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本日の講演内容

１．会社案内
２．ＺＥＮ（ゼン）ロボの導入までの経緯
３．ＺＥＮロボ（ＡＩ自動選別機）とは？
４．ＺＥＮロボ導入のメリット・デメリット・採算性
５．現在の稼働状況
６．これからの廃棄物処理の方向とは？

今の管理、処理、原価計算の方法を見直し廃棄物処理の

方向転換をするべきではないでしょうか



１．会社概要
Company Profile ［会社概要］

大東商事株式会社

代表者 代表取締役社長 小原英二

創業設立 昭和58年5月

事業内容

●総合解体工事、鳶・土木工事一式、造園工事一式

●産業廃棄物最終処分業（安定埋立型）

許可番号第08141002868号

●産業廃棄物収集・運搬業

許可番号熊本県第04301002868号

許可番号熊本市第08111002868号

福岡県・佐賀県・長崎県・大分県・鹿児島県・

山口県・広島県

●一般廃棄物収集・運搬業

熊本市・菊池市・大津町・合志市・菊陽町

●一般廃棄物中間処理業 熊本市第2-065号

●太陽光発電事業

●木質バイオマスの証明に係る事業者認定

Company History ［沿革］

昭和58年 5月大東商事株式会社創業

昭和58年 5月熊本県・市産業廃棄物収集運搬許可取得

昭和61年 3月産業廃棄物最終処分場（安定型）許可取得

平成 2年 6月産業廃棄物中間処理場（焼却）許可取得

平成 3年 7月積替保管場所許可取得

平成 6年11月大型焼却炉建替設置

平成 7年 5月小原英二代表取締役社長に就任 ／ 熊本県熊本市楠野町453-1へ本社移転

平成12年 1月廃石膏ボード・コンクリートガラ中間処理施設完成

平成13年 8月 ＩＳＯ14001認証取得

平成14年 8月移動式蛍光灯破砕機導入許可取得

平成14年10月中間処理施設（木くず・廃プラスチック）許可取得 ／ 移動式二軸破砕機導入

平成14年12月大型焼却炉の構造基準・維持管理基準 ／ （ダイオキシン等有害物質）対応

平成15年 5月中間処理施設（紙くず・繊維くず）許可取得

平成16年10月中間処理選別許可取得

平成17年 6月熊本市リサイクル事業認定取得

平成20年 6月新港リサイクルセンター完成

平成26年 9月太陽光発電施設稼働開始

平成26年11月木質バイオマスの証明に係る事業者認定取得

平成30年 5月八代リサイクルセンター完成



１．会社概要

〈営業エリア〉

・九州一円

・協力会社様は北海道から沖縄まで

〈拠点〉

・本社（北部リサイクルセンター）：熊本市北区

・新港リサイクルセンター：熊本市西区

・戸島リサイクルセンター：熊本市東区

・八代リサイクルセンター：八代市

本社 戸島

新港 八代



１．会社概要

大東商事株式会社の歩み（約10分）

※DVDをご視聴いただきます



１．会社概要

<当社の廃棄物の受入れ及び出荷量>

・廃棄物搬入量（受入れ量）

合計約13,700ｔ/月 ※有価チップ買取り含む

※中間処理（選別）

粗選別工程を終えた後の

混合廃棄物約3,000～4,000ｔ/月が

ＺＥＮロボにて選別されます。

【可燃物】

【不燃物】

品目 取扱い量

木くず 3,000ｔ/月

紙くず 200ｔ/月

プラスチック 800ｔ/月

繊維くず 200ｔ/月

可燃混合物 1,000ｔ/月

品目 取扱い量

ガラス陶磁器くず
（石膏ボード含む）

3,000ｔ/月

金属くず 500ｔ/月

がれきくず 1,500ｔ/月

不燃混合物 500ｔ/月

※有価チップ買取り 3,000ｔ/月

