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シリーズRDF専門家の眼②：Ｑ＆Ａ・疑問に回答、解説

～紙ごみ＆廃プラスチック由来固形燃料（RPF）のJISについて～
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　最近の化石燃料の高騰に伴い発熱量の高い
廃プラスチックの燃料利用が拡大する中、平
成22年１月20日付でRPFのJISが公示され
た。この内容を平成17年11月付けのRDFの
JIS（TR）と比較すると品質の設定方法等の
考え方が大きく異なる。
　私は、５年間にわたってRDFのJIS原案作
成委員として携わった。当然、普及していた
様々なRDFを試料として細菌増殖試験を行っ
ていただいた。その結果、水分率10％以下の
RDFの細菌数は食品基準以下であり、全く問
題がないとの判断からJIS項目から除外した。
しかしながら、三重県RDF発電所の火災事故
では、発熱原因がRDFの発酵発熱とされたこ
とから、JISの対象にしなかったことが問題に
された。
　取扱い時の事故については、取扱者の責任
であることは言うまでもないが、RPFのJIS
はその長所のみを取り上げ、かつその解説で
はリスクとして発酵による自然発熱の可能性
を示唆するが、その他の課題については触れ
られていない。
　JISの意義や目的には、利用時の利便性や公
正性等を確保するとともに安全や健康の保持、
環境の保全等について達成する事にある。こ
のような視点からRPFのJISを精査すると、
発酵しないはずのRPFが自然発火したり、健
康被害が発生しかねないとの懸念があり、ご
み固形燃料が再び社会問題になりかねない。
RPFのJISの改定時にぜひとも取り上げてい
ただきたいことを念頭に私見を紹介すること

にした。
　次の質問に回答する形式で解説したい。

Q－１　RDFからRPFが普及した社会的な背
景とは！
Q－２　JIS化の意義とは！
Q－３　RPFとRDFのJISの違いについて！
Q－４　JISで規定するRPFの原料組成の意
味すること！
Q－５　発酵しない廃プラスチック＆RPFも
自然発火する！
Q－６　廃プラスチック＆RPFの燃焼時にダ
イオキシンは発生しないのか！
Q－７　廃プラスチック＆RPF取扱い時に有
害微量化学物質は発生しないのか！

Q－１　RDFからRPFが普及した社会的な背
景とは！
　ごみの発熱量が高くなるとともに、ごみ焼
却に代わる燃料化技術が注目され、平成７年
４月に富山県砺波広域圏事務組合「南砺リサ
イクルセンター」（28t/７hr）がごみ燃料化
によるごみ処理方式として自治体で初めて本
格的に稼働した。これを契機に滋賀県、群馬
県、高知県、静岡県、島根県など各地でしだ
いに稼動事例が増加した。
　平成８年にごみ焼却施設から排出されるダイ
オキシンが社会問題になった。国の方針は、
ダイオキシン類排出量を低減するために、ご
み焼処理量を100トン/日以上（人口；10万
人規模）の規模で連続運転するとし、それに
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満たない中小施設ではRDF化が推奨された。
RDFの利用先として県が主導してRDF発電
方式による安定利用が検討され、平成14年12
月のごみ焼却施設に対するダイオキシン規制
の適用時期に合わせてあわただしく取り組ま
れた。
　このようにRDFは主に自治体のごみ焼却方
式の代替方式として誕生した。良質なRDFを
製造するためには、家庭ごみを可燃ごみと生
ごみを分別することにより可能であるが、生
ごみの処理が必要になる。製造した燃料の品
質は低下するもののごみ処理を兼ねることが
でき、かつその場所で燃やさないことが評価
され、また確実に利用できる方法としてRDF
発電方式が選択された経緯がある。
　ところが、平成15年８月に三重県RDF発電
所貯蔵サイロにおいて火災・爆発事故が起こ
り、事故原因は、RDFの発酵発熱によるもの
であると結論された。また、環境省や経済産
業省等においても事故原因と対策について検
討されたが、いずれも発酵・発熱説を主原因
とし、発熱防止など対策が規定された。その
結果、RDFは発酵して発熱し、ガス発生を伴
う危険な燃料であるとの認識が定着し、RDF
化施設の建設や取扱いが著しく阻害され、今

