった。したがって、これらの精度向上に向けてはパラメータ最適化に関してデ

ィープラーニング等の人工知能が候補として考えられる。 

結論として、識別アルゴリズムや検知・識別用のパラメータをさらに改良していけば袋

総数の精度は高くできるが、 実運用システムの開発には相応の期間と費用がかかる。特に、

大きな課題は、人間が実際の映像をみても分からないものは画像認識ソフトを活用しても

認識困難であり、画像認識しやすい作業方法も必要であると考える。画像認識方式は未来

委先取り型の技術であるので、課題についてさらに検討していく。 
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4.  産業廃棄物（不燃ごみ・資源、定期回収のインターネット受付システム 

4.1 インターネット受付システムを利用した資源回収実験 

連携収集すれば車両は削減できるので、余剰車両を利用して地域の都市資源を回収して

いきたいと考えている。そこで、顧客の利便性を高めるためにインターネット利用システ

ムを構築し、複数企業の相互協力により効率的なごみ（資源）回収の可能性を検討した。 

この試行では図 4-1 に示すように「自由が丘スタイルをより進化させる新たなリサイク

ル」をテーマとして設定し、ごみの課題を解決するのみならず、環境、街の美観向上によ

り、商店街地域自体の価値を高める振興組合に資する活動をめざして実施した。 

 

 

図 4-1 自由が丘スタイルをより進化させる新たなリサイクル 

 

4.1.1 実験対象地域 

本事業の対象地域とした自由が丘商店街には約 1,300 店舗が存在しており、その振興を

担う組織として「自由が丘商店街振興組合」（以下「振興組合」という。）が存在する。振

興組合は、商店街の美観を向上させるための仕組みの検討やイベントを行っている。一例

として、自前のごみ収集の仕組みとして「自由が丘方式（スタイル）」を実施してきた。こ

れは、都の事業系ごみ有料化に合わせて商店街オリジナルの資源ごとの色別ごみ袋を用意

するなど、独自の方式である。商店街の約 1,300 店舗という規模と集積性を活かすことに

より、通年かつ戸別の「夜間収集」が実現され、白井グループはこの自由が丘地域におけ

る夜間収集事業を担っている。 

 

4.1.2 地域ニーズのヒアリング 

本事業では自由が丘の地域ニーズを把握するため振興組合に対するヒアリングを複数回

実施した。このヒアリングの中で得られた内容はフードロスの回収と不要になったサーバ

ー類・小型家電などの回収であった。 
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フードロスについては多くの飲食店と振興組合が改善対象になっている。例えば、飲食

店主自身もこれまでのように焼却処分するのではなく、効率の良い回収を実現した上で、

その後は将来の資源へと役立てるほうがよいと考えている。また、サーバー類及び小型家

電類については商店街の店舗で退蔵されていると予想された。 

そこで、連携収集の結果生み出される余剰車両を活用し、(1)フードロスと(2)サーバー・

小型家電に的を絞り回収を試行することとした。そのために、インターネットを利用した

システムを構築して実験を行い、ニーズの存在と今後のシステム普及のための課題を明ら

かにした。 

 

4.1.3 実験の活動範囲 

本事業での実施活動範囲を下記のフローに示す。「今回の活動範囲」として、フードロス

およびサーバー・小型家電のリサイクルを実施し、点線で示す「将来の姿」は、飼料、肥

料、燃料、素材の循環までを含んでおり、今後の資源化可能性を提示している。 

 

 
図 4-2 実験の活動範囲 

 

4.1.4 フードロス回収実験 

フードロスの定義は「まだ食べられるのに捨てられてしまう食品」を指す。背景として、

日本国内の事業系食品廃棄物発生量約 1,924万トン/年のうち約 330万トンが該当し、その

削減が重要課題となっている。 (引用：平成 25 年度 農林水産省 食品ロスとは ウェブペ

ージより http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/161227_4.html) 

