
地球温暖化対策と新型廃棄物固形燃料RPF
―⽇本製紙産業のRPF導⼊事例を題材として―

李 秀 澈

⽬ 次

１．はじめに

２．製紙産業のエネルギー関連温暖化対策

３．A製紙の温暖化暖化対策とRPF燃料

４．RPFの需要および⽣産状況

５．RPFの制約要因と潜在供給量

６．RPFの将来と課題

７．おわりに

１．はじめに

近年，⽇本の温暖化対策関連政策は，地球温

暖化対策推進法に基づいて閣議決定された「京

都議定書達成計画」が中⼼となっており，その

他，省エネルギーや新エネルギー，そして再⽣

可能なエネルギーの普及促進に関連する法律が

改正・制定されている
(1)
。京都議定書の⽬標達

成のためには，京都メカニズムと森林吸収源の

利⽤が避け難い状況ではあるが，温室効果ガス

の国内排出源からの直接的な削減が依然と重要

である。

産業部⾨における温室効果ガス削減対策は，

⽇本経団連が主導している環境⾃主⾏動計画

（4,240 万トン削減計画）と国が主導している

新エネルギー導⼊（4,240 万トン削減計画）の

⼆本柱となっている。産業部⾨の中でも製紙産

業は典型的なエネルギー⼤量消費産業であり，

⼆酸化炭素排出量も年間 2,633 万トン（2003 年

度実績）と鉄鋼，化学，⽯油，電⼒に次いで５

番⽬に多い。製紙業界は，現在，⽇本経団連の

環境⾃主⾏動計画に参加し，⼆酸化炭素排出削

減に取り組んでいる。同業界は，環境⾃主⾏動

計画上において化⽯エネルギー原単位を 2010

年度に 1990 年度対⽐ 13％削減，そして CO2 排

出原単位を 2010 年度に 1990 年度対⽐ 10％削

減することを宣⾔している。

製紙業界は，こうした⽬標を達成するために，

これまでの主なエネルギー源であった⽯炭や重

油などをバイオマスや廃棄物関連エネルギーな

どへの転換を積極的に進めている。同業界の場

合，燃料転換計画の中でも，特に産業廃棄物系

の廃プラスチックと紙くずを混合して製造する

RPF（Refuse Paper & Plastic Fuel）の導⼊計画

は著しい。例えば同業界の RPF 導⼊量は，⽇

本製紙連合会によれば 2003 年度の 19 万トンか

ら 2004 年度の 30 万トン，そして 2010 年度に

は 67万トンを計画している。製紙産業のほか

にも鉄鋼，化学など今後 RPF の導⼊および利

⽤拡⼤を計画している業界も増えている。

こうした動きは，RPFが価格的にも量的にも

市場で確保が可能であることが前提となってい

る。しかし近年，RPFの化⽯エネルギー代替燃

料としての評価が⾼くなることにつれ，良質原

料確保の困難さや購⼊価格の不確実性，そして

化⽯エネルギー代替燃料としての位置づけの不
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安定性の問題が露呈している。こうした問題

は，近年製紙産業など RPF を今後温室効果対

策の主要⼿段として位置づけている同業界に

とっては，⽬標達成の⼤きな制約要因となる。

RPF は化⽯エネルギー代替燃料として温暖

化対策に資することだけではなく，単純焼却も

しくは埋⽴処分される廃棄物を有効に利⽤する

という環境上のメリットが多くある。本稿で

は，まず製紙産業の温室効果対策を概観したう

え製紙産業の温室効果ガス削減対策のなかで

RPFの位置づけ，そして削減⽬標達成可能性に

ついて A 製紙の事例を中⼼に検討する。続い

て RPF の普及状況と需給における制約要因，

そして RPF の化⽯エネルギー代替燃料として

の可能性について考察する。こうした分析を踏

まえて，RPFの化⽯エネルギー代替燃料として

の展望と課題について検討する。

２．製紙産業のエネルギー関連温暖化対

策

製紙産業の温暖化対策は，省エネルギーおよ

び化⽯エネルギーなどエネルギー関連対策，そ

して国内森林経営による森林吸収源対策に⼤別

できる。本節では，製紙産業の化⽯代替エネル

ギー対策を中⼼としたエネルギー関連対策につ

いて検討する。

製紙産業は，⽇本全体の最終エネルギー消費

の 2.7％，産業全体の 5.5％に該当するエネル

ギーを消費する代表的なエネルギー⼤量消費業

種といえる。エネルギー消費構成上では購⼊電

⼒および購⼊蒸気など２次エネルギーの割合が

6.6％に過ぎない反⾯，⼀次エネルギー消費量

が絶対的な割合を占めている（図１）。したがっ

て⼀次エネルギー消費対策が温暖化問題への対

応において重要な課題になっている。部⾨別に

は，パルプ部⾨に約 30％，紙部⾨に約 50％，板
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図１ 製紙産業のエネルギー需給バランス（2003 年度）

注：電⼒は 3.6MJ/kWh（860kal/kWh）で計算。

出所：⽇本製紙連合会。



紙部⾨に約 20％のエネルギーが投⼊されてい

る。

製紙産業では，早くからエネルギー対策がパ

ルプ確保など原料対策と共に重要な課題であっ

た。1970 年代半ばからは⽯油危機に対応する

ために，また 1990 年代半ばからは地球環境問

題に取り組むために省エネルギーなどエネル

ギー利⽤効率向上に努めてきた。その結果

1973 年の紙・板紙⽣産量が 1,662 万トンから

2002 年には 3,068万トンと，ほぼ倍増したが，

同じ期間中総エネルギー原単位は 45％が減少

した。

国際的にも⽇本の製紙産業の総エネルギー原

単位は低いほうである。表１で⺬されているよ

うに，ドイツを除けば他の先進国に⽐べて 20

∼ 40％ほど低い。ドイツ，イギリスなどの場

合，⽇本や⽶国とは違ってパルプを主に古紙パ

ルプおよび輸⼊パルプに依存する⾮⼀貫型製紙

⼯場であるため，パルプ⽣産⽤エネルギー消費

が⽇本に⽐べて少ない。たとえば 2000 年のパ

ルプ輸⼊依存率（輸⼊量 /消費量）は，⽇本が

21.8％，⽶国が 11.3％であったが，ドイツ

69.0％，イギリス 76.6％と⾮常に⾼い。また消

費者の紙⽩⾊度など品質要求がそれほど⾼くな

いのもエネルギー原単位が低い要因の１つに

なっている。

⽇本の製紙産業は，使⽤エネルギーの多様化

も着実に進展し，クラフト・パルプ⼯場の廃液

である⿊液などのバイオマス燃料と廃資材，廃

油など再⽣可能・廃棄物燃料の使⽤量の割合が

2004 年には全体使⽤エネルギーの 39.0％に達

している（表２）。これら再⽣可能エネルギー
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表１ 紙・板紙の総エネルギー原単位国際⽐較

（1999年基準，ただし⽇本は2003年基準）

⽇本 ⽶国 カナダ
スウェー

デン
ドイツ

総エネルギー原単位（GJ/t） 19.8 28.5 26.6 24.4 10.3

原単位指数（⽇本＝100） 100 144 135 124 52

出所：⽇本製紙連合会（2003），⽶国はAmerican Forest & Paper Association（2002），カナダはForest

Product Association of Canada（2001），スウェーデンおよびドイツはConfederation of European

Industries（2001）。

表２ 製紙産業のエネルギー種類別消費量

（2004年基準）

消費エネルギー種類 消費量（100万MJ） 構成費（％）

化⽯エネルギー 351,596 61.0

重油 134,876 23.4

⽯炭 131,416 22.8

購⼊電⼒ 51,298 8.9

その他（都市ガス・天然ガス・購⼊蒸気など） 34,008 5.9

再⽣可能エネルギー，廃棄物エネルギー 224,790 39.0

回収⿊液 179,255 31.1

その他（廃材・廃油・RPFなど） 45,535 7.9

合 計 576,387 100.0

出所；⽇本製紙連合会。



使⽤量の製造業平均が約 1.5％（2002 年基準）

に過ぎないので，製紙産業での割合はかなり⾼

い⽔準にある。

表３で⺬されたように，2004 年度から 2010

年度までの間に設備能⼒⾯では燃料量 2,113千

トン /年，熱量 43,791TJ/年（原油換算 1,132

千 kl/年），そして投資⾦額 879億円の燃料転

換投資が計画されている。こうした製紙産業の

燃料転換投資によって，1980 年代に使⽤エネル

ギーの半分以上を占めた重油の割合が 2004 年

には 23.4％までに減少したが，⽯炭，そして廃

材や RPF など廃棄物を活⽤したエネルギーの

割合は増えている（図２の「その他」の項⽬参

照）。また購⼊電⼒の割合は 8.9％で他産業に

⽐べて低い⽔準である
(2)
。

例えば，2004 年に廃棄物関連燃料の導⼊は約

1,200千トンであったが，2010 年には約 2,250

千トンの導⼊を予定している（図３）。廃棄物

関連燃料の中でも，⽊くずとともに今後 RPF

が中⼼的な化⽯エネルギー代替燃料となってい
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表３ 製紙業界の再⽣可能燃料⽤および廃棄物燃料⽤ボイラー設備投資計画