日に至っている。
　一方、RPFは製紙業界のニーズから誕生し
た経緯がある。古紙パルプを取扱う製紙業界
では化石エネルギーに代わる安価な燃料とし
て、古紙と廃プラスチック等から製造される
RPFに注目し、大型発電用ボイラーを導入し
てパルプ製造に必要なエネルギーをまかなっ
たのがRPFの誕生の由来である。RPFを供給
する業界にあっては、自然発火したRDFと
は異なり、発熱量が高いこと、含水率が低い
こと、発酵発熱しないことや塩素含有率が低
いことなど長所のみを強調し、発熱量の高い
RPFの需要が急速に拡大してきた。
　このようなRPFの普及の実態を背景にJIS
化が検討され、平成22年１月にRPFのJISが
公表された。これによると、RPFは、Refuse  
Paper and Plastic Fuelの略称であり、廃棄物
由来の紙、プラスチックを主原料とし、木く
ず、繊維くず及びゴムくずを混合することが
できると規定されているが、最近では、廃プ
ラスチックを主体としたRPFの普及が進んで
いる。参考にRDF、RPFの一般的品質を表－
１及び製紙業界での受入基準の事例を表－２
に示す。

表－１　RDF、RPFの一般的な品質事例

主要項目 内　　容

原　　料 産業廃棄物、一般廃棄物

不適合品
金属類、ガラス、陶磁器などの不燃物、食品、薬品等の残さ、腐敗、発酵の恐れがあ
るもの、その他

形状等

水　　分 10％以下

概略寸法 ペレット状　外径　８～50mm、長さ10～100mm

カサ比重 0.3～0.7　測定方法JIS　Z7302－９

性　　状 発火点　300℃以上、引火点　200℃以上

受入時の温度 常温程度まで冷却されていること

※引用；渡辺洋一；ごみ固形燃料（RDF, RPF）の普及と課題及び最近の動向、日本エネルギー学会誌 
Vol.89, No.6, p.501（2010）
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Q－２　JIS化の意義とは！
　RDFのTRによると、その定義は可燃性廃
棄物を原料として、圧縮成形､押出成形など
によって固形化した燃料で、その原料は一般
廃棄物または産業廃棄物とすると規定してい
る。一方、RPFのJISでは、可燃性廃棄物で
ある紙くずや廃プラスチックを原料として圧
縮成形､押出成形などによって固形化した燃
料とあるので、RPFもRDFの範疇に入る。大
きな違いはその品質にあるが、固体燃料とし
て燃焼利用する方法は同じであり、とくに区
分する必然性は低い。むしろ、RDFは三重県
RDF貯蔵サイロにおいて火災事故を起こした
ことにより、廃棄物由来の固形燃料をRDFの
名称では社会に受け入れ難い状況を勘案し、
紙ごみや廃プラスチックを原料とした固形燃
料をRPFと称し、JIS化においてRDFとの優
位性を明確にすることにより普及を図る目的
で作成されたものと受けとめている。
　現状の普及状況をみるとRDFは家庭ごみを
主原料としており、RPFは産業廃棄物を原料
としている傾向にあるが、平成18年12月に容
器包装リサイクル法が改正され、条件付きな
がらその他プラスチック製容器包装廃棄物の
再商品化手法に「固形化燃料等」が認められ
たことから、RPFの原料に家庭ごみが混入す
ることになるので、何らかの対応が必要にな
ろう。
　ところで、作成されたJIS原案を審議する

日本工業標準調査会によるとJISの意義を次
のように述べている。JISにより標準化を行
うことの意義は、技術文書として国レベルの

“規格”を制定し、これを全国的に“統一”又
は“単純化”することで、以下のような目的
を達成することにある。
◦経済・社会活動の利便性の確保（互換性の

確保等）
◦生産の効率化（品種削減を通じての量産化

等）
◦公正性の確保（消費者の利益の確保、取引

の単純化等）
◦技術進歩の促進（新しい知識の創造や新技

術の開発・普及の支援等）
◦安全や健康の保持、環境の保全等
　JISで定めた基準をクリアした製品にはJIS
マークが付与され、消費者は安心して購入で
きるようになる。つまり、製品の品質を保証
する意味があるとしている。
　なお、当調査会によると、JISには著作権が
あるとされる一方、JISの規格票の末尾に付さ
れている解説は、JISの一部でなく、その著作
権は解説を著した原案作成者に帰属するとの
説明もある。
　いずれにしてもJISの内容について第三者
として検討し、私見を述べるにあたっては、
JISの意義や目的を正しく理解していなければ
ならないので、あえて明記した。

