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この報告書は、当協会が日本財団の助成金を受け、平成２３年度に実施した「“漂

着ごみ”の油化に関する広域社会実験事業」の結果について取りまとめたものである。 

本報告書が海岸漂着ごみ問題の解決に貢献するのみならず、離島振興の一助と

なることを切に期待するとともに、この事業の実施にあたって、関係官庁及び関係の

社の方々に格別のご指導とご協力を賜り、厚く御礼申し上げる。 

 

 

平成２４年３月 

社団法人 日本海難防止協会 
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１．事業コンセプト  

海岸に漂着する大量のごみは、美観を損なうばかりか、海岸に生息する動植物等の生態系ま

で破壊することなどから、長年にわたり問題視されてきた。特に、季節風や海流の関係で、漂流ご

みの通り道となっている離島の状況は極めて深刻である。離島を有する地方公共団体は、海外な

ど他の地域から流れてきたごみを常に回収・処分し、海岸を保全するという対応に追われ続け、

財政負担を強いられてきた。  

2009 年、海岸漂着物処理推進法が成立し、地元公共団体は国から、海岸漂着ごみの処理費

用やごみ減少のための啓発活動などに際し、一定枠の財政支援が得られるようになった。しかし、

日本の海岸に漂着するごみの量は、少なく見積もっても年間約 100 万立米以上、最大 400 万立方

メートルに達すると推計される。一定枠の財政支援が得られるにしても、回収するための労務負

担や焼却処理に伴う環境負荷は計り知れないものとなる。 

ところで、海岸漂着ごみのうち、容積率で約 40％を占める発泡スチロール類は、油化装置によ

って、スチレンを主成分とするエネルギーに変換することが可能である。スチレンはガソリンなどと

同じ引火性の液体で、利用することができる。海岸漂着ごみをエネルギーに変えるというアイデア

は今までにもあったが、実効性を伴う具体的な取り組みはなされていなかった。 

本事業は、海洋を汚染し、離島に漂着するプラスチック系廃棄物を、専門家及び大規模な施設

等を要することなく、地域住民が簡便な方法で、再生可能なエネルギーに変換させ、これを当該

地域社会において有効活用するというものである。 

具体的には、主に南西諸島を中心とする離島を対象に、回収した海岸漂着ごみを油化装置に

よってエネルギーに変換、これを離島内で活用する。これにより、離島に新たな事業の発足を目

指すなど、海岸の美化及び省エネ対策、さらには“離島振興”にもつながる社会貢献となるもので

ある。                                                                                             
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２．事業内容 

当協会は平成 21 年度より、沖縄県・竹富町の鳩間島をモデル地区に選定し、一般市民主導・

参加型の社会実験を行う、「漂着ごみの油化に関する調査及びモデル地区の設立」事業を進めて

きた。 

具体的には、鳩間島内に設置した屋内固定式（非移動式）の油化装置を稼働させ、島民が自

主的に回収した海岸漂着ごみの一部（発泡スチロール）をスチレンと呼ばれる石油エネルギーに

変換、これを島内で活用するというものである。 

平成 22 年度には、鳩間島での社会実験を初期レベルから実証レベルに引き上げ、同島でのシ

ステムの定着を進めた。さらに、油化装置の利便性と機動性を向上させるため、自ら移動が可能

な車両移動式油化装置の開発も行った。これにより、集落が分散している大型離島や複数の離

島からなる自治体においても、効率よく漂着ごみを処理できる体制の整備が可能となった。また、

鳩間島以外の離島でも漂着ごみの油化処理についての社会実験が可能となった。 

本年度は、鳩間島で培ったノウハウを他の離島にも伝承すべく、車両移動式油化装置により、

南西諸島から島根県・隠岐に至るまでの主な離島を巡回する広域社会実験、いわゆる“離島キャ

ラバン隊”活動を進めた。その結果、スチレンの活用方法等に関し、各離島のニーズを踏まえるこ

との重要性等が確認される一方、本システムが他の離島においても、極めて有効に機能する可

能性が高いことも確認された。 

広域社会実験は、移動式油化装置を長期間（１ヶ月～２ヶ月）派遣し、あらかじめ設定した検証

テーマについて検証する「検証型社会実験」と、移動式油化装置を短期間（数日～数週間）派遣し、

地域のイベントの開催等に合わせ、漂着ごみ油化のデモンストレーションを行う「イベント型社会

実験」の二種類に分別される。 

 

6



3 
 

２．１ 検証型社会実験 

本年度、沖縄県西表島、鹿児島県奄美大島、島根県西ノ島の合計３箇所において検証型社会

実験を実施した。検証型社会実験では、初期社会実験より、あらかじめ設定したテーマに則り当

該離島における油化システムの有効性について検証し、公開実験において、初期社会実験の成

果を一般に公開した。また、再度検証が必要と思われる離島においては、適宜、二次社会実験を

行った。 

 

 

 

  

鹿児島県奄美大島 

島根県西ノ島 

沖縄県西表島 
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2.1.1 西表島検証型社会実験 

 

1） 西表島漂着ごみの状況 

西表島は沖縄県八重山郡竹富町に属する島であり、八重山諸島最大の島である。島の 90％は

亜熱帯の自然林で覆われ、平地は少ない。 

西表島では島の東部に多くごみが漂着しており、場所によっては、マングローブ林にまで漂着ご

みが入り込み自然環境を破壊している。漂着ごみの多くが海外等から流れてくる越境ごみである。

生活起因のものや漁業起因のものなど多様な種類のごみが漂着している。 

 

  

西表島 東側の海岸線。風に吹かれ陸側へ飛ばされる。 

  

漁業系のごみが目立つ。 

  

植生に絡みつく漂着ごみ。 
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2） 予備調査・事前ミーティング 

・実施期間／3 月 17 日～3 月 19 日 

・実施内容／予備調査及び関係者による打ち合わせを行い、実験法案を確定した。 

 

3） 実験概要 

・実施期間／5 月 17 日～6 月 5 日 

・実施場所／沖縄県・竹富町・西表島上原港内 

・実施内容／初期社会実験及び公開実験を実施した。 

・テーマ／地域連携の充実・強化（隣接島における NPO 同士の協力関係の構築）、発泡スチロール

の洋上曳航移送の有効性、移動式油化装置と固定式油化装置のコラボレーション、海洋基本計画

に則った海岸漂着ごみ対策の検証 

・協力団体／竹富町、NPO 南の島々守り隊、NPO 西表島エコプロジェクト 

 

4） 初期社会実験（5 月 16 日～5 月 22 日） 

初期社会実験では、漂着発泡スチロールを鳩間島まで運搬し処理する場合の有効な輸送手段と

なりうる発泡スチロールの洋上曳航に関する検証や、固定式油化装置と移動式油化装置の使い分

け、離島同士の相互扶助関係樹立の実験等を行った。テーマに基づいた実験の実施内容は以下

の通りである。 

 

 地域連携の充実・強化（隣接島における NPO 同士の協力関係の構築） 

油化装置のオペレーションに関する技術指導や漂着ごみのサンプリング活動などを通じて、鳩間

島の NPO と西表島の NPO の共同作業トライアルを行った。これにより、両 NPO の油化装置オペレ

ーションに関する習熟度の向上や、竹富町における NPO を主体とした漂着ごみの油化システム構

築へ向けた橋渡しとなった。 

 

 発泡スチロールの洋上曳航移送の有効性 

今後、漂着ごみの油化システムが、竹富町において本格的に導入される場合、同町最大規模の

島である西表島で発生した発泡スチロールを、対岸の鳩間島に運搬し、処理する可能性も考えられ

る。その際、西表島から鳩間島への発泡スチロールの輸送手段は、船舶に限定されることから、効

率的な輸送方法の一つとして、発泡スチロールの洋上曳航が考えられる。発泡スチロールの洋上

曳航が技術的に可能かどうか、実験を行った。 

実験では、発泡スチロールを詰めこんだフレコンバッグ（一㎥程度の容積を有する大型の袋状包

材）を複数個用意した。これらを海上に数珠つなぎに浮かべ、小型ボートの船尾からロープで曳航

する実験を上原港内にて実施した。 

実験結果は概ね良好であった。しかしながら、結び目などからフレコンバッグ内に海水が浸入し、

バッグの重量が増し、ボートから陸上に引き上げる際、大きな負担となった。この問題については、

フレコンバッグではなく、網目状で排水性のある袋を使用することなどで解決できると思料される。 

なお、西表・鳩間島間の曳航作業を実際に行う際には、海上保安庁等関係機関の指導・助言を
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受け、航行安全の確保に最善を尽くすなど、さらなる検討が必要となろう。 

このように、一部に検討の余地は残すものの、総じて、洋上曳航は、発泡スチロールの効率的な

輸送手段の一つとなる可能性があることが確認できた。 

 

 移動式油化装置と固定式油化装置のコラボレーション 

鳩間島に設置されている固定式油化装置と、西表島の移動式油化装置の両方を運用する場合、

その使い分け方法について検証を行った。 

ところで、大型の発泡スチロールは、油化装置の破砕装置内に投入できるサイズまで裁断する

作業が必要である。しかし、裁断作業を移動式油化装置周辺の屋外で行うと、発泡スチロールの破

砕片が周辺に飛散してしまう。発泡スチロールの裁断作業は、可能な限り屋内で行うことが望まし

い。たとえば、固定式油化装置が置かれた鳩間島の建物内などである。また、網目状の袋を用いて

発泡スチロールを曳航する場合は、網目から発泡スチロールが海上に散乱するのを防ぐため、サ

イズの大きい発泡スチロールを優先的に曳航することとなろう。 

こうしたことから、裁断作業と曳航作業を考えた場合、西表島で発生した大型の発泡スチロール

は曳航し、鳩間島の固定式油化装置で優先的に処理、また、西表島で発生した中型～小型の発泡

スチロールは、同島の移動式油化装置で処理するなどの使い分けが考案されるに至った。 

また、西表島や鳩間島を有する竹富町では現在、海岸漂着ごみ以外の一般家庭等から発生した

発泡スチロールについてもすべて、石垣島まで洋上輸送し、民間業者に処理させており、莫大な費

用がかかっている。こうしたことから、竹富町において移動式油化装置と固定式油化装置のを検討

する場合、海岸漂着ごみならず、一般家庭等から発生した発泡スチロールを含めた油化について

検討するのが望ましいと思料される。 

なお、西表島は面積約 290 ㎢、周囲約 130 ㎞の大型離島で、約 2,300 人の島民は、人口集積地

域である東部の大原、西部の上原など、島の各地に分散している。こうしたことから、竹富町の場合、

移動式油化装置と固定式油化装置のコラボレーションについては、海岸漂着発泡スチロールの裁

断作業や曳航作業の観点のみならず、一般家庭等から発生した発泡スチロールの経済的な処分

方法、各島の人口密度や各集落の位置関係等、今後、様々な観点から、詳細なシミュレーションが

必要となることが判明した。 

 

 海洋基本計画に則った海岸漂着ごみ対策の検証 

平成 23 年 3 月、竹富町は「海洋基本計画」を策定した。同計画の中では町及び町民が速やかに

実行すべき施策・制度として 23 項目を取りまとめ、具体的には「海岸漂着ごみ対策」「バイオマスタ

ウン構想」などが挙げられた。このうち「海岸漂着ごみ対策」については、近隣の石垣市や与那国町

とも連携を図りながら、鳩間島に設置した油化装置等を活用し、町と NPO 等が一丸となったシステ

ムの構築を進めることを計画している。 

発泡スチロールの洋上曳航移送や固定式油化装置と移動式油化装置のコラボレーション実験結

果から考案するに、竹富町の海洋基本計画の実施項目の一つとして、本事業が機能する可能性が

高いと考えられる。（詳細は資料１ 「竹富町における海岸漂着ごみと海洋環境保護区」を参照）
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5） 公開実験 

平成 23 年 6 月 4 日、沖縄県・竹富町・西表島上原港内にて、公開実験を開催した。本公開実験

では、漂着ごみの油化デモンストレーションや、海岸漂着ごみから生成したスチレン油を使用した

“省エネ縁日”などを実施し、地元住民のほか、沖縄本島及び八重山諸島のマスコミ各社、竹富町

職員など総勢 45 名が参加した。 

 

