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用語の説明  

 

【あ行】 

硫黄酸化物（SOx）（P.62） 

硫黄の酸化物の総称でソックス（SOx）ともいい、石油や石炭等の化石燃料

を燃焼する時などに排出されます。大気汚染物質としては、二酸化硫黄、三

酸化硫黄、及び三酸化硫黄が大気中の水分と結合して生じる硫酸ミストが主

となります。硫黄酸化物は水と反応すると強い酸性を示すため、酸性雨の原

因になります。 

 

一般廃棄物（P.1） 

産業廃棄物以外の廃棄物のことで「ごみ」と「し尿」に分類されます。  

「ごみ」は商店、オフィス、レストラン等の事業活動によって生じた「事業系ご

み」と、一般家庭の日常生活に伴って生じた「家庭系ごみ」に分類されます。  

 

エネルギー回収型廃棄物処理施設（P.1） 

『エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル』（平成 28 年 3 月改

訂、環境省）では、「循環型社会形成推進交付金において、高効率エネルギ

ー回収及び災害廃棄物処理体制の強化の両方に資する包括的な取り組み

を行う施設に対して交付対象の重点化を図る事業が、平成 26 年度から創

設されたことを踏まえ」、交付率 1/2 の要件を満足するものをエネルギー回収

型廃棄物処理施設としています。 

ごみ焼却施設（ボイラ式焼却施設、水噴射式焼却施設）の場合はエネル

ギー回収率 24.5％相当以上（規模や交付金利用条件により異なる。）等、メ

タンガス化施設の場合は熱利用率 350kWh/ごみ ton 以上等の交付要件を

満足するもののことをいいます。 

 

塩化水素（P.62） 

塩素と水素の化合物で、常温常圧では無色透明で刺激臭のある気体で

す。人が高濃度の塩化水素に暴露すると、まず上部気道に刺激を受け、吸

入が続くと鼻炎、こう頭炎、気管支炎あるいは肺炎を起こし、慢性の障害とし

て歯牙酸食症、胃腸障害、酸血症などがあるなど有毒です。 

また、塩化水素自体には爆発性がありませんが、金属を浸して水素を発生

し、この水素が空気と混合して爆発を起こすことがあります。 
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温室効果ガス（P.29） 

大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し再放出することで地球温

暖化に影響を及ぼすものです。 

二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフル

オロカーボン、六フッ化硫黄の 6 物質が温室効果ガスとして排出削減対象に

指定されています。 

 

【か行】 

ガス化溶融（P.18） 

ごみを熱分解し、生成した可燃性ガスとチャー（炭状の未燃物）をさらに高

温で燃焼させ、その燃焼熱で灰分・不燃物等を溶融する技術であり、ダイオ

キシン類の発生を抑制し、廃棄物を減容化するとともに溶融固化物であるス

ラグも回収・リサイクルできる特長を有します。 

 

加重平均値（P.13） 

各データの“重み（条件）”を考慮した平均値のことを指します。  

 

具体例  

・加重平均値の求め方  

（各データ×重み）の合計÷各データの重みの合計  

A クラス（テストの平均点：80 点、人数：40 人）と B クラス（テストの平均

点：40 点、人数：60 人）の平均値を算出する際、（80 点＋40 点）÷2 ク

ラス＝60 点という出し方ではなく、｛（80 点×40 人）+（40 点×60 人）｝÷

（40 人＋60 人）＝56 点と算出する際に使用する方法。 

 

 

環境負荷（P.1） 

人が環境に与える負担のことであり、環境基本法では、「人の活動により環

境に加えられる影響であって、環境の保全上支障の原因となるおそれのある

もの」と定義されています。単独では環境への悪影響を及ぼさなくとも、集積

することで悪影響を及ぼすものを含みます。 
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機械スカム破砕装置（P.27） 

スカムとは、水面上に浮上した固形物や油脂分の集まったものを指します。

これらが堆積すると、発酵槽内で発生したメタンガスがスカムよりも上に抜ける

ことが出来ず、スカムを押し上げて発酵槽から吹出してしまいます。そこで、水

面上にあるスカムを定期的に破砕し、発生したメタンガスが発酵槽の上部から

抜けることができるようにする装置を指します。 

 

