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制度名 即効的・革新的エネルギー環境技術研究開発 事業名 可燃ごみ再資源燃料化技術開発 

事業の概要 
更なるリサイクル社会の実現と地球環境保護を目指して、古紙と廃プ
ラスチックを原料とした地球に優しい固形燃料（ＲＰＦ：Refuse Paper 
& Plastic Fuel）を製造する技術の開発を行う。 

１．国の関与の必要性・制度
への適合性 

COP3 の京都議定書に基づいて実施される本プロジェクトは、我が国が
国際約束を果たすため、速やかに技術を確立し早期の導入を図ること
が政策的に重要である。また、古紙および廃プラスチックのリサイク
ルは国家的課題でありその実用的な促進技術の早期確立が求められ
ている。サーマルリサイクルを行う上での排ガス処理問題に対応する
ＲＰＦの脱塩素技術は未開発であり早期開発が必要であることから
国の支援が必要である。 

２．事業の背景・目的・位置
づけ 

容器包装リサイクル法の施行により一般廃棄物から古紙および廃プ
ラスチックの回収量の増大が見込まれている。これらの可燃ごみから
ＲＰＦを製造し化石燃料の代替エネルギーとして有効利用すること
が望まれるが、ごみに含まれる塩素分を燃焼の支障にならない程度ま
で除去しダイオキシン類の発生を抑制することが不可欠である。古紙
及び廃プラスチックを原料とする固形燃料ＲＰＦの前処理技術、脱塩
素技術を開発し、可燃ごみのサーマルリサイクルとしての再資源燃料
化技術を確立する。 

３．事業の目標 
（全体目標） 可燃ごみのサーマルリサイクルとして再資源燃料化技術を確立する。 

４．事業の計画内容 
（単位：百万円） H10fy H11fy H12fy H13fy  総額 

（4年間） 

一般会計       

特別会計（電特）       

特別会計（石特）       

特別会計（エネ高）       

総予算額（計） 315 400 485 350  1550 

省内担当原課 産業技術環境局 研究開発課（旧工技院ＮＳＳ） 
製造産業局 紙業生活文化用品課 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

委託先 川崎重工業（株）、（株）ﾄﾞｩリサーチ研究所 
研究開発体制 

共同研究先 なし 

５．実用化、事業化の見通し ２００２年４月川崎重工業（株）と（株）関商店にてＲＰＦ製造・販売会社（株）エコ・マイニングを設立。２００３年４月稼動予定。 

６．今後の展開 製紙工場向け熱利用・発電ボイラ燃料としてのＲＰＦ製造工場の増設
が見込まれ、成果の適用が進められる。 

７．中間・事後評価  
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８．研究開発成果 特許出願数６、査読論文数５、国際講演会発表数１、新聞発表数１ 

基本計画の変更 なし 

変更内容 

本技術開発を開始後、容器包装リサイクル法
が施行されたが、再商品化事業としてＲＰＦは
認められなかった。したがって対象と考えてい
た容器包装リサイクル法に基づいて分別収集
された一般廃棄物の廃プラスチックを原料と
することが出来なくなったため、不燃ごみとし
て回収されている一般廃棄物の中に混在する
多量の廃プラスチックを原料対象とすること
とした。 
また、当初は古紙と廃プラスチックを混合し
て加熱脱塩素を行うシステムとしていたが、原
料中の古紙配合率が高いと脱塩素処理後の製
品中に残存する塩素濃度も高くなること、さら
には、古紙中のセルロースは加熱により分解・
ガス化し質量減少が起きることが確認され、古
紙を混合して脱塩素処理を行うことは、物質収
支の観点より得策ではないことが明確となり、
ＲＰＦ製造システムの見直しを行った。 
脱塩素処理を行う原料は塩化ビニルを含む
と想定される廃プラスチックのみとし、脱塩素
処理を必要としない古紙および産業廃棄物の
廃プラスチックと、脱塩素処理を行った廃プラ
スチックを混合し成形・固形化を行うＲＰＦ製
造システムに変更した。 

９．情勢変化への対応 

評価履歴 なし 

１０．今後の事業の方向性  

作成日 平成１４年８月１２日 
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「即効的・革新的エネルギー環境技術研究開発 
／可燃ごみ再資源燃料化技術開発」 
（事後評価）評価概要（案） 