･日 時／2011 年 6 月 4 日(土曜日)10:00～12:00 

 

・名 称／「宝の島プロジェクト公開実験 in 西表島」 

 

・主 催 等／主催：日本海難防止協会 協力：竹富町 

 

・場 所／沖縄県竹富町上原港敷地内 

 

・プログラム 

 挨拶 

 車両移動式油化装置の稼動デモンストレーション（発泡スチロールを原料としたスチレン油の

生成） 

 発泡スチロールの洋上曳航実験（鳩間島の固定式油化装置及び西表島の移動式油化装置の

コラボレーション） 

 “エコ縁日”（ごみ由来のエネルギー及び廃天ぷら油で発電を行い、綿菓子やかき氷を作り、無

料配布） 

 ＮＰＯからの報告（本社会実験に対する感想等）・質疑応答など 
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・写 真 

  

開会の様子     発泡スチロールの投入体験 

  

発泡スチロールの洋上曳航     スチレン油で発電機を稼動 

  

“エコ縁日”     ＮＰＯによる活動報告 

12



9 
 

2.1.2 奄美大島検証型社会実験 

 

1) 奄美大島における漂着ごみの状況 

奄美大島は鹿児島県に属する大型離島であり、一市二町二村の複数の自治体で構成される。

日本で二番目に大きなマングローブ林が広がり、貴重な自然環境を有す。 

奄美大島ではごみの漂着量はまばらで、多くはなかった。ごみの種類に関しては、特に浮き球が

目立った。奄美市では、グリーンニューディール基金を用いて臨時職員を雇用し、これらの回収に

あたっており、回収された漂着ごみは笠利地区にある仮置き場に集められ、分別されている。 

  

 奄美大島西部の海岸。 

  

 風で飛ばされた発泡スチロールが河口付近に堆積。     

  

笠利ストックヤードにおける臨時職員により集められた漂着ごみ。 
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2) 予備調査・事前ミーティング 

・実施期間／3 月 29 日～4 月 1 日 

・実施内容／予備調査及び関係者による打ち合わせを行い、実験法案を確定した。 

 

3) 検証型社会実験実施概要 

・実施期間／7 月 26～9 月 10 日 

・実施場所／鹿児島県・奄美市・ユーアイ自立支援の会敷地内 

・実施内容／初期社会実験及び公開実験を実施した。 

・テ ー マ／地域連携（隣接する喜界町、同じ南西諸島に属する竹富町との）、 

海洋環境保全事業と社会福祉事業とのコラボレーション、障がい者の自立支援 

・協力団体／奄美市、ユーアイ自立支援の会、南の島々守り隊 

 

4) 初期社会実験（8 月１日～8 月７日） 

奄美大島検証型社会実験では、福祉事業を主体とした油化システムについての検証を行った。

奄美市内にある福祉施設内に移動式油化装置を設置し、奄美市から提供を受けた漂着発泡スチロ

ールの処理を福祉施設と共同で行うなどした。テーマに基づいた実験の実施内容は以下の通りで

ある。 

 

・海洋環境保全事業と社会福祉事業とのコラボレーション 

本事業が推奨する漂着ごみの油化システムのフローの一部を福祉事業が担う、新たな油化シス

テムについての実験を実施した。具体的には、福祉施設利用者に向けた説明会の開催や、発泡ス

チロールの下処理体験などを通じて、本事業に対する福祉分野の参画の効果を検証した。 

発泡スチロールの下処理は、発泡スチロールに付着した貝殻や砂の除去作業、破砕機の投入

口に投入できるサイズへの裁断作業、その際に出る発泡スチロールの塵の清掃など様々な作業が

ある。施設利用者は、自らの身体能力に適した作業に従事することによって、発泡スチロールの油

化処理を体験した。実験参加者からは、本事業が、発泡スチロールの投入・油化・生成油の活用ま

での一連の流れを一度に体験できるため、システムフローの理解が容易いとの声が上がるなど、

当初の想定より早い段階で習熟度を向上させることができた。 

ところで、奄美大島では一般家庭や事業所からから発生した発泡スチロールは、すべて焼却施

設で焼却処分されている。発泡スチロールを焼却すると、炉内の耐火煉瓦等に悪影響を与える。そ

の結果、炉のメンテナンス費用の増加、炉の耐用年数の減少等の弊害が生じる。奄美大島で発生

した発泡スチロールを燃やさずに処分するためには、鹿児島市内まで洋上輸送し、民間業者に委

託することとなり、莫大な経費を必要とする。島内での焼却処分は、経費節減のため、やむを得な

い処置なのである。 

したがって、竹富町と同様に、奄美大島においても、漂着発泡スチロールに加え、一般家庭等か

ら排出される発泡スチロールの油化について検討することが望ましい。 

特に、本事業と福祉分野のコラボレーションはより効果的なものとなる。例えば、自立支援施設
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が朝・夕の時間帯に行なっている施設利用者の送迎の際に、発泡スチロールや廃食油を各地域か

ら回収するなど、福祉事業の平時の活動と組み合わせることによって、効率的に一般家庭から排

出される発泡スチロール等を回収することができる。 

以上のように、本事業はシステムフローが軽便かつ容易であることから、福祉事業が油化作業に

参入しやすく、また、豊富な稼動人口や、送迎を利用した発泡スチロールの回収等、福祉施設特有

の強みを生かし、効率的に油化を行うことができるということが判明した。 

 

・地域連携 

奄美大島と竹富町は類似した環境下にあり、共通の海洋問題を抱える。この二つの離島が情報

交換や場合によっては連携して海洋施策を行なっていく契機となることを目的とし、奄美大島の社

会実験に竹富町の職員を招聘するなどの交流を図った。 

具体的には、平成 23 年 9 月 2 日、奄美文化センター・第二会議室において、「海洋自治体が抱え

る共通課題解決への新たな取組意見交換会」を開催し、竹富町職員や本事業事務局が各々の専

門分野の観点から講演を行い、奄美大島内の自治体職員や、議員等約 25 名の参加があった。 

 

・障がい者の自立支援 

  上記、海洋環境保全事業と社会福祉事業とのコラボレーションにおいて、自立支援施設が本事

業システムに参入できる余地があることが証明された。自立支援施設が発泡スチロールの油化事

業に参入した場合、どのような影響があるかについて検討した。 

まず、施設の省エネを図るべく、実験で得られた生成油と廃食油の混合油を用いて発電機を稼

動し、施設内の自動販売機の電源として試用した。自動販売機の売上から維持費や商品代を引い

た利益は、工賃として施設利用者に分配される。そのため、自動販売機の省エネがなされれば、利

用者の工賃向上につながる可能性がある。 

さらに、実験を実施した自立支援施設では、ビンのリサイクル事業を行なっており、洗瓶機の導

入を予定している。この洗瓶機のボイラーの燃料として、廃食油と混合せず、スチレン油単独で燃

料とすることができる。 

以上のように、漂着ごみ処理を自立支援施設の事業とすることができれば、施設利用者の工賃

向上、施設の運営費の節減など、自立支援となる可能性があることが判明した。 
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5) 公開実験 

   平成 23 年 9 月 3 日、鹿児島県・奄美市・文化センター施設内において、公開実験を開催した。

本公開実験では、漂着ごみの油化デモンストレーションや、海岸漂着ごみから生成したスチレン油

を使用した“省エネ縁日”などを実施し、地元住民のほか、奄美大島のマスコミ各社、奄美大島 5 市

町村の議員・職員ら約 200 名が参加した。 

 

  ･日 時／2011 年 9 月 3 日(土曜日)13:30～16:00 

 

・名 称／「宝の島プロジェクト公開実験 in 奄美大島」 

 

・主 催 等／主催：日本海難防止協会 後援：奄美市 

 

・場 所／奄美文化センター・ホテルビッグマリン奄美 

 

・プログラム 

 

【第一部】野外イベント（奄美文化センター） 

 挨拶 

 車両移動式油化装置の稼動デモンストレーション（スチレン油生成の解説、発泡スチロールの

投入体験 ／離島キャラバン隊事務局） 

 環境学習会（“物”の大切さやリサイクルをテーマとした環境学習／ユーアイ自立支援の会） 

 “エコ縁日”（ごみ由来のエネルギーで発電を行い、綿菓子やかき氷を作り無料配布／離島キ

ャラバン隊事務局） 

 “エコものづくり体験 －再生エネルギーと自立支援－”（ごみ由来のエネルギーで発電を行い、

貝などを加工してアクセサリーを製造／ユーアイ自立支援の会） 

 “渚のあれこれ”展示会（漂着ごみを使ったリサイクル品の展示会／南の島々守り隊） 

 参加者代表挨拶 

 

【第二部】屋内イベント（ホテルビッグマリン奄美） 

 開  会 

 パネルディスカッション 「離島がすべきこと ～海洋基本計画と海岸漂着ごみ問題～」 

 閉  会 
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・写 真 

  

発泡スチロール投入体験       油化デモンストレーション 

  

“エコ縁日”            “エコものづくり体験”  
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6） 二次社会実験（1 月 10 日～1 月 14 日） 

奄美大島での油化装置の適合性について、再度検証するべく二次社会実験を実施した。 

具体的には、廃棄物処理実務・技術面の観点から相互検証し、意見交換を行うため、名瀬クリー

ンセンターやストックヤードにおいて、廃棄物処理の実務を担当する自治体職員に対し、油化のデ

モンストレーションを中心とする簡易版の公開実験を実施した。 

また、環境問題に対する啓蒙活動及び本事業に関する周知宣伝活動を行うため、奄美大島内の

大型小売店の事業者や大棚小学校の児童を対象に公開実験を実施した。 

二次社会実験期間中、計 5 回の公開実験を開催し、自治体職員や議員、児童を含む一般市民

等、約 50 名に対し、油化の有効性を訴えた。 

  

1 月 11 日 名瀬クリーンセンター    1 月 12 日奄美市内の大型小売店 

  

                1 月 12 日龍郷町内の大型小売店              1 月 13 日 奄美市笠利地区内のストックヤード 

  

1 月 13 日 大棚小学校における環境学習会  
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2.1.3  西ノ島検証型社会実験 

 

1) 西ノ島及び隠岐の島における漂着ごみの状況 

西ノ島は隠岐郡の中で二番目の規模を持つ離島であり、漁業が盛んな地域である。 

西ノ島には大陸からの越境ごみが流れ着いてきており、ポリタンクや、大型のフロートなど漁具の

漂着ごみが特に多い。現在、西ノ島町では発泡スチロールは焼却処分としているが、この大型のフ

ロートに関しては、焼却すると、炉を痛めてしまうため、クリーンセンター敷地内に暫定的にストック

するという措置をとっている。 

  

硬化プラスチック類が多く漂着    観光エリアでは漂着ごみは少ない 

  

陸路のない海岸にも漂着            漁業系の漂着ごみが海岸を埋め尽くす 

  

漂着ごみの回収作業     養殖で使用した大型のフロートが漂着している 
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2) 予備調査・事前ミーティング 

・実施期間／3 月 13 日～3 月 15 日 

・実施内容／予備調査及び関係者による打ち合わせを行い、実験法案を確定した。 

 

3) 検証型社会実験 実施概要 

・実施期間／5 月 17 日～6 月 5 日 

・実施場所／島根県・西ノ島町・B＆G 敷地内 

・実施内容／初期社会実験及び公開実験を実施した。 

・テ ー マ／地元産業（水産業・観光業＆海洋性レクリエーション）とのコラボレーションなど 

・協力団体／西ノ島町、NPO てにゃわず、NPO 南の島々守り隊 

 

4) 初期社会実験（11 月 5 日～11 月 10 日） 

  初期社会実験では、西ノ島町が保有する発泡スチロールの油化や、生成油を用いた島内産業の

省エネ実験などを行った。 

ところで、西ノ島町より実験資材として提供を受けた発泡スチロールは、ごみ処理施設内に一定

期間留保していた大型のフロートであった。このフロートは同町ごみ処理施設内で一定期間保管さ

れており、貝類や海藻類だけでなく、泥、植生などが付着しており、汚損度が非常に高かった。 

しかし、本事業が使用している油化装置は、砂や貝殻、塩分など不純物を含んだものでも処理す

ることができる。本社会実験で不純物を含む漂着ごみに対する油化処理の有効性を再確認するこ

とができた。 

テーマに基づいた実験の実施内容は以下の通りである。 

 