啓発施設（P.1） 

ごみ処理工程の見学や 3R（リデュース、リユース、リサイクルの総称）につい

て学習できる仕組み、家具や子供服などの再利用品の展示などをとおし、3R

の普及啓発等を行うための施設のことです。 

 

K 値（けーち）（P.62） 

硫黄酸化物の規制には、量規制（K 値規制）と総量規制があります。量規

制（K 値規制）は、以下の基準を満足する必要があります。 

q＝K×10-3He2 

q：硫黄酸化物の許容排出量（単位；温度 0 度･圧力 1 気圧の状態に

換算した m3毎時) 

K：地域別に定める定数  

He：補正された排出口の高さ（煙突実高＋煙上昇高） 

この K 値は地域の区分ごとに異なっており、数字が小さくなればなるほど規

制が厳しいことになります。 

 

戸別収集（P.10） 

ごみ排出者の自宅まで出向いてごみの収集を行う方法のことです。 

 

ごみ質（P.13） 

ごみの物理的あるいは化学的性質の総称です。通常、三成分（可燃分、

灰分、水分）、単位体積重量（見かけ比重）、物理組成（種類別組成）、化学

組成（元素組成）、及び低位発熱量等でその性質を表示します。 

 

ごみピット（P.61） 

搬入ごみを一旦貯留し、搬入ごみ量の変動や焼却量の変動に対応するた

めの設備のことです。 
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【さ行】 

災害廃棄物（P.28） 

地震や津波、洪水等の災害に伴って発生する廃棄物のことです。倒壊・破

損した建物等のがれきや木くず、コンクリート、金属くず等様々なものより成り、

その処理責任は発生した市町村にあります。 

 

最終処分（P.3） 

不要品のうち、リユースやリサイクルができないものを埋立てることを言いま

す。埋立処分とも言います。 

 

再生利用（リサイクル）（P.12） 

廃棄物等を原材料として再利用することです。再生利用のうち、廃棄物等

を製品の材料としてそのまま利用することをマテリアルリサイクル、焼却して熱

エネルギーを回収することをサーマルリサイクルといいます。  

サーマルリサイクルとしては、廃棄物発電をはじめ、施設内の暖房・給湯、

温水プール、地域暖房等に利用している例があります。リユース、マテリアルリ

サイクルを繰り返した後でも熱回収は可能であることから、循環型社会形成推

進基本法では、原則としてリユース、マテリアルリサイクルが熱回収に優先す

ることとしています。 

 

残渣（P.10） 

選別、処理後等に残ったかすのことです。 

 

資源（P.3） 

再使用または再生利用できる廃棄物のことです。紙類、びん・缶類、ペット

ボトル、プラスチック製容器包装、衣服・布等がこれにあたります。 

 

主灰（P.48） 

焼却炉でごみを焼却した時に、燃えがらとして残り、炉の底部から排出され

る灰のことです。 

 

循環型社会形成推進交付金（P.84） 

市町村（一部事務組合も含む。）が作成する「循環型社会形成推進地域

計画」に基づき実施される事業の費用について、廃棄物処理法の基本方針

に適合している場合に交付金が交付されます。 
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焼成（P.49） 

焼却灰を単体、または副原料と混合して 1,000～1,100℃程度で加熱・焼

成処理する方法のことです。処理後は砂状の固化物になり、建設資材として

利用されます。 

 

触媒脱硝（P.9） 

触媒を用いて、焼却排ガス中の窒素酸化物を窒素と水に還元する処理方

式のことです。 

 

ストーカ式（P.9） 

ごみを機械的に火格子上に送り、燃焼させる方式のことです。 

 

スラグ（P.15） 

燃やせるごみを焼却したときにできる焼却灰を、電気やガスを使って高温

に加熱し、溶融・固化してできる人工砂のことです。容積は灰の約 2 分の 1 に

なります。 

 

生活環境影響調査（環境アセスメント）（P.1） 

大規模な開発事業（ここでは廃棄物処理施設の建設）が環境に及ぼす影

響について、その事業の実施前に事業の実施による環境への影響を調査・

予測・評価・公表するとともに、地域住民等から環境保全上の意見を聴き、こ

れを事業計画に反映させることで、公害の防止や自然環境の保全を図るた

めの制度のことです。 

 