本事業では、この食品廃棄物の排出について、主に中小事業者はどのようなニーズを抱

えているのか（食品廃棄物のみをリサイクルしたいというニーズがあるのか）を調査すべ

く、実際に事業者（主に飲食店）を訪問し、通常排出される可燃ごみの分別（生ごみとそ

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/161227_4.html
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れ以外のごみ）を依頼し、生ごみの排出状況・組成について、実態調査を行った。 

 

4.1.5 サーバー類・小型家電回収実験 

サーバー類、小型家電は都市鉱山とも呼ばれ、貴金属・レアメタル等の資源が含有され

た貴重な資源である。日本全体で 1 年間に発生する使われなくなったパソコンや携帯電話

等の小型家電は、約 65万トンと推定され、その中には鉄や銅、金や銀といった有用な金属

が多く含まれており、金額にして約 844億円にもなるといわれている。（引用：環境省小型

家電リサイクル回収ポータルサイトより：http://kogatakaden.jp/overview.html） 

消費者の埋蔵小型家電（一般廃棄物）は、小型家電リサイクル法の制定やメーカーの自

主的な回収活動により、近年回収が進んできている。 

一方、サーバーは小型家電に該当せず、排出者がどの窓口に問い合わせて良いか不明瞭

であるのが実状である。このため、問い合わせを受けた窓口としても他の部門・組織を紹

介することになるなど、排出事業者から見れば問い合わせがたらい回しになる結果になり

がちである。この目線で考えると、サーバーや小型家電だけでなく、中小事業者が廃棄に

困るものを一元的に回収することを将来像に描いた。 

まず、本事業ではこの回収依頼について、インターネットを用いて窓口を一本化し、容

易にアクセスし依頼をしやすくすることにより、排出者が回収依頼し再資源化に繋げるた

めのシステム構築を検討した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6 実験の実施期間 

第一回の実験を 11 月 28 日～12 月 4 日までの期間にフードロス回収とサーバー・小型家

電回収実験を行うこととした。これは 12月 4日に行われる自由が丘商店街振興組合主催の

クリスマスイルミネーション点灯式に合わせたためである（点灯式イベントの内容は後述

する）。実験をお知らせする図 4-4のチラシを配布した。 

第二回実験は、第一回実験で明らかとなった課題について対策し、2017 年 1 月 18 日～1

図 4-3 インターネット受付システムのねらい 

http://kogatakaden.jp/overview.html
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月 21日に実施した。 

 

図 4-4 実験お知らせのチラシ 
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4.2 実験方法 

4.2.1 フードロス回収実験方法 

本事業では多忙な飲食店が実験実施店舗である。そこで、飲食店に対して、食品廃棄物

については動物の飼料化またはたい肥化をめざしたいこと、それゆえ腐敗していない生ご

み、売れ残り、加工残さ等が対象であり、腐敗した生ごみ、割りばし、異物は入れないよ

うお願いした。その上で、飲食店に既存の廃棄物と分別してもらい、その後、収集運搬事

業者が夜間に回収する実験を行った。回収時にはごみ袋を投入前に開封し、中身を確認し

た。実験の概要とフローは以下の通りである 

 

回収対象 ： フードロス 

実験フロー：  

図 4-5 フードロス回収実験フロー 

 

実験期間 ： 第一回 ：2016年 11月 28日～12月 5日に排出された物を夜間回収 

  第二回 ：2017年 1月 18日～1月 21日に排出された物を夜間回収 

方法 ：  

図 4-6 フードロス回収実験方法
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図 4-7 フードロス回収実験 回収袋貼付用シール（第一回実験用） 

 

