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AI 等の活用による災害廃棄物処理プロセスの最適化
と処理計画・実行計画の作成支援システムの構築

【研究代表者】 名古屋大学 ◎中野正樹

【研究分担機関】京都大学、大阪大学、和歌山大学、明治大学

（株）奥村組、岩手県（7機関、11名体制）

【行政ニーズ】AI等のICTを活用した適正かつ円滑・迅速な災害
廃棄物処理体制の構築に係る研究

【重点課題】災害・事故に伴う環境問題への対応に貢献する研究・技術開発

【研究実施期間】 2020年度～2022年度
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１．研究開発背景ー頻発する大規模自然災害

東日本大震災（2011年3月30日撮影） 平成30年7月豪雨（2018年10月22日撮影）

令和2年7月豪雨（2020年11月16日撮影） 令和2年7月豪雨（2021年3月16日撮影）

2



１．研究開発背景ー災害からの早期復旧・復興を目指す

東日本大震災（2011年3月30日撮影） 平成30年7月豪雨（2018年10月22日撮影）

令和2年7月豪雨（2020年11月16日撮影） 令和2年7月豪雨（2021年3月16日撮影）

早期復旧・復興のため，重要となるのは…

災害廃棄物処理計画

事前の準備！ 速やかに処理！

災害廃棄物処理実行計画

しかし

平時 発災後

マンパワーのない自治体・被災経験がない職員は，処理計画・
実行計画を策定するのは困難 （市区町村策定率：66％）

災害廃棄物の処理プロセスの迅速化・効率化の検討は不十分

分別土を含め，災害廃棄物の分別率のより
正確な評価が不十分

処理計画・実行計画の中身についても，

被災時の取り組みなど必要項目の蓄積・更新が不十分

個別研究A個別研究A

個別研究B個別研究B

C個別研究C

自治体職員3



必要項目が整理された
計画テンプレートの作成

処理プロセス最適化
エンジンの構築

災害廃棄物の分別組成
の正確で迅速な把握

・被害棟数
・仮置場位置
・etc…

・災害廃棄物分別率の把握
・リサイクル率の予測

入力情報を計画書テ
ンプレートに挿入

処理プロセスに基づく
必要項目の出力

処理計画

災害廃棄物処理計画・処理実行計画作成支援システム

２．研究開発目的

自治体職員

実効性のある災害廃棄物処理計画・処理実行計画の策定支援を行うシステ
ムを構築し，処理計画の策定率向上，処理実行計画の発災時の迅速な策
定を助け，災害廃棄物の処理・有効活用の適正化，迅速化させること．

そこで

入力

出力

処理実行計画

平時 発災

平時 発災

・処理プロセスを自在に作成
・処理プロセスの評価・最適化
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個別研究間での連携：研究代表者＋各個別研究のリーダー＋α
【コアメンバー会議】

災害廃棄物処理計画・処理実行計画の作成支援支援システムの開発体制

Ａのリーダー ＣのリーダーＢのリーダー

１年目より研究成果を順次統合し、その結果に応じて臨機応変に対応できるよう
サブテーマを設けずに研究を実施（アジャイル型の開発）

【報告】【指示】

【実行】

【報告】【指示】

【実行】

【報告】【指示】

【実行】

AAの研究者 BBの研究者 CCの研究者
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３. 研究目標および研究計画 （2020年度）