表－２　製紙業界におけるRDF、RPFの品質の事例

対　　象 基準値例 測定方法

発熱量 高位発熱量 20.9MJ/Kg以上 JIS　Z7302－２

工業分析到着ベース
水　分 10％以下 JIS　Z7302－３

灰　分 10％以下 JIS　Z7302－４

元素分析無水ベース

全塩素 0.3％以下 JIS　Z7302－６

硫　黄 0.2％以下 JIS　Z7302－７

窒　素 1.0％以下 JIS　Z7302－８

※引用；渡辺洋一；ごみ固形燃料（RDF, RPF）の普及と課題及び最近の動向、日本エネルギー学会誌 
Vol.89, No.6, p.501（2010）、発熱量20.9MJ/Kgは5,000Kcaℓ/Kgに相当する。
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Q－３　RPFとRDFのJISの違いについて
　RPF及びRDFとも同じ廃棄物由来燃料であ
ることから、以下にJIS（TSを含む）の考え
方や内容について比較して検討したので紹介
する。
　「廃棄物由来の紙、プラスチックなど固形化
燃料」（RPF）のJISの内容は、適用範囲（警
告）、引用規格、用語及び定義、種類、要求
事項、原料、分類規則、試験方法、試験数値
お丸め方、試験報告および表示、付属書（A）
選択的に実施する試験、及び解説から構成さ
れている。ここでは、等級、品質、原料及び
解説について取り上げる。とくに、解説の懸
案事項において自然発火特性について食品残
さ等の付着したものが混入した場合の保管時
の安全性について言及している。抽象的な表
現であるが、食品残さの発酵による発熱の危
険性を強く示唆している。
　一方、「廃棄物固形化燃料」（RDF）のTS
では、適用範囲（備考）、引用規格、定義、形
状及び寸法、品質、原料、試験方法、表示及
び解説から構成されている。とくに、解説で
は、RDFの普及の兆しがある中で、ごみ焼却
時のダイオキシン類の発生が社会問題になって

いた時期であり、RDFの燃焼利用時において
ダイオキシン類が大きな課題であった。この
ため、適用範囲の備考において燃焼方法を規
定し、ダイオキシン発生抑制を強く要求した。
　また、家庭ごみを原料としているのでダイ
オキシン類の原料となる塩素分が多いが、完
全に除去することが困難であることから塩素
分の目標値の考え方について解説されている。
　以下に、RPFとRDFのJISの序文、適用範
囲、及び品質について比較し、その違いを解
説する。
①　適用範囲について
　RPFのJISでは、下記のように規定してお
り、取扱いについて警告を付記している（表
－３）。　
　一方、RDFのTSでは、次頁上記のように
規定しており、燃焼条件を備考で付記してい
る（表－４）。
　上記を比較すれば明らかなように、RPFの
適用範囲については、圧縮成形、押出成形し
て固形化したものと定義し、その大きさや形
状については付属書（A）で受渡当事者間の
取り決めによって追加規定する場合の試験方
法として記載されている。一方、RDFについ

序　文
　この規格は、廃プラスチック再商品化手法の緊急避難的・補完的措置として位置づけられ
ているRPFの品質等を規定することによって、品位の安定をはかり、燃料としての信頼性
を確立し、貴重な国産燃料資源として普及する基盤を整えるために制定された。
1．適用範囲
　この規格は、廃棄物由来の紙、プラスチックなどを主原料として、圧縮成形、押出成形な
どによって固形化した燃料（以下、RPFという。）の製品仕様について規定する。

警告　この規格に規定されているRPFの製造、使用などにおける取り扱いにおいて、適
切な予防措置を講じない場合には危険を伴うおそれがある。この規格では、RPFの
取り扱いに伴う安全性のすべてについて説明することを意図していない。RPFを
取扱う前に、関連法規に適合した運用を規定し、安全及び健康について適切な予防
措置を講じることは取扱者の責任である。

