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(57)【要約】
【課題】食品等の有機廃棄物とプラスチック廃棄物の混
合廃棄物の、新規処理システムを提供する。
【解決手段】本発明のプラスチック廃棄物と有機廃棄物
との混合廃棄物の処理システムは、前記混合廃棄物を、
粉砕する粉砕工程と、前記混合廃棄物を、乾燥する乾燥
工程と、前記粉砕工程及び乾燥工程で生成した混合乾燥
粉砕物を、プラスチック乾燥粉砕物と有機乾燥粉砕物に
分別する、分別工程と、前記分別工程で生成したプラス
チック乾燥粉砕物と有機乾燥粉砕物とを混合し、混合原
料を調製する、混合調製工程と、前記混合原料から、固
形燃料を製造する、固形燃料製造工程とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プラスチック廃棄物と有機廃棄物との混合廃棄物の処理システムであって、
　前記混合廃棄物を、粉砕する粉砕工程と、
　前記混合廃棄物を、乾燥する乾燥工程と、
　前記粉砕工程及び乾燥工程で生成した混合乾燥粉砕物を、プラスチック乾燥粉砕物と有
機乾燥粉砕物に分別する、分別工程と、
　前記分別工程で生成したプラスチック乾燥粉砕物と有機乾燥粉砕物とを混合し、混合原
料を調製する、混合調製工程と、
　前記混合原料を、成形し、固形燃料を製造する、固形燃料製造工程と、
　を備える、処理システム。
【請求項２】
　前記粉砕工程と乾燥工程とを、並行して行うことを特徴とする、請求項１に記載の処理
システム。
【請求項３】
　前記有機廃棄物は、食品廃棄物である、請求項１又は２に記載の処理システム。
【請求項４】
　前記粉砕工程は、前記混合廃棄物と油脂吸着材を混合しながら行うことを特徴とする、
請求項１～３の何れかに記載の処理システム。
【請求項５】
　前記混合調製工程は、混合原料の単位熱量が所定値となるように、前記プラスチック乾
燥粉砕物と有機乾燥粉砕物との混合割合を調整することを特徴とする、請求項１～４の何
れかに記載の処理システム。
【請求項６】
　前記分別工程は、プラスチック乾燥粉砕物から塩化ビニルを分離する塩化ビニル分離工
程を更に含むことを特徴とする、請求項１～５の何れかに記載の処理システム。
【請求項７】
　前記混合調製工程は、混合原料の塩素濃度が所定値となるように、前記塩化ビニルを分
離したプラスチック乾燥粉砕物と有機乾燥粉砕物との混合割合を調整することを特徴とす
る、請求項６に記載の処理システム。
【請求項８】
　プラスチック廃棄物と有機廃棄物の混合廃棄物を処理するための処理装置であって、
　前記混合廃棄物を粉砕する、粉砕装置と、
　前記混合廃棄物を乾燥する、乾燥装置と、
　前記粉砕装置及び乾燥装置で、それぞれ粉砕及び乾燥された混合乾燥粉砕物を、プラス
チック乾燥粉砕物と有機乾燥粉砕物に分別する、分別装置と、
　前記分別されたプラスチック乾燥粉砕物と有機乾燥粉砕物とを混合し、混合原料を調製
する、混合調製装置と、
　前記混合原料を、成形し、固形燃料を製造する、固形燃料製造装置と、
　を有する、処理装置。
【請求項９】
　固形燃料の製造方法であって、
　プラスチック廃棄物と有機廃棄物との混合廃棄物を粉砕する、粉砕工程と、
　前記混合廃棄物を、乾燥する乾燥工程と、
　前記乾燥工程及び粉砕工程で生成した混合乾燥粉砕物を、プラスチック乾燥粉砕物と有
機乾燥粉砕物に分別する、分別工程と、
　前記分別されたプラスチック乾燥粉砕物と有機乾燥粉砕物とを混合し、混合原料を調製
する、混合調製工程と、
　前記混合原料を、成形する、成形工程と、
　を有する、製造方法。
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【請求項１０】
　プラスチック廃棄物と有機廃棄物の混合廃棄物の分別方法であって、