セメント資源化（P.49） 

主灰及び飛灰を原料としてセメントを製造する方法のことです。 

 

【た行】 

ダイオキシン（P.9） 

塩素を含む物質の不完全燃焼や、薬品類が合成されるときなどに予期せ

ず副次的に生成される人体に有害な物質のことです。 

世界保健機構（WHO）では、ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン（PCDD）、ポ

リ塩化ジベンゾフラン（PCDF）及びコプラナーポリ塩化ビフェニル（Co-PCB）

をダイオキシン類と定義しています。 
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窒素酸化物（NOx）（P.62） 

窒素の酸化物の総称で、通称ノックス（NOx）ともいいます。窒素酸化物は

光化学オキシダントの原因物質であり、硫黄酸化物と同様に酸性雨の原因

にもなっています。 

 

チャー（P.20） 

廃棄物を加熱（蒸し焼き）にした際、熱分解ガス（一酸化炭素、二酸化炭

素、水素、メタンなど）とともに生成される「炭素分を多く含む未燃物」を指しま

す。 

 

厨芥類（P.14） 

台所や調理場などから出る野菜のくずや食べ物の残りなどの生ごみのこと

です。 

 

中間処理施設（P.1） 

廃棄物を埋立て処分する前に、分別、減容、無害化、安定化などの処理

を行う施設のことをいいます。 

 

月変動係数（P.34） 

時期によるごみ量の変動を表したものです。年間の日平均処理量を 1 とし

た時の、各月の日平均処理量を指します。 

 

具体例  

・月変動係数の求め方  

ある月の日平均処理量÷年間の日平均処理量  

年間日平均処理量が 10t/日である自治体において、夏場の 8 月は

生ごみの排出量が多く、日平均処理量が 13ｔ/日であった。 

この場合、8 月の月変動係数は 13ｔ/日÷10ｔ/日＝1.3 となる。 

 

 

低位発熱量（P.13） 

実際に使用できる分の熱量を指します。低発熱量や真発熱量とも呼びま

す。 
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【な行】 

ng（なのぐらむ）（P.62） 

重量の単位で、10 億分の 1 グラムを表します。 

 

ng-TEQ（なのぐらむてぃーいーきゅー）（p.62） 

TEQ は、Toxic Equivalent（毒性等量）の略称で、ナノグラム単位の重量の

毒性等量を表したのです。 

ダイオキシン類は通常、類似化合物の混合体として環境中に存在し、それ

ぞれの毒性の強さが異なるため、混合物の毒性としては、各類似化合物の量

にそれぞれの毒性（最も毒性が強いとされる 2，3，7，8－TCDD の毒性を 1 と

し、その相対値として表した係数）を乗じた値を合計した毒性等量（TEQ）とし

て表します。 

 

m3N（のるまるりゅうべ）（P.62） 

ガスの体積を示す単位で、ガスを標準状態（0℃、1 気圧）へ換算した際の

単位です。 

 

【は行】 

バイオエタノール化（P.14） 

バイオマスから生成されるエタノールのことで、サトウキビやトウモロコシなど

を原料として生産するのが一般的です。廃棄物分野でも、生ごみを原料とし

た研究が進められています。 

 

廃棄物処理法（P.2） 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称です。廃棄物の排出を抑

制し、その適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理し、生活環

境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律のことです。 

 

ばいじん（P.3） 

すすや燃えかすの固体粒子状物質のことです。 
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バグフィルター（P.9） 

ろ布と呼ばれる布を用いて、排ガス中のばいじんをろ過・捕集する装置で

す。ろ布上には、ろ過・捕集されたばいじんが溜まっていくため、定期的にそ

のばいじんを払い落とし、バグフィルター下部にあるホッパに集められることと

なります。 

 

発電効率（P.17） 

投入したエネルギー量に対し、得られた電力エネルギー量のことです。ごみ

発電施設では、発電量をごみと投入燃料の熱量の和で除した値のことです。  

 

飛灰（P.15） 

ごみを焼却する時に発生する排ガスに含まれるばいじんのことで、フライア

ッシュともいいます。 

 

ppm（ぴーぴーえむ）（P.62） 

parts per million の略で、百万分率を意味する割合の単位です。主に微

量物質の濃度を表すのに用いられます。 

 