※形状、寸法；付属書（Ａ）において品質項目以外の品質として形状（目視による）と寸
法（長さ､直径をノギスで測定）

表－３　RPFのJIS
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ては、形状や寸法を規定し、さらに、ブロッ
ク状、チップ状あるいはフラフ状のものは含
まれないことを明記している。いずれの場合
も現在かなり普及しているフラフ状のものに
ついて明示はなく、規格対象外である。
　安全性については、RPFの場合は警告にお
いて、取扱い時の安全性については取扱者の
責任であることを明記しており、RDFについ
ては燃焼時のダイオキシン対応を考慮し、燃
焼条件を具体的に適用範囲の備考欄に付記し
ている。
②　品質について
　RPFのJISでは、RPFの品種及び等級とそ
れぞれの品質を下記のように規定している。
　一方、RDFのTS（標準仕様）では、その
品質を上記のように規定している。
　RPFの品質については、燃料として最も重

要な評価項目である発熱量を基準にしてコー
クス並みと石炭並みに分類し、さらに、RDF
との比較において優位性を特徴づける高位発
熱量、全塩素分、水分及び灰分を選定して規
格値を規定している（解説 2.2）。いずれの場
合も現状の取引実態を考慮して規定されたと
ある。なお、RPF-cokeは発熱量が高く、水分
や灰分は低いが、塩素濃度は0.6％以下とやや
高いことから必ずしも良質な燃料を規定した
ものではない。塩素分については、高いほど
ボイラ腐食の要因になることから低い数値が
望ましいが、普及の実態から概ね0.3％以下と
されている。これ以下であれば、腐食が全く
起らないことではないが、実用上、支障がな
いとの実態に基づくものと考えられる。
　RPFの原料については、箇条６原料で「廃
棄物由来の紙、プラスチックなどとする。

序　文　なし
1．適用範囲
　この標準仕様書（TS）は、可燃性廃棄物を主原料として、圧縮成形、押出成形などによっ
て固形化した燃料（廃棄物固形燃料、以下“RDF”という）で、適切な燃焼施設で適切に
燃焼させることを前提として製造されたものについて規定する。
　ただし、ブロック状にしたもの及び高炉還元剤などとして使用されるチップ状のものは含
まない。
　備考　RDFの適切な燃焼施設及び適切な燃焼条件については、“廃棄物の処理及び清掃に
関する法律”に基づく施行令及び施行規則に準じた構造及び燃焼条件とすることが望ましい。
4．形状及び寸法　RDFの形状は、ほぼ円柱状とし、寸法は8.1によって測定し、長さ10～

100mm及び直径10～50mmとする。ただし、受渡当事者間の協定がある場合は、これ以
外の形状及び寸法のものでもよい。

表－５　RPFの品種及び等級品

品　種 RPF-coke RPF

等　級 - A B C

注 a）品質は高位発熱量によって区分する。
b）等級は全塩素分の質量分率（%）によって区分する。
c）コークス並みの高位発熱量をもつRPF
d）石炭並みの高位発熱量をもつRPF

表－4　RDFのTS
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RPF の品質は、表－６に示す品質項目の規
定に適合する範囲内で、木くず、繊維くず及
びゴムくずを、主原料に混合することができ
る。」と規定している。紙ごみや廃プラスチッ
クは、元々、水分や灰分は少ないので、発熱
量と全塩素含有量で品質が評価されると言え
る。RPFは産業系廃プラスチックを主体とし
ているが、塩素分を完全に除去できないこと
やこの程度の塩素分のRPFが普及しているこ
とから数値が設定されたものと考えられる。
なお、解説でも指摘しているように、今後、
家庭ごみ中のその他の廃プラスチック系容器
包装がRDFの原料となりうることから再検討
が必要になると思料される。
　一方、RDFの原料については、「RDFの主
原料は、一般廃棄物及び／又は産業廃棄物と
し、その組成割合を報告する。」と規定され
ている。主に家庭ごみを原料としたRDFが普

及しており、普及しているRDFの水分や灰
分を考慮して規定された。また、燃料特性を
評価する上で最も重要な発熱量についてはご
み発熱量よりも高いこと及びすでに普及し始
めている取引実態を勘案して12.5MJ/Kg（約
3,000Kcaℓ/Kg）以上に設定されたものである。
　ところで、全塩素分については、家庭ごみ
中では、食塩などの無機性塩素が混入した
り、塩ビ系の廃プラスチックを完全に除去す
ることが困難であることから、全塩素濃度に
ついては、塩素分の目標値について解説され
ている。JIS原案作成当時においてはRDF中
の塩素分は0.5～1.5％程度のものが流通してい
たが、最近の良質なものは0.6％程度である。
生ごみを除外して製造したRDFの塩素濃度
は、生ごみを含むRDFより0.2％程度低いこ
とが分かってきた。つまり、生ごみ以外の塩
素含有廃プラスチックなどから混入する塩素

