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４．プラスチック成分等の検出及び実機試験 

4-1．実機試験計画の検討 

今回の実機試験は、有識者会議のメンバーに諮り内容を決定した。決定に向けた検討経過

は、「巻末資料：実機試験に係る委員会資料」の通り。本章では、最終決定したプラスチック

成分等の検出及び実機試験の内容について記載する。 

 

4-2．実機試験の概要 

(1)目的 

 食品等のリサイクルにおける亜臨界水処理技術について、以下の効果を明らかにするため

に、亜臨界水処理技術の実機試験を実施した。 

 ⅰ）亜臨界水処理によるプラスチックの熱溶融・分解の程度を確認する。 

 ⅱ）食品廃棄物を亜臨界水処理することによる成分の変化を明らかにする。 

 ⅲ）亜臨界水処理の有無によるメタン発酵への影響を明らかにする。 

 ⅳ）亜臨界水処理に要するエネルギー，マテリアルバランスを検証し、事業性検討の参 

考とする。 

(2)実機試験概要 

ア 試験工程及び試験機等 

試験は令和 2 年 1 月 15 日から令和 2 年 1 月 17 日までの 3 日間行い、1 月 15 日に食品廃

棄物、1 月 16 日におが粉、1 月 17 日にプラスチック/食品廃棄物/おが粉混合物の処理試験

をそれぞれ実施した。 

また、試験には共和化工株式会社益子事業所（栃木県）の亜臨界水処理装置（容量２㎥）

を用いた。（写真を図 4-2-1 に示す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 4-2-1 実機試験に用いた亜臨界水処理装置（左）、投入準備作業（右） 

 

イ 試験用原料 

・食品廃棄物の調達 
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地域の食品小売店より排出された食品廃棄物を原料に堆肥製造をしている会社から約

300kg(ドラム缶 5 本分・約 0.6m3）を調達した。本試料からプラスチックは分別・除去

されており、事前の組成分析から、スーパー店舗の食品廃棄物（弁当やおかずなど日配

物の残さ）46%、野菜くず類 51%、肉や魚アラ 3%であった。（重量ベース） 

・食品容器包装によく利用されるプラスチック原料の調達 

ポリエチレン（PE）57kg、ポリプロピレン（PP）、ポリスチレン（PS）各 7 ㎏を容器包

装メーカから調達した。 

※当初計画では各 50kg 準備をしていたが、1 月 8 日の事前試験結果より使用量を変更 

・おが粉（300kg）の調達 

近隣ホームセンターより調達し、プラスチックの亜臨界水処理における緩衝媒体とし

て利用した。 

 

(3)食品廃棄物の亜臨界水処理及び成分分析 

ア 食品廃棄物の亜臨界水処理実機試験 

・成分分析方法 

同一の食品廃棄物を用いて、亜臨界水処理の有無による飼料・肥料としての必要な成

分の変化を検証した。また、別途実施するプラスチックを混ぜた亜臨界水処理により、

食品廃棄物の分別手間の軽減について検討した。 

・作業手順 

ⅰ）試料となる食品廃棄物の組成の確認（50 リットルほどの抽出調査） 

  ⅱ）食品廃棄物約 300kg を 160℃の飽和蒸気圧の状態で 20 分間の亜臨界水処理を実施 

  ⅲ）処理後の生成物について、飼料・肥料の成分分析を実施 

  ⅳ）肥料成分の分析結果を、同一原料を用いて販売されている堆肥成分等と比較、検 

    証。また、飼料の分析結果を、⽇本標準飼料成分表の養豚⽤⾷品副産物で記載されてい
る成分等と⽐較、検証。 

 イ 肥料分野における成分分析項目（表 4-2-1） 

  ・分析項目の設定 

「肥料取締法に基づき普通肥料の公定規格の定める等の件」に記載の食品残さ加工肥

料と比較するため、窒素・リン・カリを分析した。また、炭素と窒素のバランス指標の

C/N 比を分析した。加えて、亜臨界水処理効果が期待される水溶性リン、アミノ酸・遊

離アミノ酸のほか、有機酸（クエン酸等）等の分析を行った。 

・効果分析方法 

食品廃棄物提供元が従来手法で生成している市販の堆肥のほか、肥料公定規格記載の

「食品残さ加工肥料」との比較を行った。また、亜臨界水処理効果が期待される成分の

含有量を分析して評価した。 
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ウ 飼料分野における主要な成分分析項目（表 4-2-1） 

