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和文概要  本論文では，改良型AHPを用いて一般廃棄物焼却場の立地候補地を評価する手法について提案  

する．この手法の具体的な適用については，仮想的な市を想定し，その中に複数箇所の一般廃棄物焼却場の候  

補地を代替案として設定し，自治体の廃棄物担当者へのヒアリングに基づいて代替案を評価することにより検  

証した．本論文で用いた改良型AHPは，代替案の満足度を表現する選好特性と，意思決定者を取り巻く状況  

を評価する状況特性とを考慮したものであり，選好順位逆転現象を整合的に説明することができることから，  

一般廃棄物焼却場の立地選定問題のように立地候補地の数が変わり得る場合に対して有効であることが示さ  

れた．  

1．はじめに   

我が国のごみ（産業廃棄物以外の廃棄物である「一般廃棄物」からし尿および生活雑排  

水を除いたもので，家庭ごみおよび事務所や工場。事業場などから排出される紙屑，厨芥な  

ど）の総排出量は，1997年現在で約5，000万トン／年であり，その内78．1％が焼却処分されて  

いる［7］．   

一般廃棄物を処理する責務は市町村にあり，一般廃棄物焼却場の設置および運営はそ  

の市町村，あるいは複数の市町村の間で設置された組合において行われている．廃棄物の  

減量化のための努力は，市町村，各家庭，事務所，工場・事業場等で行われており，近年そ  

の伸びが緩やかとなって来ているもののごみの排出量は減少傾向とはなっていない．従って，  

一般廃棄物焼却場の建設や建て替えは，市町村にとって最も重要な事業の一つとなってい  

る．しかし，一般廃棄物焼却場の建設予定地の周辺地域に居住する住民は，施設運用や廃  

棄物輸送車による環境影響に対して懸念や嫌悪を持っており，その合意を得ることは非常に  

困難な状況にある．さらに，我が国では廃棄物焼却場から排出されるダイオキシンによる汚  

染問題が重大な社会問題となっており，建設予定地の周辺地域に居住する住民に合意を得  

ることは，ますます困難となっている．   

一般廃棄物焼却場を新たに建設する場合，我が国においては都市計画決定が必要であ  

り，多くの自治体では都市計画決定の手続きに併せて環境アセスメントが実施されている．こ  

の場合，都市計画決定は施設の立地場所について決定されるため，候補地として決まった1  

箇所について環境アセスメントが実施されることになり，複数の候補地に対する代替案評価  

は行われていないのが現状である．しかし，市町村は，施設の立地場所を1箇所に絞るに当  

たって複数の候補地から最も望ましいと思える場所を比較選定するのが普通であり，都市計  

画決定の手続きの前に立地場所の選定内容を公開している事例もある［11］．   

また，近年，行政分野において，意思決定に関する説明責任（Accountability）の必要性が  
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議論されており，一般廃棄物焼却場の立地場所についても合理的な選定の理由を説明する  