・地元産業（水産業・観光業＆海洋性レクリエーション・農業等）とのコラボレーション 

西ノ島町では、漁業及び観光業振興の一端として、観光宿泊施設の一つが、一定期間の保存が

可能な魚の燻製を製造し、名産品として販売を行なっている。そこで、本事業で作成したスチレン油

の新たな使い道として、廃食油と半分ずつ混合したもので発電機を稼動し、島内の観光宿泊施設

が保有する燻製器の電源として試用した。 

ところで、漁業と観光業は鳩間島においても主要な産業となっている。したがって、魚の燻製作り

は鳩間島においても島内産業振興策となる可能性がある。そこで、本社会実験に参加した鳩間

NPOが鳩間島においても魚の燻製作りを始めるため、観光宿泊施設オーナーより、燻製作りに関し

ての技術指導を受けた。 

地元産業とのコラボレーション実験によって、島内観光宿泊施設の省エネを実現することができ

た。また、製造された燻製に対し、再生エネルギーで作成した環境に優しい商品という付加価値を

付与できることが判明した。さらに、本社会実験が鳩間の名産品の創出の契機となるなど、副次的

な成果を挙げた。 
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5) 公開実験 

平成 23 年 12 月 10 日、島根県・隠岐郡・西ノ島町 B＆G 海洋センター敷地内において、公開実

験を開催した。本公開実験では、漂着ごみの油化デモンストレーションや、海岸漂着ごみから生成

したスチレン油を使用した“省エネ縁日”などを実施し、地元住民のほか、島根県のマスコミ、隠岐

郡自治体職員など総勢 50 名が参加した。 

 

･日 時／2011 年 12 月 10 日(土曜日)10:00～11:30 

 

・名 称／「宝の島プロジェクト公開実験 in 西ノ島」 

 

・主 催 等／主催：日本海難防止協会、後援：西ノ島町、協力：特定非営利活動法人 てにゃわ

ず（島根県・西ノ島町）、特定非営利活動法人 南の島々守り隊（沖縄県・竹富町）、

特定非営利活動法人 ユーアイ自立支援の会（鹿児島県・奄美市）、西ノ島町観光

協会、外浜・国賀・耳浦を美しくする会、協賛：㈱ノア隠岐、シーサイドホテル鶴丸、

㈲西ノ島電工 

 

・場 所／島根県・隠岐郡・西ノ島町 Ｂ＆Ｇ海洋センター 

 

・プログラム 

 挨拶 

 車両移動式油化装置の稼動デモンストレーション（漂着ごみからスチレン油を生成するまでの

実況解説、スチレン油生成のための発泡スチロールの投入体験） 

 “エコ 縁日”（ごみ由来のエネルギーで発電を行い、綿菓子等を作り無料配布） 

 “エコ チャレンジ”（ごみ由来のエネルギーで発電を行い、機械の運転にチャレンジ・燻製の無

料配布） 

 挨拶 
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・写 真 

  

事前に燻製を作成                        公開実験開始 

  

来賓挨拶          発泡スチロール投入体験 

  

スチレン油で発電機を稼動         魚の燻製を展示 
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2.2 イベント型社会実験 

平成23年度、鹿児島県喜界島、長崎県福江島、熊本県天草市、沖縄県石垣島の合計４箇所で

イベント型社会実験を開催した。イベント型社会実験では、主に本事業の周知・宣伝活動を目的と

しており、油化デモンストレーションや、精製油一般向けの公開実験を開催が主な内容である。集

客力を向上させるため、現地の既存のイベントと合同で開催するなど、各地で多数の参加者を集

め、周知活動に努めた。 

 

 

  

熊本県天草市 

長崎県福江島 

鹿児島県喜界島 

沖縄県石垣島 

23



20 
 

2.2.1 喜界島イベント型社会実験 

 

1） 喜界島における漂着ごみの状況 

喜界島は鹿児島県大島郡の属する奄美群島の北東部に位置する島で、行政区分は喜界町であ

る。隆起性サンゴ礁の島でできており、概して平坦な島である。 

 ごみの量は沖縄の離島と比較して少なかった。海岸の多くが平坦な岩場となっており、ペットボト

ルや浮き球、発泡スチロールなどの重さの軽いごみが多かった。 

  

漂着ごみが集められていた。奄美と同様に浮き球が多い。 

  

発泡スチロールも漂着している。 
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2） 予備調査・打ち合わせ 

・実施期間／3 月 29 日～4 月 1 日 

・実施内容／予備調査及び関係者による打ち合わせを行い、実験法案を確定した。 

 

3） 公開実験の開催 

平成 23 年 7 月 23 日、鹿児島県・喜界町役場敷地内において公開実験を開催した。本公開実験

では、漂着ごみの油化デモンストレーションや、小学生向けの環境学習、海岸漂着ごみから生成し

たスチレン油を使用した“エコ縁日”、民謡ライブ等を実施し、地元住民のほか、マスコミ各社、喜界

町職員等、約３０名程度の参加者があった。 

 

･日 時／2011 年 7 月 23 日(土曜日)13:00～15:00 

 

・名 称／「宝の島プロジェクト公開実験 in 喜界島」 

 

・主 催 等／主催：日本海難防止協会 後援：喜界町 

 

・場 所／鹿児島県・喜界町役場 

 

・プログラム 

 挨拶 

 車両移動式油化装置の稼動デモンストレーション（スチレン油生成の解説、発泡スチロールの

投入体験） 

 ミニ学習会（“物”の大切さやリサイクルをテーマとした環境学習） 

 “エコ縁日”（ごみ由来のエネルギーで発電を行い綿菓子やかき氷を作り無料配布） 

 “エコものづくり体験” －リサイクルと再生エネルギー－”（ごみ由来のエネルギーで発電を行

い、貝などを加工しアクセサリーを製造、漂着ごみを使ったリサイクル品展示会／ユーアイ自

立支援の会） 

 民謡ライブ 
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・写 真 

  

会場全景 

  

発泡スチロール投入体験    油化装置見学 

  

“エコ縁日”     “エコものづくり体験” 
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2.2.2 福江島イベント型社会実験 

1） 福江島における漂着ごみの状況 

  長崎県・福江島は五島列島最大の島であり、長崎県・五島市に属する。島の南西部や東部はリ

アス式海岸となっており、複雑な海岸線をもつ。 

漂着ごみの量に関して言えば、沖縄県や長崎県の対馬と比較すると、少ない部類に入る。ごみ

が落ちていない海岸と、ごみがたまっている海岸との差が激しかった。また、プラスチックの容器の

破片状のものや浮き球、発泡スチロールなどが散見された。 

 

 

観光地となっている海岸。ごみが全くない状態だった。 

 

集落から離れた海岸にはごみが溜まっていた。 
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2） 予備調査・打ち合わせ 

・実施期間／4 月 18 日～4 月 21 日 

・実施内容／予備調査及び関係者による打ち合わせを行い、実験法案を確定した。 

 

3） 公開実験の開催 

平成 23 年 10 月 15 日、長崎県・五島市中央公園駐車場において公開実験を開催した。本公開実

験では、漂着ごみの油化デモンストレーションや、海岸漂着ごみから生成したスチレン油を使用した

“エコ縁日”、“エコものづくり体験等を実施し、一般市民、マスコミ（テレビ・新聞）、五島市の議員・職

員ら約 300 名が参加した。なお、本公開実験は五島市主催のリユースフェアとの共同開催であっ

た。 

 

･日 時／2011 年 10 月 15 日(土曜日)10:00～12:00 

 

・名 称／「宝の島プロジェクト公開実験 in 福江島」 

 

・主 催 等／主催：日本海難防止協会 協力：五島市 

 

・場 所／五島市中央公園 駐車場 

 

・備 考／五島市主催の“リユース・フェア”と共同開催 

 

・プログラム 

 挨拶 

 車両移動式油化装置の稼動デモンストレーション（漂着ごみからスチレン油を生成するまでの

実況解説、スチレン油生成のための発泡スチロールの投入体験／離島キャラバン隊事務局） 

 “エコ縁日”（ごみ由来のエネルギーで発電を行い、綿菓子等を作り無料配布／離島キャラバ

ン隊事務局） 

 “エコものづくり体験” －リサイクルと再生エネルギー－”（ごみ由来のエネルギーで発電を行

い、貝などを加工しアクセサリーを製造、漂着ごみを使ったリサイクル品展示会／ユーアイ自

立支援の会、南の島々守り隊） 

 挨拶 
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・写 真 

  

会場準備      開会 

  

油化装置デモンストレーション    “エコものづくり体験” 
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2.2.3 天草市イベント型社会実験 

 

1） 天草市における漂着ごみの状況 

  天草市は、天草諸島のうち、天草下島の苓北町・天草上島の上天草市以外の区域を行政区域と

されている。 

  天草市では、風向きの関係で、夏場に多くの漂流ゴミが漂着し、年間約 5 トンのごみを回収し、基

本的には市内の 5 つの焼却炉で分担して処理している。ごみの漂着量に関しては、当協会が調査

を行ったのは 4 月であったためか、海岸の一部にごみが見られる程度であった。これまで調査を行

った中で最も漂着量が少ない。 

  

  

漂着してはいるが、量は少ない。 

  

日本製と推定される漂着ごみが多かったのが特徴であった。 
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2） 予備調査・打ち合わせ 

・実施期間／4 月 18 日～4 月 21 日 

・実施内容／予備調査及び関係者による打ち合わせを行い、実験法案を確定した。 

 

3） 公開実験の開催 

  平成 23 年 10 月 23 日、熊本県・天草市・天草市民センターにおいて公開実験を開催した。本公開

実験では、漂着ごみの油化デモンストレーションや、海岸漂着ごみから生成したスチレン油を使用し

た“エコ縁日”、“エコものづくり体験等を実施し、一般市民、マスコミ（テレビ・新聞）、奄美市の議員・

職員ら約 100 名が参加した。なお、本公開実験は天草市主催の福祉まつりとの共同開催であった。 

 

･日 時／2011 年 10 月 23 日(日曜日)12:30～14:00 

 

・名 称／「宝の島プロジェクト公開実験 in 天草市」 

 

・主 催 等／主催：日本海難防止協会 協力：天草市 

 

・場 所／天草市民センター 

 

・備 考／“あまくさ福祉まつり”の会場において、体験型イベントの一つとして開催 

 

・プログラム 

 挨拶 

 車両移動式油化装置の稼動デモンストレーション（漂着ごみからスチレン油を生成するまでの

実況解説、スチレン油生成のための発泡スチロールの投入体験／離島キャラバン隊事務局） 

 “エコ縁日”（ごみ由来のエネルギーで発電を行い、綿菓子等を作り無料配布／離島キャラバ

ン隊事務局） 

 “エコものづくり体験”（ごみ由来のエネルギーで発電を行い、貝などを加工しアクセサリーを製

造／ユーアイ自立支援の会） 
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・写 真 

  

開会      発泡スチロール投入体験 

  

油化装置デモンストレーション    “エコ縁日” 
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2.2.4 石垣市イベント型社会実験 

 

1）石垣市における漂着ごみの状況 

 石垣市は、日本の最西端に位置する八重山諸島の主島・石垣島と、その周辺の小島および尖閣

諸島からなる日本最西端の市である。南部は平地が多く、人口は南側に集中している。 

 今回は石垣市の南側と北部の伊原間地区付近の調査を行ったが、全体的に、ごみの漂着量は軽

微であった。北部に位置する伊原間地区に関しては、一定量のごみが漂着しており、調査日の翌

日、観光協会主導のもとボランティアで海岸清掃が実施された。 

 

  

伊原間地区 

  

南側の海岸 

  

南側の海岸では浮き球が数個ある程度の被害であった。 
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2） 予備調査・打ち合わせ 