（2004∼2010年度）

（総投資額：878億7,500万円）

燃料量

（BDt/年）

熱量 熱量割合

（％）（GJ/年） （KL/年）

廃材 903,856 13,703,257 354,089 31.3

PS（ペーパー・スラッジ） 229,182 3,053,209 78,894 7.0

RPF＋RDF 673,961 17,051,405 440,605 38.9

廃タイヤ 290,535 9,539,655 246,503 21.8

廃プラスチック 16,120 443,241 11,453 1.0

合 計 2,113,654 43,790,767 1,131,544 100

出所；⽇本製紙連合会。

図２ 製紙産業の燃料消費構成費推移

出所；資源エネルギー庁，⽇本製紙連合会。



る。⽇本製紙連合会によれば，2004 年に廃棄物

関連燃料の中で RPF が占める割合は，燃料量

基準（BDt）では 31.9％，熱量基準（GJ）では

39％を占めているという。

⼀⽅，製紙産業では，過去 20 年間価格の安い

⽯炭への燃料転換が持続的に⾏われ，⽯炭の割

合が 1980 年 2.9％から 2004 年には 22.8％へと

⼤きく増えた。その結果，製紙産業の総⽣産額

に占める購⼊エネルギー費⽤の割合が 1981 年

の 19.6％，1990 年の 8.2％から 2002 年には

7.2％まで減少した（表４）。後述するが，エネ

ルギーの⽯炭依存度増加（重油依存度は減少）

は製紙業界の化⽯エネルギー原単位の改善に⽐

べ，CO2 排出原単位の改善が相対的に進まない

主な原因となっている。

製紙産業の省エネルギー対策も，重要な課題

として持続的に進められている。表５と表６

は，⽇本製紙連合会が会員会社 41社を対象に

実施した CO2 削減対策のための省エネルギー

進展状況などに関する調査を分析した結果であ

る。省エネルギー投資は，投資⾦額⾯では 2000

年以降減少傾向にある。しかし投資効果⾯（単

位投資額当たり年間エネルギー消費削減量）で

は 1997年に⽐べ３倍以上上昇した（表５）。こ

れは製紙業界の業況不振により各会社が投資効

果の⾼いプロジェクトを中⼼に選択的に投資を

⾏ったことに起因している。

省エネルギー投資は，⻑期的にも持続的に⾏

われる⾒通しである。表４で⺬されているよう

に，2004 年度から 2010 年度まで今後７年間汎

⽤投資が 366億円，⼤型投資が 653億円で合計

1,034億円の省エネルギー投資が計画されてい

る。2003 年の省エネルギー投資規模が 103 億

円であるので単純計算でも今後７年間毎年

2003 年の約 1.5 倍の投資が⾏われることにな

る。

⽇本製紙業界の積極的な燃料転換投資および

省エネルギー投資により，2004 年には 1990 年

⽐で，化⽯エネルギー原単位が 9.3％減少，CO2

排出原単位が 4.3％減少した。絶対量では同じ

期間中に紙・板紙⽣産は 6.7％増えたが，化⽯

エネルギー消費量は 3.3％減少し，CO2 排出量

は 2.1％増加した
(3)
。

このように化⽯エネルギーの原単位改善に⽐
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図３ 製紙産業の廃棄物関連燃料需要推移および展望

注：2004 年までには実績基準，2010 年には⽇本製紙産業連合会⾒込み基準。

出所：⽇本製紙連合会。



べ CO2 排出量の改善が進まない状況にあるた

め，既に述べたように省エネルギー投資に匹敵

するほどの燃料転換投資が⾏われている。計画

した通り投資が⾏われる場合，2010 年の化⽯エ

ネルギー原単位は省エネルギー投資効果により

1990 年に⽐べて 89.8％，燃料転換投資の追加

的な効果により 86.0％まで改善される⾒通し

である。これは製紙業界の⽬標 87％を達成す

る⽔準である。CO2 排出原単位基準では

89.3％とかろうじて 2010 年⽬標を達成するこ

とになる。

以上のような温暖化ガス排出削減戦略によ
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表４ 製紙産業の購⼊エネルギー費⽤推移

重油 ⽯炭 購⼊電⼒ エ ネ ル

ギー費⽤

（億円）

a

紙・板紙

⽣産

（億円）

b

a/b

（％）消費量

千kl

単価

千円/kl

消費量

千t

単価

千円/t

消費量

億

kWh

単価

千円

/kWh

1981 4,945 56.1 453 17.7 113 17.3 4,817 24,531 19.6

1985 4,147 49.6 1,076 13.4 120 17.4 4,286 7,796 15.4

1990 4,672 24.5 3,075 7.7 101 13.2 2,719 33,048 8.2

1995 4,306 15.4 3,861 4.6 75 12.8 1,803 31,298 5.8

2000 4,079 23.6 4,447 3.7 83 11.8 2,114 29,662 7.1

2002 3,595 24.2 4,632 4.6 79 11.1 1,960 27,119 7.2

2003 3,499 26.2 4,567 4.0 80 ― ― ― ―

出所：⽇本製紙連合会。

表５ 製紙産業の省エネルギー投資および投資効果推移

単位 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

会社数 社 39 32 39 29 27 22 22

投資額（A） 百万円 41,784 35,745 19,494 23,006 16,926 14,842 10,318

投資効果（B） TJ/年 8,618 8,002 5,436 6,822 7,460 8,246 7,929

B/A （GJ/年）/百万円 206 224 279 296 441 557 768

出所；⽇本製紙連合会。

表６ 製紙産業の省エネルギー投資計画（2004∼2010年度）

期間 投資類型
会社数

（社）

⼯場数

（ヶ所）

投資件数

（件）

投資額

（百万円）

投資効果

（GJ/年）

2004∼2010 汎⽤投資 21 69 3,024 36,610 44,405,844

年度 ⼤型投資 11 15 25 65,255 6,623,414

計 ― ― 3,049 103,395 51,029,258

注１：汎⽤投資は例年⾏われる２億円未満の投資を，また，⼤型投資は⻑期的視点で⾏われる投資をいう。

２：2004年度から2010年度まで汎⽤投資の投資件数，投資額，投資効果は2004年度分を基準で７年度分

を単純合算した数値である。

出所；⽇本製紙連合会。



り，製紙産業は環境⾃主⾏動計画上の 1990 年

⽐化⽯エネルギー原単位指数の 2010 年⽬標値

を当初の 10％改善から 13％の改善へと修正し

た（2004 年 11⽉ 22 ⽇公表）。また CO2 排出原

単位も 1990 年⽐で 10％改善することを新たな

⽬標として追加した。

３．A製紙の温暖化暖化対策とRPF燃料

本節では，製紙業界の⼤⼿である A 製紙グ

ループの温暖化対策と RPF 燃料導⼊状況につ

いて検討する
(4)
。A 製紙グループの 2005年の

化⽯エネルギー起源CO2 排出量は，表７のよう

に 588万トンである。2004 年に⽇本全体の化

⽯エネルギー起源 CO2 排出量は，11億９千３

百万トンであり，産業部⾨は４億６千６百万ト

ンであるので A 製紙グループの化⽯エネル

ギー起源 CO2 排出量は⽇本全体の 0.5％，産業

部⾨の 1.3％を占めている。また⽇本全体の

2004 年 CO2 排出量は 1990 年⽐で 12.9％増加

し，⼀⽅で産業部⾨は 3.4％減少したが，A製

紙グループの場合は 11.0％減少した。

A製紙グループの企業⾏動報告書 2005によ

れば，対策を進めずに現在の状況が続くならば，

A製紙グループの 2010 年化⽯エネルギー起源

CO2 排出量は，622 万トン（BAU基準）と推定

されている。これは 1990 年排出量に⽐べ

9.3％減少した⽔準である。たが，A 製紙グ

ループは 2010 年の化⽯エネルギー起源 CO2 排

出量の⽬標を 1990 年に⽐べて，23.5％低い 525

万トンと策定している。これは BAU排出量か

ら，省エネルギー対策による 2.6％，RPFなど

化⽯エネルギー代替燃料導⼊対策による 13％，

そして国内社有林吸収対策による 5.8％削減を

追加的に実施することによって達成する計画で

ある。ここで注⽬すべきことは，RPF燃料転換

が今後 A 製紙グループの温暖化ガス対策の中

⼼的な戦略として位置づけられていることであ

る。

A 製紙グループのエネルギー類型別使⽤割

合は，表８で⺬されているように重油，⽯炭，

購⼊電⼒など化⽯エネルギー関連が 54.5％，⿊
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表７ A製紙グループのエネルギー対策関連環境⾏動指針と環境⾏動計画