災害廃棄物処理計画・実行計画の分析と計画書テンプレート自動作成方法検討

個別研究A個別研究A

個別研究B個別研究B

C個別研究C

AI ・ GIS と連動可能で処理実行計画を評価する収集運搬・処理連動モデルと
評価関数の開発

実機を用いた混合廃棄物の分別係数（分別割合）評価の精度向上と拡張



４.研究開発内容

(1) 災害廃棄物処理計画に盛り込むべき必要項目を抽出

①環境省ワークシート

③被災経験のある５自治体ヒアリング

自治体 災害

R県 地震津波災害

S市 風水害

T市 風水害

U市 風水害

V村 風水害

②被災経験のある１３自治体の災害廃棄物処理計画

④自然言語処理

関連文書28件から306の使用用語を抽出

個別研究A個別研究A

☆構成の検討

☆自治体共通項目・
自治体独自項目の
整理，追加すべき

必要項目抽出

☆災害時に備えるべき必要項目の抽出
☆処理実行計画の必要項目

自治体 都市の規模 災害

A市 政令指定都市 地震津波災害

B市 5～10万人 地震津波災害

C市 5～10万人 風水害

D市 中核市 風水害

E市 中核市 風水害

人吉市でのヒアリング（R2.11）

オントロジー（概念の明示的仕様）
マップ構築

☆ AIの基礎情報としての語彙，概念，
意味の機能的知識体系化

比較
処理計画策定支援のため
の標準ワークシートを作成
（H31.3）

他，8自治体

6



５．結果および考察 【処理計画】
(1)3部構成それぞれで評価

個別研究A個別研究A

災害廃棄物処理計画テンプレートに反映

1編 総則

1章 背景及び目的【必】

2章 本計画の位置づけ【必】

3章 基本的事項 (1) 対象とする災害【必】

(2) 対象とする災害廃棄物

(3) 災害廃棄物処理の基本方針【必】

(4) 処理主体

(5) 地域特性と災害廃棄物処理

(6) 教育訓練・研修

2 編 災害廃棄物対策

1章 組織体制・指揮命令 (1) 市町村災害対策本部【必】

(2) 災害廃棄物対策の担当組織

2章 情報収集・連絡 (1) 市町村災害対策本部との連絡及び収集する情報

(2) 国、近隣他都道府県等との連絡【必】

(3) 県との連絡及び報告する情報

3章 協力・支援体制 (1)自衛隊・警察・消防との連携【必】

(2) 市町村等、都道府県及び国の協力・支援【必】

(3)民間事業者団体等との連携【必】

(4) ボランティアとの連携

(5) 災害廃棄物処理の事務委託，事務代替

4章 住民等への啓発・広報【必】

5章 一般廃棄物処理施設等 (1)㇐般廃棄物処理施設の現況【必】

(2) 仮設トイレ等し尿処理

(3) 避難所ごみ

6章 災害廃棄物処理対策 (1) 災害廃棄物処理の全体像

(2) 発生量・処理可能量【必】

(3) 処理スケジュール【必】

(4) 処理フロー【必】

(5) 収集運搬

(6) 仮置場【必】

(7) 環境対策、モニタリング

(8) 損壊家屋等の撤去(必要に応じて解体)
(9) 選別・処理・再資源化

(10) 最終処分

(11) 広域的な処理・処分

(12) 有害廃棄物・適正処理が困難な廃棄物の対策

(13) 津波堆積物(津波の被害の可能性のある市町村)

(14) 思い出の品等

(15) その他地域特性のある災害廃棄物処理対策

7章 災害廃棄物処理実行計画の作成

8章 処理事業費等

9章 災害廃棄物処理計画の見直し

②災害廃棄物処
理周辺の取組み

③災害廃棄物処理

３部構成で統一

自治体共通項目

自治体独自項目
自治体共通＋独自項目

(2)追加すべき必要項目

②の組織・情報・協力・住民への取り組み

自治体ヒアリ
ングの指摘

処理事業費の国の補助など

災害廃棄物処理方法や留意点

平時と発災時で分けて整理

情報更新，申請しやすい工夫

全ての災害廃棄物の処理
方法を共通項目として統一

共通事項が多い．共通項目を整理し，
自治体独自の項目を追記する

20以上の重要となる必要項目を抽出
例えば

環境省ワークシート①基本的事項
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災害廃棄物処理実行計画でも処理計画と同様に取り組み，4個の必要項
目を抽出，14の必要な図表を整理，作成支援システム作成に取り組んでいる．
ここでは，開発中のシステムを紹介する．

５．結果および考察【処理実行計画】個別研究A個別研究A
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開発状況



５．結果および考察【処理実行計画】個別研究A個別研究A
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開発状況



５．結果および考察【処理実行計画】個別研究A個別研究A
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開発状況



５．結果および考察【処理実行計画】個別研究A個別研究A
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開発状況



５．結果および考察【処理実行計画】個別研究A個別研究A
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開発状況



５．結果および考察【処理実行計画】個別研究A個別研究A
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開発状況



５．結果および考察【処理実行計画】個別研究A個別研究A
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開発状況



５．結果および考察【処理実行計画】個別研究A個別研究A
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６. 研究の進捗状況