<混合廃棄物の現状>

現在、現場で分別の徹底という流れが進んでおります。

ただ、これは元請様の想いと下請け・末端業者様との

意識が大きく違う為、どうしても分別BOXの中に入れては

いけないものが混入しています。その為、単品回収を

しても必ず検品（選別）をしなければなりません。



２．ＺＥＮ（ゼン）ロボの導入までの経緯

知人の紹介で、

「海外に自動で廃棄物を選別することができるロボット

があるから一度、見に行かないか？」と誘われ、

興味半分でメーカー本社があるフィンランドまで見学に

行ったことが始まりでした。

確かに素晴らしいロボットだと思いましたが、実際に

導入するまでには至らず、計画の最終段階で中止と

なりました。



２．ＺＥＮ（ゼン）ロボの導入までの経緯

しかし、下記の通り、自然災害多発・・・

・Ｈ２６年 熊本水害

・Ｈ２７年 熊本地方を襲った台風

・Ｈ２８年 熊本地震 ／ 東熊本水害

各地に深刻なダメージを与えました



２．ＺＥＮ（ゼン）ロボの導入までの経緯

その中、再び自動選別ロボの話が持ち上がったのが、
Ｈ２８年４月に発生した熊本地震でした。
熊本地震では、今まで経験したことがないほどの廃棄物の発生量、
人手不足、それに伴う人件費の高騰、受け入れ先不足などが問題と
なりました。
先々のことを考えると、前述の問題を避けては通れない。“いち早く
問題を解決しなければならない”ということに至り、ＺＥＮロボの導入に
踏み切りました。
図面や予算などの中味は、ほぼ終えていたので、残された課題は、
メーカーとの工事施工スケジュールのみとなっていました。
ただ、メーカーの多大な協力があり、Ｈ２８年１０月より着工。
現在に至っております。



３．ＺＥＮロボ（ＡＩ自動選別機）とは？

当社に導入したＡＩ自動選別機は、既存プラントに

「ＺＥＮロボ」のみを取り付けたプラントではなく、

「ＺＥＮロボ」がフル稼働するためにラインとなり、

投入から供給、選別、ストックまでを一貫して、

管理・稼働させるシステムです。

ＡＩ知能がプラント全体の稼働を把握し、 「ＺＥＮロボ」

供給量やコンベアのスピードを調整して効率よく廃棄物

の分別をするようになっています。



３．ＺＥＮロボ（ＡＩ自動選別機）とは？

①自動選別システムについて（約6分）

②資源ごみリサイクルについて（約5分）

※DVDをご視聴いただきます



３．ＺＥＮロボ（ＡＩ自動選別機）とは？



３．ＺＥＮロボ（ＡＩ自動選別機）とは？

<自動連絡機能>
その他、夕方から早朝まで稼働運転中、何らかの異常や故障、
火災が発生すると、担当者４名の携帯電話に自動的に連絡され、
通報されるようになっています。また、同じ情報のものが国内
メーカーとＺＥＮロボ本社にも伝わるようになっています。

<作業形態>
現在の作業形態は、朝から夕方までは粗選別・機械選別作業
と、夕方から早朝まで自動選別機で廃棄物をストックする作業の
２系統で作業を行っています。そして、夕方から早朝までは、
ストックされた廃棄物を自動選別に通すということになります。



３．ＺＥＮロボ（ＡＩ自動選別機）とは？

ＡＩ（人工知能）といっても、自らが学習していくという
ことではありません。
認識しなかったものを人間がプログラム化し、認識させて
いくことで、次から廃棄物を選別・キャッチしていくという
ことです。
現在、当社では夕方から早朝までの運転で認識
できなかった廃棄物はキャッチせず、朝までリターンさせて
おきます。キャッチできなかった廃棄物をその都度、ＡＩに
プログラムすることで、次からキャッチするようになります。
この作業を続けていくことで、認識力が向上していきます。