出所：A製紙グループ企業⾏動報告書 2006。



液，⽊質系，⾃家⽔⼒発電など再⽣可能エネル

ギーが 36.4％，RPF，タイヤチップ，再⽣油な

ど廃棄物エネルギーが 9.0％になっている。す

なわち⾮化⽯エネルギー系統が全エネルギー使

⽤量の約 45.4％を占めており，そのなかでも特

に RPF を中⼼とした廃棄物エネルギーの割合

が⼤きく伸びている。

こうしたエネルギー利⽤状況の中で，既存の

省エネルギー努⼒と RPF をはじめとする化⽯

エネルギー代替燃料の積極的な活⽤が A製紙

の主要温暖化対策の１つである
(5)
。まず，省エ

ネルギーにおいては A製紙環境委員会のワー

キンググループの１つである省エネルギー部会

で毎年の活動計画を審議・チェックしている。

たとえば，2003 年の省エネルギー効果は５万３

千 kl（原油換算）であり，このために約 20億円

規模の省エネルギー投資が⾏われた。2003 年

まで累計効果は，図４で⺬されているように約

80 万 kl（原油換算）と推定される。1990 年，

1996 年，そして 1998年には⼤規模投資による

省エネルギー効果が⼤きく現れたが，最近の省

エネルギー効果は各⼯場で⼩規模省エネルギー

努⼒が積み重ねられた結果となっている。

ところで⼀⽅では，1990 年以降⽣産量鈍化に

ともなう製造効率低下，そして品質，安全，環

境対策関連投資増⼤によるエネルギー使⽤の増

加により画期的な省エネルギーの改善が難しい

側⾯もあった。これに伴い 1990 年対⽐基準で

は，A製紙の省エネルギーは 6∼ 7％程度，A

製紙グループ製紙４社基準では３％程度の改善

にとどまっている。

したがって A 製紙は，地球温暖化対策とし
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表８ A製紙グループ４社のエネルギー消費量

（単位；⽯油換算，万kl/年，％）

エネルギー類型 主要燃料
2003年 2005年

消費量 割合 消費量 割合

化⽯エネルギー 重油，⽯炭,購⼊電⼒など 240 61.7 221 54.5

再⽣可能エネルギー ⿊液，廃⽊材，⽔⼒発電など 137 35.2 147 36.4

廃棄物エネルギー RPF，タイヤチップ，再⽣油等 12 3.1 36 9.0

⼀次エネルギー合計 上記使⽤エネルギーの合計 389 100.0 404 100.0

出所：A製紙グループ企業⾏動報告書2006。

図４ A製紙グループの省エネルギー効果

出所：A製紙グループ企業⾏動報告書 2005。



て化⽯エネルギーの燃料転換を積極的に推進し

ている。現在最も重点的に進めているのは

RPF を中⼼とした廃棄物エネルギーの導⼊拡

⼤である。A製紙グループ内に，T⼯場，O⼯

場，M⼯場，そして N⼯場などではすでに廃棄

物燃料に対応可能なボイラーを設置・稼動して

いる（表９）。A製紙グループ内でRPFの使⽤

量は，図５で⺬されているように 2001 年に 6.4

万トン，2002 年に 6.9 万トンと漸増しているが

2010 年には 2002 年の約７倍⽔準の 48万トン

まで拡⼤する計画である。この場合 115万トン

の重油代替による化⽯燃料代替効果が期待され

ている。

４．RPFの需要および⽣産状況

RPFとは，マテリアル・リサイクルが困難な

廃プラスチックと，製紙原料として利⽤が難し

い紙くずを混合して作った⾼カロリーの固形燃

料である
(6)
。RPFは，不純物の混⼊が少ない産

業廃棄物もしくは選別された⼀般廃棄物が原料

となっているため，燃焼時に塩素ガスによるボ

イラーの腐蝕が抑えられる。またダイオキシ

ン，硫⻩ガスなど有害ガスの発⽣も少なく，排
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表９ A製紙グループのRPFボイラー建設実績および計画

⼯場名 T⼯場 O⼯場 M⼯場 N⼯場 TM⼯場

投資額（億円） 85 65 75 70 75

完成時期 2004年４⽉ 2004年５⽉ 2005年７⽉ 2006年５⽉ 2008年秋

ボイラー

発⽣蒸気条件

増発量（t/h） 260 200 250 130 250

蒸気温度（℃） 569 541 510 541 未定

蒸気圧⼒（MPa） 12.3 11.8 10.8 11.4 未定

廃棄物燃料

RPF（万トン/年） 26 19 14 ― 14

⽊質（万BDt/年） ― ― 3 3 ―

タイヤ（万トン/年） ― ― 4 8 ―

CO2 削減量 CO2（万トン/年） 85（1990年A製紙グループCO2 排出量の約12％）

発電設備 MW 既存設備活⽤ 25 既存設備増強 20 ―

注：TM⼯場は，当初29万トンの予定であったが，RPFの需給不透明などにより14万トンへ縮⼩された。

出所：A製紙関連資料。

図５ A製紙の PRPなど廃棄物燃料使⽤量推移と⾒通し

出所：A製紙グループ企業⾏動報告書 2005。



ガスの処理が容易である利点もある。RPFは，

廃プラスチックが主原料の⼀つであるため発熱

量が⾼く，廃プラスチックと紙くずの混合⽐率

を変えることにより熱量の調整も可能とな

る
(7)
。RPF は，⽯炭より価格的に経済性があり，

固形で⾼密度であるためハンドリングや貯蔵も

容易である
(8)
。

表 10 には，RPFと既存のRDF（Refuse De-

rived Fuel）の特性が⽐較されている。RPFの

原料は，排出源が特定可能な産業系廃棄物が主

であるが，RDF の場合は主に⾃治体が収集す

る排出源が不特定多数の⽣活系ごみである。発

熱量も含⽔率の多い RDF に⽐べ 2,000 ∼

6,000kcal/kg 程度⾼い。また，RPFはボイラー

の公害防⽌装置として集塵装置で済む場合が多

いが，RDFは集塵装置のほかにも脱臭装置，乾

燥機⽤排ガス処理装置，腐蝕防⽌添加剤供給装

置など⾼額の公害防⽌設備投資が必要となる。

こうした RPF の特性から，近年⽯炭の代替

燃料としてボイラー燃料や⽯灰焼成キルン⽤燃

料に⽤いられ，製紙，染⾊，⽯灰業界など化⽯

エネルギー⼤量消費産業からの需要が⾼まって

いる
(9)
。近年 RPFは，化⽯燃料代替エネルギー

として期待され 1997年 12⽉に「新エネルギー

利⽤などの促進に関する特別措置法（1997年４

⽉制定）」に基づく新エネルギーとして認定さ

れるようになった
(10)
。

RPF の業種別需要は，製紙業界が発電ボイ

ラー燃料およびペーパースラッジボイラー補助

燃料⽤として 2006 年に全体需要量の約 70％，

染⾊業界がボイラー燃料⽤として約５％，そし

て⽯灰業界が⽯灰焼成キルン⽤として 15％な

どを占めている。近年，⽯炭市場価格が上昇傾

向を⺬しており
(11)
，今後は鉄鋼業界がオイル

コークス代替⽤として，また電⼒業界が⽯炭⽕

⼒発電⽤として需要を増加させる可能性が⾼

い。⽇本 RPF⼯業会の推計によれば
(12)
，RPF

の需要量は，2002 年の８万 3,000 トンから，

2005年 91 万 5,000 トン，2006 年は 105万トン

へと持続的に増加している（表 11）。

表 12 のように，⽇本RPF⼯業会によれば，

RPF 製造会社は全国で 100社が年間約 75万ト
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表10 RPFとRDFの⽐較