　前記混合廃棄物を粉砕する、粉砕工程と、
　前記混合廃棄物を乾燥する、乾燥工程と、
　前記粉砕工程及び乾燥工程で生成した混合乾燥粉砕物を、プラスチック乾燥粉砕物と有
機乾燥粉砕物に分別する、分別工程と、
　を有する、分別方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プラスチック廃棄物と有機廃棄物との混合廃棄物から燃料を製造する廃棄物
処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、コンビニエンスストアの増加に伴い、弁当、パン、惣菜等の加工食品の生産量が
増加している。このような加工食品は、プラスチック容器やプラスチックフィルム等の包
装体に包装されて、包装体入り食品として流通する。そして、このような包装体入り食品
は、製造から一定期間が経過した後は、廃棄物として処分される。
　このような廃棄物の処分は、従来、焼却による方法が主流であった。これは、加工食品
は油分や水分を一定量含むものであり、包装体から完全に分離しにくいことが理由の一つ
として挙げられる。また、包装体から食品の一部を分離して、堆肥化することも行われて
いるが、堆肥化の効率や質は、食品の組成の影響を受けやすく、廃棄物の水分コントロー
ルや発酵条件のコントロールが必須であった。その結果、堆肥化には、莫大なコストがか
かり、未だ包装体入り食品の主要な処理方法とは言えないのが現状である。
【０００３】
　他方、都市型廃棄物を一括して処理する資源化処理システムが、特許文献１に記載され
ている。
　具体的には、資源化処理システムは、可燃廃棄物と不燃廃棄物と廃プラスチックが混在
する混合廃棄物を処理して可燃廃棄物と廃プラスチックを抽出する混合廃棄物処理ライン
と、高水分の有機廃棄物を乾燥処理して低水分の乾燥有機物を抽出する高水分廃棄物処理
ラインと、上記混合廃棄物処理ラインで抽出された可燃廃棄物及び廃プラスチックと、上
記高水分廃棄物処理ラインで抽出された乾燥有機物とを用いて固形燃料を製造する固形燃
料製造ラインを備え、上記固形燃料製造ラインで製造された固形燃料の一部を、上記高水
分廃棄物処理ラインの熱源の燃料に用いることを特徴とすることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２２７７７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の資源化処理システムは、可燃廃棄物（古紙や布）と不燃廃棄物（金
属など）と廃プラスチックを含む混合廃棄物と、高水分の有機廃棄物（有機汚泥や生ごみ
）を別のラインで処理することを前提とするものであり、そもそも有機廃棄物である食品
と包装体との分離に難がある包装体入り食品の処理には適用しにくい。特に、本システム
を油分と水分を多く含む加工食品へ適用することは困難であった。
【０００６】
　本発明は、食品等の有機廃棄物とプラスチック廃棄物の混合廃棄物の、新規処理システ
ムを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明者らは、このような状況において、食品等の有機廃棄物とプラスチック廃棄物の
混合廃棄物の新規な処理システムを開発し、本発明を完成させた。
　すなわち、本発明は、
　プラスチック廃棄物と有機廃棄物との混合廃棄物の処理システムであって、
　前記混合廃棄物を、粉砕する粉砕工程と、
　前記混合廃棄物を、乾燥する乾燥工程と、
　前記粉砕工程及び乾燥工程で生成した混合乾燥粉砕物を、プラスチック乾燥粉砕物と有
機乾燥粉砕物に分別する、分別工程と、
　前記分別工程で生成したプラスチック乾燥粉砕物と有機乾燥粉砕物とを混合し、混合原
料を調製する、混合調製工程と、
　前記混合原料を、溶融固化し、固形燃料を製造する、固形燃料製造工程と、