4.2.2 サーバー類、小型家電の回収実験方法 

小型家電は主な品目だけで 28品目あるが、本実験では中小事業者から廃棄されると想定

される品目に絞った。具体的には図 4-8 に挙げる物品を回収対象製品とし、これらについ

て排出ポテンシャルを調査した。なお、便宜上昼間の回収とした。実験の概要とフローは

以下の通りである。 

また本事業では、「回収の電子受注・契約システム」を取り入れ、排出事業者がインター

ネット上から回収依頼～契約までをすることにより、容易に再資源化をするためのシステ

ムを構築した。本システムのサンプル画面を、図 4-9、4-10、4-11に示す。 



 

35 

 

 

回収対象 ：サーバー、パソコン（本体/モニター）、携帯電話、電話機、ラジオ、デジ

タルカメラ、デジタルオーディオプレーヤー、ハードディスク、プリンター、

電子書籍端末、電卓、フィルムカメラ、扇風機、照明器具、電子時計 

実験フロー ：  

 

 

実験期間 ：第一回：2016年 11月にインターネット受付で回収依頼された物を、 

 11月 30日の 9時～15時の間に戸別訪問回収 

 第二回：2017年 1月にインターネット受付で回収依頼された物を、 

      1月 18日の 9時～15時の間に戸別訪問回収 

方法 ：下記のウェブサイトにアクセスし、回収依頼を行う 

 http://koden-collection.sakura.ne.jp/ 

  ※ウェブサイト画面は以下の通りである 

図 4-8 サーバー類、小型家電回収実験フロー 

http://koden-collection.sakura.ne.jp/
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図 4-9 サーバー、小型家電回収依頼システムトップページ 
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図 4-10 システム上で回収したい製品を選択する画面 
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図 4-11 電子契約画面 

 

 第二回実験では利用者にとっての簡便性を満たし、利用者数を増やすことを目指し、電

子契約機能を持たせた。赤枠のチェックを入力することで、画面に下部に表示されている

収集運搬契約と処分契約が締結できる。 
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4.3 実験結果と考察 

4.3.1 実験結果 

■フードロス回収実験結果 

実験日 周知した件数 申込件数 
実際に回収

できた件数 

回収実績率 

(回収できた件数/周知件数) 

第一回 1364店舗 5件 1件 0.07% 

第二回 16店舗 8件 8件 50% 

 

■サーバー類、小型家電回収実験結果 

実験日 周知した件数 
申込・回収 

件数 

実際に回収

できた点数 

回収実績率 

(申込・回収数/周知件数) 

第一回 1364店舗 3件 6点 0.22% 

第二回 16店舗 3件 56点 19% 

 

第一回実験では、フードロス回収は周知件数が 1,364 店舗に対し、申込件数が 5 件、実

際にフードロスを排出場所で確認できたのは 1件であり、回収品のうち再資源化（飼料化）

に適した回収品の件数は 1件であった。 

サーバー類、小型家電回収は周知件数が 1,364店舗に対し、申込件数 3件、6点の小型家

電を回収した。 

第二回実験では、フードロス回収は周知件数が 16店舗に対し、申込件数が 8件、実際に

フードロスを排出場所で確認できたのは 8件であり、その全てが回収品のうち再資源化（飼

料化）に適した回収品であった。サーバー類、小型家電回収は周知件数が 16 店舗に対し、

申込件数 3件、56点の小型家電を回収した。 

なお、実際に実験で回収した後の運搬、処分については混乱もなく円滑に進行した。 

今回の実験で排出されたフードロスの写真（第一回、第二回）を、下図に示す。 

   

第一回 
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第二回 

 今回の排出の傾向から見て、第二回実験の際は顧客に直接声掛けをした効果もあり、排

出件数も多く、分別状況も良い（不適物の混入が少ない）傾向が見られた。 

 

 