RPF

（Refuse Paper & Plastic Fuel）

RDF

（Refuse Derived Fuel）

収集⽅法
⺠間企業の分別排出

（排出源への引き取り条件提⺬による）

⾃治体による収集

原料
排出源が特定可能な古紙，廃プラスチック

など主に産業廃棄物

排出源が不特定多数の⽣活系ごみ

原料性状

成分組成 ⼀般廃棄物から⽐べると異物の混⼊は少な

い

各家庭での分別に限界があり，塵芥

ごみ，不燃物，異物，塩ビ等が混⼊

含⽔率 ⺠間企業から排出されるので含⽔率は低い 含⽔率は⾼い

製品性状

発熱量 21,000-42,000kj/kg

（5,000-10,000kcal/kg）

13,000-17,000kj/kg

（3,000-4,000kcal/kg）

サイズ 6∼40mmf 15∼50mmf

灰分化率 ６％以下 20％以下

⽤途
ボイラー⽤燃料，⾼炉吹込燃料，RPF発電

設備など

ボイラー⽤燃料，乾燥機⽤燃料，

RDF発電設備など

出所：⽇本RPF⼯業会。



ンの⽣産能⼒を持っている。RPF製造会社は，

まだ市場形成の初期段階であることもあり零細

企業が多い。㈱関商店が 1991 年に業界に先⽴

て RPF 製造・販売を開始している。業界最初

の RPF 製造機は，関商店が川崎重⼯業と共同

開発したものである。⽇本 RPF⼯業会によれ

ば，近年，RPF の需要増加に伴い従来の RDF

製造メーカーも RPF 製造へ転換している事例

が増えているという。

しかし表 11 および表 12 からわかるように，

現在の RPF ⽣産能⼒では，需要に追いつかな

い状況にある。RPFの⽣産能⼒の拡⼤には，需

給両⾯においていくつか制約要因が存在してい

る。需要側の要因として RPF の化⽯代替燃料

としての地位と需要予測の不安定性，そして供

給側の要因として RPF の原料となる廃プラス

チックと紙くず調達の不安定性が挙げられる。

これらについて詳しくは，次節で検討する。

５．RPFの制約要因と潜在供給量

5-1．需要側制約要因

RPF の需要側の制約要因は，まず RPF 燃焼

による CO2 排出が温暖化ガスとしてカウント

されるかどうかがポイントになる。政府は，温

暖化ガスの算定・報告・公表に関しては「地球

温暖化対策推進法」
(13)

を改正し，⺠⽣，運輸関

係についての「省エネ法」の改正とともに既に

導⼊している。また，それぞれの施⾏に向けて

の細則事項（政令など）の内容をどうするかに

ついて，経済産業省，環境省，そして運輸省な

ど関連省で検討されている。
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表11 RPF需要推移

（単位：千トン/年）

年 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010

総需要量 83 246 720 912 1,049 1,128 1,308 約1,500

うち製紙産業 13 190 300 約500 約600 n.a. n.a. 約670

注１：総需要量は，RPFを現在使⽤しているか，または使⽤を積極的に検討している紙パルプ製造26

事業所，⽯灰製造４事業所，そしてその他の製造業の５事業所の需要量を推計したものである。

２：2006年からの需要は予測値であり，2010年の総需要量は同年製紙産業の需要量をもとに筆者

が予測したものである。

出所：⽇本RPF⼯業会，⽇本製紙連合会。

表12 主要メーカー別RPF⽣産能⼒

（単位：万トン/年）

⽣産能⼒

計 75

⽇本RPF⼯業会
関商店 5

その他７社 20

その他約90社 50

注：国内総製造能⼒は，消防庁がまとめた「ごみ固形化燃料等関係施設の安全対策調査検討報告書」上の

RPF製造能⼒把握可能な会社71社のうち製鋼原料⽤製造会社４社を除いた67社の製造能⼒1,660ト

ン/⽇（１社平均約25トン/⽇）を基準に次のような算定式により推定した。

25トン/⽇×25⽇（⽉平均稼働⽇）×12ヶ⽉×100社（推定稼働社数）

出所：⽇本RPF⼯業会からのヒアリング調査に基づき作成。



環境省ではエネルギー起源 CO2 は「省エネ

法」での報告対象とし，RPFなど廃棄物燃料の

CO2 は⾮エネルギー起源 CO2 としてメタンな

ど６ガスと同じく「地球温暖化対策推進法」の

報告対象として検討している。従来から業界で

は，廃棄物燃料のCO2 排出のカウントは⾏わな

いことを前提として，化⽯代替燃料として導⼊

を進めてきた経緯がある
(14)
。例えば製紙業界の

場合，2010 年度に向けての省エネルギーと燃料

転換による化⽯燃料削減効果は 55対 45の⽐率

であり，前節で述べたように化⽯エネルギー削

減効果は RPF など廃棄物燃料導⼊に⼤きく依

存している。したがって，RPF燃焼によるCO2

排出が温暖化ガスとしてカウントされれば同業

界の温暖化対策への影響は⼤きいと思われ

る
(15)
。

5-2．供給側制約要因

次は，RPF普及の供給側の制約要因を検討す

る。RPF 普及には需要側より供給側での制約

が⼤きいと思われる。すでに述べたように

RPFの原料は，廃プラスチックと紙くずとなっ

ている。RPF の供給側⾯からの主な制約要因

は，原料供給の不⾜にあるので，以下その状況

について検討する。

⑴紙くずの供給

まず古紙は発⽣源によって回収古紙（⼀般廃

棄物として）と産業古紙
(16)
（産業廃棄物として）

に⼤別される。回収古紙は主に家庭，デパート，

スーパーマーケットなどから回収されており，

産業古紙は主に印刷⼯場，新聞社，製箱⼯場な

ど事業所から発⽣している
(17)
。

㈶古紙再⽣促進センターによれば，古紙の回

収量は 2004 年に約 2,232 万トンであったが，

そのうち 371 万トンが輸出され，製紙原料とし

ては約 1,859 万トンが消費された。製紙原料と

して使⽤される紙単体としての古紙は，発熱量

が少なく RPF 原料としての価値は低い。RPF

原料として⽤いられる古紙は，粘着テープ，切

り落とし紙，プラスチックフィルムなどで加⼯

された主に産業系紙くずである。こうした産業

系紙くずの発⽣量は，表 13 で⺬されたように

2003 年に 192 万トンであり，この量は RPF 原

料として最⼤利⽤可能な潜在総量といえる。

表 14 には，産業系紙くずが製紙原料以外の

分野に再活⽤される状況が⺬されている。近年

これらの量は増えており，その中でも RPF を

中⼼とする固形燃料の原料として使⽤される量

の増加が著しい。例えば固形燃料の原料として

使⽤される量は，2005年の 35万トンから 2008

年には 46 万トンへと増える⾒通しである。ま

た，製紙原料以外の⽤途に活⽤される産業系紙

くずの中で固形燃料として利⽤される割合が

2006 年に 71.2％となる（表 14）。したがって産

業系紙くずの全量が有効利⽤されると仮定する

場合，固形燃料の原料として利⽤可能な実績潜

在量は約 137万トンと推定される（表 15）。表

16 には，RPF 原料として使⽤可能な産業系紙

くず類型が⺬されている。
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表13 産業廃棄物のうち産業系紙くずの排出量

（単位：千トン）

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003

産業廃棄物 394,736 403,480 405,455 404,602 408,490 406,037 400,243 393,234 411,623

うち紙くず 1,193 1,401 1,871 2,074 2,380 2,156 2,159 2,096 1,923

うち廃プラ 4,334 4,961 5,771 6,571 5,848 5,790 5,473 5,552 5,462

出所：環境省（各年版）。
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表14 製紙以外の分野における古紙利⽤製品の状況
1

