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発泡スチロールから燃料
～宝の島を夢みて～

特別解説

宇　野　秀　敏
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法政大学経済学部経
済学科卒業。現在，
サンライフ株式会社
代表取締役，秦野３
Ｒ推進事業協同組合
代表理事。

１．はじめに

　発泡スチロールはドイツで1950年ごろ開発さ
れた。日本では現在，約15万ｔ位生産されている
がその生産量は近年，減少傾向にある。発泡スチ
ロールの主な用途は魚箱や，トレーなど食品用容
器と電気製品などの緩衝材および建築用などに使
用されている断熱材，海上で使用されるフロート
などである。保温性が良く，軽く，全体の約98％
が空気で残りの２％が原材料と省資源で製造され，
使用勝手が良く身近なところで多く使用されてい
る。また現在では，そのうち90％近くが使用され
た後リサイクルされている。発泡スチロールのリ

サイクルの方法として３種類ある。大部分がマテ
リアルリサイクル，サーマルリサイクルで，ケミ
カルリサイクル（油化を含む）はわずかである。
しかし，臭気や汚れ，色付きのものなどは単純焼
却されているのが現状である。特に近年，沖縄，
九州，山陰などの日本海側に打ち寄せられる海水
や砂で汚染された海岸漂着ごみ問題が大きく取り
ざたされるようになった。これまで漂着ごみの処
理は多額の処理費用をかけ大半が埋め立てや，単
純焼却されていた。漂着ごみの中に容積で約３割
から４割を占めているといわれる発泡スチロール
のリサイクル処理として注目を浴びるようになっ
たのが油化処理である。多少の海水や砂，ごみが
付着していても装置内で取り出すことができ，装
置はコンパクトで油化処理して生成されたポリス
チレンオイルは若干の部品交換と空気量の調整に
より重油，灯油バーナーの代替燃料，ポリスチレ
ンオイルと廃食用油と混合してディーゼル発電機
の燃料などとして使用できることなどから，離島
や海岸を抱える自治体からかなり注目を浴び，期
待されるようになった。
　国内で油化装置は昭和47年ごろから研究が行
われ，約20年前から廃プラスチック廃棄物処理装
置として社会で話題になるようになった。当時は
廃プラスチックから灯油やガソリンの替わりにな
るというキャッチフレーズで学者，廃棄物処理業

写真１　廃棄物統合処理システム（IWDS）
サンライフ株式会社製

（カラー写真をHPに掲載　C034）
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界内では驚きの声が大きかった。当社はその当時
開発されたA社の発泡スチロール専用油化装置を
購入し，その油化装置を改良し，順調に稼働する
ように手助けしたのがきっかけで油化装置の研究
をするようになった。当社の発泡スチロール専用
油化装置は廃棄物処理業として18年間稼働し，油
化装置から生成されたポリスチレン熱分解油は，
アルミの溶解炉のバーナー燃料として，あるいは，
ポリスチレン熱分解油と廃てんぷら油を１：１で
混合し，ディーゼル発電機燃料として利用してい
る。ここまで長年，廃棄物処理業として稼働して
いる油化装置とその生成油の利用例はおそらく日
本はもとより，世界でもないだろうと自負してい
る。そして現在では当社で開発した油化システム
機で油化，発電，その排熱を利用して野菜くずの
乾燥まで行っている。これもおそらく日本で初め
てであろう。今後１年位かけて発泡スチロールと
その他プラスチック類（PP，PE）を処理できる
油化装置を開発する予定である。このことにより，
現在困っている漂着プラスチックごみの大半を処
理でき，離島の漂着ごみ問題を抱える地方自治体
にとっては大きな手助けになるだろう。また，漂
着ごみは世界共通の課題であり，世界の問題解決
に光が見えるだろうと確信している。