ことが求められるようになってきている．   

本論文は，一般廃棄物焼却場の立地選定に際して，市町村の意思決定を支援するため  

の方法論を提供するものである．   

廃棄物処分場に関する立地選定評価については，核廃棄物処分場の立地計画を多属性  

効用理論により評価した事例［9，10］，廃棄物処分場の立地選定をAHPを用いて評価した事  

例［4］，廃棄物の海上埋立処分場の立地を入ファジィ測度法により評価した事例［5］など多く  

の事例がある．   

一般廃棄物焼却場の立地を評価する項目は多く，また，項目間の関係も複雑である．一  

方，一般廃棄物焼却場の立地選定に関する意思決定支援システムは，市町村レベルでも容  

易に取り扱うことができる分かり易くかつ簡易なものが望ましい．これらのことから，手法として  

AHP（AnalyticHierarchyProcess）を用いることとした・   

AHアは，方法論も理解しやすく，複数の評価項目を持つ複雑な対象を比較的容易に扱  

えるという長所を持つ［12，13］．しかし，従来のAHPは選好順位逆転現象を正当に取り扱え  

ないという問題がある．選好順位逆転現象とは，新しい代替案が追加された場合，あるいは，  

すでにある代替案が削除された場合に，他の代替案の選好度合が変化し，場合によっては，  

選好順位が逆転してしまう現象である．SaatyのAHP［12］では，この現象に対する意味づけ  

や理由付けができなか ったため卜逆転現象はAHPの矛盾とみなされ，その後の研究者達に  

よって，どのような場合にも逆転が起きないような工夫がなされてきた［1，2，3］．しかし，評価者  

あるいは意思決定者の選好構造の変化は，実際の意思決定過程において日常的に起こりう  

ることであり，逆転現象は常に矛盾であるとはいえない．   

そこで，従来のAHPを使用したときに現れる選好順位逆転をすべて矛盾ととらえるのでは  

なく，逆転現象が起こるべきでない実対象に対しては逆転現象を排除し，逆転現象が合理  

的に起こる実対象に対してはこの逆転現象を適切に表現することができる改良型AHP（  

D・AHPと呼ぶ）が筆者らによって提案された［14］．   

一般廃棄物の焼却場の立地選定に際しては，第1候補地の土地が入手できなかった場合  

や，あるいは，法律等で規制されていて候補に上らなかった土地の規制が緩和されて新しい  

候補地となり得た場合など，代替案の数が変化する場合がある．また，D－AHPでは，満足で  

きる最低ラインである希求水準を代替案の評価に当たって導入しているが，一般廃棄物焼却  

場の建設や運用に関しては，市や町の予算があり，また，環境影響についても，排出基準や  

環境基準などの基準が設定されている．このため，本論文では，一般廃棄物焼却場の立地  

選定を評価するに当たってD－AHPを用いることとした．  

2．一般廃棄物焼却場の立地場所設定のモデリング   

仮想的な市を想定して，Figurelに示すように，その市域内の丘陵部，平地部及びその  

中間部に，一般廃棄物焼却場の立地場所の代替案として代替案1（Al），代替案2（A2）お  

よび代替案3（A3）の3箇所を設定した．なお，焼却場の諸元については，Tablelに示す  

値を設定した．   
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Figurel‥ モデルとなる市における立地候補場所  

Thealternativesitesinahypotheticalcity   

Tablel：一般廃棄物焼却場の諸元  
Theconditionsoftherefuseincinerationplant  

処理場の面積  2ヘクタール  

処理能力  300トン／日  

煙突高  60 m 

排ガス温度  100℃  

排出ガス量（乾き）  56，000Nm3／hour  

ダイオキシン排出濃度  0．1ng－TEQ／Nm3  

硫黄酸化物排出濃度  50 ppm 

窒素酸化物排出濃度  50 ppm 

浮遊ふんじん排出濃度  0．02g／Nm3  

一般廃棄物焼却場の立地場所の条件を評価するには，多くの評価項目が考えられるが，  

本論文では，自治体の廃棄物担当者へのヒヤリングに基づいて，施設を建設する場合の容  

易性に関する項目，施設運営の容易性に関する項目および地域住民の合意に関する項目   
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を設定した．ここで，地域住民の合意に関する項目としては，施設の建設および施設運営に  

よる環境影響の程度に関する項目を用いることとした．一般廃棄物焼却場の立地場所を評  

価する項目をTable2に示す．  

Table2：一般廃棄物焼却施設の立地評価項目  

Theitemstoevaluatethelocationoftherefuseincinerationplant  

施設建設の容易性   
建設費用   用地買収費用  

用地造成費用  

施設建築費用  

自然環境への影響   植物への影響  

動物への影響  

文化財への影響   埋蔵文化財の可能性  

土地利用規制   開発規制区域の有無  
保安林指定  

その他   

施設運営の容易性  通勤の便利さ   直近の鉄道駅からの距離  

ごみ運搬の便利さ   居住地からの平均距離  

用水   上下水の整備状   

地域住民の合意   施設からの環境影響   大気汚染  

悪臭  

騒音  

ごみ運搬による環境   大気汚染  

影響   悪臭  

騒音  

施設の存在による   景観阻害  

影響   電波障害   

3・D・AHPのアルゴリズムと一般廃棄物焼却場の立地評価  

3．且．一般廃棄物焼却場の立地評価のための項目の簡易化   

評価に当たって，Table2に示した各項目のうち各代替案間で差が無いと考えられる項目  

は除き，さらに，以下のとおり簡易化を行った．  

① 焼却場建設による自然環境への影響は，森林の伐採面積で代表した．  

② 焼却場稼働による大気汚染は，施設から排出されるダイオキシンの居住地域における   

年平均着地濃度で代表した．  

③ 廃棄物輸送車に関しては，ごみ運搬の便利さの項目については居住地域（すなわち廃   

棄物の収集場所）から焼却場までの平均距離で代表し，ごみ運搬による環境影響の項目   

については廃棄物輸送車が居住地域を走行する平均距離で代表した．   
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3．2、一般廃棄物焼却場の立地評価のための項目の値   