３．ＺＥＮロボ（ＡＩ自動選別機）とは？

<注意点>

自動選別の認識サイズは、設定によりますが、かなり

小さな廃棄物までキャッチします。ただ、あまりに小さな

ものまでキャッチさせてしまうと、処理能力が低下して

しまいます。（※ロボットがするべき仕事を最大限に発揮させる）

処理能力を上げるためには、ロボットのみの選別だけ

では厳しいため、その他のプラントを前後に設置する

ことで処理能力を上げるようにしなければなりません。



４．ＺＥＮロボ導入のメリット・デメリット・採算性

<選別能力の違い>

<人手> <ＺＥＮロボ>

・１人当たりのキャッチ量 ・ロボ１アームのキャッチ量

→約６００個／ｈ →約２，０００個／ｈ

※当社は、２アームなので、

約４，０００個／ｈ

ＺＥＮロボ導入前24Ｈ運転で30名が必要であったが

導入後6名で運転しています。



４．ＺＥＮロボ導入のメリット・デメリット・採算性

【人手】

・ミスキャッチあり

・取りこぼしあり

【ＺＥＮロボ】

・基本、間違えない

（プログラム化が必要）

・１アーム４品目の選別可能

・２アーム８品目の選別可能

※8品目の選別になるとスピード

（選別能力）が遅くなります。



４．ＺＥＮロボ導入のメリット・デメリット・採算性

<人材確保（高齢化・人材不足）での違い>

【人手】 【ＺＥＮロボ】

・人材の安定化 ・ロボットなので必要なし

・人材の教育

・作業員の病欠、ケガ、事故

・労働管理

・給与

→残業代、深夜での手当ての増額

・福利厚生など



４．ＺＥＮロボ導入のメリット・デメリット・採算性

<メリット>

・受入れ先の信用度アップ

受入れ量の確保及び拡張をすることが出来た

・プログラムの内容で様々な品目を分けられる

→例）容リ、製造工場からのバージン材、空き缶、

ＰＥＴボトルなどの飲料水関係の選別作業

・人材確保の必要がなくなった

・様々な用途への拡張が期待できる



４．ＺＥＮロボ導入のメリット・デメリット・採算性

ただ、良いことばかりではありません。
<デメリット>
・初期投資額が膨大

→フルライン：７億円
ロボット単体：３億円

・許可能力（中間処理許可）
・許可時間が８時間では、採算をとることが厳しい
・人材の確保や人件費は必要なくなるが、「ＺＥＮロボ」
運転についてランニングコストがかかる
・コロナの影響で部品調達が厳しい（特殊部品）
※今のところ在庫品で対応



４．ＺＥＮロボ導入のメリット・デメリット・採算性

～必要となるランニングコスト～

・電気代

・機械メンテナンス（整備・修理）

→ライン（７億円）

１年～３年間 毎年１％ 年間７００万円

３年目以降 毎年２～３％ 年間１，４００～２，１００万円



４．ＺＥＮロボ導入のメリット・デメリット・採算性

ＺＥＮロボの導入を検討する場合
①地域性（現在、営業されている場所）

・その地域の中間処理単価

・ 〃 人件費

・ 〃 廃棄物の発生量

②輸送

・受入れ先までの距離、車輛の大きさ等で運搬する単価

・当社は、九州・熊本の中心部にあり、非常に良い立地と思われますが、

実際には、海上輸送は九州を回り込まなければ入港できません。

熊本港は喫水が浅いため、大型船の着岸が不可能となっています。

そのため、ほとんどの荷物を陸送で動かしています。



４．ＺＥＮロボ導入のメリット・デメリット・採算性

③受入れ先の有無

・セメント、製紙、鉄鋼、マテリアル、発電

（各社毎の強み・弱みがあります（塩素・カーボン・異物等） ）

・受入れ先の品目、単価、混合可、比重、規格（分別・選別の効率）

・安定型、管理型処分場の有無、処理単価

上記のコストを踏まえた上で、導入の検討をしていただきたいと思います。

※人件費の削減だけでは採算は取れません。

※ メリット・デメリットではありませんが、どうしても選別が100％ではありま

せん。どちらの品目にウエイトをかけるかを決める必要があります。

（例として木くずなのかプラスチックなのか等）



５．現在の稼働状況

Ｈ２９年８月中旬より、無負荷運転を開始。

その後、８時間の負荷運転を行いました。

運転開始時は１日１６時間の運転で、１００ｔ／日の

処理を行っていました。

現在、調整等を完了させ、フル操業に持っていって

おります。（最大１５０ｔ／２４Ｈになっております。）



５．現在の稼働状況

<今後の課題>
・廃棄物の認識力ＵＰ、その他のプラント調整を実施
・ふるい機→メッシュサイズの変更→管理型処分からリサイクル
原料への転換
・吸引機→吸引能力→カーボン素材の除去
・磁選機→金属の抜き取り能力→特にリチウム電池の除去
上記の内容を改良していきたいと考えています。

現在、管理型処分品目量が１００ｔ/日に対して、１０～１５％。
最終的に１５０ｔ/日以内で６％以内に改良する計画をしていきます。
※安定型処分品目にウエイトをかけると管理型処分品目が
増加するため、この調整を現在進めています。