4.3.2 考察 

まず第一回での件数が少数にとどまった理由について、第一回の実験期間終了後に振興

組合と意見交換した。その結果を述べる。 

まず、周知を行ったのが各実験期間の 1 週間前前後であったので認知拡大のための時間

を確保できなかった。また、申込を行った店舗へヒアリングしたところ、フードロス回収

については、飲食店の営業実務が主で、その中で追加の作業をする時間がなく、生ごみを

再度仕分けることは困難であるという意見があった。また、有料（従来のごみ袋の実費）

であるため実験に協力するのは後回しになってしまっていたとの声も聞かれた。小型家電

回収については契約の手続きが煩雑であるという、オペレーションにおける導入・実行の

課題、インセンティブが機能していないという課題が明らかになった。 

第二回では第一回で得られた課題への対策として、フードロス回収に利用するシールを

排出事業者に配布する際に直接訪問し、小型家電回収と合せて事前説明の時間を設けるこ

ととし、どちらも無料での回収とした。また、インターネット受付システムには電子契約

機能を設けた。 

これらの対策により、第二回の結果に示した通り回収数量と実績率が向上した。これは

主に、「ごみ袋の無料配布」というインセンティブが影響したと考えられる。周知方法に関

しても、依頼文書の一方的な配布では商店主の目にとまりにくい。そこで、直接訪問した

結果、理解を得られるようになり、回収実現率が向上したと考えられる。 

 

4.4 アンケート 

 本事業では、「排出事業者の廃棄物に対するニーズの把握」を目的として、上述の第一回

フードロス・小型家電回収時期に合わせ、自由が丘商店街振興組合の協力のもと、実際に

客先を訪問しながら、紙媒体によるアンケートを行った。期間は 2016年 11月 28日～12月

31 日、対象者は自由が丘商店街地域の商店である。アンケートの内容、回答は以下の通り

である。全体では 14 件の回答があった。 
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 Q1.フードロスについて、「Q①フードロスのリサイクルに関心はありますか？」という質

問では「はい（リサイクル後に資源として循環すべき）：71.4％」であり、「はい（リサイ

クルなら何でも良い）：16.7％」という回答を大きく上回った。これは回答者が、フードロ

スがリサイクル後にどのようなものになるかを提示することを期待していると推察される。 

 「Q②フードロスを飼料・堆肥化して循環利用する場合、割りばし、腐敗物、異物等が入

らないことが必要です。実施する場合には、分別回収にご協力頂けますか？」という質問

では「はい：71.4％」となり、フードロスと他のごみを分別する労力は回答者側の協力を

得られることが見込まれる。 

 「Q③フードロス・生ごみが飼料・肥料などに有効に活用されるのであれば、回収料金が

多少上がってもご理解頂けますか？」という質問では「今より高くなるならやらない：42.

9％」となり、費用負担が増える場合には拒否感があることが分かった。 

 事業者側の可能な限りの協力のもと、費用負担をできるだけ少なくしたフードロスの仕

組み作りが今後の回収で求められるだろう。また、飼料化・肥料化などのリサイクル後の

成果物を示すことも事業所の協力を得る上で重要であろう。 
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図 4-12 Q1フードロスについて 
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 Q2.サーバー、小型家電等の希少資源、有害物含有廃棄物についてのセクションの「Q④

廃棄方法が分からない、面倒等の理由で廃棄しにくいと感じている製品は何ですか？（複

数回答可）」という質問では回答がばらついていることとともに「Q⑤前記④の製品を回収

する仕組みが必要だと思いますか？」では「はい：100％」となることから、様々な小型家

電回収のニーズが中小事業者にも存在していることが分かる。 

 「Q⑥回収する場合、その頻度はどの程度まで許容できますか？」では１～3 ヶ月おきの

定期的な回収を求めるという回答者が 71.4％存在している。この結果から考察するに、潜

在的に定期的な廃棄小型家電回収は月単位での回収で十分であることがわかった。 

今後は、事業者の費用負担が少ない形で定期的に回収する仕組みが求められていると考

えられる。 
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図 4-13 サーバー、小型家電等の希少資源、有害物含有廃棄物について 
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 「Q⑧上記⑦の製品を回収する場合、その頻度はどの程度を希望しますか？」という質問