達成目標（2020年） 達成度

①災害廃棄物処理計画・処理実行計画の必要項目の抽出
➡13自治体の処理計画，6自治体の処理実行計画を分析 ★★★

②自治体職員ヒアリング意見の項目への反映・ブラッシュアップ
➡5自治体のヒアリングを実施

★★★

③使用用語の抽出など自然言語処理の活用の検討 ★★

④テンプレート自動作成システムの仕様の決定
➡処理実行計画の開発中のシステム（動画で示した）

★★★

達成目標（2021年） 達成度

⑤計画書テンプレート自動生成システムのプロトタイプを作成
➡処理実行計画の開発中のシステム（動画で示した）

★★

⑥自治体職員のヒアリング －

⑦フィードバックによるシステム改善 －

個別研究A個別研究A

全体の進捗状況 ： 計画以上の進展がある

★★★：計画以上に進展・完了
★★ ：計画通りに進展・完了
★ ：着手・進展中

計画以上
着手 計画通り
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４.研究開発内容個別研究B個別研究B

廃棄物発生量・質 面情報

輸送経路・道路 ネットワーク情報

施設（仮置場等） 点情報

災害廃棄物のGIS（空間情報）

・・・等

計画進捗・変化（時間情報）

発災後経過日数 1日 7日 14日 21日 28日 2か月 3か月

直轄国道

主要地方道路

その他 本復旧

本復旧

応急復旧 本復旧

応急復旧

応急復旧

道路復旧計画

発災後経過日数 1日 7日 14日 21日 28日 2か月 3か月

既設焼却炉

仮設焼却炉

受入開始 機能強化

建設 受入開始

受入準備

中間処理（焼却炉）使用・新設計画

・・・等

発災後経過日数 1日 7日 14日 21日 28日 2か月 3か月

一次仮置場 受入準備

二次仮置場 建設 受入開始

受入開始（週1日 場内整理）

仮置場運用計画

1) 従前モデルをPython言語へ移植．
2) 処理プロセスに時間情報を考慮．
3) 処理プロセスに空間情報を考慮．
4) 広域処理も考慮
5) 災害規模・自治体規模によらず対応．

(1)収集運搬・処理連動モデル
（AI・GISと連動可能なPython言語ベース開発）

災害廃棄物処理の全プロセス

環境省HPに加筆

災害廃棄物等の処理プロセス最適化エンジンの開発：その１
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４.研究開発内容個別研究B個別研究B

処理事業費（必須）処理期間（必須）

※ 先行研究で実装済

①処理プロセスの評価指標の抽出

環境リスク？

廃棄物リサイクル率？計画のシンプルさ？

混合土砂の再資源化率？

住民満足度？

運搬の総距離？

人材の拘束時間？

生活への影響度？

etc.

人件費系

焼却新設 焼却既存

大型設備・建設系

セメント工場新設

車両・重機系

②処理プロセスの総合評価手法（評価軸）の決定

【集約が必要な理由】
☆ 評価軸：AIによる（多目的）最適化で使用
☆ 軸は少ないほど良い（解釈が容易）

最適案検討イメージ

☆大量の評価指標を数個の評価軸に集約
（各指標を金銭に置き換えるなど）

(2)処理プロセスの評価手法の開発（多数計画を評価し，最適化する軸）

災害廃棄物等の処理プロセス最適化エンジンの開発：その２

☆自治体ヒアリング

☆処理実行計画 精査・抽出
☆東日本大震災での詳細な処理実績単価表
を精査

＊初期・運用費用（単価表）の整理

評価軸① （処理期間）

評
価

軸
②

（処
理

事
業

費
）

A案：
期間最小

B案：折衷案 C案：
事業費最小

案出せず
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５．結果および考察個別研究B個別研究B

①収集運搬・処理連動モデルの開発完了

②評価軸決定（処理プロセスの評価手法開発完了）

処理事業費

☆単価表生成

項目 件数
機械レンタル・購入費 146
大型機器導入費（外注含む） 69
材料・燃料費 55
人件費 155
各種経費・その他 168

初期・運用費用実績

☆生活への影響度 ☆計画のシンプルさ

☆住民満足度 ☆施設新設数

☆環境リスク ☆運搬の総距離

☆特殊技能をもつ人材の拘束時間

2軸で評価しうることを確認
集約

累積計算可能に

処理プロセスの評価指標

処理期間

☆廃棄物リサイクル率
☆混合土砂の再資源化率

リサイクル率

東日本大震災の実績より

※重要指標（ヒアリング）
※金銭・時間に集約不可
※個別研究Cの成果

統合しつつ残す

3評価軸
を選定

☆処理プロセス(21ケース)のシミュレーション結果（抜粋）

☆従前モデルをPython言語へ移植：〇

主な目的
実験
ID

廃棄物発生量
[万トン]