費用関数（P.78） 

費用関数とは、経済学の分野で生産量と生産にかかる費用の関係を表し

たものです。そこから派生し、廃棄物処理施設の規模と建設費の関係を示す

ものとして使用されます。 

 

VFM（ぶいえふえむ）（P.84） 

Value For Money（バリュー・フォー・マネー）の頭文字をとった言葉で、投

入するお金（税金）に対する使用価値を最も高めるという考え方です。これは

PFI の最も重要な概念であり、従来の方式と比較して、PFI によってどれだけ

費用が削減できるかを算出します。 

 

プレチャンバー（P.27） 

メタン発酵槽において、メインチャンバーへの投入前に、一旦原料を貯留

するスペースのことを指します。ここでは、重量物や砂等の発酵不適物を、メ

インチャンバーへの投入前に取り除く機能を兼ねています。  
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ブロワー（P.23） 

空気に圧力を加えて送り出す送風機のことを指します。 

 

分別収集（P.15） 

廃棄物の中間処理や最終処分を容易にするために、その材質ごとに廃棄

物を分類し、それを収集することです。 

 

【ま行】 

マテリアルリサイクル推進施設（P.1） 

廃棄物を材料や原料としてリサイクルするために、廃棄物の破砕、選別、

圧縮等を行う施設のことです。 

 

メインチャンバー（P.27） 

チャンバー（chamber）とは、「小さな部屋」「室」といった意味の言葉ですが、

ここでは、メタン発酵を主に行うスペースのことを指します。 

 

【や行】 

山元還元（P.49） 

溶融飛灰から非鉄金属（鉛、カドミウム、亜鉛、銅等）を回収・再利用する

技術のことです。廃棄物を埋立処分せずに山元（鉱山や精錬所）に戻し、有

価金属として再生利用する（還元）ことから「山元還元」と呼ばれています。 

 

溶融スラグ（P.20） 

焼却灰等を高温で溶融したものを冷却し、固化させたもののこと。建設・土

木資材としての積極的な活用が進められています。 

 

溶融飛灰（P.49） 

ごみをガス化溶融炉や灰溶融炉で溶融処理する際に発生するばいじんの

ことです。 

 

【ら行】 

リユース（再使用）（P.68） 

いったん使用された製品や部品、容器等を再使用することです。  
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流動床式（P.9） 

けい砂等の粒子層に下部から高圧空気を分散供給し、蓄熱したけい砂等

を流動させ、その中でごみをガス化、燃焼させる方式のことです。 

 

0.6 乗則（れいてんろくじょうそく）（P.77） 

廃棄物処理施設の建設工事にあたって、その概算工事費を算出する際に

は、施設の廃棄物処理規模あたりの金額をベースに判断します。しかしなが

ら、これらは施設の性能・規模・系列（炉数）等によって変動します。 

本構想では、「廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手引き（環境

省、平成 18（2006）年）7 月」に示される「ごみ処理施設の建設費は、規模の

0.6 乗に比例する」という 0.6 乗則（能力－コスト曲線とも言う）を用いて、概算

事業費を算出しています。 

これは、経験的に用いられる方法ですが、例えば能力（規模）に 2 倍の差

がある施設について、そのコストは 2 倍の差があるわけではなく、20.6＝1.52 の

差しかないという考え方です。 

 

ろ過式集塵機（P.9） 

通称バグフィルタと呼ばれる排ガス処理装置の 1 つです。ろ材として織布

又は不織布を用いたばいじんの捕集機能を有しますが、ごみ処理施設では

除塵のみを目的としておらず、有害ガスの除去を含めた排ガス処理システム

の一部として使用されることが多くなっています。 

 

【ABC】 

HDM システム（P.24） 

株式会社 EM 研究所が開発した、微生物を利用した生ごみ減容化処理シ

ステムです。HDM とは「High Decreasing Microbe-bionic」の略で「微生物に

よる高度減容化」を意味します。放線菌、糸状菌、油分解菌、リグニン分解菌

等の微生物を多く含む木片チップの菌床を用意し、そこに生ごみをよく混ぜ

込むと、微生物の作用によって発酵分解が進み、短期間のうちに生ごみの 98

～99％が分解されます。また、発酵が終わった菌床をふるいにかけると、良質

の堆肥（コンポスト）が得られます。 

 