・実施期間／平成 24 年 1 月 24 日～1 月 23 日 

・実施内容／予備調査及び関係者による打ち合わせを行い、実験法案を確定した。 

 

3） 公開実験の開催 

  平成 24 年 3 月 4 日、沖縄県・石垣市・伊原間公民館において公開実験を開催した。本公開実験

では、漂着ごみの油化デモンストレーションや、海岸漂着ごみから生成したスチレン油を使用した

“エコ縁日”、“エコものづくり体験等を実施し、一般市民、南米からの留学生、マスコミ（テレビ・新

聞）、石垣市の議員・職員、竹富町職員等約１３０名が参加した。なお、本公開実験は石垣島サンゴ

ウィーク２０１２」・ビーチクリーンアップとの連携イベントとして開催した。 

 

･日 時／2012 年 3 月 4 日(日曜日)11:00～12:00 

 

・名 称／「宝の島プロジェクト公開実験 in 石垣市」 

 

・主 催 等／主催：日本海難防止協会社団法人 日本海難防止協会（日本財団助成事業）、石

垣島サンゴウィーク実行委員会（石垣市、石垣市観光協会、八重山ダイビング協会） 

 

・場 所／石垣市・伊原間公民館 

 

・備 考／「石垣島サンゴウィーク２０１２」・ビーチクリーンアップとの連携イベントとして開催 

 

・プログラム 

 挨拶 

 車両移動式油化装置の稼動デモンストレーション（漂着ごみからスチレン油を生成するまでの

実況解説、スチレン油生成のための発泡スチロールの投入体験／離島キャラバン隊事務局） 

 “エコ縁日”（ごみ由来のエネルギーで発電を行い、綿菓子等を作り無料配布／離島キャラバ

ン隊事務局） 

 “エコものづくり体験”(浮き球を利用したオブジェ作り) 
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・写 真 

  

会場準備      開会前 

 

発泡スチロールの投入体験 

 

 

公開実験には南米からの留学生が参加した。 
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2.3 他の漂着ごみの油化に関する調査 

 

本事業で使用している油化装置は、いわゆる“熱分解方式”を採用している。そのため、下処理

等の条件さえ整えば、硬化プラスチック製の漁具やナイロン製の魚網など、発泡スチロール以外

のプラスチック系の漂着ごみも油化できる可能性がある。 

そこで、前述の社会実験と並行し、海岸に漂着する浮き球や漁網に使われているポリプロピレ

ン（PP）を対象に、油化に関する調査を進めた。 

具体的には、小型の発泡スチロール油化装置を用いて、発泡スチロールの 5％程度の PP を混

合した場合の生成物の変化について調べた。 

その結果、発泡スチロール分解の温度条件で試験を行った場合、PP 分解速度が遅く、PP は生

成液中の沈降成分や残渣中に移行することがわかった。原因は PP の分解温度が発泡スチロー

ルよりも高いためである。 

この課題を克服するため、液温を 400℃に上昇・維持した状態で実験を実施した。その結果、

PP が分解・精製されることが確認され、課題克服の見通しが立った。 

 

（詳細は資料２「他の漂着ゴミの分析及び油化に関する調査」を参照） 
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３.竹富町海洋基本計画における海洋保護区 

「竹富町版海洋保護区（MPA）の制定」に関しては、竹富町と東京大学海洋アライアンスが共

催し、海洋基本法の制定にも深くかかわった海洋政策研究財団が後援した「海の利用、保護、

管理のあり方を考えるワークショップ in 竹富町」が、平成 23 年 11 月 12 日に開催された。ワー

クショップには、多数の地域内外の研究者、地域の行政関係者及び海洋の利用事業者に加え、

地元住民の方々も参加した。ワークショップでは、参加者の立場によって異なる様々な意見交

換が行われ、検討初期の集会として非常に有意義な内容であった。また、今後は、具体的な海

洋保護区のイメージを明らかにして、関係各位の合意を図って行くことの重要性が確認された。 

ワークショップ開催後、竹富町と東京大学海洋アライアンスは、引き続き地域の漁業関係者、

ダイビング及びエコツアー事業者を中心に、竹富町に適した海洋保護区について意見交換を行

っている。また、竹富町海域の自然科学データ及び社会環境データの整理・解析を行って海域

の特性をベースにしたゾーニングを行い、今年度内には「竹富町版海洋保護区（MPA）」の基本

方針をまとめることになっている。来年度には、この基本方針に基づき、崎山湾及び網取湾を

主体とする西表島西部に最初の海洋保護区を設定する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大原中学校で開催された出前授業 竹富町離島振興総合センターで開催された海
の利用、保護、管理のあり方を考えるワーク
ショップ in 竹富町

国の天然記念物仲御神島（クルーツア
ーの船内より） 

竹富町版 MPA の必要性 
＊ワークショップ参加者のほとんどが必要と
思っている 
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４.竹富町における海洋保護区と海岸漂着ごみの関係と今後の展望 

  

竹富町は、最初の海洋保護区として、崎山湾や網取湾に代表される西表島西部海域での制

定を目指している（２.竹富町海洋基本計画における海洋保護区、参照）。その理由は、石垣島

を含む八重山圏域内においても、最も自然環境が残されたサンゴ礁海域であり、最初の保護

対象としてふさわしいばかりでなく、全町レベルでの海洋保護区制定の基準となるためである。

この海域には、美しく生産性に優れたサンゴ礁、及び人的影響をほとんど受けていない亜熱帯

森林が形成されている陸地の存在を背景に、貴重な生物種であるアカウミガメやウミショウブ等

の産卵・生息・生育地にもなっている。 

 しかし、海岸漂着ごみは、このような海域にも遠慮なく押し寄せてくる。ウミガメが海岸漂着ご

みを餌と間違え、その生命に影響を受けている事例に代表されるように、海洋保護区が制定さ

れ、各方面の関係者及びボランティアの方々が海域の保護を精力的に行ったとしても、今後も

押し寄せてくる海岸漂着ごみの自然環境への影響は計り知れない。すなわち、このような保護

すべき海域における海岸漂着ごみ対策こそが、最も必要であると考える。 

 このような海域における海岸漂着ごみ対策として、適切かつ持続可能な方法はどのようなも

のだろうか。 

たとえば、崎山湾や網取湾には陸路が存在しないため、入域者は漁業者、ダイビング及びエ

コツアー事業者、観光客に限られる。この構図は、海洋保護区に制定されても同じである。また、

これら入域者は、海洋保護区の自然から恩恵をうける受益者でもある。受益者がその自然環

境に対して保護活動をするのも当然であり、観光客の方にしても自然保護意識の高い人たちで

あると考えられる。よって、これら入域者の方々に、例えば 1 回の入域ごとに、海岸漂着ごみの

清掃をお願いする、あるいは義務付けるルールを制定するのが、海洋保護区の精神と海岸漂

着ごみ対策を両立させる方法であると考える。これらの活動で集められた海岸漂着ごみが、社

会システムとして構築されたルート（２.竹富町海洋基本計画における海岸漂着ごみ、参照）で運

搬されて利活用されれば、海洋保護区への入域者の活動も環境保全と地域還元になり、さらに

は入域者の受益に還元されることから、十分に理解されるものと考える。 
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     西表西部のアカウミガメ         西表西部のウミショウブ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西表西部の海岸漂着ごみ 
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資料２ 
 

他の漂着ごみの分析 
及び油化に関する調査 
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漂着プラスチックの熱分解試験と油化生成物の評価 

          

はじめに 

魚箱等の発泡ポリスチレン（EPS）油化技術の実績を活用し、漂着ゴミが問題となっている離

島における油化事業（回収から油利用）を展開していくための一環として行う研究である。  

昨年度は、①フロート EPS 以外の漂着プラスチックの樹脂種別の調査、②EPS 以外の樹脂

（ポリエチレン（PE）、ポリプロピレン（PP））混入による PS 油化へ影響について検討を行った。①

の調査から相当量のＰＥやＰＰが確認されたため、②として少量試料の熱分析によりＰＥおよび

ＰＰ混入時のＰＳ分解挙動について調べ、ＰＰ熱分解がＰＳとの共存により促進される傾向が確

認された。 

今年度は、熱分解ガスクロマトグラフ質量分析（Py-GCMS）を用いて塩分やＰＰ等の漂着物

特有の成分がＥＰＳと共存した場合の熱分解生成物の組成変化を調べるとともに、小型ＥＰＳ油

化装置実機を用いてＰＰ混入時の生成物の変化について調べた。 

 

1. 共存物による EPS 熱分解生成物組成への影響について 

 

    海岸漂着物特有の多量の塩分共存による EPS 分解への影響を調べるため、塩化ナトリウ

ムと PS の粉末混合試料を用いた Py-GSMS分析を試みた．また、PP との共処理の可能性を

調べるために調製した PP/PS 混合試料や、一昨年の研究で漂着フロート中の混入が示唆さ

れた臭素系難燃剤が添加された難燃化ポリスチレン（XPS）についても同様の分析を試み

た。 

 

【試料】 

  ①ポリスチレン粉末 

  ②ポリスチレン粉末 20wt%／塩化ナトリウム 80wt% 

  ③臭素系難燃剤（ヘキサブロモシクロドデカン）混入建材ＸＰＳ 

④ポリスチレン粉末 40wt%／ポリプロピレン粉末 60wt% 

 

【分析装置】 

熱分解装置：日本分析工業 JHP-5 

ガスクロマトグラフ質量分析計：Agilent Technology HP6890/MS5972A 

【測定条件】 

  熱分解方式    ：磁性体泊を用いた誘導加熱方式（ｷｭｰﾘｰﾎﾟｲﾝﾄﾊﾟｲﾛﾗｵｻﾞｰ） 

試料量      ：役 10mg 

    予備加熱温度    ：100℃(5min) ｛ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽﾆｰﾄﾞﾙﾋｰﾀｰ：200℃｝ 

43



8 
 

    熱分解温度        ：650℃ 

    熱分解時間        ：10sec  

 

ガスクロマトグラフ測定条件 

   注入口温度       ：300℃ 

   スプリット注入  ：スプリット比 50：１ 

   カラム           ：HP-5MS(30m×0.25mm[I.D.]×0.25μm[Film],5%PhMesiloxane) 

   オーブン温度     ：35℃[10min]--300℃[10min],10℃/min 

   MS ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ設定温度：280℃ 

   EM 電圧         ：1706V 

   MS ライブラリ   ：Wiley138   

【結果および考察】 

図１には，各試料の測定で得られたトータルインクロマトグラム（TIC）を比較した結果を示

す．共存物の無いポリスチレン粉末の Py-GCMS では，急速に熱分解生成物が GCMS に導

入され，一次生成物の逐次的反応による変化が少ないため，実機油化装置で得られる生成

油TICとは異なり，単量体，二量体，および三量体からなる比較的単純なピークパターンにな

ることがわかる．表１に単量体（SM）を基準にした二、三量体ピークの比率を示した．塩化ナ

トリウムが共存する場合，臭素系難燃剤の共存する XPS と同様に三量体が大きく低減する

のと同時にニ量体ピーク付近の副生成分が増加した．これは，塩化ナトリウムによる何らか

の触媒作用を示す結果といえる．PP 共存によるピーク比率の変化はほとんど無い． 

共存する臭素系難燃剤は，分解により腐食性の臭化水素を発生するため，油化プロセス

に重大な影響を及ぼすことが知られており，また，PS の解重合過程における臭化水素の関

与によりエチルベンゼン（EB）などの副生物が増加することが報告されている．今回の XPS

の分析で EB の増大が見られないのは，生成物の熱分解反応系内における滞留時間が短く、

一次生成物の逐次的反応が抑制されているためと考えられる． 
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図 1 共存物による TIC の比較 

表 1 単量体（SM）を基準にした二，三量体ピーク比率 
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2量体/単量体 3量体/単量体
0.07 0.40
0.12 0.19
0.05 0.20
0.07 0.38

※NaCl 80%
※※臭素系難燃剤（ﾍｷｻﾌﾞﾛﾓｼｸﾛﾄﾞﾃﾞｶﾝ）混入建材
※※※PP 60wt%

TIC ピーク面積比

Isotactic  PS
Isotactic  PS + NaCl※

XPS※※
Isotactic  PS　+ Isotactic  PP※※※

 