机gurelに示した立地条件に基づいて，代替案に対する各評価項目の値を与えた・とく  

に，施設から排出されるダイオキシンの年平均着地濃度については，Tablelに示した施設  

の諸元に基づいて，プリューム式［6］とパフ式［15］とを用いて，各代替案について立地地点か  

らの拡散計算を行うことにより求めた．Figure2にダイオキシンの年平均着地濃度の計算結  

果を示す．   

また，Table2に示した各項目を簡易化した後の評価項目をTable3に示す・また，地理  

的条件及び拡散計算結果から設定した各代替案（Al，A2，A3）の値をTable 3の右欄に  

示す．  

Table3：一般廃棄物焼却施設の立地評価項目とその値  

Theitems and their values to evaluate thelocation ofthe refuseincineration  

Plant  

施設建設の容易性  建設費用   用地買収費用   Al：3，000円／坑A2：10，000円／ポ，  
A3：100，000円／ポ  
希求水準：10，000円／ポ  

用地造成費用   Al：40，000円／ポ，A2：10，000円／ポ  
A3：2，000円／ポ  
希求水準：15，000円／ポ  

自然環境への影響  伐採面積   Al：2ha，A2：1．2ha，A3：Oha  
希求水準：2ha  

文化財への影響   埋蔵文化財の可能性   Al：5％，A2：15％，A3：80％  
希求水準：20％   

施設運営の容易性  通勤の便利さ   直近の鉄道駅からの距離   Al：15km，A2：10km，A3：4km  
希求水準：10km  

ごみ運搬の便利さ  居住地からの平均距離   Al：20km，A2：15km，A3：8km  
希求水準：15km   

地域住民の合意   施設からの環境影響  大気汚染（ダイオキシン濃度）  Al：0．005pg－TEαNm3  
A2：0．02pg－TEαNm3  
A3：0．06pg－TEQ仰m3  
希求水準：0．06pg－TEWNm3  

悪臭   Al：臭気強度0，A2：臭気強度1  
A3：臭気強度2  
希求水準：臭気強度0  

騒音   Al：感覚閥値以下，A2：亜デシベル，  
A3：50デシベル  

希求水準：40デシベル  

ごみ運搬による環境  ごみ運搬車の居住地平均通過  Al：10km，A2：10km，A3：8km  
影響   距離   希求水準：10km  

施設の存在による  景観阻害   Al：施設視認せず，  
影響  A2：施設の一部視認A3：施設視認  

希求水準：施設の一部視認  

電波障害   Al：影響なしA2：殆ど影響なし，  
A3：100件に要対策  
希求水準：殆ど影響なし  
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Alからの着地濃度  

A2からの着地濃度  

A3からの着地濃度  

Figure2：施設から排出されたダイオキシンの着地濃度  

Theconcentrationsofdioxinemittedfromtheplants  

3．3．D－AHPのアルゴリズムと廃棄物焼却場の立地評価   

Table3 に示した各項目の代替案ごとの値（希求水準に関する値は除く）を提示して自治  

体の廃棄物担当者に対してヒヤリングを行い，その結果に基づいて，次に示すアルゴリズム  

に基づき，各評価基準の下での一対比較を行うことにより代替案の評価を行った．   

D・AHPは，選好特性と状況特性の意思決定分析についての2つの特性を含んでいる．選  

好特性は，与えられた代替案に対する意思決定者の選好度合を意味し，ここでは，任意の  

評価基準の下で希求水準を尋ね，この希求水準を仮想の代替案として代替案集合の中に  

加え，各評価基準の模試で一対比較を行い，希求水準の重要度が1になるよう正規化する．  

状況特性は，意思決定者に与えられた代替案を取り巻く状況に対する選好度合を表し，ここ  

では，状況特性の値が大きい評価基準ほど，代替案の集合全体に関する魅力が大きいと考  
え，そのウエイトが大きくなるように修正している［14］．   

D－AHPのアルゴリズムと，一般廃棄物焼却場の立地評価への適用は，以下のとおりであ  

る．  

ステップ1：評価基準と代替案を階層構造にまとめる．   

一般廃棄物焼却場の立地評価に対する評価基準と代替案は，Figure 3に示すような階   

層構造にまとめることができる．  

ステップ2：代替案の一つ上のレベルにある評価基準同士の間で一対比較を行う．一対比   

較行列の最大固有値に対する固有ベクトルから，それぞれの評価基準について重要度の   
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比が得られるが，重要度の和が1となるように正規化して基本重要度とする．  