（単位：トン）

2004 2005 2008（予想）

RPF原料

（合計の中の割合：％）

265,268

（62.2）

348,678

（67.1）

458,472

（71.2）

建設⽤ライラー
2

43,000 40,000 40,000

古紙ボード
3

34,823 38,196 43,830

パルプモールド 49,680 50,427 53,322

セルロースファイバー 12,180 13,050 15,100

その他 21,569 29,292 32,959

合計 426,520 519,643 643,683

注１：古紙再⽣促進センターが製紙原料以外の⽤途に使⽤される古紙量を把握するためにRFP製

造メーカーなど関連企業を対象に調査したデータである。

２：外装壁層⽤ライラー。

３：ボードは，古紙ボードと熱圧成形材，内外装⽤壁装材を対象とした。

出所：㈶古紙再⽣促進センター。

表15 産業系紙くずのRPF原料利⽤可能潜在量

（単位：万トン）

紙くず総発⽣量

（2003年）

有効利⽤量

（2008年）

RPF原料利⽤可

能潜在総量
1

RPF原料利⽤率（％） 実績潜在量
2

192 64 71.2 192 137

注１：RPF原料利⽤可能潜在総量は，2003年の産業系紙くず発⽣量である。

２：実績潜在量137万トンは，産業系紙くず排出量がすべて有効利⽤されると仮定し，2003年の排出量192万

トンに固形燃料利⽤率（71.2％：2008年）をかけて求めた量である。

表16 RPF原料として使⽤可能な紙くず類の例⺬

古紙類型 分類

特殊紙 加⼯紙，ラミネート紙，紙製容器，アルミ蒸着紙，感熱紙，カーボン紙，剥離紙，OHP，

シート類，写真，窓付封筒，不織布（⾼分⼦吸収体は不可），原料袋（粉の付着が多い

ものは不可），紙筒

ロール状損紙 切落し紙，フィルム類

平判損紙 切落し紙，フィルム類

粘着テープ ラベル，ステッカー，テープ等

紙製容器包装 容器包装リサイクル法における分類基準適合物

出所：㈱エコ・マイニング。



⑵廃プラスチックの供給

次に，廃プラスチックの排出と処理処分状況

を検討する。廃プラスチックの総発⽣量は，

2004 年に 1,001 万トンであり，そのうち⼀般廃

棄物として 519 万トン，そして産業廃棄物とし

て 494 万トンが排出された（表 17）。廃プラス

チックのマテリアル，ケミカル，そしてサーマ

ル・リサイクルへの有効利⽤率は 60.3％に達し

ており，1990 年の 25.9％から⼤きく伸びてい

る。これは近年，廃プラスチックの油化，ガス

化，⾼炉原料化など利⽤技術の進歩に加え，容

器包装リサイクル法や家電リサイクル法の施⾏

など廃プラスチックの有効利⽤を促進する制度

の整備が進められているためである。

廃プラスチックの類型別処理状況は，⼀般系

廃プラスチックの場合，廃棄物発電（サーマル・

リサイクル）と単純焼却，そして埋⽴処分の順

で多く，産業系廃プラスチックは，埋⽴処分，

再⽣利⽤（マテリアル・リサイクル），そして熱

利⽤焼却順に多い。⼀般系廃プラスチックの

サーマル利⽤や単純焼却処理が多いのは，不特

定多数の排出源による混合ごみとして排出され

る量が多いためである。廃棄物固形燃料への利

⽤は，⼀般系廃プラスチックからは７万トン（主

にRDFとして）に過ぎず，量も伸びていない。

しかし，産業系廃プラスチックからは既に述べ

たように近年のRPFの需要増加により 1996 年

の２万トンから 2004 年の 49 万トンへと⼤きく

伸びている（表 17）。

RPF の原料となりうる廃プラスチックの潜

在総量は，2004 年基準で産業系廃プラスチック

のうち未利⽤量，すなわち埋⽴処分されている

量（170 万トン）と単純焼却される量（16 万ト

ン）に，既に固形燃料として使⽤されている量

（44 万トン）を合計すると 235万トンと推定で

きる。ただし，埋⽴もしくは焼却処分されてい

る廃プラスチックの利⽤は，市場では分別排出

および回収にかかわる限界費⽤が廃プラスチッ

クのRPF原料としての経済的価値（限界収⼊）

と⼀致する⽔準までしか進められない。埋⽴処

分されている量と単純焼却される量（すなわち

未利⽤量 186 万トン）がどれほど RPF 原料と

して利⽤されるかは，今後これら限界費⽤と経

済的価値によって決められる。本稿では，埋⽴

および単純焼却量 186 万トンの 28.5％である

約 53 万トンで RPF 原料潜在量と⾒なす場

合
(18)
，実績潜在量は現在利⽤量 49 万トン合わ

せて約 102 万トンとなる。表 19 では RPFの原

料となる廃プラスチックの例が⺬されている。

⑶ RPF潜在供給量推定

以上から RPF の原料となる潜在総量では，

産業系紙くずが 192 万トン，また廃プラスチッ

クが 235万トンとなるが，実績潜在量では産業

系紙くずが約 129 万トン，また廃プラスチック

が 102 万トンと推定される（表 20）。RPF製造

のための紙とプラスチックの混合割合は，紙が

30∼ 70％，そしてプラスチックは 70∼ 30％に

なる（表 21）。⽇本 RPF⼯業会によれば紙とプ

ラスチックの混合割合 50：50 が⼀般的である

という。したがって，２つの原料を単純合計し

た製造可能な RPF は潜在総量では約 427万ト

ン，そして実績潜在量では 239 万トンである。

廃プラスチックの供給可能量は，潜在総量は産

業系紙くずより相対的に豊富であるが，実際の

利⽤可能性の側⾯では産業系紙くずより逼迫し

ている（表 20）。

もちろんこれは極めて単純化された推定量で

はあるが，表 11 で⺬されたRPFの今後の需要

状況を考慮すると原料供給⾯においては確かな

制約要因が存在していると⾔える。しかも現段

階で良質の廃プラスチックは，マテリアル・リ

サイクル，もしくは輸出⽤に回されており，

RPF として製造可能な原料供給量はかなり制

約されている状況である。
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表17 プラスチック製品の⽣産・廃棄・再資源化・処理処分状況

（単位：万トン）

1990 1996 2000 2001 2002 2003 2004

樹脂⽣産量 1,263 1,466 1,474 1,388 1,385 1,398 1,446

廃プラスチック排出量 557 909 997 1,016 990 1,001 1,013

有効利⽤量

（有効利⽤率（％））

144

(25.9)

358

(39.4)

494

(49.5)

535

(52.7)

542

(54.7)

584

(58.4)

611

(60.3)

⼀般廃

棄物系

⼀般廃棄物系計 313 455 508 528 508 513 519

再⽣利⽤ n.a. 2 15 20 26 33 46

油化/ガス化/⾼炉原料 n.a. ― 5 14 19 27 28

固形燃料 n.a. 3 4 5 5 7 7

廃棄物発電 n.a. 133 175 188 183 182 188

熱利⽤焼却 n.a. 36 38 36 33 32 34

単純焼却 n.a. 181 168 168 152 144 126

埋⽴ n.a. 100 103 98 91 88 91

産業廃

棄物系

産業廃棄物系計 244 454 489 489 482 488 494

再⽣利⽤ n.a. 101 124 127 127 131 135

油化/ガス化/⾼炉原料 n.a. ― 5 7 7 6 2

固形燃料 n.a. ２ 16 24 27 36 49

廃棄物発電 n.a. 4 16 19 21 35 27

熱利⽤焼却 n.a. 77 97 96 95 95 96

単純焼却 n.a. 33 27 24 21 8 16

埋⽴ n.a. 237 204 192 184 177 170

注１：有効利⽤量は，⼀般および産業廃棄物系廃プラスチック排出量から各々の単純焼却と埋⽴処分量を除

いたものである。

２：有効利⽤率＝有効利⽤量/廃プラスチック排出量（％）

出所：プラスチック処理促進協会。

表18 産業系廃プラスチックのRPF原料利⽤可能潜在量

（単位：万トン）

産業系廃プラス

チック総発⽣量

（2004年）

未利⽤量

（2004年）

RPF原料利⽤量

（2004年）

RPF原料利⽤可能

潜在総量
1 実績潜在量

2

494 186 49 235 102

注１：RPF原料利⽤可能潜在総量は，未利⽤量とRPF原料利⽤量の合計である。

２：実績潜在量は，未利⽤量にRPF原料利⽤率（RPF原料利⽤量/サーマル利⽤量（％）：28.5％）を乗じた量

(53万トン）に，実際のRPF原料利⽤量（49万トン）を合計したものである。
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表19 RPFの原料となる廃プラスチックの例