被災地・
集積所数

廃棄物
種別数

広域処理
の有無

計画の途中
変更の有無

処理期間
[日]

解析時間
[秒]

基本的な廃棄物収支の確認 1 58 8 1 なし なし 896 -

4 90 2 5 あり なし 835 5.4

12 90 2 5 あり あり 555 3.6

19 150 10 5 あり なし 815 5.8

20 150 20 5 あり なし 779 6.5

計画の途中変更・
広域処理考慮

被災地・集積所増加
災害規模・自治体規模

計画変更・広域処理の
考慮：〇

災害規模・自治体規
模の考慮：〇

☆空間情報の考慮：〇
GISデータを入力値とし
て取込み計算できる．

☆計算速度：〇

通常PCで約6.0秒
（10000ケース計算で約17時間）
想定を超える高速化
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達成目標（2020年） 達成度

①収集運搬・処理連動モデルをプログラミング言語Pythonに移植
➡初期想定以上の高速化（5.9秒）に成功したため ★★★

②モデルへPythonのGISライブラリを結合，空間情報取得機能の付与 ★★

③モデルへ収集運搬・分別破砕・処理処分・分別係数等の各プロセスの
時間変化情報の反映機能を付与

★★

④処理実行計画の優劣を評価する個別・詳細な評価指標を抽出 ★★

⑤計画全体の総合評価手法の開発 ★★

達成目標(2021年) 達成度

⑥実在する自治体・計画への適用によるモデルの妥当性を検証 ★

⑦モデルの感度分析と，それをもとにしたモデルの頑強性を確認

モデル開発

評価
手法

６．進捗状況個別研究B個別研究B

全体の進捗状況 ： 計画以上の進展がある

（先行実施）

★★★：計画以上に進展・完了
★★ ：計画通りに進展・完了
★ ：着手・進展中

計画以上
着手 計画通り
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４．研究開発内容

土砂 + 木片
可燃系混合物

土砂 + 砕石
不燃系混合物

実機試験の様子

(2020年) (2021年)

＜計画＞ 1種類 5種類

＜実績＞ 23種類 15種類

C個別研究C

(1) 実機による混合廃棄物の機械選別と分別物の組成の評価

9種類 14種類

①含水比と細粒分含有率の影響 ②ふるい通過速度の影響

＊室内ふるい試験も実施 (21種類)

(2)過去の災害廃棄物処理実績に基づく分別係数の検証

可燃系混合物：8種類 不燃系混合物：13種類

21
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５．結果および考察

元々の木片と土砂の割合

細粒分 少
含水量 少

多
多

少
多

多
少

土の含水量を下げることで土と木
の剥離を促進
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た

土
砂

土の

塑性限界

→ 現地の土砂の特性から、分別しや
すさを早期に予測できる

C個別研究C

乾燥 湿潤

不燃系混合物
可燃系混合物（粘土少）
可燃系混合物（粘土多）

木
片

と
土

砂
の

組
成

%

%

%

%

%

%

①含水比と細粒分含有率の影響（実機）

含水量 少 含水量 多

②含水比の影響（室内ふるい試験）

（塑性体）（半固体） （液体）

混合物の種類に関わらず､土砂分の
塑性限界付近で団粒化が顕著となる

→ 処理期間、処理事業費、リサイクル率
を推定できる

個別研究B個別研究B
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６．進捗状況

全体の進捗状況 ： 計画以上の大きな進展がある

達成目標（2020年） 達成度

①実機の立ち上げと試運転 ★★

②1種類の混合廃棄物で稼働性を検証

➡計23種類の試料に対して実施

➡土砂分の物性と分別精度の関係を解明

★★★

③災害廃棄物処理実績の再検証

➡計画通り実施し，計算モデルを構築
★★

達成目標(2021年) 達成度

④5種類以上の混合廃棄物で処理効率を評価

➡約15種類の配合条件を追加し，合計約40種類で分別特性を評価
★★★

⑤画像解析による廃棄物組成評価法の検討

➡深層学習による検討を開始
★

C個別研究C

★★★：計画以上に進展・完了
★★ ：計画通りに進展・完了
★ ：着手・進展中

計画以上
着手 計画通り
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６．（２）環境政策等への貢献
＜行政等が活用することが見込まれる成果＞