では、「個別での回収：35.7％（合計）」という回答が得られた。これは事業活動に伴って

発生する廃棄物が、引っ越しや移転に伴って発生することが想定され、都度回収のニーズ

が発生することからこの結果が得られたと推察される。 

 これらニーズが発生した際に、混乱無く収集・運搬、処分業者へ連絡できる仕組みの構

築が必要であろう。 

 

図 4-12 事業活動に伴い廃棄される物品について 
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Q4.については回答者の属性（性別、年齢等）になるため、考察は割愛する。 

 

図 4-13 Q4.回答者について 
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4.5 結論と今後の課題 

両実験の結果では、事業者数が約 1,364 に対して、フードロス回収は 9 件（回収実績率

（回収件数/事業所数）：0.66%）の回収があり、サーバー類、小型家電回収では 6件（回収

実績率（回収件数/事業所数）：0.44%）の回収があった。これらの結果からは、フードロス

回収、サーバー類・小型家電回収ともに市場のニーズが存在するとは言い切れない。今回

は単純比例計算で量的にも少ないが、本モデル事業では実験の周知期間が短く、潜在的な

ニーズを掘り起こせていないと考える。 

自由が丘商店街での実績値を 23 区全体へ展開した場合、東京都 23 区の事業所数は 526,

748（うち、飲食店は 74,387）であるため、フードロス回収では 491 件（74,387 に 0.66%

を乗じた）の潜在顧客の可能性があり、サーバー類・小型家電回収では 2,318件（526,748

に 0.44%を乗じた）の潜在顧客の可能性があることが見込まれる。 (東京都統計年鑑 H26年

度より引用 http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/2014/tn14q3i008.htm) 

第二回実験では、直接訪問により排出事業者に理解を求め、ごみ袋を無料（通常は有料）

にするというインセンティブを出した。その結果、回収実績率がフードロス回収は 50％、

サーバー類・小型家電回収では 19％に向上した。また、本実験では、第一回、第二回とも

に回収日が「1日限定」だったため、利便性は高くなかった。これらの経験を生かしていけ

ば市場の潜在顧客を掘り起こせる可能性がある。 

今後の課題は、「顧客ニーズの的確かつ広域的な把握」である。 (1)回収主体による周知

方法をきめ細かに工夫し、本事業の成果として東京都とともにメディア向けに広く周知す

る、(2)東京都とともに本事業を実効ある施策として東京都全体へ展開することなどが必要

であろう。 
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5.  自由が丘商店街におけるエコマインドアップ活動 

5.1  概要 

本事業では 4.2 における第一回のフードロス回収、小型家電回収実験実施に合わせ、自

由が丘商店街が主催する 2016 年 12 月 4 日・クリスマス点灯式イベント内で、本事業の周

知・広報を兼ねた商店街のエコマインドアップ活動についてのプレゼンテーションを行っ

た。以下にイベントの概要を示す。 

 

図 5-1 本事業関係者と展示パネル 

 

図 5-2 本事業関係者とイベント展示物 
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 実施日 ： 2016年 12月 4日（日） 

 実施会場 ： 自由が丘駅前ロータリークリスマス点灯式特設会場 

 イベント内容 ： ①ステージでの本事業紹介のトークショー 

   ※別添資料に台本を添付する 

   登壇者：自由が丘商店街振興組合 理事長：岡田 一弥氏、 

    白井グループ（株） 代表取締役社長：白井 徹氏 

    日本環境設計（株） 代表取締役会長：岩元 美智彦氏 

 

 

図 5-3 当日のトークショーの様子 
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図 5-4 当日使用した本事業紹介パネル 
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5.2 イベントの成果 

5.2.1 新聞掲載 

本イベントが循環経済新聞 2016年 12月 12日号に掲載された。 

 

図 5-5 循環経済新聞 2016年 12月 12日号 
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5.2.2 TV放映 