　を備えることを特徴とする。
　このような混合廃棄物の処理システムは、プラスチック廃棄物と有機廃棄物との混合廃
棄物を、粉砕、乾燥した後に、乾燥粉砕物を分別するため、容易に確実な分別が可能とな
る。そして、このように分別された各乾燥粉砕物を混合調製することにより、混合原料（
混合物）の単位熱量や成分含量をコントロールすることが容易となり、安定した品質の固
形燃料を製造することが可能となる。すなわち、本発明の混合廃棄物の処理システムは、
混合廃棄物を高品質な固形燃料に変換することを可能とする。
【０００８】
　本発明の好ましい形態では、前記粉砕工程と乾燥工程とを、並行して行うことを特徴と
する。
　乾燥しながら粉砕することにより、短い時間で均一な粉砕を行うことができる。これに
より、後述する混合原料の調製において、品質のコントロールがし易くなる。
【０００９】
　本発明の好ましい形態では、前記有機廃棄物は、食品廃棄物であることを特徴とする。
　食品廃棄物の場合は、特にプラスチック廃棄物（食品の包装体）に付着しやすく、これ
らを分離することが困難なため、本発明の処理システムが特に有用である。
【００１０】
　本発明の好ましい形態では、前記粉砕工程は、前記混合廃棄物と油脂吸着材を混合しな
がら行うことを特徴とする。
　粉砕工程を、混合廃棄物と油脂吸着材を混合しながら行うことにより、食品に含まれる
油脂を油脂吸着材に吸着しながら粉砕することができるため、粉砕の効率を上げ、得られ
る粉砕物の均一性を高めることができる。これは、特に油脂を多く用いた加工食品の処理
において、後に製造される固形燃料の品質をコントロールする観点から、極めて有用であ
る。
【００１１】
　本発明の好ましい形態では、前記混合調製工程は、混合原料の単位熱量が所定値となる
ように、前記プラスチック乾燥粉砕物と有機乾燥粉砕物との混合割合を調整することを特
徴とする。
　各乾燥粉砕物の混合割合を調整することで、製造される固形燃料の単位熱量を制御する
ことができ、高品質の固形燃料を製造することが可能となる。
【００１２】
　本発明の好ましい形態では、前記分別工程は、プラスチック乾燥粉砕物から塩化ビニル
を分離する塩化ビニル分離工程を更に有することを特徴とする。
　プラスチック乾燥粉砕物から塩化ビニルを分離することにより、固形燃料における有害
物質の発生を低減することが可能となる。
【００１３】
　本発明の好ましい形態では、前記混合調製工程は、混合原料の塩素濃度が所定値となる
ように、前記塩化ビニルを分離したプラスチック乾燥粉砕物と有機乾燥粉砕物との混合割
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合を調整することを特徴とする。
　各乾燥粉砕物の混合割合を調整することで、固形燃料からのダイオキシンの発生を極力
低減することが可能となる。
【００１４】
　前記課題を解決する本発明は、
　プラスチック廃棄物と有機廃棄物の混合廃棄物を処理するための処理装置であって、
　前記混合廃棄物を粉砕する、粉砕装置と、
　前記混合廃棄物を乾燥する、乾燥装置と、
　前記粉砕装置及び乾燥装置で、それぞれ粉砕及び乾燥された混合乾燥粉砕物を、プラス
チック乾燥粉砕物と有機乾燥粉砕物に分別する、分別装置と、
　前記分別されたプラスチック乾燥粉砕物と有機乾燥粉砕物とを混合し、混合原料を調製
する、混合調製装置と、
　前記混合原料を、成形し、固形燃料を製造する、固形燃料製造装置と、
　を有することを特徴とする。
　このような方法により混合廃棄物を処理することにより、混合廃棄物を、容易に効率よ
く処理することができ、その結果、固形燃料を製造することが可能となる。
【００１５】
　本発明は、また、固形燃料の製造方法にも関する。本製造方法は、プラスチック廃棄物