※欄外（※）の説明は筆者が付記した。

表－６　RPFの品質

品　種 RPF-coke RPF 適用
箇条等　級 ― A B C

高位発熱量 MJ/Kg 33以上 25以上 25以上 25以上 8.2

水　分 質量分率（%） ３以下 ５以下 ５以下 ５以下 8.3

灰　分 質量分率（%） ５以下 10以下 10以下 10以下 8.4

全塩素分　 質量分率（%） 0.6以下 0.3以下 0.3～0.6 0.6～2.0 8.5

※適用条件の8.2～8.5は試験方法の規定、
※高位発熱量33MJ/Kgは約7,900Kcaℓ/Kgに、25MJ/Kgは約６､000Kcaℓ/Kg相当する。

表７　RDFの品質

項　目 品　　質 適用箇条

発熱量 12.5MJ/Kg 8.2

水　分 10% 8.3

灰　分 20% 8.4

※適用箇条の8.2から8.4は試験方法の規定※発熱量については、総発熱量
（高位発熱量）であることを別途明記されている。なお、発熱量12.5ＭJ/
kgは約3,000Kcaℓ/Kgに相当。
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分は0.4％程度であると推測されている。家庭
から分別排出時に塩素系プラの混入防止の徹
底や塩素系プラスチックの機械的な除去によ
り0.3％以下を満たせる段階に至っている。

Q－４　JISで規定するRPFの原料組成の意
味すること。
　RPFのJIS、箇条５要求事項においては、
RPFの品質は、表－６に基づく高位発熱量が
25MJ/Kg（約6,000Kcaℓ/Kg）以上であると
規定されているが、紙及び廃プラスチックの
発熱量から逆算すると、廃プラスチックリッ
チの固形燃料はクリアするが、紙ごみ主体で
は対象とならないことになる。紙ごみの発熱
量を４､000Kcaℓ/Kg、廃プラスチックのそれ
を８､000Kcaℓ/Kgに設定して計算すると、廃
プラスチックが60％以上で、紙ごみが40％以
下の混合物で製造したものが該当することを
意味する。
　つまり、紙ごみ主体のRPFは、発熱量25MJ/
Kg（約6,000Kcaℓ/Kg）以下となるので、JIS
規格外となる。RDFのTSで規定する高位発熱
量は12.5MJ/Kg（3,000Kcaℓ/Kg）であり、同
じ廃棄物由来としていながら整合性はない。
発熱量を25MJ/Kg以上とした根拠はコーク
ス並あるいは石炭並みの燃料を想定している
が、これ以下でも十分に燃料として利用でき
る。また、紙ごみが多くなるとCO2排出原単
位が低くなるので、CO2削減に寄与すること
に配慮すべきであろう。
　廃プラスチック主体のRPFは、燃料価値が
高くなるが、CO2排出原単位が高くなる。わ
が国のエネルギー資源はほとんどを国外から
輸入しており、化石燃料の確保難及び価格高
騰がこれからも継続するものと想定されてお
り、エネルギー源となる廃棄物由来の可燃物
を燃料として利用拡大を図ることは重要であ
る。また、CO2削減が国家的な課題となって
いることから、燃料利用に当たってもCO2排
出原単位の低いエネルギー源を普及させるこ
とは国の方針とも合致する。

　当該JISでは、廃プラスチックの燃料価値
が強調されているが、CO2排出減となるよう
な視点にかけている。JISの意義には、安全や
健康の保持、環境の保全等に寄与することも
うたわれている。国が先導して普及、拡大を
図るための指針であるので、燃料価値のみで
はなく、環境に配慮した品質ランクがあって
も良いのではなかろうか。