Figure3：一般廃棄物焼却場の立地評価のための階層構造  

Thehierarchicalstructureforevaluatingthelocationofrefuse  

incinerationplant  

一対比較により求めた基本重要度は，Figure 3に示した階層構造において代替案レ  

ベルの一つ上の評価基準レベルに示した値となった．例えば，大気汚染，騒音，悪臭の  

基本重要度はおのおの0．594，0．249，0．157である．  

ステップ3：代替案の一つ上のレベルにあるそれぞれの評価基準の下で，代替案の希求   

水準を尋ねて，代替案の集合にそれも含めて一対比較を行う．一対比較行列の最大固有   

値に対する固有ベクトルから，それぞれの代替案について重要度の比が得られるが，希求   

水準の重要度が1となるように正規化する．  

希求水準の値は，Table3の右欄に示すような値であった．  

例えば，評価基準「大気汚染」の下での一対比較の結果は，Table4に示すとおりであ   

った．  

ステップ4：それぞれの評価基準の下での一対比較行列に整合性がとれている場合，基   

本重要度がその評価基準の重要度となる．整合性がとれていない場合には，・その評価基   

準の重要度を次式によって修正する．  

＝ 
ぜ・信仰∫ノ   

ここで，代替案曾の集合の状況特性の値仇は，次式により求められる．   
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㌔＝lloち（盈Ⅳf）l   

ここで，Ⅳβは評価基準pの基本重要度，ノ紀ユノは整合度C上に関する単調増加関数 p  

で，ノ紀エノ＝Cヱとした．また，pは2つの要素間の重要度の比として割り当てる数値の上  

限値であり，ここでは通常よく用いられる数値9とした．  

Table4：代替案の一対比較行列  

Apairwisecomparisonmatrixevaluatingthealternatives  

大気汚染  希求水準  重要度  2
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5．895  

2．621  

1．000  

1．000  

C∫＝0．015  

上の例では，Cは0．312となる．よって，評価基準大気汚染の重要度は次のようになる．  

0．015  
Ⅳ＝0．594。0．312  ＝0．584  

同様にして，騒音，悪臭の重要度は，おのおの0．215，0．151となる．  

ステップ5：状況特性を加味したことによって重要度が変化した場合には，評価基準の重   

要度の和が1になるように正規化し直す．  

上の例では，大気汚染，騒音，悪臭の重要度の和が1となるよう正規化すると，おのお   

の0．615，0．226，0．159となる．  

ステップ6‥ 加法系統合ルールにしたがって，総合重要度を求める．階層構造にまだ上の   

層があるときには，ステップ7へ進む，なければ，終了．   

本例の場合，まだ上の層があるので，最上層に到達するまで，ステップ7へ進む．  

ステップ7：各代替案の重要度が分かっている評価基準Clを，その一つ上のレベルにある   

評価基準C2の下で一対比較を行い，それぞれの重要度を求める．また，一対比較に整合   

性がとれていない場合には，すでに分かっている評価基準C2の重要度から状況特性を求   

めて，その評価基準に対する重要度を変更し，ステップ6へ進む．  

本例の場合，大気汚染，騒音，悪臭の上の層である「施設からの環境影響」のレベルを   

評価し（Figure3参照），同様な手続きを行い，ステップ6へ進む．   
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4．AHPおよぴD－AHPを用いた立地評価の結果   

3節に示したアルゴリズムに基づいて計算された結果をTable 5に示す．なお，Table 5  

にはSaatyのAHPを用いて評価した場合と，D・AHPを用いた場合の評価結果を示す．   

両方のモデルで代替案1（Al）が最も望ましい案となっており，2番目が代替案3（A3），  

代替案2（A2）が3番目となった．  

Table5：AHPおよびD－AHpを用いた立地評価結果  
TheresultofevaluationofthelocationsusingAHPandD－AHP  