と有機廃棄物との混合廃棄物を粉砕する、粉砕工程と、前記混合廃棄物を乾燥する、乾燥
工程と、前記粉砕工程、乾燥工程で生成した混合乾燥粉砕物を、プラスチック乾燥粉砕物
と有機乾燥粉砕物に分別する、分別工程と、前記分別されたプラスチック乾燥粉砕物と有
機乾燥粉砕物とを混合し、混合原料を調製する、混合調製工程と、前記混合原料を、成形
する、成形工程とを有する。
　このような固形燃料の製造方法によれば、コンビニエンスストアなどから排出される混
合廃棄物を利用して、良質な固形燃料を製造することが可能となる。
【００１６】
　本発明は、また、プラスチック廃棄物と有機廃棄物との混合廃棄物の分別方法にも関す
る。本方法は、混合廃棄物を粉砕する粉砕工程と、混合廃棄物を乾燥する乾燥工程と、前
記乾燥粉砕工程で生成した混合乾燥粉砕物を、プラスチック乾燥粉砕物と有機乾燥粉砕物
に分別する、分別工程とを有する。
　このような混合廃棄物の分別方法によれば、プラスチック廃棄物と有機廃棄物との混合
廃棄物を乾燥粉砕した後に分別するため、容易に確実に分別することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、コンビニエンスストア、食品加工工場などから排出される、プラスチ
ック廃棄物と食品等の有機廃棄物の混合廃棄物を、効率よく確実に処理することができる
。その結果、低コストでの廃棄物処理が可能となる。また、生成された固形燃料は、エネ
ルギー源として用いることができることから、本発明の廃棄物処理システムは、環境負荷
が小さい。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態である処理システムを説明する、概略図である。
【図２】乾燥工程、粉砕工程を実施するための装置の一実施形態を示す、概略図である。
【図３】図１に示す処理システムにおける分別工程を説明する、概略図である。
【図４】図１に示す処理システムにおける混合調製工程を説明する、概略図である。
【図５】図１に示す処理システムにおける固形燃料製造工程を説明する、概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の処理システムの実施形態について図１～５を参照しながら説明する。
　図１は、本実施形態の混合廃棄物の処理システムを説明する概略図である。図１に示す
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ように、処理システム１は、プラスチック廃棄物と食品廃棄物（有機廃棄物）の混合廃棄
物を粉砕する粉砕工程２と、混合廃棄物を乾燥する乾燥工程３と、混合乾燥粉砕物を分別
する分別工程４と、プラスチック乾燥粉砕物と食品乾燥粉砕物とから混合原料を調製する
混合調製工程５と、前記混合原料から固形燃料を製造する固形燃料製造工程６とからなる
。
【００２０】
　粉砕工程２では、コンビニエンスストア、食品工場などから排出されるプラスチック廃
棄物と食品廃棄物（有機廃棄物）の混合廃棄物を粉砕する。プラスチック廃棄物としては
、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ＰＥＴなどの容器、フィルム等が挙げ
られる。また、食品廃棄物としては、具体的に油脂を含む加工食品が挙げられる。
【００２１】
　乾燥工程３では、上記の混合廃棄物に温風を供給することにより乾燥する。
【００２２】
　本実施形態では、粉砕工程２と乾燥工程３を並行して行っている。このように、乾燥し
ながら粉砕を行うことにより、粉砕効率を上げ、短時間で均一性の高い粉砕が可能となる
。
【００２３】
　本実施形態では、粉砕工程２は、例えば、図２に示すような粉砕乾燥装置７を用いて行
うことができる。
　粉砕乾燥装置７は、混合廃棄物及び油脂吸着材（木くず）を粉砕するための粉砕槽７１