Q－５　発酵しない廃プラスチック＆RPFも
自然発火する！
　解説の3.懸案事項において「食品残さを含
むRDFでは、不完全な管理状況の下では火
災・爆発などの事故が報告されている。RPF
の原料は、産業廃棄物が主体で食品残さなど
の混入の可能性は低く、また食品残さ付着物
の可能性のある材料を原料とする場合には、
食品残さを除去する対応を採用していること
などによって今は必要性はないが、RDFの原
料の一部に食品残さが付着したものが混入し
た場合の保管時の安全性について、食品残さ
混入によって何らかの影響が出るか否か、今
後の検討が必要となるかもしれない。」と解説
している。
　上記の解説をそのまま解釈すると、食品残
さを含まないあるいは付着していなければ火
災などの発熱の可能性はないと読み取れる。
これは、平成15年８月に起こった三重県RDF
発電所RDF貯蔵槽の火災・爆発事故の原因究
明が行なわれ、「発熱原因は、空気中の水分を
吸湿して発酵・発熱により火災の原因になっ
た。」とする見解を踏襲したもので、発酵を防
止すれば発熱や火災を防止できることを示し
ている。
　しかしながら、発酵に必要な水分を含んでい
ないRDFが保管時に発熱や発煙事故が発生し
ており、また、発酵では発生しない一酸化炭
素の発生が確認されていることなど発酵発熱
以外の要因があることが確認されている。最
近の知見では、発熱・発火要因は有機物が空
気中の酸素と反応して発熱し、これが大量に
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保管されたために放熱が阻害されて蓄熱し、
温度が上昇して発火に至ったとするメカニズ
ムが検証されている。電源開発等で検討した
結果では、RDF貯蔵時の発煙事故において、
RDFのＤＮＡ鑑定により発酵を起こすような
微生物は検出されなかったこと、発熱はサイ
ロ底部のRDF搬出コンベアモータの熱によ
りRDFの酸化反応が促進され、蓄熱したこと
が、現場状況、各種実験やシミュレーション
より明らかにされている。※１）

　つまり、原料に食品残さが付着していても
製造したRPFの水分率５％以下を満たして
いれば発酵発熱することは考えにくい。むし
ろRPFは有機物であり、空気中の酸素と反応
して発熱することに注目すべきであり、とく
に、酸化反応の起こりやすいPP（ポリプロ
ピレン）なども含まれており、低温度でも酸
化反応は起こり易い。すでに、廃プラスチッ
クやRPFを大量に取扱う事業所では、発煙、
ボヤ、火災がしばしば発生していることが問
題になっている。大量に保管しなければ放熱
が大きいので、発熱しても火災には至らない
が、食品残さが含まれていなければ安全であ
ると読み取れる解説の内容は誤解を招く。む
しろ、品質が遵守されない、ならびに不完全
な管理状況が発熱を引き起こす要因になるこ
とに留意すべきかと思う。また、RPFの自然
発熱の原因については必ずし一つだけではな
いので、他の要因、たとえば、有機物の酸化
反応、金属等の混入物の化学反応、取出し時
の摩擦熱など発熱要因は多々存在することを
明記すべきではないか。

Q－６　廃プラスチック＆RPFの燃焼時にダ
イオキシンは発生しないのか！
　RDFのTRでは、家庭ごみを原料とするRDF
はごみ焼却と同様に燃焼時にダイオキシン類
が発生することが想定されるので、ダイオキ
シンの発生が抑制できる燃焼方法が望ましい
ことを備考で明記されている。他方、RPFに
ついてはダイオキシンの発生については全く

触れられておらず、適用範囲の警告で「RPF
を取扱う前に関連法規に適合した運用を規定
し、安全及び健康について適切な予防措置を
講じることは取扱者の責任である。」としてい
る。なお、RPF品質の塩素分については燃焼
時のボイラへの腐食の影響を考慮して0.3％以
下～2.0％以下を規制値としている。
　果たして燃焼時にはダイオキシン類の発生
はないのであろうか！
　RPFの品質規格では、塩素含有率の厳しい
数値を0.3％以下と規定しているが、ダイオキ
シン類の原料としては十分に存在しているの
である。仮に、１トンのRPFを燃焼した場合
に約15,000Nm3の燃焼ガスが発生するとし、
ガス中には0.3％相当分の塩素は3,000gである
ので、すべてが塩化水素に変化した場合には
おおよそ82モル（約1.8Nm3）と算定されるの
で、塩化水素濃度は約120ppｍに相当する。
　ダイオキシン類の濃度はこの千分の一に相
当するナノグラムオーダー（基準値；0.1ng-
TEQ/m3N）であり、ダイオキシンの原料とな
る塩素濃度は100万倍存在することになる。
つまり、燃焼の仕方によってはかなり高濃度
のダイオキシン類が発生する可能性があるの
で、その燃焼方法についても指摘していただ
きたい。すでにRPF発電所においてダイオキ
シン濃度が規制値を超えて停止した事例も報
告されている。
　RPFの塩素濃度が低いことを特徴としてい
るが、最近のRDFの塩素濃度も0.6％程度
であり、必ずしもRPFの優位性を強調するよ
うな数値レベルではなかろう。