主原料名 可否 例

熱可塑

性樹脂

ポリエチレン（PE）

○

スーパー買物袋，ポリタンク，マヨネーズボトル，包装

⽤フィルム（包材），アルミ蒸着紙，ラミネート，電線被

覆材，薬品等の容器類

ポリプロピレン（PP）
○

バケツ，⾷器，荷造りひも，菓⼦包装袋，プリンカップ，

アルミ蒸着紙

ポリエチレンテレフタレート

（PET）
○

PETボトル（清涼飲料，酒類の容器），写真フィルム，

カーペット，⾐料品等

ポリカーボネート（PC） ○ AV機器，コピー機，携帯電話のボディー等

アクリルブタジエンスチレン

（ABS）
○

家具部品，家電製品，⾃動⾞部品等

ナイロン ○ 合成繊維，レトルト⽤包材，ファスナー

アクリル ○ レンズ他

ポリスチレン（PS）
○

⾷品⽤トレイ，発泡スチロール，プラモデル，CDケース，

アルミ蒸着紙，家電製品のボディー，玩具ボディ等

ポリ塩化ビニール（PVC）

×

農業⽤ビニール，⼈⼯⽪⾰，⼈⼯芝，電線被覆，⽔道管，

⾷品⽤ラップフィルム，部品トレイ，卵パック，レイン

コート

熱硬化

性樹脂

ポリウレタン ○ スポンジ，靴底，クッション，マットレス

不飽和ポリエステル樹脂

（FRP）
×

浴槽，ヘルメット，ボート，釣竿

フェノール樹脂 × 配電盤ボディー，ガラエポ基板

出所：㈱エコ・マイニング。

表20 RPF原料として使⽤可能な産業系紙くずと廃プラスチックの潜在量

（単位：万トン）

現在利⽤量 潜在利⽤総量 実績潜在量

産業系紙くず 35（2005年） 192（2003年） 137

産業系廃プチック 49（2004年） 235（2004年） 102

表21 RPF成分分析試験結果

単位 試料１ 試料２ 試料３ 試料４

混合割合
紙 ％ 30 50 60 70

プラスチック ％ 70 50 40 30

発熱量
⾼位発熱量 kcal/kg 7,180 6,770 6,260 6,120

低位発熱量 kcal/kg 6,730 6,290 5,852 5,680

着⽕温度 ℃ 396 376 391 385

出所：㈶古紙再⽣促進センター。



６．RPFの将来と課題

本節では，製紙産業など⼀部業界においては

有⼒な温暖化対策として位置づけられている

RPF の今後の普及におけるいくつか課題を検

討する。

⑴ RPFと温暖化ガスカウント

既に述べたように，廃棄物エネルギーの活⽤

によるCO2 排出は，温暖化ガスにカウントしな

いという考え⽅から，今後はカウントする⽅向

に移⾏している。RPF の CO2 排出係数 1.48t-

CO2/tは，古紙混合分がカーボンニュートラル

として認められるため，既存の化⽯エネルギー

はもちろん，廃棄物関連ほかの燃料よりも⼩さ

いほうでる（表 22）。しかし RPF の CO2 排出

係数は⽯炭（輸⼊炭基準）2.4t-CO2/tの 60％⽔

準に達しているので，カウントされる場合，

RPF 導⼊の CO2 排出⾯における化⽯エネル

ギー代替燃料としてメリットは相当失われるこ

とになる。

RPF 燃焼による CO2 排出は，本来焼却処分

されていた廃棄物を熱源として利⽤することに

なるので化⽯エネルギー由来の CO2 とは区別

する根拠は⼗分ある。RPF など廃棄物関連燃

料は，温暖化対策のほかにも廃棄物の再活⽤と

いう意味で，循環型社会促進にも寄与する。今

後 RPFなど廃棄物燃料の普及を促すためにも，

RPF による CO2 排出を温暖化ガスカウントか

ら除外することが望まれる。

⑵ ⼀般系廃棄物の活⽤

次に，RPFの供給基盤側⾯においては，原料

の安定的確保が最⼤の課題となる。廃プラス

チックや産業系紙くずは，採掘や製造可能な資

源ではないので⼈為的に需給をコントロールす

ることは当然難しい。したがって供給量を確保

する⽅法としては，廃棄物として排出された量

のなかでコストもしくは環境側⾯から RPF 原

料として⽤いることが有利である量をできるだ

け増やすことにある。

現在RPF原料の確保は，表 20 に⺬されたよ

うに産業系廃棄物だけでは限られている。RPF

原料の需給逼迫を緩和する⼀つの⽅法として，
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表22 廃棄物の焼却に係るCO2排出係数

燃料・焼却物の種類 kgCO2/t 出典

⼀般廃棄物の焼却 廃プラスチック 2,680 1

産業廃棄物の焼却

廃プラスチック類 2,600 1

廃油 2,900 1

廃タイヤ 1,755 2

RDF 547 2

RPF 1,481 2

廃合成繊維 2,287 2

廃油 2,919 2

廃プラスチック 2,554 2

⼀般廃棄物の焼却 廃プラスチック 2,695 2

注１：環境省の事業者からの温室効果ガス排出量算定⽅法ガイドライン（試案

ver1. 5）。

２：環境省のインベントリにおける算定⽅法の改善について（検討中）。



できるだけ⼀般系廃棄物の利⽤量を増やすこと

である。たとえば，2004 年に⼀般廃棄物系の廃

プラスチックのなかで単純焼却 126 万トンと埋

⽴ 91 万トン，合計 217万トンの未利⽤量を最

⼤限 RPF 原料として⽤いる⽅法がある。ただ

し，排出源が不特定多数である⼀般廃棄物から

の廃プラスチックの場合，産業系廃棄物と違っ

て性状が均質でないものが多く，RPF原料とし

て適していないものが主流である。したがって

RPF原料としての利⽤拡⼤は，分別収集および

回収費⽤が⼤きくなるので市場機能に任せては

進み難い。

図６では廃プラスチックおよび紙くずのリサ

イクルにかかわる限界費⽤と限界収⼊が⺬され

ている。ここで EAは，リサイクルにかかわる

限界費⽤曲線，DF はリサイクルの限界収⼊曲

線を表している（限界収⼊はOD）。Eはリサイ

クル率０％，Oはリサイクル率 100％を⺬すポ

イントである。すなわち Eから O へ進むほど

リサイクル率は⾼くなる。廃プラスチックおよ

び紙くずの分別収集および回収にかかわる費⽤

は，多くの場合分別収集・運搬費⽤が⼤半を占

めており
(19)
，リサイクルが進むほど分別収集・

運搬に係わる限界費⽤は逓増する。DF はリサ

イクル市場で期待されるリサイクル製品の単位

当たり販売収⼊曲線（すなわち市場価格）であ

り，リサイクル市場が競争的である場合図のよ

うに⽔平線として⺬される。

現実の市場では，リサイクルの限界費⽤と限

界収⼊が⼀致する Kの⽔準までリサイクルが

進む。しかしリサイクルの化⽯エネルギー代替

と資源節約機能（すなわちリサイクルの社会的

便益）により，Hまでリサイクルを進めること

が社会的に望ましい場合，そのための制度的仕

組みを作る必要がある。たとえばリサイクル補

助⾦（図７ではCD）を与え，さらに分別収集・

運搬にかかわる限界費⽤曲線が EAから EBに

シフトできるような社会的仕組みを作ることで

ある。もしこれらの⽅策により，リサイクルの

限界収⼊曲線が DF から CGへ，そして限界費

⽤曲線が EAから EBへ移動した場合，リサイ

クルは Hまで進むことになる。

表 23 では，RPF など廃棄物燃料利⽤関連設

備導⼊について与えられる現⾏の補助制度が⺬

されている。これらの補助⾦は，例えばリサイ

クルの限界収⼊曲線を DF から CGへ移動させ

る効果がある。この場合リサイクルは Kから J

まで進むことになる。社会的に望ましいリサイ

クル⽔準を定めることは難しいが，Hがその⽔

準ならば限界リサイクル費⽤が EAから EBま
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図６ リサイクルにかかわる限界費⽤と限界収⼊



でシフトできるようなど社会の静脈な物流ネッ

トワークの効率化など分別回収システムの⾰新

が図れるような制度的仕組みを作る必要があ

る
(20)
。

⑶容器包装廃棄物の活⽤

また，⼀般系廃棄物のうち，RPF原料として

⽤いることが経済的に有利であるにもかかわら

ず，制度的な制約により利⽤に困難なケースが

ある。たとえば容器包装材に使われていた⼀般

系廃プラスチックのリサイクル⽅法を規定して

いる「容器包装リサイクル法」では，これまで

に廃プラスチックのサーマル利⽤は原則的に認

められなかった。2006 年の改正容器包装リサ

イクル法案では，廃プラスチックの RPF など

サーマル利⽤について，今後検討すべき再商品

化の⾼度化⼿法の１つとして位置づけられては

いるが，まだ具体的な利⽤⽅法については今後

の課題となっている。

表 24 で⺬されているように，プラスチック

製容器包装廃棄物は⾃治体回収量約 31 万トン

（2004 年回収量）の中，マテリアル・リサイク

ルが 18.2％，ケミカル・リサイクルが 81.8％と

なり，サーマル・リサイクルは⾏われていない。

総理⼤⾂の諮問機関である経済財政諮問会議の

「循環型社会に関する専⾨調査会」では，「プラ

スチック・リサイクルに関連して①マテリア

ル・リサイクルをサーマル・リサイクルより優

先しているために合理的と思われないコストと

エネルギーをかけている分野や経済的価値が低

い劣化品の⽣産が⾏われている場合があり，②

再⽣資源の価格と海外からの⼀次資源との価格

差が⼤きい場合リサイクルの促進が困難な⾯が

ある」と指摘されている
(21)
。

図７および表 25は，特定事業者（商品化業者）

が⾃治体からプラスチック製容器包装廃棄物を
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表23 廃棄物燃料利⽤関連補助制度