 
１．プロジェクト全体に関する評価 
１．１ 総論 
１）総合評価 
古紙及び廃プラスチックを原料として石炭代替燃料を製造する技術は、我が国が
抱えるエネルギー問題、環境問題に鑑みて重要である。本プロジェクトでは、前処
理技術、脱塩素化技術等の要素技術を開発し、目標品質を達成し、可燃ごみのサー
マルリサイクルとしての再資源化技術を確立した点で、高く評価できる。 
技術的に確立され、事業化会社が設立され、ユーザーの見極めもできているが、
課題として、粉砕、脱塩素化、排ガス処理の各工程の効率化を含めたトータルコス
トの削減、および成果の開示や理論的裏付け等が挙げられる。 
今後は、我が国の産業及び工業の発展に寄与、貢献できるように更なる改善努力
がなされ、国際的にも幅広く普及活動されることを期待する。 

 
２）今後の研究開発の方向性等に関する提言 
塩素除去を燃料製造側で解決することが目標の一つとされたが、ダイオキシン等
の塩素由来有害物質の無害化を利用側に一部持たせる、或いは RPF製造時に消石
灰を加える等を検討すべきであり、さらに、廃棄物に含まれる塩化ビニル以外の含
塩素樹脂の脱塩素化も検討する必要がある。 
トータルコストの削減のためには、粉砕、脱塩素化、排ガス処理などの各工程の
効率化、物流の見直し、ユーザーからの廃棄物の受け入れなど、原料調達から、製
品の供給、廃棄までの一連のシステムを見直す必要がある。 
国内の二酸化炭素の排出削減は緊急の課題であり、実用化補助金等による普及促
進策も考慮すべきである。 
今後は、経済性や環境負荷低減効果の検討を通じて、海外進出をも視野に入れた
積極的な普及が望まれる。 
 
１．２ 各論 
１）事業の目的・政策的位置付けについて 
再生不適な古紙を用いた環境負荷の小さい石炭代替燃料製造の技術開発は、脱塩
素化プロセス等は開発リスクが高く民間のみによる開発が望めないこと、および地
球温暖化防止の観点から「市場の失敗」に該当すると判断されることから、
NEDO(国)の事業として妥当である。 
また、循環型社会の形成、地球環境対策、省エネルギー対策という点から公共性
が高く、国際競争力の向上に寄与する事業であるため、事業目的・政策的位置付け
も妥当と言える。 
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今後の課題として、技術開発により信頼性をさらに高め、エコタウン等の地域プ
ロジェクトとの整合も踏まえた、新たなサーマルリサイクルへの政策提言による廃
棄物としての位置付けからの脱却が求められる。 
 
２）研究開発のマネジメントについて 
研究開発の目的は具体的かつ明確であり、開発目標も定量的かつ水準も適切であ
ると評価できる。さらに、研究開発実施者の事業体制および事業運営は計画に沿っ
て適切に進められており、妥当と判断できる。 
容器包装リサイクル法の再商品化手法に対する計画の見直しや、研究開発の進捗
に伴う計画の変更など、情勢変化への対応も適切に行われた。 
研究開発計画は概ね適当と判断できるが、研究開発フローにおける要素技術間の
関係について疑問な点もあり、さらに経済性や理論的裏付けをより重視すべきと指
摘された。 
 
３）研究開発成果について 
本研究開発における要素技術は、世界最高水準とまでは言えないが、燃料の塩素
含有量 0.5%以下という高い目標を達成した点は、大いに評価できる。脱塩素化プ
ロセス以外は既存技術であるが、廃プラスチックスの脱塩素化と古紙との混合によ
る資源燃料化は独創的と言える。論文発表は質・量ともに十分であり、特許も国内
のみではあるが適切に出願されている。 
今後の課題として、製紙会社に限定しない汎用性の確保が挙げられ、RDF に対
する有用性を明らかにすることや、サーマルリサイクルに対する積極的な情報提供
を行うなどの、一層の普及方策を期待したい。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
既にプロジェクトの実施者により事業化会社が設立されおり、ユーザー（製紙会
社）による需要もあることから、実用化が期待できる。一部のボイラーにはそのま
ま応用できることから、事業の即効性という観点からも評価できる。 

RPF の製造に関わるコストや市場等が定量的に解析されている点は評価できる
が、現状では助成策に頼らずに実用化するのは困難である。今後は、製造コストを
中心にトータルコストの低減に積極的に取り組むべきであり、さらに RPFの高付
加価値化の可能性も検討していく必要があろう。 
本成果は、当初予定していた製紙会社以外の用途も期待できるので、幅広い範囲
に応用されることにより、我が国のエネルギー関連分野や地球環境問題の解決に貢
献していくことが望まれる。 
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（注）Ａ＝３，Ｂ＝２，Ｃ＝１，Ｄ＝０として事務局が数値に換算。 
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４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の目的・政策的位置付け

平均値

評価項目 平均値 素点（注） 
．事業の目的・政策的位置付けについて  2.8 A A A B A
．研究開発マネジメントについて  2.4 A A B B B
．研究開発成果について  2.6 A A A B B
．実用化・事業化の見通しについて  2.4 B A A B B