2. 小型ＥＰＳ油化装置実機を用いた PP 混入実験 

 

図２に PP 粉末の Py-GCMS（分析条件は図１と同じ）の TIC を示す。PP 熱分解では広い炭

素数分布を持つ分岐構造の炭化水素が生じることがわかる。保持時間２分以内のピークに

は，成分の分離が不十分な軽質炭化水素ガスが含まれている。分岐構造を持つ炭化水素は，

同じ炭素数の直鎖炭化水素や芳香族炭化水素に比べ揮発性が高く引火点が低いため，PS

単独処理と比べた場合，PP/PS共処理では生成物への引火危険性が増大する。そこで写真

１に示す小型 EPS 油化装置実機に PP を混入させて２回の分解試験を行い，コンデンサーを

通過して流出する軽質炭化水素ガス濃度の経時変化を追跡した。 
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図２ PP の Py-GCMS TIC 

 

装置写真 

 

写真１ 小型 EPS 油化装置 
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図３ 小型 EPS 油化装置フロー図 

試験①（2011/10/7 実施）では空の熱分解釜に写真２の PP ペレット 1kg（ノバテック MA1B）

を予め投入し，そこへ PS 溶解 PS 分解油（PS 約 30%）を所定量送液し，送液ポンプを停止し

た後に加熱昇温して分解流出ガスおよび液を定期的に採取した。コンデンサーと生成油貯留

槽とをつなぐ配管を分岐させ，流出液は直接試料瓶へ，ガスは写真３のようにポンプを用い

て分析用ガスバッグ（テドラーバッグ）へ採取した。 

試験②（2011/12/1 実施）では PS 溶解 PS 分解油（PS 約 30%）の充填された熱分解釜に

PP ペレット 1kg を投入し，通常の EPS 単独油化運転時と同様に PS 溶解 PS 分解油を送液し

ながら加熱昇温し，試験①と同様に生成ガスおよび液を採取した。 

 

 

 

 

     ペレット写真 

 

 

 

 

 

写真２ ＰＰペレット       写真３ ガス採取用ポンプとガスバッグ 
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【結果および考察】 

試験①では，熱分解釜の加熱壁面に多くのPP粒が接触しており，局所的な過熱によりPP

熱分解が進行することで，急激な揮発性炭化水素の発生が懸念されたため，釜中の液温が

通常運転時の 400℃に達するまでについて，液成分およびガス成分の経時変化を調べた。

図４に分解釜液温と生成液成分の経時変化を示す。 

昇温開始当初は，PS 分解油が蒸留されるため生成液中のスチレン濃度が非常に高く，こ

れが時間経過とともに減少し，約２５分経過し液温が約350℃を超えた付近から溶解PSの熱

分解が開始されるため，スチレン濃度は増加に転じている。また，液成分中に PP 由来の分

岐炭化水素はほとんど認められないことがわかった。PS 分解が開始する温度を超えて間も

なく運転を終了しており，投入した PP のほとんどは分解していないことが予想される。 
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図４ 試験①における分解釜液温と生成液成分の経時変化 
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図５ 試験①における生成ガスのガスクロマトグラムと主要ガス成分濃度の経時変化 

図５には，同時に採取したガス分析の結果得たガスクロマトグラムと主要成分濃度の経

時変化を示す。軽質炭化水素のうち、液温上昇にともないプロピレンのみ増加していること

がわかった。プロピレンは PP 由来で生じると考えられ，液温が 350℃を超える領域では PP

の分解が一部進行していることを示す結果である。 

加熱バーナーを停止し，流出回収した生成液総量は，15.9kg，液温が所定温度に低下

し溶融状態で釜下部より抜き出した残さ総量は，6.2kg となった。PP1kg 以外の PS 溶解 PS

分解油の供給総重量が明確にわからないため収支バランスを評価できないが，PP分解に

よる軽質ガスの流出は少ないことから，投入物のほとんどは，生成液あるいは残さとして

回収されたと考えられる。 

生成液中に PP 由来成分がほとんど認められず，また，固化後の残さ上部表面に白色

状の物がみられ，外観上も未分解 PP 成分が残さに移行していると考えられたため，残さ

6.2kg 中に含まれる PP 成分量を調べた。PS および PS 分解成分であるオリゴマー類がテト

ラヒドロフラン（THF）溶媒に溶解するのに対し，PP および PP 由来のオリゴマー成分が溶

解しないことを利用し，残さ中の THF 不溶成分重量を PP 成分量として評価した。残さは熱

分解釜下部より溶融状態でペール缶に取り出し室温で放置している間に固化するが，ＰＰ

とＰＳの比重差でペール缶内高さ方向の分布が異なると予想されたため，ペール缶上部，

内部，下部についてそれぞれ THF 不溶成分量を調べた。結果を以下に記す。 

 

【残さ中 THF 不溶成分量の分析結果】 

残さ A（上部表面）：1.357g THF 不溶分量 0.205g（15.1％） 

残さ B（表面下部）（内部）：1.097g  THF 不溶分量 0.169g（15.4％） 
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残さ C（下部表面）：0.681g  THF 不溶分量 0.071g（10.4％） 平均 13.6％ 

 残さ中に含まれるＰＰ推算総量 6.2kg×0.136＝約 0.84kg 

 

PP の比重が PS に比べて軽いため，残さ上方に PP 成分が多く分布しており，平均して１

４％弱（総量約 0.84kg）の PP 成分が残さ中に含まれていることを示す結果が得られた。PP 投

入量 1kg の少なくとも 84%は分解油化されず，そのまま残さに移行していることになる。 

図６に残さ中 THF 不溶分の赤外分光分析の結果を示す。スペクトルからも THF 不溶成分

が，投入した PP 由来成分であることは明らかである。 
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図６ 残さから取り出した THF 不溶成分の赤外分光スペクトル 

試験②では，PS 溶解 PS 分解油に PP ペレットを投入したため，比重の軽い PP が油液面

に浮遊してしまうと予想したが，液面観察用の覗き窓から見た限りでは，液内部へも PP ペレ

ットが均一に分散している様子が確認された。試験②のバーナー点火による昇温開始直後，

排気管内等に付着した油状成分によりあがった油煙が低減されるまでバーナーを一時停止

したため，再加熱後，液温が 300℃程度まで達してから生成液およびガスの採取をおこなっ

た。図７に試験②における分解釜液温と生成液成分の経時変化を示す。昇温過程でスチレ

ン濃度が減少し，液温 350℃付近から増加に転じる点は，試験①とほぼ同様の結果となって

いる。その後，液温が 400℃弱で安定推移し，その間に採取した生成液のスチレン濃度も同

様に安定していることがわかる。 
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図７ 試験②における分解釜液温と生成液成分の経時変化 
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図８ 試験②における主要ガス成分濃度の経時変化 

図８には，試験②において生成する主要ガス成分濃度の経時変化を示す。プロピレン濃度

は，液温が 350℃を超えた時点においても試験①と比べると低く，液温が 400℃弱で安定推

移した後，徐々に増加傾向にあるものの，試験①にくらべると低濃度であることがわかる。 

前述したようにＰＰペレットを液中に投入して試験を開始した当初は，ペレットが比較的均

一に熱分解釜に分散している様子がうかがえたが，加熱を開始し，攪拌操作をおこなうこと

で，ペレットの局在化が進行し，特に釜底部にある送液口を塞ぎ，ＰＳ溶解ＰＳ分解油を通常

どおり送液できない状態が続いた。釜内部の液量の減少にともなう液温過熱を防ぐため，バ
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ーナーを一時的に停めて液温の安定を維持し，閉塞した送液口に替わり，釜上部の送液口

から液供給がはじまるのを確認した後， 終的に液供給を止めて試験を終了した。 

試験①と同様に残さ中の THF 不溶成分量について調べた結果を以下に記す。 

 

【残さ中 THF 不溶成分量の分析結果】 

残さ A（上部表面）：1.867g THF 不溶分量 0.072g（3.9％） 

残さ B（表面下部）（内部）：0.62g  THF 不溶分量 0.022g（3.5％） 

残さ C（下部表面）：1.07g  THF 不溶分量 0.088g（8.2％） 平均 5.2％ 

残さ中に含まれるＰＰ推算総量 7.5kg×0.052＝約 0.39kg 

 

 

試験②では，試験①と比べ，分解されずに残さ中に移行したＰＰ量は少なく，ＰＰ投入量

1kg の約４割と推算され，残りの約６割は分解により生成液あるいはガス中に含まれていると

考えられる。しかしながら，GCMS 分析による生成液の分析では，図２にあるような PP 由来

の炭化水素成分がほとんど検出されず，通常のフロート油と同様の成分組成を示した。

Py-GCMS の実験で PP の混入が PS 熱分解成分組成に影響を与えないという結果と一致し

ている。 

一方，生成ガス中の PP 由来のプロピレン濃度が徐々に増加すること，および室温放置し

た生成液底部に白色沈殿が生じていることから，試験②では PP 熱分解が緩やかに進行し，

比較的分子量の大きい分解生成物が生成液中に移行し，液温の低下にともない生成液中で

沈降したものと考えられる。 

 

3. 検証結果 

 

 Py-GCMSを用いた少量試料による分解試験の結果，漂着物特有の付着塩分が共存した場合，

臭素系難燃剤が含まれる XPS と同様に PS 熱分解で生じる二，三量体相当成分が減少する傾向

が確認された。一方で漂着プラスチックとして EPS との共処理が望まれる PP が共存しても PS 熱

分解の主生成物（モノマー，二量体，および三量体）の組成比に大きな差異がないことがわかっ

た。 

 小型 EPS 油化装置の実機を用いて PP 混入試験を行った。PP 分解による揮発性ガスの危険性

を懸念したが，EPS 分解の温度条件で試験を行ったため PP 分解速度が遅く，投入した PP の大

部分は生成液中の沈降成分や残さ中に移行することがわかった。 

 

4. まとめ 

他の漂着ごみの油化に関する調査として、海岸に漂着する浮き球や漁網に使われているポリ

プロピレン（PP）の油化に関する調査を実施した。 
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具体的には、小型の発泡スチロール油化装置を用いて、発泡スチロールの 5％程度の PP を混

合した場合の生成物の変化について調べた。 

その結果、発泡スチロール分解の温度条件で試験を行った場合、PP 分解速度が遅く、PP は生

成液中の沈降成分や残渣中に移行することがわかった。原因は PP の分解温度が発泡スチロー

ルよりも高いためである。 

この問題に対しては液温を上昇させるなど、油化装置の 適な運転状況の確立や、PP の供給

方法の検討により解決できるものと考える。 
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離島の海岸線調査 

利尻島・礼文島・八丈島調査詳細 
 

1.利尻島 
 
1.1 聞き取り調査 議事概要 
【利尻富士町役場／福祉課、産業建設課、利尻郡清掃施設組合から聞き取り】 

・利尻の漂着ごみで最も多いのは天塩川からくる流木である。 

・発泡スチロールもペットボトルも困り果てるほど量があるわけではない。稚内市の宗谷

岬の周辺が漂着ごみが多いようである。 

・前回行った海岸清掃では 17 箇所の清掃を行い 4～8 トンのごみを回収。流木、ロープ、

網、浮き球の順で多かった。発泡スチロールは軽トラック一台分程度だった。 

・流木に砂や石が入り込んでいるため、切断できない上、燃やすと炉に負担がかかる。 

・利尻富士町では漂着ごみを一般廃棄物として処理している。 

・ペットボトルのリサイクルを島内で取り組みたい。現在は島外へ搬出するのにかなりの

輸送費がかかっている。 

・稚内・礼文・利尻で共同使用などの可能性も含め、移動式油化装置の導入は検討の余地

がある。 

・利尻では廃食油は下水処理している。 
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1.2 海岸線調査 地点 

 

図 1. 調査地点（利尻島） 
背景画像は GoogleMaps を用いた。 

 
 
  

0 2km 

①雄忠志内付近

②石崎付近海岸

③石崎灯台付近 ④仙法志御崎海岸 
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1.3 海岸線調査 地点詳細 
①雄忠志内付近 