補助対象 補助対象関連設備 補助制度利⽤条件 補助制度

廃棄物発電

RDF（RPFを含む）を燃料と

する蒸気タービン⽅式

・廃棄物依存率：60％以上

・発電効率：23∼28％以上

・補助率：

1/3×0.7以内

・1件当たり

の年間補助⾦

限度額：

５億円

ガスリパワリング型廃棄物発

電

・廃棄物依存率：60％以上

・発電効率：20％以上

その他の廃棄物発電 ・廃棄物依存率：60％以上

・発電効率：

-蒸気タービン⽅式：15％以上

-その他⽅式：25％以上

廃棄物熱利⽤

廃棄物利⽤型製造設備 ・廃棄物熱利⽤量

-⾼炉：12.56GJ/h（3Gcal/h）以上

-セメントキルン：25.12MJ/t以上

熱供給設備 -廃棄物依存率：60％以上

-廃棄物から得られ，利⽤される熱量：

6.28GJ/h（3Gcal/h）以上

廃棄物燃料製造 廃棄物燃料製造設備 ・エネルギー回収率：60％以上

・発熱量

-固形化：12.56MJ/kg以上

-液化：34.49MJ/kg以上

-ガス化：4.19MJ/Nm3以上

出所：経済産業省の内部資料などにより作成。



再引き取る際に，指定法⼈（容器包装リサイク

ル協会）から⽀払ってもらう落札価格（再商品

化委託単価）の推移である。プラスチック製容

器包装の廃棄物はマテリアル・リサイクルが優

先されており，業者間の競争原理があまり働か

ない。そのため落札価格もケミカル・リサイク

ルの場合より 1.4∼ 1.5 倍ほど⾼い
(22)
。⼀⽅，

ペットボトルと紙製容器包装廃棄物の落札価格

は，リサイクル技術進歩によるコストの低下や

再商品の需要拡⼤などを反映し近年⼤幅な減少

傾向にある。

容器包装廃棄物の再商品化委託単価が今後も

こうした傾向にあることを仮定すれば，2010 年

の容器包装リサイクル法上の特定事業者（再商

品化業者）への委託総額は約 950億円と推定さ

れている（㈶容器包装リサイクル協会）。この

うちプラスチック製容器包装に係わる費⽤は，

約 860億円と全体委託費⽤の 90.5％を占める

ことが予想されている（図８）。このように既

存の廃プラスチックのリサイクル⽅式は，⾼い

社会的費⽤が必要となるので廃プラスチックの

RPF，セメント利⽤といったサーマル利⽤を積

極的に認める⽅向へと転換することが望まれ

る
(23)
。
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表24 容器包装関連廃棄物のリサイクル⼿法推移

（単位：構成⽐，％）

類型 リサイクル⼿法 2000 2001 2002 2003 2004

プ ラ ス

チック製

容器包装

マテリアル・リサイクル 11.3 7.9 13.1 16.3 18.2

コークス炉化学原料化 22.6 43.0 50.9 47.3 44.7

⾼炉原料化 56.9 36.0 26.0 23.1 18.1

ガス化 1.5 6.4 6.2 11.0 16.9

油化 7.7 6.7 3.8 2.3 2.1

合計

（合計：トン）

100.0

43,830

100.0

118,470

100.0

180,162

100.0

256,150

100.0

309,537

紙製容器

包装

製紙原料 44.4 73.6 83.3 90.3 92.2

製紙原料以外のマテリアル・

リサイクル
1 25.1 5.7 0.7 0.0 0.8

サーマル・リサイクル（固形

燃料）
30.5 20.7 16.0 9.7 7.0

合計

（合計：トン）

100.0

10,230

100.0

20,793

100.0

24,358

100.0

29,881

100.0

27,163

ペット・

ボトル

マテリアル・リサイ

クル

繊維 55.9 51.3 52.4 46.2 43.0

シート 34.1 39.5 40.5 40.2 37.0

ボトル 0.5 0.4 0.6 9.1 15.8

成型品 5.5 5.6 4.7 3.2 2.9

その他 4.0 3.2 1.8 1.3 1.3

合計

（合計：トン）

100.0

68,575

100.0

94,912

100.0

112,485

100.0

124,298

100.0

147,698

注１：古紙再⽣ボード，溶鋼⽤鎮静剤などである。

出所：㈶容器包装リサイクル協会。



現⾏の容器包装リサイクル法上では，マテリ

アル・リサイクルの残渣を約 50％まで最終処分

することを認めている。しかし最終処分場に

は，残渣ではなくその他のプラスチックが産業

廃棄物として流⼊されているケースも報告され

ている。現在政府の⼀部でも検討されているよ

うに容器包装リサイクル法上その他のプラス

チックの最終処分を禁⽌すると同時に，⼀定⽔

準以上のサーマル・リサイクルを認めるほうが

コストやエネルギー側⾯で望ましいと判断され

る。少なくとも化⽯エネルギー代替燃料として

RPF原料としての利⽤は，資源節約だけでなく

地球温暖化対策にも寄与するという側⾯から，

⼀定レベルまでサーマル活⽤を認めることを提

案したい
(24)
。プラスチック製容器包装の⾃治体

収集量が 2004 年に 31 万トンに達しており，年

間 5 ∼ 7万トンペースで増加していることを考

慮すれば，サーマル活⽤の認定は RPF 原料供

給基盤の強化に寄与すると思われる。

⼀⽅，紙製容器包装廃棄物は，表 23 に⺬され

たように，2000 年に製紙原料として 44.4％，古

紙再⽣ボードなど製紙原料以外のマテリアル・

リサイクルとして 25.1％，そして固形燃料とし

て 30.5％が利⽤された。しかし，最近製紙原料

以外の⽤途が急速に縮⼩され，2004 年には製紙

原料 92.2％，製紙原料以外のマテリアル・リサ

イクルが 0.8％，そして固形燃料として 7.0％

が利⽤されることにとどまっている
(25)
。これは

RPF製造施設が少ないため，紙製容器包装廃棄

物を RPF 原料として利⽤される際に⻑距離輸
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図７ 容器包装廃棄物の落札価格推移

