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2012年の産廃処理動向を占う
第２部◎識者による各分野の予測

今後の廃棄物処理事業者の
進む道を考える

木川 仁
㈱日本廃棄物管理機構　取締役

はじめに
　公益社団法人全国産業廃棄物連合会（以
下、全産連）が、年 2 回行っている「産業
廃棄物処理業景況動向調査（最新版：産
業廃棄物処理業景況動向調査結果につい
て〔2011 年 1 ～ 6 月期〕1）」を見ていると、
2008 年 9 月のリーマンショック以降、売上
高、処理量、営業利益など全ての指数（DI）
はマイナス圏にあり、最近、ややマイナス
値が小さくなるものの一向にプラスに転換
しない状況が続いている。この指数は、前
期と比較して「好転や増加」と答えた企業
割合から「悪化や減少」と答えた企業割合
を差し引いた値と定義される。全ての回答
が営業実績や処理実績といった絶対的な数
値を比較した結果でないため、やや気分的
な感触での回答も含まれることを考慮しな
ければならないが、3 年間連続で減少し続
けていることは尋常な状況ではない。
　図 1 は、現在の産業廃棄物処理業界（以
下、産廃業界）を取り巻く事業環境につい
て、筆者が日常感じている様子を俯瞰した
図だが、こうした数値に裏打ちされたよう
に現状の経営環境は、大変厳しいことが理
解できる。

　まず、市場環境を見た時、産廃処理事業
者（以下、産廃業者）の中心的な顧客であ
る製造事業者（以下、メーカー）は、海外
進出を着実に進めると同時に自らも廃棄物
処理事業に参入し始めている様子が見て取
れる。余談ではあるが、弊社の顧客で産廃
処理とは全く無縁だったあるメーカーは、
数年前から「産廃を原材料に使用した製品
開発」を行い、2011 年 12 月、国内 7 工場
の処分業許可取得のための申請を行ってい
る。
　さらに、社会全体を見た場合、メーカー
だけでなく非製造事業者にも 3R が浸透し
始めていることを痛感する。この傾向は今
後も継続し、廃棄物発生量が減少すると共
に、委託される廃棄物の処理難易度が高く
なり、結果としてのコスト増が経営上の課
題になって来るものと予想される。
　法制度の視点からは、2011 年 4 月の改
正廃棄物処理法の施行、それに伴う自治体
条例の改正が、今まで以上に強化した法令
遵守を求めている。その派生的な影響とし
て、間接的な経費増が見られている。また、
今回の法改正は、さらなる排出事業者責任
の強化を図ったため、排出者による処理業

～自己改革の実践で混沌とした将来に備える
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者の選定の厳格化も進み始めた。
　こうした事業環境下で産廃業者は、価格
競争を中心とした「生き残りを賭けた戦い」
を強いられており、人・モノ・金に関する
企業体力の消耗が始まっている。特に、リー
マンショック以降の売上・収益が鈍化・減
少して、なかなか 2008 年以前のレベルに
戻れない状況が続いている。全産連の景況
動向指数のプラス転換はいつになるのだろ
うか。
　以下、今後の産廃業界の展望を述べなが
ら、混沌とした将来の課題に対して産廃業
者が今から準備しておくべき具体的な行動
や施策を考えてみたい。

産廃業界の今後の展望
　図 1 に示した事業環境は、今後どう変
化するのだろうか？
　市場環境は、今後も厳しさを増すことは
言うまでもない。特に、静脈メジャーと言
われる規模の大きな処理会社が生まれて、
否応なしに、彼らが市場をコントロールし
ようとする状況が生まれるだろう。地場で