① 既存災害廃棄物処理計画に対する追加すべき重要項目の抽出
• 実効性のある処理計画が策定できる。

• 「レジリエントな廃棄物処理体制の整備への活用」への貢献※

② 災害廃棄物処理実行計画策定のための最低限必要な項目の抽出
• 被災直後に処理実行計画が簡単に策定できる。

③ 災害廃棄物処理プロセスを容易かつ自在に作成
• 災害経験のない自治体職員でも容易に処理プロセスが策定ができる．

④ 災害廃棄物処理プロセスの評価
• ３評価軸による災害廃棄物処理プロセスを評価できる

• 「脱炭素社会の実現」への貢献※

⑤ 土砂系混合物の分別効率・精度の向上による処理方法最適化
への貢献
• 土砂系混合物の分別物の品質を把握できる災害廃棄物処理方法の確立。

• 処理期間、処理事業費、リサイクル率の推定。

• 「循環型社会の形成」への貢献※

※環境省：令和3年度環境省重点施策集（令和2年12月）の項目から（スライド38頁） 24



7.研究成果の発表状況

(1)学術論文（国内誌 ４件、国際誌 １件） 上3編：査読有、下2編査読無
執筆者名 発行年 論文タイトル ジャーナル名等

S.Asai et al.
(田内)

2020 A NUMERICAL SIMULATION OF DISASTER WASTE DISPOSAL 
IN WAKAYAMA CITY BY USING DHT MODEL

Proc.of 6th Int. Conf.  on 
Structure, Engineering & 
Environment, paper id: 6155

中野正樹 他
（予定）

2021 被災自治体の災害廃棄物処理計画・処理実行計画の分析と必要項目
の考察

第14回環境地盤工学シンポジウ
ム発表論文集

塩入潤一郎 他
(勝見、高井)
（予定）

2021 実機試験と室内試験による土砂混合廃棄物の分別特性に及ぼす含水
比と細粒分含有率の影響の評価

第14回環境地盤工学シンポジウ
ム発表論文集

高井敦史 他 2021 実機を用いた模擬災害廃棄物の分別処理特性に及ぼす影響要因の評
価

令和2年度京都大学防災研究所
研究発表講演会

田内裕人 他 2020 Pythonによる災害廃棄物の収集運搬・処理連動モデルのプロトタイプの
開発

第45回土木情報学シンポジウム
講演論文集，id:71(2020)

(2)口頭発表（国内 10件、海外 1件） (代表的なもののみ記載）
執筆者名 発表年 発表タイトル 発表誌

中野正樹 他 2021 木片混入分別土の木片腐朽に伴う力学挙動変化の骨格構造概念に基
づく解釈

第56回地盤工学研究発表会

中川将吾 他
（勝見、高井）

2021 土砂混合廃棄物の含水比と細粒分含有率が分別特性に及ぼす影響 第56回地盤工学研究発表会

矢吹信喜 他 2021 災害廃棄物の処理実行計画書作成支援のためのオントロジー構築 2021年度土木学会関西支部年次
学術講演会

中野正樹 2021 木片腐朽過程を考慮した木片混じり粘土の長期力学特性の把握 DOL/LSFに関する全国・国際共
同利用研究成果発表会

谷川寛樹 他 2020 日本全国の利用度別物質ストックの定量化ー住宅のおけるケーススタ
ディー

第48回環境システム研究論文発
表会

J. Guo et al.
(谷川)

2020 Urban development and sustainability challenges: 4d-GIS 
assessments of material flows and stocks of buildings in China

ISIE Socioeconomic Metabolism 
perpetual online conference 25



7.研究成果の発表状況

(3) 「国民との科学・技術対話」の実施
実施日 シンポジウム名 開催地 参加人数 内容

2020年10月15日
令和2年環境研究総合推進費【1-2004】一般公
開講演会

オンライン 90名
災害廃棄物処理におけるAI利活用の可能
性～土木分野へのAI活用の応用展開を
目指して～

2021年3月18日
『災害廃棄物管理に関するシリーズ講座「Series 
of Lectures on Disaster Waste Management」 オンライン 40名

Management and utilization of DW

国際共同研究の状況
協力案件名 共同機関 内容

災害廃棄物処理の実践に向けた
フレームワークの検討

フィジー共和国環境局
災害廃棄物処理と有効活用に向けた方策の整備と，再資源化のための
有効技術について説明した。その後，学術的な見地から必要な技術に
ついて情報提供を行うなど，継続的に連携を図っている。
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その他の広報
実施日 広報の方法 内容

常設
当研究のHP
http://www.soil.civil.nagoya-u.ac.jp/geo_mech/suishinihi/index.html

研究実施状況などを示している。



ご清聴ありがとうございました

27