 本イベントが TV番組で取材・紹介された 

番組名：地モト TVおかえり！TOKYO イッツコムチャンネル 

（地デジ 10ch）トピックスコーナーで紹介 

放映日：12月 9日（月）7:00,19:00,22:00 

放送区域：東京都 渋谷区・目黒区・世田谷区・大田区・町田市、ケーブルテレビ品川 

神奈川県横浜市 青葉区・港北区・緑区・都筑区 

神奈川県川崎市 高津区・宮前区・中原区 の各一部地域 

放送対象世帯数：約 85万世帯 
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図 5-6 TV放映の様子 
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6.  連携収集のビジネスモデルのポイントと今後の課題 

6.1 ビジネスモデルの骨格とポイント 

連携収集のビジネスモデルの骨格について説明する。一つの排出事業者と収運企業 A,B,

C社が実施する場合を考える。A,B,C各社が 7.1で述べる一通の収集運搬処理委託契約を結

ぶ。契約 A,B,C 社は「営業会社」と「収運実行会社」の両面の仕事を行う。営業会社は、

排出事業者の情報を IT配車システムに伝え、収運実行会社は自社も含めた A,B,C各社の廃

棄物を回収する。 

 

 

 

 配車ルートの決め方のイメージを図 6-2に示す。 

 

 

 

配車ルールについては連携各社間の意見交換が不可欠であり、また、各社各様のスタイ

ルがあるので時間をかけて調整・合意していく必要がある。 

次に、連携収集実行時の現段階でのポイントを図 6-3に示す。 

図 6-1 ビジネスモデル骨格の参考図 

図 6-2 配車ルールの決め方のイメージ 
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第一のポイントは連携各社の営業権と売り上げを継続させることである。自社の営業活

動で顧客を拡大した会社は、その営業権を持続させ、かつ連携で得られた利益の一部を還

流させてもらえるものとする。ただし、以下に述べる他のポイントも勘案しなければなら

ない。 

第二のポイントは排出事業者にもメリットを受けられるようにし、連携各社の競争力を

高めることである。連携で得られた利益の一部をコスト削減やサービス向上に充て、連携

に必要な投資も行う。 

第三のポイントは連携収集事業全体のルール作り、ガバナンス、作業標準化には運営費

用が必要なことである。 

 

6.2 今後の課題 

今後の課題は次の三点である。 

１） 連携手法、作業標準化の一層の具体化 

現在、各社が競合状態にある他社同士が連携するにあたって、連携各社が連携のルール・

規約などを成文化しておくことが重要である。しかし、まだ見通せないことも多く、当面

は信頼感の醸成とひざを交えた合意形成に時間を割くべきと考える。 

作業標準化の一層の具体化は、最も高いハードルである。排出事業者による排出方法や

ルールは多様であり、各社はそこにきめ細かなサービスを提供している。すべてを同一に

することはすぐには無理であろうし、また、実行できるレベルをどのように定めるかも重

要である。最終的な理想や理念先行ではなく、現実的な方法から始めるのがよいと考えて

いる。 

２） 各社の顧客・売上・利益の継続の仕組み 

この問題は、連携収集の成否を左右するポイントである。中小の収運企業は経営が次第

に苦しくなっており、連携収集はその打開策ではあるが、売上と利益がどのようになるか

に関心は高い。一朝一夕に応えは得られないので、時間をかけて合意形成を図っていくべ

図 6-3 連携収集のビジネスポイント 
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きである。 

３） 行政・業界・排出事業者の理解・協力体制の形成 

 連携収集にかかわる収運企業が安心して参加するには、行政の指導と後押しが必要と考

える。業界の中でも連携収集事業の位置づけをして、相互協力体制を構築するのがよい。

排出事業者に対しては、従来の契約を連携契約に変更することに賛同していただく必要が

ある。民間企業による説得だけではなく、東京都全体への効果があることから、行政から

の推奨をしていただけると、効果の出方が早まるものと期待している。 

 なお、適法性に関しては次章で説明する。 

 