地道に事業を営む産廃業者は別として、都
市部に存在する中小業者は、排出業者の業
者選定の厳格化もあり、さらに激しいサバ
イバルレースを展開しなければならない時
代がやって来ると思われる。
　一方、社会環境の視点から見た時、メー
カーを中心に海外進出はさらに継続する。
また、3R も次のステージに進み今後も廃
棄物量の増加は見込めない。法制度の視点
からは、2011 年度の法改正時に議論され
た排出事業者責任の強化が、次回以降の改
正でも実施される可能性が高いため、処
理業者は、今の段階から次回の改正に備え
た管理体制を準備しなければならないだろ
う。
　以上、閉塞感が漂う現在の日本社会を鏡
に映したような姿を産廃業界の近未来像と
して捉えてしまい寄稿する者として申し訳
なく思うが、まだ、経営に余力が少しでも
ある内に、自社のあるべき姿を考えながら
次の 3 ～ 5 年（10 年先の予測は難しすぎ
るため、3 ～ 5 年先を的確に捉えることが
重要）を見据えて行動することが、今の経

図１ 産業廃棄物処理業界を取り巻く現状の事業環境
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特に、リーマンショック以降は売上・収益が鈍化・減少
企業体力が消耗してしまう
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営に必要と考える。この行
動では、具体的な施策を導
入して、その過程や結果を
顧客や社員が実感できるこ
とが重要だ。自己変革を行
う姿を内外に発信して、こ
のような時代でも社業が発
展できるような方向性を示
すことが必要ではないだろ
うか。
　混沌とした時を生き抜い
た企業には、新しい時代が
待っていることは間違いな
い。この苦しい時期を如何
に乗り切って行くのか、具
体的な施策の一端を示しな
がら経営に余力のある今だ
からこそ出来る将来への備
えについて述べてみたい。

今後の事業展開で必要なキーワードは？
　社会経済環境が右肩上がりで順風満帆に
自社事業が展開されている時は、大きな失
態が起きない限り、致命的な課題はほとん
ど存在しない。ところが、一端、経営環境
が激変すると雨後の筍のように課題が発生
して「リスクマネジメントの重要性」が叫
ばれるようになる。昨今の産廃経営者が置
かれた状況は、まさにこの状態であろう。
本来、これら課題に対する回答は、経営が
順調で余裕があった時に準備しておくこと
が必要と考えるが、現状、背に腹を代えら
れる状況でないため、ここで再考する。
　産廃処理に関するリスクは、「業許可ゆ
えのコンプライアンスリスク」と「市場環
境変化に起因するビジネスリスク」に大別
できる。前者は、文字通り産廃業者特有の
リスクであるが、これに加えて産廃業者は、
全ての事業者が抱えるビジネスリスクにつ
いてもヘッジしなければならない。こうし
たリスク管理を行う場合、まず、地道に「調
査分析」を行い、次に「情報発信」を考え
た施策を実践することが意味を持ってくる。

　「調査分析力」は、自社のポジションを
見極めながら今後の事業展開に活かすため
に必要だ。一方、「情報発信力」は、自社
が変革する姿を顧客や社会から評価しても
らい「ブランド力」にまで高めるために必
要なキーワードである。
　これら 2 つのキーワードを考えた具体的
な施策について以下に述べる。

調査分析力の向上による自社意識の変革
（1）踏み込んだ市場環境の調査分析
　2011 年 5 月 24 日、環境省から「産業廃
棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の
許可等に関する状況（平成 20 年度実績）
について（お知らせ）」が発表された 2）。
現在、産廃処理施設（中間処理と最終処分
の合計）は、21,500 に上る。この数値は、
2000 年の 20,500 から経時により多少の増
減はあるものの大きく増加していない。と
ころが、中間施設の内訳を見てみると興味
深い事実が分かって来る 3）。
　図 2 は、施設数が経時で増減する様子
を示すが、木くず・がれき類の破砕施設（焼
却除く）と廃プラ類の破砕施設（焼却除く）