SaatyのAHP   D・AHP  

代替案  

重要度 順位   重要度 順位   

Al   0．395  1   2．167  1   

A2   0．270  3   1．527  3   

A3   0．335  2   1．978  2   

希求水準  1．000  

次に，代替案1の土地が取得できなかった場合を想定して，代替案1（Al）を除いて評価  

した．ここでは，代替案1を除いた場合も，希求水準の値は変わらず，従って，代替案レベル  

の一対比較行列は第1行と第1列が除かれた3行3列の行列になるとした．また，Saatyの  

AHPの場合も同様に，代替案レベルの一対比較行列は第1行と第1列が除かれた2行2列  

の行列になるとした．各評価基準の評価値も先の評価と変わらないとした．評価の結果を  

Table6に示す．  

Table6：代替案1を除いた場合の評価結果  

TheresultbfevaluationexcludingAl  

SaatyのAHP   D－AHP  
代替案  

重要度 順位   重要度 順位   

A2   0．541  1   1．569  2   

A3   0．459  2   1．864  1   

希求水準  1．000  

SaatyのAHPを用いた場合には，残った代替案2（A2）と代替案3（A3）の選好順位は  

逆転したが，D－AHPを用いた場合には選好順位は変化しなかった．これは，D・AHPを用  

いた評価では，希求水準の値が変わらなかったことに起因すると考えられる．仮に，選好順  

位逆転現象が起こった場合でも，D・AHPはこの選好順位逆転現象が起こった理由を合理   
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的に説明することができる［14］．  

臥 おわりに   

改良型AHP（D・AHP）を用いて一般廃棄物焼却場の立地選定を評価する手法について  

検討を行った．これは，一般廃棄物焼却場の立地に際して市町村の意思決定を支援するた  

めのものである．AHPを用いることは，この手法が多項目で複雑な対象を分かりやすくかつ  

容易に取り扱えるという長所を持つことから，評価する項目の多い一般廃棄物焼却場の立地  

選定を評価する手法として非常に有効である．   

また，SaatyのAHPを用いた場合には，選好順位逆転現象が起こったが，D－AHアを用  

いた評価では，希求水準の値が変わらなかったことから，選好順位逆転現象は起こらなかっ  

た．一般廃棄物焼却場の立地選定に際しては，最も望ましい候補地が入手できなった場合  

など代替案の数が変化する場合があり，D・AHPはこのような対象を取り扱うのに際して有用  

な手段となる．   

さらに，D－AHPでは代替案の評価に当たって希求水準を尋ねているが，一般廃棄物焼  

却場の建設や運用に関しては，市町村には予算があり，また，環境影響についても，排出基  

準や環境基準などの基準が設定されており，最低限これぐらいは必要と意思決定者が求め  

る水準である希求水準を設定することは妥当性のあるものと考える．   

なお，D・AHPによる評価は，パーソナルコンピューターを用いて対話型のプログラムを作  

成して実施したが，この場合には，意思決定者の行う手続きは代替案の一つとして希求水準  

が加わるのみで，その他の手続きはSaatyのAHPと変わらないため，取り扱いが容易という  

AHPの長所が損なわれることはなかった．   

我が国においても，計画段階から代替案も含めて事業計画や政策を評価する制度である  

戦略的環境アセスメント（S玉：A）の導入が議論されるようになってきた［8］．本論文で検討した手  

法は，戦略的環境アセスメントに対しても有効な手段を提供するものである．   

近年，ダイオキシン問題に端を発して，小規模の一般廃棄物焼却場を統合して，複数の  

市町村の焼却場を広域的に処理する大規模な施設を1箇所に建設する傾向にある．この場  

合には，どの市町村のどの場所に一般廃棄物焼却場を設置するかについて，複数の市町村  

間の集団意思決定が必要となる．   

今後，複数の意思決定者が存在する場合の集団意思決定問題へのD－AHアの適用につ  

いても研究していきたい．  
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ABS町RAC甘  

AN APPLICATION OF DESCRIPTIVE ANALYTIC HIERARCHY  

PROCESS TO SITING A MUNICIPALⅥ7ASTE DISPOSAL PLANT  

Shinichi Fujita HiroyukiTamur  

J∴lJ．1了’／：、（’八■り‖NJJ  （）．ヽりÅ、りJ■＝‖・－J¶／†／   

Inthispaper，amuniclpaldecisionsupportmethodologylSprOpOSedtoevaluatethelocationofrefuse  
incineration plant to dispose the municIPalwaste uslng the modelofdescriptive extension ofAnalytic  
HierarchyProcess，CalledD－AHP．Inthismodel，therankreversalphenomenaarelegitimatelyobservedand  
explanatory・Thealternativesitesoftherefuseincinerationplantarelocatedinahypotheticalcity，andthe  
alternatives are▲eValuated．Theresultsoftheevaluationshow thatD－AHPisusefu1forthecasewhenthe  
numberofalternativessuchasthenumberofsitesoftherefuseincinerationplantmay change・   
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