7.  第三者評価 

7.1 連携収集に関する契約の適法性について 

連携契約とは図 7-1 に示すように排出事業者と複数の収集運搬企業が収集運搬に関して

契約するものである。 

 

 
 

 

7.1.1 背景 

連携収集では、実務を複数の収集運搬企業が行うことから再委託に当たらないかという

懸念がある。そこで、産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理委託契約を締結する際、排

出事業者 1社が、複数の収集運搬業者及び処分業者と、1通の契約書において署名捺印し委

託する行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）に照

らして適法であるかを判断しなければならない。 

 

7.1.2 法的見解 
廃棄物に関する法律問題に詳しい佐藤泉弁護士から見解をいただいた。 

【結論】 

排出事業者 1社が、複数の収集運搬業者及び処分業者と、1通の契約書において署名捺印

し、産業廃棄物及び事業系一般廃棄物の処理委託契約を締結する行為は、排出事業者が各々

の処分業者と、直接に委託することを意図し、かつ認識している場合には適法である。 

【理由】 

廃棄物処理法第 12条第 5項は、排出事業者が、産業廃棄物処理業者と「それぞれ」委託

しなければならないと規定している。これは、廃棄物処理業者の再委託を防止し、排出事

業者が直接に各廃棄物処理業者と委託することを求めるものである。 

図 7-1 連携収集の契約書体系 
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【説明】 

事業系一般廃棄物についても、再委託は禁止されているため、排出事業者が各廃棄物処

理業者と直接委託する必要がある。 

しかし、排出事業者が、各々の処理業者と直接委託する際に、契約書を分ける必要はなく、

1通の契約書で連名にすることで可能となる。弁護士による見解を、図 7-2に示す。 

 

 

 

 

7.2 連携収集モデル事業に関する第三者評価 

日本の環境経済学分野をリード・牽引されている慶應義塾大学経済学部細田衛士教授に、

モデル事業に関する第三者評価をお願いした。評価書全文については後述するが、細田教

授から提示された今後の課題を当事者である白井グループの理解に置き換えつつ要約して、

図 7-3に示す。 

 

 

図 7-2 連携収集の適法性評価（佐藤泉弁護士） 

図 7-3 連携収集の第三者評価評価（慶応大学細田衛士教授）の咀嚼 
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8.  意見交換会 

 連携収集事業は多方面のステークホルダーが関わっていくことから、関係者間のコミュ

ニケーション、相互理解と合意形成が重要である。そこで、モデル事業の終了を待たず、1

月初旬段階でまとまった内容について、関係者に公開説明し、学識経験者のご意見もいた

だくことにより意見交換を行った。 

2017年 1月 16日に東京国際フォーラムにおいて中間報告・意見交換会を実施し、白井グ

ループ以外の参加者が 53名の参加を得た（合計約 60名）。内訳は収運企業が約 6割、他に

行政、排出事業者、業界団体、銀行他となった。発表は、東京都、白井グループ、学識経

験者（佐藤泉弁護士、慶應義塾大学・細田衛士教授）、自由が丘商店街から行われ、意見交

換会では活発な議論がなされた。 

 

 

   

図 8-1 意見交換会の様子 

 