Q－７　廃プラスチック＆RPF取扱い時に有
害微量化学物質は発生しないのか！
　平成14年６月に国の公害等調停委員会は、
東京都杉並区の不燃ごみの中継施設周辺で
発生した健康被害について「杉並中継施設の
操業に伴って排出された化学物質によるもの
である」との結論が報告されている。不燃ご
みとあるがほとんどが家庭から収集された廃
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プラスチック類であり、施設操業直後から周
辺住民に健康被害が発生し、「杉並病」として
全国の関心を集めた事例である。
　また、大阪府寝屋川市では、容器包装廃プ
ラスチッックのリサイクル工場が稼動した直
後から周辺住民数百人が健康被害を訴え、さ
らに、近接してその他廃プラスチックの選別
施設が稼動し、化学物質の排出源として疑わ
れて裁判になっている。いずれも容器包装リ
サイクル法に基づいて分別収集された「その
他の廃プラスチック」の選別並びにリサイク
ル施設である。平成23年１月には大阪高等裁
判所の判決の言い渡しが予定されている。重
要な争点は、プラスチックを破砕、選別、圧
縮、加熱や成形時に微量ながら様々な化学物
質が発生することは検証されており※２）、そ
の拡散による生活環境における濃度及び健康
被害との因果関係である。RPF製造及び保管
時にも同じ問題が発生する可能性が高いと考
えられるので、要注意項目である。とくに、
このようなリサイクル施設に対する微量な有
害化学物質に対する法規制がないことから少
なくともこのようなリスクがあることに注意
する様に喚起すべきではないだろうか。

終わりに
　RPFのJISの解説1.RPFの制定の趣旨及び
経緯の項で①「RDFに比べて高い発熱量をも
ち、灰分も少なく、塩素、硫黄などの有害物
質の含有がが少なく、自己発熱、可燃性ガス
発生など危険性が低いなどの特性がある。」と
している。また、解説2.審議中に特に問題に
なった事項2.2品質項目及び規格値の考え方

（箇条５）では、②「RDFとの比較において

RPFの優位性を特徴づける次の４項目、すな
わち、高位発熱量、全塩素分、水分及び灰分
を選定して、これに規格値を規定することに
した。」とある。さらに、３懸案事項では、
③「RPFの原料の一部に食品残さが付着した
いものが混入した場合の保管時の安全性につ
いて、食品残さ混入によって何らかの影響が
出るか否か。今後の検討が必要になるかも知
れません。」としている。
　以上の箇条書きを羅列しただけでも、発酵
発熱により自然発熱して火災・爆発を起こし
たRDFと比較して燃料として優れた安全な
燃料であることが強調された内容であること
がわかる。これによりRPFの需要が拡大し、
トラブルの発生がなければJIS制定は大きな
役割を果たしたことになるが、すでに述べた
ように長所のみを取り上げたものであること
が気がかりである。JISの意義や目的には、
安全や健康の保持、環境の保全等に配慮する
ことが明記されており、バイオマスを多く含
むRDFは二酸化炭素排出係数が低いので、必
ずしも見劣りする燃料ではない。また、自然
発熱原因についてはいくつかの原因があるの
で、発酵のみにとらわれるべきではないであ
ろうし、もっとも大きな課題は塩素問題につ
いてもRPFの塩素規制値が必ずしも低い条件
を満たしていることではない。
　いずれにしても主原料の組成が異なるので、
燃料としての特性も異なるが、それぞれの特性
があるので、長所ならびにリスクをきちんと
JISあるいは解説に反映させることが、重要で
あり、取扱い時に発熱事故、健康被害など事故
防止に大きな役割を果たすことが安心して広
く普及することになるのではないだろうか！
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