当地は、島の北東部、雄忠志内漁港からから旭浜の間に位置する。秋口には鮭の流れ込みが

みられ、釣りのスポットとしても知られる。 

 
写真 1-1  

写真 1-1 ・・・ 消波ブロック→玉石→草原で形成されている海岸である。消波ブロックと 50 ㎝大

の岩によって海に近づきづらくなっている。玉石の部分には、タイヤやドラム缶、漁業用浮きといっ

た大型のごみがいくつか漂流していた。 
 
②石崎付近海岸 

大きい石から小さい石まで大量にあり、非常に歩きづらい。その上、この海岸線はななめに傾

斜がかかっているため、近づくのも容易ではなかった。 

 
写真 1-2 

写真 1-2 ・・・ ごみの量は多くはなかったが除去作業を行うのが困難な場所なため、放置せざる

おえない状況である。 
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③石崎灯台付近 

利尻島東側に位置する石崎灯台下の海岸付近は、10~20 ㎝の玉石からなる海岸である。近く

には、1943 年 10 月、太平洋戦争開始 2 年後に作られた石崎灯台があり、船の安全を守る灯台と

して利尻島らしい風景の一つとなっている。 

 

写真 1-3                写真 1-4 

写真 1-3 ・・・ 非常に長く開けた海岸であるが、細かなごみが散乱しており、景観を損なっていた。

石と石の間に小さなごみが入り込み埋もれているため、除去が困難。 
写真 1-4 ・・・ 主なごみとして、流木・漁業用浮き・ペットボトルが漂流している。 
 
④仙法志御崎海岸 

当地は、利尻島南側に位置する。他のポイントとは趣の違う海岸となっており、黒い奇岩と岸壁

によって海岸が形成される。遊歩道も整備されており、自然の作り出す多くの奇岩を楽しめ、観光

スポットとなっている。 

  

写真 1-5                写真 1-6 

写真 1-5 ・・・ 他ポイントとは異なり、あまり目立ったごみは見当たらなかった。観光地なため、清

掃が根付いているのかもしれない。 
写真 1-6 ・・・ 小さな石の海岸だが、ここにも目立ったごみは見当たらなかった。 
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2.礼文島 
 
2.1 聞き取り調査 議事概要 
【礼文町役場／町民課から聞き取り】 

・発泡スチロールは埋立処分している。 

・流木は焼却処分している。 

・清掃は年に一回のみで、処理費は 10万円程度。 

・西側は陸路ではいくことができないので、漂着ごみの現状は把握していない。 

 
2.2 海岸線調査 地点 

 

図 2. 調査地点（礼文島） 
背景画像は GoogleMaps を用いた。  

①礼文空港の東側海岸 
②スコトン岬 

③ゴロタ浜 

④西上泊付近海岸 

0 2km 
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2.3 海岸線調査 地点詳細 
①礼文空港東側海岸 

礼文島の北東部に位置する。 
当地は、海岸に沿って道路が通っており、コンクリートの壁を挟んで海岸がある。そのため、道

路からは海岸のごみがあまり見えない。 
漂着ごみの種類としては、プラスチックの破片、流木、漁業用の浮きの割合が多かった。礼文

島西側と比べると小さいごみが多く、ごみの量は少なく感じられた。 
また、海藻も海岸に大量に打ち上げられており、景観を損なう原因となっている。 

  
写真 2-1                写真 2-2 

  
写真 2-3                写真 2-4 

写真 2-1 ・・・ 海岸と道路つながりを遮断するコンクリートの壁が存在する。 
写真 2-2 ・・・ 砂浜に埋もれている小さなゴミが多い。 
写真 2-3 ・・・ 流木が多く見られ、細かなごみが散乱している。 
写真 2-4 ・・・ 岩の間にゴミがたまっている。 
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②スコトン岬 
礼文島最北端の岬であり、海に突き出た岬である。両側が岸壁に囲まれており、漂流ごみを回

収するのが非常に困難な場所となっている。しかし、周辺海流の関係から非常にごみがたまりや

すい場所である。礼文島内でも有名な観光スポットであり、毎年多くの観光客が雄大な自然の景

色を目当てに訪れる地である。 
 

 
写真 2-5 

  
写真 2-6                写真 2-7 

写真 2-5 ・・・ 海岸には流木が多く漂着しており、陸域には漁業用網も漂着していた。 
厳しい崖があり、回収するのが困難な状態となっている。高い波と速い潮の流れがごみを運んで

くるのがわかる。 
写真 2-6、2-7 ・・・ 消波ブロックの陸側に漁業用浮きや流木がたまっていた。周辺環境はごつご

つした石が多く、ごみも消波ブロック内に入り込んでいるため回収が困難だ。 
 
  

西
側

東
側
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③ゴロタ浜 
礼文島の中では比較的珍しい砂浜が広がる。穴あき貝が拾えるなど観光客も多い。 
 

  
写真 2-8                写真 2-9 

写真 2-8 ・・・ 砂浜の脇には 20 ㎝ほどの大きな石から海岸が広がる。非常に歩きにくく、石の隙

間にはごみが挟まっていた。漁業用浮きが挟まり、漁網や釣り糸が石に絡まっているのがわかっ

た。 
写真 2-9 ・・・ 荒々しい波が発砲スチロール等のごみを運ぶ。 
 
④西上泊付近海岸 

澄海岬から集落を抜け、観光客むけのトレッキングコースからは少し外れた海岸である。 
こぶし大の玉石からなる海岸は歩きにくくはないが、人通りが少ないせいかごみが放置されてい

る印象であった。 
 

  
写真 2-10                写真 2-11 

写真 2-10 ・・・ 大量の流木が打ち上げられていた。波打ち際に多くのごみがたまっている。 
写真 2-11 ・・・ 海岸には広範囲にわたり昆布が流れ着いており、漁具なども目立つ。 
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3.八丈島 
 
3.1 聞き取り調査 議事概要 
 
【八丈島役場／住民課から聞き取り】 

●漂着ごみに関しては八丈島ではそれほど多く無い。 

●ごみの中で最も多いのはペットボトル。日本製がほとんどだが中には中国や韓国のもの

もある。 

●ポリタンクなどの硬化プラスチックも漂着するが、ほとんどが破片の状態で、原型をと

どめているものは少ない。 

●八丈は天然の砂浜がなく、ほとんどがごつごつした岩場である。 

●ペットボトルが岩に張り付きそれを回収する作業は非常に危険を伴うので、人がいける

場処のみ回収している。 

●八丈島では発泡スチロールは焼却処分している。 

●リサイクル推進の一環として、発泡スチロールの減容処理実験を行なっている。1リット

ル 270 円で溶剤を購入し、ゲル化したものを 1リットル 10円で茨城の業者に有価物として

引き渡している。１リットルにつき 260 円の損害がでており、実現は難しい。 

●4/20 に地元の婦人会が海岸清掃を行った。 
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3.2 海岸線調査 地点 

 
 

図 3. 調査地点（八丈島） 
背景画像は GoogleMaps を用いた。 

  

②八重根漁港 

③横間海水浴場付近 

④乙千代ヶ浜 

①八重根港 
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3.3 海岸線調査 地点詳細 
 
①八重根港 
八丈島の西部に位置する。大型定期船の岸壁が整備されている。 

 
写真 3-１ 

写真 3-1 ・・・ 細かな発泡スチロールや漁業道具が多かった。高波が来ると、ごみをさらって行っ

てしまうこともある。 
 
②八重根漁港 

八丈島の西部に位置する岩礁を掘り込んだ漁港である。 

 
写真 3-2 

写真 3-2 ・・・ 目立ったごみはなく、岩の隙間に細かな流木が挟まっている。 
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③横間海水浴場付近 
玉石で出来た海岸である。人口湾になっている場所もあり観光スポットとなっている。車でも非

常に海岸の近くまでいける場所であった。 

  
写真 3-3                写真 3-4 

写真 3-3 ・・・ 砂地の上に大小様々な石が転がる。人が入ることが可能な海岸であるが、歩きず

らい。 
写真 3-4 ・・・ 砂地に石と細かなごみが埋もれている。非常に汚い印象を与えてしまう。 
 
④乙千代ヶ浜 

八幡山の溶岩が流れ込んでいる場所で、八丈島らしい風景が広がる。現在は小さな池がつくら

れており、八丈島全体の憩いの場所となっている。 
調査時は天気が荒れており、非常にな波が高かった。 

  
写真 3-5                写真 3-6 

写真 3-5 ・・・ 溶岩を乗り越えて高い波が陸地まで打ち付けていた。 
写真 3-6 ・・・ 写真 3-5 の赤枠部分の拡大写真。高い波が漁業用浮きや漁網を運び、岩の間に

挟まっている。 
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公開実験 周知宣伝資料 

１．西表島公開実験 

 

2011 年 5 月 

 

“宝の島プロジェクト 公開実験（西表・上原）” 開催のお知らせ 

－漂着ごみの油化に関する広域社会実験－ 

 

社団法人日本海難防止協会（会長 宮原耕治）は、日本財団の支援を受け、離島における海岸

漂着ごみ問題の解決等を目的とした、一般市民主導による社会実験（通称：宝の島プロジェクト）

を進めています。 

具体的には、回収した海岸漂着ごみの一部（発泡スチロール）を「油化装置」によってスチレン

油に変換、これを石油エネルギーとして島内で有効活用するというものです。スチレン油はガソリ

ンなどと同じ引火性の液体で、ディーゼル機関、ボイラー、焼却炉等の燃料として利用することが

できます。本プロジェクトは離島の海岸の美化や省エネ対策に貢献するばかりか、ごみ由来のエ

ネルギーを利用した起業にも通じ、過疎化や高齢化などの問題の解決の糸口ともなり、“離島振

興”にもつながる可能性を秘めております。文字どおり、海岸漂着ごみが離島を“宝の島”に変え

るという画期的な取り組みで、国内外から大いに注目されてきました。 

鳩間島に設置した固定式油化装置による二か年にわたる社会実験は、今年３月をもって無事

終了しました。今年度からは、本プロジェクトの発祥地である竹富町を巣立ち、黒潮の流れととも

に北上し、全国展開を図ることとなりました。すなわち、油化装置をトラックに搭載、全国の主な離

島を広域的に巡回し、移動型の社会実験を進めることとなりました。「離島キャラバン隊」と称する

この活動には、鳩間島の NPO「南の島々（ふるさと）・守り隊」も参加、鳩間島での社会実験を通じ

て自らが得た知見や技術を他の島々に伝えてゆく予定です。 

今般、下記のとおり、公開実験を行うこととなりました。公開実験では、車両移動式油化装置の

稼働デモンストレーションや発泡スチロールの洋上曳航実験のほか、ごみ由来のエネルギーを利

用して行う“エコ縁日”など、盛りだくさんのプログラムをご用意しております。皆様のご参加を心か

らお待ち申し上げております。 

記 

 

１．日時： 

２０１１年６月４日（土曜日）１０：００～１２：００  ※ ０９：３０から受付開始、入場無料 

 

２．主催等： 
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主催：（社）日本海難防止協会（日本財団助成事業）、協力：竹富町、NPO 南の島々（ふるさ

と）・守り隊ほか 

 

３．場所：  

沖縄県・竹富町・西表島 上原港（デンサーターミナルから徒歩２分） 

 

４．実験の目的： 

 地域連携の充実（隣接島における NPO の協力関係の構築） 

 移動式油化装置と固定式油化装置のコラボレーション 

 発泡スチロールの洋上曳航移送の有効性の確認 

 「竹富町海洋基本計画」に則った海岸漂着ごみ対策の検証 

 

５．内容： 

 挨拶（竹富町長、日本海難防止協会ほか） 

 車両移動式油化装置の稼動デモンストレーション（発泡スチロールを原料としたスチレン油の

生成） 

 発泡スチロールの洋上曳航実験（鳩間島の固定式油化装置及び西表島の移動式油化装置

のコラボレーション） 

 “エコ縁日”（ごみ由来のエネルギー及び廃天ぷら油で発電を行い、綿菓子やかき氷を作り、

無料配布） 

 ＮＰＯからの報告（本社会実験に対する感想等）・質疑応答など 

 