見学者からよくある質問①

１．今現在の処理量はどのくらいですか？

→120～150ｔ/日（3,000ｔ/月～4,000ｔ/月）です

２．前の設備と比べ、人員数はどう変わりましたか？

→以前は、日中・夜・深夜と計30名だったのが、

現在は日中・夜・深夜で6名となっています

３．ロボは何品目選別が可能なんですか？

→8品目です



見学者からよくある質問②

４．ロボはどのように学習していくんですか？
→各品目を一つ一つ搬送させ、それを認識させて学習
させています
※色・形状・磁性・性質（塩素）等で認識させる事も可能

５．搬送される物の位置はどのように認識しているんですか？
→Ｘ軸・Ｙ軸の座標で認識しています

６．ロボの後ろに流れていった物は、何をされているんですか？
→後ろに流れていった物はリターンされて再度ロボのラインに
戻ってきます



見学者からよくある質問③

７．ロボの後ろに立っている作業員さんは何をされて

いるんですか？

→認識しづらい品目をピックアップしています

８．ロボが苦手とする物（誤認識）はどんな物ですか？

→木屑と段ボールといった色や形状が似たものを

誤認識する傾向があります（合成材（表と裏が違う素材））



見学者からよくある質問④

９．ロボの維持・メンテナンスは高度な技術が必要そうですが、

どうしていますか？

→現場の方では、清掃・給油・摩耗・劣化のチェック及び

交換等は行いますが、ロボのシステム的な部分は、

メーカーにリモートでチェックしてもらいます

１０．ロボが掴める重量はどのくらいですか？

→約10～15kgくらいです。形状にもよります



６．これからの廃棄物処理の方向とは？

今の管理・処理・原価計算の方法と見直し、

廃棄物処理の方向転換をするべきではないでしょうか。



６．これからの廃棄物処理の方向とは？



６．これからの廃棄物処理の方向とは？

①雇用

・３Ｋ業界

・人材の確保が厳しい・求人を出しても来ない

→働き方改革による休日日数を増やし、残業をなくす

賃金ＵＰ等の労働条件

過酷な作業・単純な作業・夜勤作業をロボット化に

する事でＡＩ管理スタッフとして雇用しました。

若者の求人を増やし業界の若返りが期待出来ます。



６．これからの廃棄物処理の方向とは？

②戦略

・受入れ先、売却先へのアピール（受入れ、処理量の安定化）

・品質のばらつきをなくす（製品化）

・労働災害の減少

・大量廃棄物の受入れ体制と迅速な処理

※有効な時間を作る

・重機等の稼働台数及び時間の短縮による

燃料使用、CO2削減を進める

・SDGｓへの取り組み

・処理費を払って、リサイクルから売却してリサイクルの転換



６．これからの廃棄物処理の方向とは？

<業界のネットワークの構築①>
今までは単独で経営できていました。
閉鎖的な企業から地域連携協力し、それぞれの強みを
生かした体制で各分野で優れている所を共有し、一つの
チームとして集荷～リサイクルまでを進めていく事が大切な
のではないでしょうか。
今後、全国大手の企業が参入してきます。
地元での戦いではありません。
確かに同じ地域での協力は難しいとは思います。
ならばもっと広域の方々と協力体制を構築していく事が
大切だと思います。



６．これからの廃棄物処理の方向とは？

<業界のネットワークの構築②>
この業界は原価計算をあまりしないように思えます。
隣の会社がこの単価でできるのだから、うちはそれより
安く出来る。
戦う相手は隣の会社ではなく、他県より参入する大手
企業や排出事業者ではないでしょうか。
単価競争ではなく自社ブランドの確立、他社に負けない
地域協力型企業作りではないでしょうか。
※行政の方面から違法業者の取り締まり・摘発の徹底



まとめ

どんなに素晴らしい技術を持っていても最終的には、

やはりそれを経営・運営される経営者の方の思いが大切で

あると思います。

私の思いとして、この業界はもっと広域的に協力・情報交換

をしていくべきだと思います。

今までも、これからも一緒になってやってきた同業の仲間の

人たち・新しく仲間になる方々と協力し合いながら少しずつ

進んでまいりたいと思っております。



ご清聴ありがとうございました。