と、粉砕槽７１内の混合廃棄物を撹拌しながら粉砕するための粉砕翼７２と、粉砕槽７１
に温風を供給するための温風供給装置７３と、粉砕槽７１内に空気を送り込むためのブロ
ア７４と、粉砕槽７１内の空気を放出する排気装置７５とを備える。
　粉砕槽７１は、混合廃棄物及び油脂吸着材を投入するための投入口７１１と、粉砕工程
２、乾燥工程３により生成した粉砕乾燥物を粉砕槽７１外に排出するための排出口７１２
・７１２と、温風供給装置７３から温風を粉砕槽７１内に供給するための温風供給口７１
３と、粉砕槽７１内の空気を外部に排出するための排気口７１４とを備える。
　また、粉砕翼７２は、モータ７２１によって、軸方向に回転する構成となっている。
　また、温風供給装置７３は、空気を加熱するためのボイラー７３１と、加熱空気を粉砕
槽７１内に送り込むためのサイクロン７３２を有している。
【００２４】
　粉砕工程２、乾燥工程３では、まず、粉砕槽７１の投入口７１１から粉砕槽７１内に混
合廃棄物と油脂吸着材を投入する。
　この際、油脂吸着材の投入は、混合廃棄物を粉砕、乾燥している間、連続的に行うこと
が好ましい。これにより、油脂吸着材に、混合廃棄物の油脂を効率よく吸着させながら、
粉砕を行うことが可能となる。これにより、短時間で、均質な粉砕乾燥物を生成すること
が可能となる。
【００２５】
　粉砕槽７１内では、混合廃棄物と油脂吸着材が、粉砕翼７２によって、破断されながら
混合される。その間、温風供給装置７３から、温風供給口７１３を通して、粉砕槽７１内
に温風が供給され、混合廃棄物中の水分を除去する。水分を含んだ空気は、排気装置７５
によって排気口７１４から排気される。
【００２６】
　粉砕工程２、乾燥工程３により生成された粉砕乾燥物は、排出口７１２・７１２から粉
砕槽７１外に排出され、コンベヤ７６により、分別装置（図示しない）に搬送され、分別
工程に供される。
【００２７】
　分別工程４では、粉砕工程２、乾燥工程３を経て生成された乾燥粉砕物を、プラスチッ
ク廃棄物由来の乾燥粉砕物（プラスチック乾燥粉砕物）と、有機廃棄物（食品廃棄物）由
来の乾燥粉砕物（食品乾燥粉砕物）とに分別する。
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　本実施形態では、図３に示す通り、分別工程４は、乾燥粉砕物から金属等の重量物を分
離する重量物選別工程４１と、乾燥粉砕物を、プラスチック乾燥粉砕物と、有機乾燥粉砕
物とに分ける篩工程４２とを含む。
　重量物選別工程４１は、風力選別機を用いて行うことができる。重量物としては、鉄、
非鉄金属、鉱物等が挙げられる。また、篩工程４２は、篩を用いて行うことができる。こ
れらの装置は、既存の装置を適宜用いればよい。乾燥工程２、粉砕工程３を経て得られた
混合乾燥粉砕物においては、プラスチック乾燥粉砕物の方が大きいため、食品乾燥粉砕物
が篩を通過する。
【００２８】
　さらに、本実施形態では、篩工程４２を経て篩い分けられたプラスチック乾燥粉砕物か
ら更に塩化ビニルを分離する塩化ビニル分離工程４３を行う。塩化ビニル分離工程４３は
、既存の装置を用いて行うことができる。例えば、Ｘ線分析装置や近赤外線センサを用い
て塩化ビニルを特定し、圧縮空気で当該塩化ビニルを分離する方式の装置などを用いるこ
とが可能である。
【００２９】
　このような各工程を経ることにより、混合乾燥粉砕物は、塩化ビニルを含まないプラス
チック乾燥粉砕物と、食品廃棄物由来の乾燥粉砕物（有機乾燥粉砕物）の２種の乾燥粉砕
物が生成される。
　これらの乾燥粉砕物は、後に製造される固形燃料の出発原料となるものである。
【００３０】
　これらの乾燥粉砕物は、続いて、混合調製工程５に供される。
　混合調製工程５では、図４に示すように、塩化ビニルを含まないプラスチック乾燥粉砕