６．その他： 

雨天決行（台風等の荒天の場合は中止） 

 

本件に関するお問い合わせは、以下宛にお願い申し上げます。 

（社）日本海難防止協会／担当：大貫（おおぬき）・吉村（よしむら） 

ＴＥＬ：０３（３５０２）３５４３／ＦＡＸ：０３（３５８１）６１３６ 
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２．喜界島公開実験 開催のお知らせ 

 平成 23 年 7 月  

 

“宝の島プロジェクト 公開実験（鹿児島県・喜界島）” 開催のお知らせ 

－漂着ごみの油化に関する広域社会実験－ 

 

社団法人日本海難防止協会（会長 宮原耕治）は、日本財団の支援を受け、離島における海岸

漂着ごみ問題の解決等を目的とした、一般市民主導による社会実験（通称：宝の島プロジェクト）

を進めています。 

具体的には、回収した海岸漂着ごみの一部（発泡スチロール）を「油化装置」によってスチレン

油に変換、これを石油エネルギーとして島内で有効活用するというものです。スチレン油はガソリ

ンなどと同じ引火性の液体で、ディーゼル機関、ボイラー、焼却炉等の燃料として利用することが

できます。本プロジェクトは離島の海岸の美化や省エネ対策に貢献するばかりか、ごみ由来のエ

ネルギーを利用した起業にも通じ、過疎化や高齢化などの問題の解決の糸口ともなり、“離島振

興”にもつながる可能性を秘めております。文字どおり、海岸漂着ごみが離島を“宝の島”に変え

るという画期的な取り組みで、国内外から大いに注目されてきました。 

さて、沖縄県の鳩間島に設置した固定式油化装置による二か年にわたる社会実験は、今年３

月をもって無事終了しました。今年度からは、黒潮の流れとともに北上し、全国展開を図ることと

なりました。すなわち、油化装置をトラックに搭載し、全国の主な離島を広域的に巡回する、“離島

キャラバン隊”と称する移動型の社会実験を進めます。 

今般、キャラバン隊遠征の第一回目となる公開実験を喜界島にて行うこととなりました。車両移

動式油化装置の稼働デモンストレーションや小中学生を対象とした環境学習や民謡ライブのほか、

ごみ由来のエネルギーを利用して行う“エコ縁日”など、盛りだくさんのプログラムをご用意してお

ります。皆様のご参加を心からお待ち申し上げております。 
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記 

１．日 時 

２０１１年７月２３日（土曜日）１３：００～１５：００ 

※ １２：３０から受付開始、入場無料 

 ※ 喜界島１５：４０発の奄美行き最終航空便には間に合うように終了いたします。 

２．主 催 等 

主  催：社団法人 日本海難防止協会（日本財団助成事業） 

協  力：喜界町、特定非営利活動法人 ユーアイ自立支援の会 

３．場 所 

鹿児島県 喜界町役場 

４．実 験 テ ー マ 

島の海岸の美化と省エネ、夏休みの環境学習、地域連携など 

５．内 容 

１３：００ 開  会 

 挨拶（主催者挨拶、来賓挨拶） 

 車両移動式油化装置の稼動デモンストレーション（スチレン油生成の解説、発泡スチロール

の投入体験） 

 ミニ学習会（“物”の大切さやリサイクルをテーマとした環境学習） 

 “エコ縁日”（ごみ由来のエネルギーで発電を行い綿菓子やかき氷を作り無料配布） 

 挨拶（参加者代表） 

 民謡ライブ 

１５：００ 閉  会 

６．そ の 他 

雨天決行（台風等の荒天の場合は順延） 

 

本件に関するお問い合わせは、以下宛にお願い申し上げます。 

日本海難防止協会／担当：大貫（おおぬき）・吉村（よしむら） 

ＴＥＬ：０３（３５０２）３５４３／ＦＡＸ：０３（３５８１）６１３６ 

ユーアイ自立支援の会／担当：富山（とみやま）・祝（いわい） 

ＴＥＬ：０９９７（５４）１８００／ＦＡＸ：０９９７（５４）１８０９ 
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３．１奄美大島公開実験 開催のお知らせ 

 平成 23 年 8 月  

 

“宝の島プロジェクト 公開実験（鹿児島県・奄美市）”開催のお知らせ 

－漂着ごみの油化に関する広域社会実験－ 

 

社団法人日本海難防止協会（会長 宮原耕治）は、日本財団の支援を受け、離島における海岸

漂着ごみ問題の解決等を目的とした、一般市民主導による社会実験（通称：宝の島プロジェクト）

を進めています。 

具体的には、回収した海岸漂着ごみの一部（発泡スチロール）を「油化装置」によってスチレン

油に変換、これを石油エネルギーとして島内で有効活用するというものです。スチレン油はガソリ

ンなどと同じ引火性の液体で、ディーゼル機関、ボイラー、焼却炉等の燃料として利用することが

できます。本プロジェクトは離島の海岸の美化や省エネ対策に貢献するばかりか、ごみ由来のエ

ネルギーを利用した起業にも通じ、過疎化や高齢化などの問題の解決の糸口ともなり、“離島振

興”にもつながる可能性を秘めております。文字どおり、海岸漂着ごみが離島を“宝の島”に変え

るという画期的な取り組みで、国内外から大いに注目されてきました。 

さて、沖縄県の鳩間島に設置した固定式油化装置による二か年にわたる社会実験は、今年３

月をもって無事終了しました。今年度からは、黒潮の流れとともに北上し、全国展開を図ることと

なりました。すなわち、油化装置をトラックに搭載し、全国の主な離島を広域的に巡回する、“離島

キャラバン隊”と称する移動型の社会実験を進めています。先月も遠征の第一回目として喜界島

にて公開実験を開催いたしました。 

喜界島の公開実験の後、移動式油化装置は奄美大島に渡り、８月１日から一週間の初期社会

実験を実施したところです。 

今般、この初期社会実験の検証内容を一般公開するべく奄美市で公開実験を開催いたします。

車両移動式油化装置の稼働デモンストレーションや小中学生を対象とした工房体験のほか、ごみ

由来のエネルギーを利用して行う“エコ縁日”など、盛りだくさんのプログラムをご用意しておりま

す。皆様のご参加を心からお待ち申し上げております。 
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記 

１．日 時 

２０１１年９月３日（土曜日）１３：３０～１６：００  ※ １３：００から受付開始、入場無料 

２．場 所 

奄美文化センター・ホテルビッグマリン奄美 

３．主 催 等 

主  催：社団法人 日本海難防止協会（日本財団助成事業） 

後  援：奄美市 

協  力：特定非営利活動法人 ユーアイ自立支援の会、特定非営利活動法人 南の島々守り隊（沖縄県・竹

富町） 

４．実 験 の目 的 

海岸の美化と島の省エネ、自立支援、離島の広域地域連携（島々の“絆”）など 

５．内 容 

 

【第一部】野外イベント（奄美文化センター） 

１３：３０ 開  会 

 主催者挨拶／来賓挨拶 

 車両移動式油化装置の稼動デモンストレーション（スチレン油生成の解説、発泡スチロールの投入体験 ／

離島キャラバン隊事務局） 

 “エコ縁日”（ごみ由来のエネルギーで発電を行い、綿菓子やかき氷を作り無料配布／離島キャラバン隊事

務局） 

 “エコものづくり体験” －再生エネルギーと自立支援－”（ごみ由来のエネルギーで発電を行い、貝などを加

工してアクセサリーを製造／ユーアイ自立支援の会） 

 “渚のあれこれ”展示会（漂着ごみを使ったリサイクル品の展示会／南の島々守り隊） 

 参加者代表挨拶 

１４：４５ 閉 会 

【第二部】屋内イベント（ホテルビッグマリン奄美 大広間） 

１５：００ 開  会 

 パネルディスカッション 「離島がすべきこと ～海洋基本計画と海岸漂着ごみ問題～」 

１６：００ 閉  会 

 

６．そ の 他 

雨天決行（台風等の荒天の場合は順延） 
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３．２奄美大島公開実験 リーフレット 
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４．１福江島公開実験 開催のお知らせ 

 平成 23 年 9 月 

 

宝の島プロジェクト 離島キャラバン隊 公開実験（ｉｎ福江島） 

開催のお知らせ(案) 

－漂着ごみの油化に関する広域社会実験－ 

 

社団法人日本海難防止協会（会長 宮原耕治）は、日本財団の支援を受け、離島における海岸

漂着ごみ問題の解決等を目的とした、一般市民主導による社会実験（通称：宝の島プロジェクト）

を進めています。 

具体的には、回収した海岸漂着ごみの一部（発泡スチロール）を「油化装置」によってスチレン

油に変換、これを石油エネルギーとして島内で有効活用するというものです。スチレン油はガソリ

ンなどと同じ引火性の液体で、ディーゼル機関、ボイラー、焼却炉等の燃料として利用することが

できます。本プロジェクトは離島の海岸の美化や省エネ対策に貢献するばかりか、ごみ由来のエ

ネルギーを利用した起業にも通じ、過疎化や高齢化などの問題の解決の糸口ともなり、“離島振

興”にもつながる可能性を秘めております。文字どおり、海岸漂着ごみが離島を“宝の島”に変え

るという画期的な取り組みで、国内外から大いに注目されてきました。 

さて、沖縄県の鳩間島に設置した固定式油化装置による二か年にわたる社会実験は、今年３

月をもって無事終了しました。今年度からは、黒潮の流れとともに北上しながら、広域展開を図る

こととなりました。すなわち、油化装置をトラックに搭載し、全国の主な離島を巡回する、“離島キャ

ラバン隊”と称する移動型の社会実験を進めています。 

今般、キャラバン隊遠征の第４回目となる公開実験を長崎県・福江島にて行うこととなりました。

公開実験は上記の宝の島プロジェクトの取り組みを一般公開することを目的とし、車両移動式油

化装置の稼働デモンストレーションやごみ由来のエネルギーを利用して行う“エコ縁日”、“エコも

のづくり体験”など、盛りだくさんのプログラムをご用意しております。皆様のご参加を心からお待

ち申し上げております。 

 

記 

 

１．日 時 

２０１１年１０月１５日（土曜日）１０：００～１１：３０ 

※ ０９：３０受付開始。入場無料。 

 

２．主 催 等 

主  催：社団法人 日本海難防止協会（日本財団助成事業） 
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協  力：五島市、特定非営利活動法人 ユーアイ自立支援の会（鹿児島県・奄美市）、特定非

営利活動法人 南の島々守り隊（沖縄県・竹富町） 

 

３．場 所 

五島市中央公園 駐車場 

 

４．実 験 の テ ー マ 

海岸の美化、地域連携（バイオマスタウンと島々の“絆”）、リサイクルと再生エネルギーなど 

 

５．内 容 

１０：００ 開  会 

 挨拶 

 車両移動式油化装置の稼動デモンストレーション（漂着ごみからスチレン油を生成するまで

の実況解説、スチレン油生成のための発泡スチロールの投入体験／離島キャラバン隊事務

局） 

 ミニ学習会（“物”の大切さやリサイクル、バイオマスをテーマとした環境学習／五島市、南の

島々守り隊） 

 “エコ縁日”（ごみ由来のエネルギーで発電を行い、綿菓子等を作り無料配布／離島キャラバ

ン隊事務局） 

 “エコものづくり体験 －リサイクルと再生エネルギー－”（ごみ由来のエネルギーで発電を行

い、貝などを加工しアクセサリーを製造、漂着ごみを使ったリサイクル品展示会／ユーアイ自

立支援の会、南の島々守り隊） 

 閉会挨拶 

１２：００ 閉  会 

 

６．そ の 他 

雨天決行（台風等の荒天の場合は順延） 

 

本件に関するお問い合わせは、以下宛にお願い申し上げます。 

日本海難防止協会／担当：大貫（おおぬき）・吉村（よしむら） 

ＴＥＬ：０３（３５０２）３５４３／ＦＡＸ：０３（３５８１）６１３６ 
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４．２福江島公開実験 リーフレット 

 

 