　そこで油化装置の原理や，市場に出るきっかけ，
今後の構想について述べる。

２．原理

　当社の発泡スチロール専用油化装置は非常に簡
単な原理からできている。空気（酸素）のない空
間で発泡スチロールを高温で熱し，分解したガス
を凝縮器（コンデンサー）で冷やすことにより，
スチレンモノマーを主成分とするポリスチレン熱
分解油が生成できる。また，完全に分解できない
ものは残渣

さ

（炭化物に近いもの）として残り，そ
れを安全で効率よく機械化した装置を油化装置と
称している。
　油化装置を説明すると，大きく分けて破砕・溶
解・熱分解・凝縮と４つの工程からなっている。
　最初の破砕工程は，発泡スチロールを１cm３以
下の大きさにし，次工程の溶解作業をしやすくす
るために行う。１つの塊を細分化することで発泡
スチロール中に溶剤（ポリスチレン熱分解油）が
浸透しやすく早く溶けるようにするためである。
　２番目の溶解工程は，発泡スチロールを液体に
することで次工程の熱分解釜に定量的に供給しや
すく，熱分解釜と溶解タンクの間を溶解液で満た
すことで，外部からの空気の流入を簡単に遮断で

第１図　油化装置のフロー図（サンライフ株式会社）（カラー図表をHPに掲載　C035）

発泡スチロールに付着した塩分や、異物は釜の中
で分解されず、残渣として排出されます。



498食品と容器 2011  VOL. 52  NO. 8

き管理しやすい。溶解工程の溶剤は，ポリスチレ
ン熱分解油（油化装置で生成されたポリスチレン
熱分解油）を利用し，外部の溶剤は一切使用しな
いで循環するようになっている。
　３番目の熱分解工程は溶解タンクから常時一定
量の溶解液が送り込まれ，バーナーの熱風により
350℃～400℃で溶解液（発泡スチロール含む）が
熱分解されガス化する工程であり，溶解液中の熱
分解およびガス化できないものが残渣として全体
の約５％～７％が熱分解釜の中に残り，１日の作
業終了後に分解釜内温度を300℃以下にして残渣
を排出する。残渣には炭化物，金属類，砂，海水
の塩分等が含まれている。
　４番目の凝縮工程はガス化された蒸気を冷却し
液化する工程で，凝縮器内を通過することにより
50℃前後になって液化され，生成タンク内に貯蔵
される。
　以上が油化装置の原理である。
　発泡スチロールの処理方法には大きく分けて４
つの方法があり，原材料に戻す方法，補助燃料と
して利用する方法，油化等エネルギーとして利用

する方法，焼却，埋め立て処分する方法がある。
　リサイクルをするという観点から当社の油化装
置が他の処理方法よりも優位な部分を列記する。
① 発泡スチロールの中に強酸性物質（難燃材）

が入っていても油化装置内で中和することが
できる。

② 塩分や，多少汚れている付着物も残渣として取
り除ける。

③ 発泡スチロールに着色したものでも油化処理で
きる。

④ ２次，３次と再利用し劣化した材料でも油化し
て燃料として使用できる。

⑤ ポリスチレン熱分解油を燃料として利用する場
合，定量的に供給しやすく，持ち運びに便利で
ある。

　以上のように，再利用しにくいものは油化処理
を行い，きれいなものや少し手を加えきれいにな
るものに関しては再度原材料に戻し再利用する方
が資源の有効利用と思える。このようにお互いの
良い点を利用し，処理するときに振り分けること
ができれば発泡スチロールの再利用と資源の有効
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第２図 鳩間島の油化装置での油化処理データー（カラー図表をHPに掲載 C000） 第２図　鳩間島の油化装置での油化処理データー　（カラー図表をHPに掲載　C036）



499食品と容器 2011  VOL. 52  NO. 8

利用に大きく貢献できる。

３．サンライフ株式会社だけの技術

　当初，漂着フロート中の塩分，水分が問題にな
る程度と考えていたが，案に相違し漂着フロート
中には難燃剤が混入していることが分かった。通
常，日本製のフロートには入っていないので，外
国由来であるが，目視で混入の有無を判断できな
いので分別不可能である。難燃剤が混入した漂着
フロートを油化した場合のトラブルは，装置の腐
食，分解油の酸性化，残渣取り出し口の閉塞など
数多くあり，すべてが難燃剤分解による臭素，臭
化水素（酸）の腐食性と分解油中の主成分である
スチレンとの反応に起因するものである。
　上記トラブルを防止するため，アルカリと尿素