アンケートを実施した結果、次のことが明らかになった。今後、連携収集事業の効果に

期待することとして、環境への影響（環境美化、CO2削減、資源循環、渋滞緩和などの回答）

が最も大きかった。今後の活動に期待することとしては、より具体的な連携方法の構築を

していくこと（例えば規模に係わらず平等な連携をする仕組み作り、各社の既存システム

との連携・管理など）への関心が高かった。今後の課題や懸念点として出た意見を整理す

ると以下となる。 

・法律、規制、運用 （例）契約、マニフェスト運用、一廃と産廃、区・都などとの連携 

・排出事業者の協力・理解 （例）コストダウンや CSRなどメリットの供与 

・連携企業間の不平等 （例）企業規模による格差が出ないか 

・コンプライアンス （例）鍵の管理、顧客データなど 

・連携企業の選出方法 （例）独占化の防止など 

・連携企業間のコスト負担分配 （例）運営、システム、メンテナンス費用など 

 これらの意見を踏まえて、今後の活動に活かしていく。 
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9.今後の課題（スマートシティと廃棄物処理） 

 連携取集事業を廃棄物・資源化の観点だけでとらえるのではなく、都市問題としてとら 

えておく必要があると考える。これは総合的な視野から都市生活の無駄を省き、世界最先 

端の都市を東京が目指しているからである。 

地球規模の環境・エネルギー問題の深刻化、それにともなう異常気象や自然災害の大規

模化などにより、これまでテクノロジーの発展とともに環境への負荷を強いてきた先進国

の豊かさのあり方が問い直される時代となっている。また、都市部への人口集中が世界規

模で進んでいることで、住環境の悪化や交通渋滞も一段と深刻化している。そこで近年、

大きな注目を集めているのが、電力をはじめとするエネルギーや水、交通、廃棄物といっ

た社会インフラに高度な ITの仕組みを持たせ、持続可能性の高い次世代都市を創造する「ス

マートシティ」である。すでに世界では先進国や新興国を中心に多数のスマートシティプ

ロジェクトが進行中である。 

例えば、総合電機メーカーである日立製作所は、スマートシティを実現するために、都

市マネジメントインフラの実現を提案している。図 8-1 に日立製作所が公表しているスマ

ートシティと都市マネジメントインフラのコンセプトを示す。都市マネジメントインフラ

とは、生活者と複数の関係者が共生、協調しながら生きるために、社会インフラシステム

と生活者を繋ぎ、都市全体の様々な情報を見える化し、かつ活用する IT のしかけである。 

この中で、図 8-1 の中に示してあるリサイクル施設や物流などは、市民と生活パターン

のリアルタイム情報に基づき、かつ廃棄物処理費や資源売却費の変動に合わせた経済的な

最適化なども考えられる。つまり、都市生活アクティビティのビッグデータを IoT で活か

し静脈物流の無駄を極限まで省いていくことが期待される。 

 

 

 

図 8-1 スマートシティと都市マネジメントインフラ（日立製作所資料より） 
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この都市マネジメントインフラを用いたまちづくり提案として、日立製作所は白井グル

ープの協力の元、廃棄物収集・運搬に関するイノベーションを検討している。例えば、さ

まざまなセンシング技術と予測技術を使って、ビル／オフィス／家庭のごみ集積所のごみ

のたまり具合を検知し通知する。このデータから、ごみ排出量を予測し、収集車の配車計

画を動的変更する。決められた日にごみ収集に来るというルールから、必要に応じて収集

にくるというルールへ変更し、収集ルートを効率化する。このことにより、一般廃棄物の

収集運搬に仮に年間 1,200 億円かかっている自治体があったとして、もし、その 15％を効

率化できるとすれば、180億円の削減になると試算している。さらに、ごみ収集車の家庭ご

みと事業者ごみの区分をなくす法令・施策が実現されれば、さらに効率はよくなると提案

している。 

 

 

 

 

このように、廃棄物管理においても、ICT、IoT 技術で低コスト・低炭素・利便性向上の

レベルを革新するための、スマートシティという街全体の効率を考えるコンセプトが重要

である。収集される廃棄物の量が「見える化」されれば、公開された情報をもとに、生活

者や事業者が自分で考えながら行動するようになり、街のあり方、世界のあり方も変える

ことができると考える。 

 

 

 

以上 

  

図 8-2 スマートシティにおける将来の廃棄物管理（日立製作所資料より） 
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