  ・分析項目の設定 

養豚向けの飼料を想定し、「日本標準飼料成分表の養豚用食品副産物」で記載されてい

る成分と比較するため、粗たんぱく、粗脂肪、粗繊維、粗灰分、可溶無窒素物等のほ

か、亜臨界水処理効果が期待されるカルシウム（骨の溶解）、アミノ酸。遊離アミノ酸，

有機酸（乳酸等）等を分析した。 

加えて、塩分濃度、商品化する際に必要となる鉄や亜鉛、ニッケル、コバルト、銅など

の含有量の分析を行った。 

・効果分析の方法 

同一原料を従来手法で破砕した試料、食品残さ由来である市販の液状飼料、ならびに

「日本標準指標成分表の養豚用食品副産物」との比較を行った。また、亜臨界水処理効

果が期待される成分の含有量を分析して評価した。 

 
  

 

エ 成分分析用試料の採取方法（図 4-2-2） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図 4-2-2 成分分析用試料の採取方法 

表 4-2-1 成分分析リスト（飼料・肥料） 
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（4）プラスチックの亜臨界水処理 

ア 目的 

本試験では、プラスチックが亜臨界水処理により加水分解されて高級アルコールに変換 

 されるかどうかを検証し、プラスチックの分別手間の軽減に亜臨界水処理が有効かどうか

を確認することとした。 

  一方、プラスチックが熱溶解し、細粒化する可能性もあることから、プラスチック変容

物の細粒化の程度を確認することとした。 

 

イ 分析方法 

・プラスチックの加水分解による高級アルコールへの変換の有無の検証法 

気化しやすい化合物の同定・定量に用いられる機器分析の手法であるガスクロマトグ 

ラフ分析（GC-MS 分析と呼ぶ）を使い、亜臨界水処理水中のアルコール成分に関するク

ロマトグラムの定性分析を行う。 

・プラスチック変容物の種別の同定と化学組成の変化の検証方法 

自然界のマイクロプラスチックの分析に用いられる実体顕微鏡及び赤外線（IR）スペ

クトル分析法を使い、プラスチック変容物の化学組成変化の有無に関する分析と粒度

分析を行う。 

 

ウ 供試検体別の分析方法 

・三つの供試検体別に分析方法は、表 4-2-2 に示す通りとする。 

             
 

 

 
（＊）亜臨界⽔処理によりプラスチックが熱溶融して細分化された可能性を確認するため、蒸留⽔と塩⽔に 

よりプラスチック変容物をおが粉等の処理物から⽐重分離し、実体顕微鏡により粒度分析を⾏う。 

供試検体区分 分析方法 

ⅰ）ポリエチレン（PE）亜臨界水処理

水 

・処理水の GC-MS 分析を行い、直鎖アルコー

ルの標準物質と比較して、直鎖アルコール生

成の有無について検証。 

ⅱ）プラスチック原料（PE, PP, PS） 

・食品廃棄物とおが粉混合物亜臨界

水処理ドレーン水（廃蒸気回収水） 

・ドレーン水の GC-MS 分析を行い、直鎖アルコ

ールの標準物質と比較して、直鎖アルコール生

成の有無について検証。 

ⅲ）プラスチック原料（PE, PP, PS)  