88



47 
 

５．１天草市公開実験 開催のお知らせ 

 平成 23 年 10 月  

 

“宝の島プロジェクト 離島キャラバン隊 公開実験（ｉｎ天草下島） 

開催のお知らせ 

－漂着ごみの油化に関する広域社会実験－ 

 

社団法人日本海難防止協会（会長 宮原耕治）は、日本財団の支援を受け、離島における海岸

漂着ごみ問題の解決等を目的とした、一般市民主導による社会実験（通称：宝の島プロジェクト）

を進めています。 

具体的には、回収した海岸漂着ごみの一部（発泡スチロール）を「油化装置」によってスチレン

油に変換、これを石油エネルギーとして島内で有効活用するというものです。スチレン油はガソリ

ンなどと同じ引火性の液体で、ディーゼル機関、ボイラー、焼却炉等の燃料として利用することが

できます。本プロジェクトは離島の海岸の美化や省エネ対策に貢献するばかりか、ごみ由来のエ

ネルギーを利用した起業にも通じ、過疎化や高齢化などの問題の解決の糸口ともなり、“離島振

興”にもつながる可能性を秘めております。文字どおり、海岸漂着ごみが離島を“宝の島”に変え

るという画期的な取り組みで、国内外から大いに注目されてきました。 

さて、沖縄県の鳩間島に設置した固定式油化装置による二か年にわたる社会実験は、今年３

月をもって無事終了しました。今年度からは、黒潮の流れとともに北上しながら、広域展開を図る

こととなりました。すなわち、油化装置をトラックに搭載し、全国の主な離島を巡回する、“離島キャ

ラバン隊”と称する移動型の社会実験を進めています。 

今般、キャラバン隊遠征の第５回目となる公開実験を熊本県・天草下島にて行うこととなりまし

た。あまくさ福祉まつりとの共同開催です。車両移動式油化装置の稼働デモンストレーションやご

み由来のエネルギーを利用して行う“エコ縁日”、“エコものづくり体験”など、盛りだくさんのプログ

ラムをご用意しております。皆様のご参加を心からお待ち申し上げております。 

 

記 

 

１．日 時 

２０１１年１０月２３日（日曜日）１２：３０～１４：００ 

※  “あまくさ福祉まつり”の会場において、体験型イベントの一つとして開催 

※ １０：３０受付開始。入場無料。 

 

２．主 催 等 
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主  催：社団法人 日本海難防止協会（日本財団助成事業） 

協  力：天草市、特定非営利活動法人 ユーアイ自立支援の会（鹿児島県・奄美市）、特定非

営利活動法人 南の島々守り隊（沖縄県・竹富町） 

 

３．場 所 

天草市民センター 

 

４．実 験 の テ ー マ 

海岸美化と島の省エネ、広域地域連携（天草市と南西諸島の島々の“絆”）、エコふれあい体験

など 

 

５．内 容 

１１：００ 開  会 

 開会挨拶 

 車両移動式油化装置の稼動デモンストレーション（漂着ごみからスチレン油を生成するまで

の実況解説、スチレン油生成のための発泡スチロールの投入体験／離島キャラバン隊事務

局） 

 “エコ縁日”（ごみ由来のエネルギーで発電を行い、綿菓子・おでん等を作り無料配布／離島

キャラバン隊事務局） 

 “エコものづくり体験”（ごみ由来のエネルギーで発電を行い、貝などを加工しアクセサリーを

製造／ユーアイ自立支援の会） 

 閉会挨拶（天草市議会議員） 

１２：５０ 閉  会 

 

６．そ の 他 

雨天決行（台風等の荒天の場合は順延） 

 

本件に関するお問い合わせは、以下宛にお願い申し上げます。 

日本海難防止協会／担当：大貫（おおぬき）・吉村（よしむら） 

ＴＥＬ：０３（３５０２）３５４３／ＦＡＸ：０３（３５８１）６１３６ 
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５．２天草市公開実験 リーフレット 
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６．１西ノ島公開実験 開催のお知らせ 

 平成 23 年 11 月  

 

“宝の島プロジェクト 離島キャラバン隊 公開実験（ｉｎ西ノ島） 

開催のお知らせ 

－漂着ごみの油化に関する広域社会実験－ 

 

社団法人日本海難防止協会（会長 宮原耕治）は、日本財団の支援を受け、離島における海岸

漂着ごみ問題の解決等を目的とした、一般市民主導による社会実験（通称：宝の島プロジェクト）

を進めています。 

具体的には、回収した海岸漂着ごみの一部（発泡スチロール）を「油化装置」によってスチレン

油に変換、これを石油エネルギーとして島内で有効活用するというものです。スチレン油はガソリ

ンなどと同じ引火性の液体で、ディーゼル機関、ボイラー、焼却炉等の燃料として利用することが

できます。本プロジェクトは離島の海岸の美化や省エネ対策に貢献するばかりか、ごみ由来のエ

ネルギーを利用した起業にも通じ、過疎化や高齢化などの問題の解決の糸口ともなり、“離島振

興”にもつながる可能性を秘めております。文字どおり、海岸漂着ごみが離島を“宝の島”に変え

るという画期的な取り組みで、国内外から大いに注目されてきました。 

さて、沖縄県の鳩間島に設置した固定式油化装置による二か年にわたる社会実験は、今年３

月をもって無事終了しました。今年度からは、黒潮の流れとともに北上しながら、広域展開を図る

こととなりました。すなわち、油化装置をトラックに搭載し、全国の主な離島を巡回する、“離島キャ

ラバン隊”と称する移動型の社会実験を進めています。 

今般、キャラバン隊遠征の第６回目となる公開実験を島根県・西ノ島にて行うこととなりました。

車両移動式油化装置の稼働デモンストレーションやごみ由来のエネルギーを利用して行う“エコ

縁日”など、盛りだくさんのプログラムをご用意しております。皆様のご参加を心からお待ち申し上

げております。 

 

記 

 

１．日 時 

２０１１年１２月１０日（土曜日）１０：００～１１：３０ 

※ ０９：３０受付開始。入場無料。 
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２．主 催 等 

主  催：社団法人 日本海難防止協会（日本財団助成事業） 

後  援：西ノ島町（依頼予定） 

協  力：特定非営利活動法人 てにゃわず（島根県・西ノ島町）、特定非営利活動法人 南の

島々守り隊（沖縄県・竹富町）、特定非営利活動法人 ユーアイ自立支援の会（鹿児

島県・奄美市）、西ノ島町観光協会、外浜・国賀・耳浦を美しくする会 

協  賛：㈱ノア隠岐、シーサイドホテル鶴丸、㈲西ノ島電工 

 

３．場 所 

西ノ島町 Ｂ＆Ｇ海洋センター 

 

４．実 験 の テ ー マ 

地域連携、油化装置の最適活用方法、地元産業とのコラボレーションなど 

 

５．内 容 

１０：００ 開  会 

 開会挨拶 

 車両移動式油化装置の稼動デモンストレーション（漂着ごみからスチレン油を生成するまで

の実況解説、スチレン油生成のための発泡スチロールの投入体験） 

 “エコ 縁日”（ごみ由来のエネルギーで発電を行い、綿菓子等を作り無料配布） 

 “エコ チャレンジ”（ごみ由来のエネルギーで発電を行い、機械の運転にチャレンジ） 

 閉会挨拶 

１１：３０ 閉  会 

 

６．そ の 他 

雨天決行（台風等の荒天の場合は順延） 

 

本件に関するお問い合わせは、以下宛にお願い申し上げます。 

日本海難防止協会／担当：大貫（おおぬき）・吉村（よしむら） 

ＴＥＬ：０３（３５０２）３５４３／ＦＡＸ：０３（３５８１）６１３６ 
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６．２西ノ島公開実験 リーフレット 
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７．１石垣島公開実験 開催のお知らせ 

              

  

平成 24 年 2 月 14 日  

 

“宝の島プロジェクト 離島キャラバン隊 公開実験（ｉｎ石垣島） 

開催のお知らせ 

－漂着ごみの油化に関する広域社会実験－ 

 

社団法人日本海難防止協会（会長 宮原耕治）は、日本財団の支援を受け、離島における海岸

漂着ごみ問題の解決等を目的とした、一般市民主導による社会実験（通称：宝の島プロジェクト）

を進めています。 

具体的には、回収した海岸漂着ごみの一部（発泡スチロール）を「油化装置」によってスチレン

油に変換、これを石油エネルギーとして島内で有効活用するというものです。スチレン油はガソリ

ンなどと同じ引火性の液体で、ディーゼル機関、ボイラー、焼却炉等の燃料として利用することが

できます。本プロジェクトは離島の海岸の美化や省エネ対策に貢献するばかりか、ごみ由来のエ

ネルギーを利用した起業にも通じ、過疎化や高齢化などの問題の解決の糸口ともなり、“離島振

興”にもつながる可能性を秘めております。文字どおり、海岸漂着ごみが離島を“宝の島”に変え

るという画期的な取り組みで、国内外から大いに注目されてきました。 

さて、沖縄県の鳩間島に設置した固定式油化装置による二か年にわたる社会実験は、無事終

了し、平成２３年度からは、黒潮の流れとともに北上しながら、広域展開を図ることとなりました。

すなわち、油化装置をトラックに搭載し、全国の主な離島を巡回する、“離島キャラバン隊”と称す

る移動型の社会実験を進めています。 

今般、キャラバン隊の第７回目となる公開実験を沖縄県・石垣島にて行うこととなりました。車両

移動式油化装置の稼働デモンストレーションやごみ由来のエネルギーを利用して行う“エコ縁日”

など、盛りだくさんのプログラムをご用意しております。皆様のご参加を心からお待ち申し上げてお

ります。 
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記 

 

１．日 時 

２０１２年３月４日（日曜日）１１：００～１２：００ 

※ 入場無料 

※ 「石垣島サンゴウィーク２０１２」・ビーチクリーンアップとの連携イベントとして開催 

 

２．主 催 等 

主  催：社団法人 日本海難防止協会（日本財団助成事業）、石垣島サンゴウィーク実行委員

会（石垣市、石垣市観光協会、八重山ダイビング協会） 

協  力：特定非営利活動法人 南の島々守り隊（沖縄県・竹富町）、特定非営利活動法人 ユ

ーアイ自立支援の会（鹿児島県・奄美市）、 

 

３．場 所 

石垣市・伊原間公民館 

 

４．実 験 の テ ー マ 

サンゴ礁の保全と海岸美化ほか 

 

５．内 容 

１１：００ 開  会 

 主催者挨拶／社団法人 日本海難防止協会、来賓挨拶／伊原間公民館長 

 車両移動式油化装置の稼動デモンストレーション（漂着ごみからスチレン油を生成するまで

の実況解説、スチレン油生成のための発泡スチロールの投入体験／離島キャラバン隊事務

局） 

 “エコ縁日”（ごみ由来のエネルギーで発電を行い、綿菓子等を作り無料配布／離島キャラバ

ン隊事務局） 

 “エコものづくり体験  

 閉会挨拶 

１２：００ 閉  会 

 

６．そ の 他 

雨天決行（台風等の荒天の場合は順延） 

本件に関するお問い合わせは、以下宛にお願い申し上げます。 

日本海難防止協会／担当：大貫（おおぬき）・吉村（よしむら） 

ＴＥＬ：０３（３５０２）３５４３／ＦＡＸ：０３（３５８１）６１３６  
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７．２石垣島公開実験 リーフレット 
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資料６ 
 

主な新聞記事 

99



100



57 
 

主な報道記事 

 

 西表島公開実験 報道記事／八重山毎日新聞 （6 月 5 日） 
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 喜界島公開実験 報道記事／奄美新聞（7 月 24 日） 

102



59 
 

 

 奄美大島公開実験 報道記事／奄美新聞（9 月 4 日） 
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 西ノ島公開実験 報道記事／朝日新聞（12 月 22 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

社団法人  日本海難防止協会 

 

 

東京都港区虎ﾉ門一丁目１番３号 

〒105-0001   磯村ビル６階 

 

ＴＥＬ ０３（３５０２）２２３１ 

ＦＡＸ ０３（３５８１）６１３６ 
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