物と、食品廃棄物由来の乾燥粉砕物（有機乾燥粉砕物）の２種の乾燥粉砕物を混合する。
　これらの混合比率は、単位熱量、塩素濃度が適正な範囲となるように決定する、熱量調
整工程５１、塩素調整工程５２を含む。
　例えば、食品乾燥粉砕物は、通常３，０００～５，０００ｋｃａｌ／ｋｇの熱量を有し
ている。また、塩素濃度は１質量％程度である。
　一方、プラスチック乾燥粉砕物は、通常８，０００～９，０００ｋｃａｌ／ｋｇの熱量
を有している。また、塩化ビニルを除去したプラスチック乾燥粉砕物の塩素濃度は、０．
３質量％程度である。
【００３１】
　従って、各粉砕乾燥物の単位熱量、塩素濃度を考慮し、これらを混合した場合に得られ
る混合物が、所望の単位熱量、塩素濃度となるように、両者の混合割合を決定する。
　例えば、本実施形態においては、混合原料の熱量が、６，０００～７，０００ｋｃａｌ
／ｋｇ、塩素濃度が０．５質量％以下となるように両者の混合割合を決定する。
　なお、この混合調製工程５において、さらに熱量調整を行うために、他成分を混合して
も良い。例えば、ポリエチレンを主体とするプラスチック廃棄物や、木くず、おが屑など
の木材廃棄物を、乾燥粉砕物に混合して熱量調整を行ってもよい。
　さらに、プラスチック由来成分と食品廃棄物由来成分の比率が異なる他の乾燥原料を組
み合わせることにより、熱量を調整することもできる。
　このようにして得られた混合原料は、固形燃料の原料となる。
　なお、混合調製工程５によって生ずるプラスチック乾燥粉砕物の余剰分は、フラフ燃料
として用いることも可能である。
【００３２】
　固形燃料製造工程６は、既存の成形機を用いて実施することができる。すなわち、当該
工程は、混合原料を溶融しながら混練する、溶融・混練工程６１、溶融した原料を成形す
る成形工程６２、成形した原料を冷却する冷却工程６３を含む。混合原料中のプラスチッ
クは、成形時のバインダーとして機能する。
　また、固形燃料は、溶融工程を経ずに、圧縮成形する方法によって成形してもよい。特
に、木くずやおが屑を用いる場合には、圧縮成形による固形燃料の製造が可能である。
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　ここで、製造する固形燃料は、ペレットであることが燃焼効率のコントロールの観点か
ら好ましい。例えば、ペレットは円柱状とすることができ、この場合径が５ｍｍ～３０ｍ
ｍ、高さが１～５ｃｍ程度のペレットとすることが、上記観点から好ましい。
【００３３】
　このようにして製造された固形燃料は、様々な場面で燃料として使用することができる
。このとき、上記と異なる方法で製造された単位熱量が異なる固形燃料と混合して使用す
ることも可能である。
【００３４】
　上記のようにして製造された固形燃料は、例えば、工場等の大型ボイラー、店舗等の小
型ボイラーの燃料として用いることができる。また、小型発電ボイラーで発電された電気
は、例えば、大規模事業者に売電され、さらにコンビニエンスストアやショッピングセン
ター、スーパー、マンションなどに売電される。このようなシステムにより、プラスチッ
クと食品廃棄物の混合廃棄物を利用したエネルギーの循環を実現することが可能となる。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　本発明は、コンビニエンスストアや食品工場から排出される、プラスチックと食品廃棄
物の混合廃棄物の処理に利用できる。
【符号の説明】
【００３６】
　１　処理システム
　２　粉砕工程
　３　乾燥工程
　４　分別工程
　４３　塩化ビニル分離工程
　５　混合調製工程
　６　固形燃料製造工程
　７　粉砕乾燥装置
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