 ・食品廃棄物とおが粉混合物亜臨

界水処理物 

・実体顕微鏡と赤外線スペクトル分析をもとに

プラスチック変容物の種別の同定と化学組成

の変化の有無について検証。 

・実体顕微鏡による変容物の粒度を分析＊ 

表 4-2-2 プラスチック変容物分析方法（供試検体別） 
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(5)メタン発酵試験 

ア 試験方法 

ⅰ）亜臨界水処理温度条件の設定 

食品廃棄物についてはその加水分解に適した 160℃，プラスチックにはその熱溶融 

分解に適した 190℃の 2 つの処理温度条件の下で亜臨界水処理を行うこととした。 

  ⅱ）処理したプラスチックが装置に付着するのを防ぐため、おが粉と緩衝用に投入する

こととした。 

 

イ メタン発酵室内試験用試料の採取方法（図 4-2-3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ メタン発酵試験におけるバイオガス発生量モデル 

メタン発酵試験では、亜臨界水処理試験の対象物によりバイオガスの発生量が段階的に 

増嵩するモデルを想定することとした。（図 4-2-4） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-2-3  メタン発酵室内試験用試料の採取方法 

図 4-2-4 メタン発酵試験における段階的なバイオガス発生量増嵩（モデル図） 
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エ メタン発酵試験の実施 

  ⅰ）発酵温度は標準的な中温、湿式方式。発酵観察期間は 30 日間とする。 

  ⅱ）亜臨界水処理の効果を検証するため、従来手法により生成した食品廃棄物と比較し 

       て、バイオガス発生量（日別・累計）やメタン濃度、発酵残さ等を測定、分析する 

 

オ メタン発酵原料の成分分析 

サンプルＡ～Ｄについて、メタン発酵原料としての適性を確認するため、強熱減量（VS）

や COD-Cr などの成分分析を実施する。 
 

カ 亜臨界水処理前後の食品廃棄物からの臭気指数分析 

亜臨界水処理前後の臭気指数を比較し、亜臨界水処理による臭気軽減効果を検証する。 

 

4-3. 実機試験の実施 
（1）食品廃棄物の亜臨界水処理試験結果 

食品廃棄物の亜臨界水処理試験の結果を以下に示す。（図 4-3-1）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

・装置運転データ:  

処理温度 160℃の飽和蒸気圧の状態の下で 20 分間の亜臨界水処理 

全体運転時間は 74 分（昇温・昇圧 11 分、蒸気排出 29 分、投入・取出し 14 分含む） 

・処理物データ 

食品廃棄物重量 308kg（含水率は 74.8%）、かさ比重は 0.56 であった。   

図 4-3-1 亜臨界水実機試験の全体フレーム（食品廃棄物のケース） 
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組成分析結果から、嵩ベース/重量ベースとも、野菜くず類が半分以上を占めていた。 

・生成物データ 

   生成物重量 411kg。水分量が 106kg 増え、含水率は 6.4%増加し 81.2%となった。 

生成物はスラリー化され、受槽のスクリーン（径 6mm）により濾過できる状態であっ 

た。濾過による固液分離割合は、固体状残さ：液体状残さ（濾液）＝36:64 であった。 

・蒸気量データ（投入量/排出量/生成物吸着量） 

蒸気投入量は 183kg であった。（昇温・昇圧時のボイラー運転によるもの） 

〔内訳〕処理終了後の蒸気排出量は 77kg（42%）、生成物吸着量は 106kg（58%） 

  ・投入エネルギーデータ（灯油量・電気量） 

灯油投入量は 18ℓ（ボイラー運転用）、電気量は 4.6kWh であった（撹拌機運転用）。 

 

(2) プラスチック/食品廃棄物/おが粉混合物の亜臨界水処理試験結果 

プラスチック/食品廃棄物/おが粉混合物の亜臨界水処理試験の結果を以下に示す。（図 4-

3-2） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・装置運転データ 

処理温度 190℃での飽和蒸気圧の状態の下で 45 分間の処理 

全体運転時間 113 分（昇温・昇圧 14 分と蒸気排出 26 分、投入・取出し 28 分） 

・処理物データ 

混合物重量 142kg（含水率は 18.5%）、水 200kg 加水後の重量は 342kg（含水率は 6.2%） 

かさ比重は約 0.5（推計値）であった。 
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・生成物データ 