図２　許可施設数の経時変化
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は、2002 年（平成 14 年）から 2008 年（平
成 20 年）の 7 年間に大幅に増加している。
特に、廃プラ類の破砕施設は、2 倍に増加
した。また、図 3 は、社団法人プラスチッ
ク処理促進協会（以下、プラ協）が発表し
た「年度ごとのプラスチックの生産量と排
出量」を示す 4）。この図 2 と図 3 は、産廃
業者がよくよく考えねばならない事実を物
語っている。
　図 3 から、国内のプラスチック生産量
は 1997 年をピークに減少傾向となってお
り、廃プラスチックの排出量は、2000 年
に、ほぼピークを付けたことが理解される。
こうした状況を見た時、産廃業者は、それ
以降も廃プラスチックの破砕施設が必要と
考えるべきであろうか。現実的には、図 2
に示したように、2008 年になっても破砕
施設は増加を続けている。このデータだけ
では、破砕施設の規模や詳細内容が不明確
なため正確な解析はできないが、日本全国
の産廃業者の行動をトータルで判断する
と、廃プラ発生量の予測をあまり考慮しな
かったように思えてならない。2005 年頃、
両データを比較検討した産廃業者は、少な

くとも廃プラ施設の新設・増設を思いとど
まる勇気が必要だったのではないだろう
か。さもなければ、他社とは異なる発想の
下、極めて特徴ある廃プラ施設を導入しよ
うと考えるべきではないだろうか。
　身近な顧客であるメーカーの要望があ
り、また、特定の廃棄物の発生が予測でき
るからと言って、それに応じた施設を安易
に導入することは避けなければならない。
近隣の市場調査を行っただけで、決断する
ことは危険である。将来の事業を作る時、
まずは、大きな視点からの調査分析を行っ
た後、さらに詳細な分析を行いながら判断
することが必要であろう。

（2）許可業ゆえの調査分析
　「産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄
物処理業の許可等に関する状況（平成 20
年度実績）について（お知らせ）」の中に
2008 年度（2008 年 4 月～ 2009 年 3 月）の
行政処分に関する報告がある。2001 年に

「行政処分の指針」が通知されてから一発
レッド型の業許可取消件数が急激に増加し
た。2008 年度は、全国の自治体から 902
件の業許可取消が発表されている。

図３　プラスチックの生産と排出の推移
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　多くの自治体の HP には、例えば、下記
のように行政処分の内容に関する具体的な
事由が掲載されている。

【許可主体】　○○県
【処分日】　平成 23 年△月△△日
【被処分者】　住所　○○県 AA 市……

名称　KM 社
【処分内容】　産業廃棄物収集運搬業の

許可取消し
【処分理由】
（1）処分理由　対象者は、平成 23 年

□月□□日、AA 市……に所在する
同社資材置場敷地内において、適正
な焼却設備を用いないで産業廃棄物
である木くず（約 2.0 キログラム）
を焼却した。

（2）違反条項　法第 16 条の２（廃棄
物の焼却禁止）違反

　
　弊社は、WEB 上で毎日のように各自治
体（約 80%の自治体が公表）から発表さ
れる行政処分情報を収集しているが、その
内容を分析していると日々の廃棄物処理の
現場で起きている課題が明らかになって来
る。例えば、この事例では、自社敷地内で
2kg の木くずを適正な焼却炉を使用せずに
焼却したため収集運搬業の許可が取消され
ている。この短い事由だけで、この自治体
の考え方がよく分かる。また、不明な点は、
問い合わせれば自治体が答えてくれる。こ
うした分析を行いながら、行政の考え方を
学ぶと同時に、他社の事例を自社に当ては
めながら日々の業務を見つめ直して行きた
い。
　以上述べた事例のようにこうした分析を
継続的に行うことで自己改革が行える。同
時に、事例分析を行っているとコンプライ
アンスを確保する具体的な手段や方法が浮
かんで来る。その結果、いつしか自社の姿
勢が顧客や社会から認められるようにな
り、より高い社会性を持った産廃業者に成
長することに疑いはない。