と水を漂着フロートに添加し，分解釜の液相部の
中和，気相部および凝縮器内の中和を効率的に行
うことができた。中和物である臭化ナトリウムは
残渣中に，臭化アンモニウムは主に凝縮器内に分
布する。
　なお，尿素のアンモニアへの分解に必要な水は，
漂着フロート中に含まれる水分（平均５～10％）
が担っている。この結果，上記トラブルをすべて
解消することができた。
　この様な中和の仕方は，塩ビやラップ類（ポリ
塩化ビニリデン）が混入した場合でも有効と考え
ている。

４．苦労話

　油化の原理や装置，運転技術に関しては18年

写真３　塩ビ製プラスチック入りフロート
（カラー写真をHPに掲載　C038）

写真４　注射針の混入
（カラー写真をHPに掲載　C039）

写真５　フロート内に砂や昆虫
（カラー写真をHPに掲載　C040）

写真２　難燃材入りフロート
（カラー写真をHPに掲載　C037）
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間の経験や勉強から熟知していたはずである。ま
た，都市部において廃発泡スチロールを処理する
に当たり，多少のごみが付着していても問題なく
処理を行っていた。しかし，漂着フロート（発泡
スチロール製）を処理するようになり，漂着フロ
ート中にあまりにも多種多様に発泡スチロール以
外のものが入っていることに驚かされた。漂着フ
ロート中には，鉄パイプ，注射針，草，木片，ロ
ープ，ビニール紐

ひも

，塩ビ樹脂，ウレタンマット，
難燃材入りフロート，ごきぶり，さそり等，さま
ざまなものが入っており，できるだけ処理前に取
り除くようにしている。それまでは破砕機を壊し
たり，溶解液を送るパイプを詰まらせたり，残渣
取り出し口が詰まったりかなり試行錯誤を重ね，
装置の改良を行った。ごみの除去には現在でも苦
労しているが，もし，このようなごみが油化装置
内に混入したとしても溶解タンク内で取り出せる
ように改良した。また，溶解タンク内では，発泡
スチロールの材質であるポリスチレンしか溶けな
いため，ごみは浮遊あるいは沈澱しているので，
途中で取り除けるようにもした。もし，熱分解釜
に送られた場合は，炭化物や固形物として残渣中
に取り出すことができ，他の物質は中和処理する
ため，残渣取り出し口の閉塞

そく

もなくなった。現在
では日常清掃範囲に入れ，油化処理もスムーズに
稼働できるようになった。これをできるのは油化
処理しかないだろうと思っている。

５．市場に出るきっかけ・応用例

　海岸に漂着する大量のごみは，景観を損ねるだ
けでなく，生態系まで破壊している。特に日本海
側の離島では，季節風や台風のシーズンになると，
漂流ごみが大量に漂着してその海岸を管理してい
る県や地元自治体の頭を悩ましているのが現状で
ある。
　平成21年７月，海岸漂着物処理推進法が成立し，
多少の財政支援が得られるようになった。また，
期間限定ではあるが地域グリーンニューディール
基金が平成21年７月～平成23年３月まで設立さ
れ，漂着ごみ回収や処理に関してかなりの支援が
得られるようになった。しかし，これも一定期間
であり，恒久対策にはなっていないのが現実であ
る。しかし，日本海側には毎年，15万ｔ以上の漂
着ごみが流れてきている。離島では，それらの処
理に１m３で１万円以上かけ，船で本島か，大型焼
却施設のあるところへ送り処分している。財政的
にも厳しい離島を抱える地方自治体は，これらの
ごみを処理する費用負担は莫