  生成物重量 376kg。水分量が 34kg 増え、含水率は 4%増加し 70.2%となった。 

  生成物中、おが粉は繊維質が軟化，リグニンは液化していた。肉眼で見る限りプラスチ

ック原材料は一部変形し、固形物の状態で残った。 

濾過による固液分離割合は、固体状残さ：液体状残さ（濾液）＝92:8 であった。 

・蒸気量データ（投入量/排出量/生成物吸着量） 

蒸気投入量は 233kg であった。（昇温・昇圧時のボイラー運転によるもの） 

  〔内訳〕処理終了後の蒸気排出量は 199kg（85%）、生成物吸着量は 34kg（15%） 

・投入エネルギーデータ（灯油量・電気量） 

灯油投入量は 36ℓ（ボイラー運転用）、電気量は 6.2kWh であった（撹拌機運転用） 

 
（3）実機試験結果をふまえた亜臨界水処理技術の評価 

亜臨界水処理による食品廃棄物の再生利用への適性は、以下の通り。 

ⅰ）亜臨界水処理した食品廃棄物は含水率が高く、スラリー化される。液肥利用する場合

は、施肥時期に合わせた供給が必要であるため、貯蔵に手間とコストがかかるほか、

残った固体状残さの再生利用も必要となる。 

ⅱ）固体の堆肥利用する場合には、戻し堆肥や籾がら等添加など、適切な水分調整材の投

入が必要となり、そのための手間とコストがかかる。 

ⅲ）メタン発酵においては、湿式メタン発酵に向く性状となり、高温で処理されるため発

酵槽の保温にも有利な素材となる。 

ⅳ）プラスチック処理は、外観上からは完全に分解されないことが確認された。 

ⅴ）処理コスト分析 

ワンバッチ当たりの処理コスト（水光熱費）は、食品廃棄物では 1,960 円，プラスチ 

ックを含む混合物では 3,806 円であった。 

 

 

4-4. プラスチックの亜臨界水処理変容物の GC-MS 定性分析及び実体顕微鏡分析 

(1)プラスチック亜臨界水処理変容物の GC-MS 定性分析  

ア 分析内容 

ⅰ）亜臨界水処理によるプラスチックの高級アルコールへの変容の確認 

気化しやすいアルコール成分の有無を検知できるガスクロマトグラフ法（GC-MS

法）を用い、クロマトグラムによる定性分析を行う。 

  ⅱ）プラスチックの変容物の同定と化学変化の有無の確認及び粒度分析 

実体顕微鏡と赤外線（IR）スペクトル分析とともに、実体顕微鏡を使いプラスチッ

クの変容物の粒度分析を行う。 
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イ 分析方法 

供試検体は、次の２つのサンプルとした。 

各供試検体について、同時に亜臨界水処理した食品廃棄物中の有機物が GC-MS 定性分

析の支障となる溶解性と非溶解性の有機炭素を測定し、問題がないことを確認した。 

ⅰ）プラスチック（PE）/水混合物の亜臨界水処理時の処理水  

  ⅱ）プラスチック（PE, PP, PS）/おが粉/食品廃棄物混合物の亜臨界水処理ドレーン水 

ⅲ）試料を溶媒抽出し誘導体化した後、クロマトグラムによる定性分析を行う。 

 

ウ 分析結果と考察 

誘導体化された試料中のアルコール成分の有無について、得られた GC-MS 分析による

クロマトグラムを図 4-4-1 に示す。 

ⅰ）炭素数３～６の直鎖アルコール成分の存在 

誘導体化試薬による妨害ピークと重なり、今回の測定では確認できなかった。 

ⅱ）炭素数７～２０の直鎖アルコールの存在 

アルコール由来のピークが確認できず、直鎖アルコールは含まれないことが明らか

となった。 

 