情報発信力の向上による業務拡大施策の展開
　本項目に関連する国内事業の展開につい
ての事例は、過去の本書に掲載してあるの
で、まずは読んで頂きたい 5）。本稿では、
過去に述べることができなかった「産廃業
者の海外展開」について述べることで情報
発信力について考えてみたい。
　昨今、多くの産廃業者と話していると閉
塞感のある国内事業に挑戦するのではな
く、今まで培って来た経営資源やノウハウ
を活用して海外展開を行おうと考えている
産廃業者が増えて来たことが分かる。現実
は、まだまだ、海外展開の端緒を開く段階
であるが、海外展開する将来性は明るいと
考える。
　産廃処理業者が、海外展開を行うには、
過去、メーカーや商社などの企業が行った
手法と同じ方法で進出することには問題が
ある。その理由は、自ずと事業規模の違い
にあると言うこともできるが、基本的に、
廃棄物処理事業は、目に見えない顧客を対
象にした製品の製造・販売が主たる業務で
はない。自社の事業展開には、あくまでも
眼前にいる顧客の存在が必要で、その顧客
からのモノの移動が始まることで事業が成
立する。つまり、最初から、ある程度の顧
客と廃棄物の確保が前提だ。こうした産廃
処理事業の成り立ちを踏まえた時、パート
ナーである排出者を利用した海外展開が、
効率的と思われる（図 4 参照）。自社の顧
客が海外進出する時、あるいは海外進出後
に廃棄物処理で困っている課題を解決する
ため、顧客と共に第一歩を踏み出すことで
事業リスクを低減できる。
　図 4 を使用して具体的なアプローチ方
法の一例を示す。
　まず、産廃業者は、顧客メーカーとの会
話を通して、進出先での課題（処理方法や
適切な処理先など）や廃棄物処理に対する
考え方（例えば、ゼロエミ達成、リサイク
ルの推進、減容化など）を的確に把握する。
次に、進出先の周辺状況を徹底調査しなが
ら、また、日本で培ったノウハウを使って

「トータルマネジメント方法」を提案する。
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ここでは、現地の処理業者との連携も必要
になるため、現地のパートナーとの情報共
有も必要であろう。
　現実的には、顧客 1 社では廃棄物量が不
足することが十分に考えられる。そこで、
同じ工業団地に立地する同業他社を巻込む
など回収可能量を増やすための戦略が必要
になる。こうしたアプローチを実践するこ
とで、自社の海外展開に対する不安を取り
除くと同時に、今までの顧客との強い絆を
構築することが可能になり、国内事業への
前向きな影響も現れるに違いない。
　以上は、自社の海外展開を模索すると同
時に、顧客に対する情報提供を行う一例を
紹介したが、今後の事業展開を考える上で
顧客が求めている情報をタイムリーに提供
することは必須だ。さらには、顧客だけで
なく社会に対しても前向きな情報提供を行
いながら情報発信力を向上させ、ひいては
顧客獲得に結び付ける手法も開拓して行き
たい。

おわりに
　広い視野に立って今後の産廃業界を見た
時、温室効果ガスに関する課題は、しばら

くの間トーンダウンしそうな状況にある
が、この業界にとって地球環境問題は永遠
のテーマだ。東日本大震災のあった 2011
年 3 月 11 日を境に、日本人の世の中を見
つめる意識は変化したと感じている。こう
した意識の変化を見逃さず、地球環境問題
への貢献が可能となるように産廃業者も知
恵を出すことが求められている。
　経営的にまだ余力のある今のうちに、調
査分析力や情報発信力を向上させながら自
社の意識改革を進めると同時に、混沌とし
た将来に向けて確固たる備えを準備してい
きたい。

図４　海外進出の考え方の一例
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4）プラ協 HP：http://www.pwmi.or.jp/flow/flame04.
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という仕事」

パートナー（排出事業者）を利用した進出
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減容化

日本で培ったノウハウの提案
現地処理業者
との連携

Total Management の提案：進出先で可能なリサイクル・適正処理等

同業他社をも巻込む戦略も重要

周辺（工業団地）に立地する日系他社へのアプローチの可能性を探索