出所：㈶容器包装リサイクル協会。

表25 プラスチック製容器包装廃棄物の落札価格推移

（単位：円/トン）

2000 2001 2002 2003 2004 2005

マテリアルリサイクル 110,660 105,800 106,400 105,500 107,100 108,800

ケミカルリサイクル 94,200 88,500 81,500 76,700 74,200 73,300

平均 97,800 91,300 86,400 84,100 84,200 85,200

出所：㈶容器包装リサイクル協会。



送が必要となり，物流コストがかかることに⼤

きく起因している。

また，紙くずの場合は製紙業，印刷業など指

定された業種のみ産業廃棄物として認められて

いる。これは RPF 製造⽤の紙くずの供給を制

約し，RPFの需給逼迫の原因になっている。１

つの⽅策として RPF 製造⽤に限っては指定業

種制度を外し，事業系として分類されている紙

製梱包材料を RPF 原料として⽤いられように

⼯夫する⽅法がある。すなわち RPF 製造会社

が⼀般系古紙や廃プラスチックを RPF の原料

として活⽤し易くするように制度改正を⾏う⽅

法である。

製紙産業などエネルギー⼤量消費業種は，

RPF 供給量の確保が温暖化対策の⼤きなポイ

ントになっている。既に述べたように主要

RPF 製造会社の設備能⼒は，約 75万トンであ

る。これは，今後製紙業界のみの需要にも満た

ない量である。全国で RPF ⽣産ラインは 150

台が稼働中であるが，１ラインの投資費⽤は約

7 ∼ 8 億円と⾼額となっている（ヤノ・レポー

ト（2004 年））。RPF 製造会社が設備投資を躊

躇する最も⼤きな要因は，廃プラスチックなど

原料確保の不確実性である
(26)
。RPF 燃料が主

な化⽯エネルギー代替燃料源の１つとして位置

づけられるか，単なる補助的な燃料として限ら

れるかは原料供給量の確保に⼤きく依存してい

るといえよう。

RPF の原料供給問題が普及の⼤きな制約要

因になっている中，近年，RPFに代替可能なC-

RPF という新しいタイプの固形燃料が実⽤化

を向けて開発されている。C-RPFは，下⽔汚泥

や⼀般廃棄物の中の可燃ごみ（⽣ゴミを含む）

を炭化し，その炭化物の中から異物や有害物を

除去，かつ，脱塩のため⽔洗いし乾燥させ，さ

らにカロリー調整のために廃プラスチックの粉

砕物を混合して成形した新型の固形燃料であ

る
(27)
。

C-RPFは，製造の実⽤化には⾃治体がごみの焼

却施設のかわりに炭化システムを導⼊しなけれ

ばならないなど課題はあるが，RPFとともに化

⽯エネルギーの有⼒な代替燃料の１つとして期

待できる
(28)
。

第７巻 第３号124

図８ 容器包装廃棄物の再商品化委託総額推移と⾒通し委託総額推移

注：⾃治体の分別収集計画をもとに作成され，また 2006 年度以降の数値は 2004 年度の再商品化委託単価

をもとに推移されたものである。

出所：㈶容器包装リサイクル協会。



７．おわりに

本稿では，製紙産業では地球温暖化対策とし

て RPF 導⼊など化⽯エネルギー代替対策が積

極的に進められていることが確認された。RPF

は，価格や品質の⾯で既存の化⽯燃料に劣るこ

となく，CO2 排出対策にも優れているので，近

年製紙産業をはじめエネルギー⼤量消費産業か

らの需要が急速に増加してきた。しかし，RPF

は，原料確保⾯からの制約により供給能⼒が⼗

分に拡充されておらず，今後化⽯燃料の代替エ

ネルギー源としての有⽤性が問われている状況

にある。

本稿では，廃棄物の有効利⽤による循環型社

会への寄与，化⽯燃料代替エネルギーとして地

球温暖化対策に貢献，さらにビジネスと新規雇

⽤創出にも資する RPF の普及のためのいくつ

か課題と条件について考察した。たとえば本稿

では，RPF原料の供給可能量（潜在量）につい

て，実際の廃棄物排出データに基づき，推定を

試みた。その結果，RPFの２⼤原料である紙く

ずと廃プラスチックの供給⾯で制約があり，特

に現時点での実績潜在量基準では廃プラスチッ

クの確保がより⼤きな制約要因であることが明

らかになった。

RPFの普及における需要⾯での課題は，RPF

の燃焼に伴う CO2 の排出を炭素ニュートラル

として認めることである。供給⾯では，主原料

である廃プラスチックと紙くずの供給制約にあ

ることが確認された。今後の課題は，単純焼却

および埋⽴処分される産業系廃プラスチックを

最⼤限 RPF 原料として⽤いる⼀⽅で，中国等

海外に流出（もしくは輸出）されている量の把

握と流出量を⼀定⽔準までコントロール可能な

制度的仕組の構築，そして容器包装関連⼀般系

廃プラスチックを RPF などサーマル利⽤が可

能な道を積極的に開くことである。

地球温暖化対策と循環型社会の実現に資する

廃棄物エネルギーが市場ベースで化⽯エネル

ギーと競争可能な⽔準に普及するまでには，良

質 RPF 普及のための品質認証制度の確⽴とと

もに
(29)
，回収コスト削減のための⽅策，そして

関連設備投資に関する⾦融・租税上の優遇など

積極的な制度的サポートも望まれる。
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注

⑴ 温暖化対策は 1998年６⽉に閣議決定された地球

温暖化対策推進⼤綱により始まり，2002 年３⽉に改

定されたが，2005年２⽉に京都議定書が発効したこ

とに伴い地球温暖化対策推進法（1998年 10⽉公布）

が施⾏され，この法律の裏づけを持った京都議定書

⽬標達成計画が同年４⽉に制定された。これには削

減⽬標達成のためのきめ細かな諸施策とその削減量

が，盛り込まれている。同計画を⽀援する法律とし

て，省エネ法（1979 年制定），省エネ・リサイクル⽀

援法（1993 年施⾏），新エネルギー法（1997年制定），

そしてRPS法（2002 年施⾏）などが挙げられる。

⑵ 2003 年の電⼒⾃給率は製紙産業の場合 75.1％で

あるが，化学⼯業 49.9％，鉄鋼 29.2％，窯業 64.8％，

⽯油製品 82.6％となっている。
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⑶ ⽇本製紙連合会によれば，CO2 排出量が増加した

ことは製紙業界の省エネルギーなど（4.6％減少寄

与）にもかかわらず，⽣産増加要因（6.7％増加寄与）

の影響が⼤きかったためであるという。

⑷ 本節は，2005年７⽉ 25⽇にA王⼦製紙環境経営

部で⾏ったヒヤリング調査結果に基づいている。

⑸ RPFについて詳しくは次節を参照。

⑹ RPF の定義および特性については，⽇本 RPF⼯

業会による。

⑺ 例えば 5,000∼ 10,000kcal/kgに発熱量の調節が

可能であるという。⼀般に発熱量が 6,000 ∼

6,500kcal/kgは⽯炭相当，8,000kcal/kg以上はコー

クス相当とされている。

⑻ 筆者のヒアリング調査によれば，RPFの市場価格

は 3,300 円 / トンであり，⽯炭価格１ / ３⽔準で

あった。

⑼ RPF は，その他にも製鉄原材料（コークスの代

替），溶鋼⽤鎮静剤（転炉の鎮静⽤途），還元溶解促

進剤としての利⽤も可能であるが，まだこれらの分

野での需要は限られている状況である。

⑽ 新エネルギーとは同法において，「技術的には実

⽤化段階に達しつつあるが，経済性の⾯での制約か

ら普及が⼗分でないものであって，⽯油代替エネル

ギーの導⼊を図るため必要なもの」と定義されてい

る。

⑾ ⽯炭価格は，湾岸部でトン当たり 5,000∼ 6,000

円であり，輸送費がかかる内陸部では 8,000 ∼

9,000円となっている。また，⽯炭の輸⼊・⽣産の

際には 2003 年 10⽉１⽇から⽯油⽯炭税が導⼊され

ており，2005年４⽉１⽇からは⽯炭１トン当たり

460円，2007年４⽉１⽇からは 700円の税が賦課さ

れる。

⑿ ⽇本RPF⼯業会は，RPFの品質・規格の標準化，

製造技術の向上などを⽬的に 2003 年に㈱関商店を

中⼼に設⽴された。⽇本 RPF ⼯業会の加盟メン

バー８社９事業所の⽣産能⼒は年間 25万トンと業

界（主要企業基準）の約 40％を占めている。

⒀ 地球温暖化対策推進法は，京都議定書の採択を受

け，議定書で⽇本に課せられた⽬標である温室効果

ガスの削減を達成するために国，地⽅公共団体，事

業者，国⺠の責務や役割を定めた法律である。

⒁ たとえば，⽇本経団連の環境⾃主⾏動計画などが

ある。

⒂ 2005年 10⽉６⽇，⽇本製紙連合会でのヒアリン

グ調査による。

⒃ 以下産業廃棄物として出される産業古紙を，⽤語

整理のため，産業系紙くずとも呼ぶ。

⒄ このうちデパート，スーパーマーケットなどから

⼤量に発⽣する古紙は，隼産業古紙と呼ばれる場合

がある（古紙再⽣促進センター）。

⒅ RPF 原料潜在量 53 万トンは，埋⽴および焼却処

分される量がすべてサーマル利⽤，すなわち固形燃

料，廃棄物発電，そして熱利⽤焼却として利⽤され

ると仮定し，表 17の産業廃棄物の 2004 年データか

ら３つのサーマル利⽤量（172 万トン）のうち，固形

燃料利⽤量（49 万トン）の割合 28.5％として計算し

た。

⒆ たとえば，安⽥（編）（2005）によれば，容器包装

リサイクルの主体別費⽤負担は，⾃治体の分別収集

費が 80％，企業のリサイクル費⽤が 20％となり，分

別収集費が⼤半を占めている。

⒇ たとえば，廃棄物分別収集が進む企業についてグ

リーン購⼊法の優先購⼊対象にするか，環境優良企

業関連認証の付与などが挙げられる。

� たとえばペレット，フラフ，擬⽊など付加価値の

低い製品として販売され，その中には⼯場出荷時点

で逆有償のものもあるという（和⽥（2005））。

� 容器包装リサイクル協会によれば，材料リサイク

ルの登録再⽣処理事業者数は，平成 17年度は 60社

（うち新規事業者 11社），18年度は 74社（うち新

規事業者 17 社）と年々増えている。事業者数が増

えれば競争⼊札によって落札単価が下がると考えら

れるが，現実には材料リサイクル優先によって競争

原理が⼗分に働かなく，⾼い⼊札単価でも落札でき

てしまうという。

� 紙製容器包装廃棄物については，燃料として利⽤

される際のボイラー効率などの基準が定められてい

るなどすでにサーマル利⽤が認められている。

� 例えば，プラスチック制容器包装廃棄物のサーマ

ル利⽤量を，その平均落札価格が現⾏の半分（例え

ばトン当たり約 40,000円）になるレベルまで進め

る⽅法がある。⽇本 RPF⼯業会によれば，容器包

装廃棄物におけるその他のプラスチックの RPF 製

造⽤としての利⽤が認められれば，マテリアル・リ

サイクル原料⽤の 40％⽔準である 3.5 ∼ 4 万円 /

トンで⼊札の参加が可能だという。
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� これは指定法⼈（すなわち容器包装リサイクル協

会）が，紙製容器包装を製紙原料として分別するよ

うに指導しているためであるという（2006 年４⽉４

⽇，古紙再⽣促進センターでのヒアリング調査によ

る）。

� 2006 年２⽉ 27⽇，関商店でのヒアリング調査に

よる。

� 関勝四郎（2005）環境資源⼯学会シンポジウム「リ

サイクル設計と分離精製技術」資料集「新型固形燃

料 RPF の現状と新技術 C-RPF について」27 ∼ 34

ページ，2005年２⽉参照。

� ⽇本 RPF⼯業会によれば，現在の国内⼀般廃棄

物排出量の 10％（約 500 万トン）が C-PRF 原料と

して活⽤されれば，約 200 万トンの C-RPF の製造

が可能だという。

� 2008年から RPF 製造の JIS化に向けて，経済産

業省の中で既に関連委員会がスタートしている。
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