4-5．プラスチック亜臨界水処理変容物の実体顕微鏡による粒度測定・分析 

(1)プラスチック亜臨界水処理変容物の実体顕微鏡分析及び粒度分析 

ア 分析内容 

ⅰ）亜臨界水処理によるプラスチック変容物の変容度の確認 

図 4-4-1 GC-MS クロマトグラム 
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ⅱ）亜臨界水処理によるプラスチック変容物の粒度分析 

  

イ 分析方法 

ⅰ）供試体は、プラスチック（PE, PP, PS）/おが粉/食品廃棄物混合物の亜臨界水処理物 

  蒸留水及び塩水を溶媒として、溶け込んだプラスチック変容物を比重差による浮上

分離させる。 

ⅱ）実体顕微鏡とフーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR, Agilent Cary 630）による亜臨界 

水処理前後のプラスチック（PE, PP. PS）変容物の同定と形状測定. 

IR 分析による化学組成変化の有無についての確認を行う。 

ⅲ）実体顕微鏡による粒度分析を行う。 

    （参考文献）牛島大志ほか 7 名：日本内湾および琵琶湖における摂食方法別にみた魚類消化

管中のマイクロプラスチックの存在実態，水環境学会誌 Vol.41, No.4, pp.107-113，2018  

 

ウ 分析結果及び考察 

ⅰ）亜臨界水処理前後のプラスチック（PE, PP. PS）単体の変容物の同定と形状測定. 

同定及び形状測定結果を表 4-5-1 に示す。 

 PE は原材料に比べて縦長に膨張した。容積は処理前に比べて小さくなった。PP は円

形の原材料が縦長に膨張し、PP 主体の荷造り紐の化学成分に変形したが、加水分解

によるものとは判定できなかった。PS は原材料と比較すると大きさが 1/6 にまで縮

小したが、分子構造は変化しなかった。 
 

表 4-5-1 プラスチック（PE, PP. PS）単体の変容物の同定と形状測定結果 

種類 PE 原材料 PP 原材料 PS 原材料 

名前 PE_低密度ポリエチレン 

(高分子 47 選) 

PP_ポリプロピレン 

（荷造り紐） 

PS_ポリスチレン 

(Good Fellow 粒状標準品) 

Quality 0.97677 0.84167 0.90063 

長径 6472μm 8562μm 363μm 

短径 1385μm 3056μm 328μm 

写真  
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ⅱ）亜臨界水処理前後のプラスチック（PE, PP. PS）混合物の変容物の同定と形状測定. 

同定と形状測定結果を表 4-5-2 に示す。 

プラスチック混合物については計 67 個の大小の粒子を確認したが、すべて水酸基（-

OH）による化学変性は確認できなかった。 

加水分解は受けず、おが粉の中で熱溶融により変形して小粒子になり、放熱後に凝固

して形成されたと考えられる。 
 

表 4-5-2  プラスチック（PE, PP. PS）混合物の変容物の同定と形状測定結果 

種類 PE/PP 混合物 PE/PS 混合物 PP/PS 混合物 PE/PP/PS 混合物 

名前 PE/PP 溶融・ 

二種混合 

PP/PS 溶融・ 

二種混合 

PP/PS 溶融・ 

二種混合 

PE/PP/PP 溶融・

二種混合 

Quality 0.85917 0.73916 0.78439 0.90063 

長径 2048μm 996μm 8050μm 8236μm 

短径 610μm 929μm 2893μm 2896μm 

写真  

 

 

 

 

 

   

 

ⅲ）実体顕微鏡による粒度分析  

対象物は、蒸留水及び塩水を溶媒として、溶け込んだプラスチック変容物を比重差に

より浮上分離させたもので、2-3 連目のものを分析の対象とした（図 4-5-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-5-1 比重分離にて回収したプラスチック変容物の画像 
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   測定したサンプルの長径を元に、粒度分布図を作成した。(図 4-5-2，図 4-5-3) 