ばく

大で深刻である。
　このような中，都会ではあまり必要とされてい
なかった油化装置が現在では海岸に漂着した発泡
スチロールからエネルギーが作り出されるとして
海岸を抱える自治体から注目されるようになった。
　平成21年４月，漂着ごみの容積で３割から４割
を占めているといわれる発泡スチロールを回収し

て離島内で油化し，島のエネルギーや新
事業の発足，海岸の美化および省エネ対
策，さらには離島振興にもつながる社会
貢献を目指す提案をされたのが社団法人
日本海難防止協会の主席研究員の大貫伸
部長であった。その理念をもとに『宝の
島プロジェクト』を立ち上げ，そのモデ
ル地区として沖縄県八重山郡竹富町鳩間
島に当社の開発した油化装置を設置し，
ポリスチレン熱分解油を島内の民宿や家
庭のボイラー燃料として利用する取り組
みを，島内NPO『南の島々ふるさと守
り隊』が主体となって社会実験を２年間

写真６　対馬市の海岸漂着ごみ風景
（カラー写真をHPに掲載　C041）
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行ってきた。当社の油化装置が注目されるように
なったのはこのときからである。現在，長崎県対
馬市に当社の油化装置が導入され，生成されたポ
リスチレン熱分解油は公共施設の足湯のボイラー
燃料の一部，焼却炉の燃料の一部として利用され
ている。しかし，対馬市の海岸に漂着する発泡ス
チロールは年間約12,000m３もあり，ほんの一部
しか島内で処理できていないのが現状である。
　また，油化装置の社会実験を行う中，マスコミ
や地方公共団体から大いに注目され，いろいろな
要望や今後の課題等が出された。その中の１つが
油化装置の導入までは至らないが，有用性を検証
してみたいという地方自治体や，地方議員からの
要望が大であった。それらの要望を満たすにはか
なりの油化装置を製作しなくてはならなく，費用
は莫大で経済的負担が大きすぎる。そこで，まず
は要望の多い離島を回れるトラックに油化装置を
載せた世界初の移動式油化装置を開発し，本年度
より２年間かけて公開実験や検証していただくた
めの計画を実行し始めた。この計画は，漂着発泡
スチロールを集め，油化処理し，そのポリスチレ
ン熱分解油を地域にあった利用方法まで提供し実
証するのが特徴である。
　内容は漂着発泡スチロールを回収，それを油化，
生成されたポリスチレン熱分解油を利用してボイ

ラーの燃料に使用したり，ポリスチレン熱分解油
と軽油を混ぜて発電機を稼働させたり，ポリスチ
レン熱分解油と廃てんぷら油の混合油でディーゼ
ル発電機を稼働させたり，その電気で電動綿菓子
機や電動かき氷機を稼働させてふるまうことによ
り，一般市民を対象としたミニ環境講習会を計画
している。これらはすべて，社団法人日本海難防
止協会主席研究員の大貫伸部長リーダーのもと

『宝の島プロジェクト』の一員として当社も随行
させていただいている。
　今後は要望の多かった発泡スチロール以外のプ
ラスチック類も油化できるように数年前から神奈
川県産業技術センターとも共同研究しており，１
年以内に実験開始し，そして，漂着プラスチック
類の大半を処理できる油化処理技術を２年以内に
完成させる予定である。また，それだけではなく，
漂着ごみでプラスチック類の次に多い木くずのす
べてを有用物にリサイクルする構想を持っている。
これらの技術についてはおおむね会得している。
そしてこれらの装置を完成させ，日本はもとより
世界の漂着ごみ問題を抱える離島に提供すること
により，最初の目標であった離島のエネルギー，
海岸の美化，新事業発足による離島振興など，厄
介ものであった漂着ごみがまさに，宝の島に代わ
る時が来ると確信している。

写真８　 与那国公開実験ポリスチレンオイル50％，廃
てんぷら油50％燃料による電気供給　
（カラー写真をHPに掲載　C043）　　

写真７　西表島公開実験風景　
（カラー写真をHPに掲載　C042）