   粒子総数は 1,668 個、総重量は 5.46g(平均 3.27mg/個)であった。 

   粒度の割合としては環境省のマイクロプラスチック収集ネットの大きさに該当する

100μm～300μm が最大であり、全体の 22.2%を占めた。また、100μm～500μm が全体

の 42.9％ ，100μm～2,000μm が全体の 91.0%を占めた。 

以上の粒度分析の結果、プラスチック原材料が亜臨界水処理によって溶融・細粒化さ

れたことが明らかとなった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



m 

m 

m 

m 

m 

m 

図 4-5-3 粒度区分毎の個数割合 

図 4-5-2 変容物の長径を元にした粒度分布 
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4-6．プラスチック亜臨界水処理変容物の GC-MS 定性分析及び実体顕微鏡分析（総括） 

（1）GC-MS 定性分析結果 

・亜臨界水処理によるプラスチックの高級アルコールへの変容を確認するため、GC-MS 法

による定性分析等を行った結果、アルコール由来のピークが①処理水及び②ドレーン水

から得られた測定溶液においては全く検出されなかったことから、①②のいずれの試料

にも C7～C20 の直鎖アルコールは含まれないと考えられる。 

・以上のことから、本実験に用いた亜臨界水処理の実験条件では、原料物質は加水分解に

よる直鎖アルコールまでの分解には到らなかったと判定する。 

 
（2）プラスチック亜臨界水処理変容物等の実体顕微鏡による赤外線スペクトル分析結果 

・亜臨界水処理によるプラスチックの構造変化を確認するため、フーリエ変換赤外分光光

度計（FT-IR）による分析を行った結果、亜臨界水処理による水酸基のピークの出現は確

認されなかった。このことから、本実験に用いた亜臨界水処理の実験条件では、原料物

質は加水分解による化学的変容は生じなかったと判定する。 

・亜臨界水処理によるプラスチック量の減少を見るため、重量測定を行った結果、投入量と

比べ存在量が多い結果となり、減少量を推計することができなかった。これは、プラスチ

ック粒子がサンプル内に均質に分散していない等の原因によるものと考えられる。 
 

（3）プラスチック亜臨界水処理変容物等の実体顕微鏡による粒度分析結果 

・亜臨界水処理によるプラスチックのマイクロプラスチックへの転換の程度を確認するた

め、実体顕微鏡による粒径の測定とその長径から粒度分布の作成を行った。 

・その結果、長径サイズが小さくなるほど、存在割合が増加する傾向が見られた。 

・以上のことから、本実験に用いた亜臨界水処理の実験条件では、原料物質は熱溶解によ

り分解される過程で、加水分解は生じなかったが、物理的に細粒子化されたと判定する。 

 
（4）今後の課題 

 以上の分析結果をふまえ、プラスチックの亜臨界水処理に関する今後の課題をまとめる。 

 ・今回のおが粉・食品廃棄物と混合したプラスチック処理実機試験では、プラスチック原

料が加水分解することは認められなかったが、原料の寸法以下の大きさに細粒化され、

一部がマイクロ化することが確認できた。 

・プラスチックの資源化に向けては、食品廃棄物と混合したプラスチックを亜臨界水処理

し、細粒化されたプラスチックを濾し取り処理物を液肥利用する。或いは、細粒化され

たプラスチックを固形燃料等として再生利用する技術の開発が必要である。 

・その際には、有識者から出された意見等もふまえ、以下の技術的な課題が想定される。 

 ⅰ）実際に使われるトレイ等の食品容器包装ではどうなるか、プラスチック原料と同様
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に細粒化され、一部がマイクロ化することへの確認が必要である。 

ⅱ）マイクロ化されたプラスチックの系外への流出状況の把握と流出防止技術の開発 

ⅲ）プラスチック加工のために使われる可塑剤による毒性の有無の確認及び対策につい  

  ての検討 

 


