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１．調査の前提条件
１－１ 調査の目的
福岡県内および一部熊本県内においてＲＤＦ（ご
み固形化燃料）製造施設と、ＲＤＦを燃焼すること
により発電を行う「大牟田リサイクル発電所（仮称）
」
の建設事業が計画されている。この事業は、ごみを
固形燃料（ＲＤＦ）化し大規模な焼却施設で焼却・
発電することにより、ごみ処理の広域化・ごみ処理
施設の大型化を実現し、同時に発電によりエネルギ
ーを回収することを目的としている。
本調査では、市民が調査の実施主体となり、ＲＤ
Ｆ発電所である「大牟田リサイクル発電所（仮称）
」
および当発電所で焼却するＲＤＦの製造施設建設に
よる環境負荷や環境影響を予測し・評価する事を目
的とする。
１－２ 対象事業の概要
本調査の対象地域である大牟田リサイクル発電所
にＲＤＦを供給する自治体の位置を図１－２に示す。
対象地域は福岡県、熊本県の両県にまたがる非常に
広い地域に散在していることが分かる。
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１－３ 調査対象項目
本調査では、次の環境項目を対象として調査を実
施する。
（１）対象項目
・大気汚染物質：
ダイオキシン類（ＤＸＮ）
窒素酸化物（ＮＯｘ）
粒子状物質（ＰＭ、ＤＵＳＴ、ばいじん）
・地球温暖化物質：二酸化炭素（ＣＯ２）
・その他：エネルギー消費量の収支
（２）対象過程
・ごみの収集・ＲＤＦの運搬過程：
ごみ収集車（自動車排ガス）
ＲＤＦ運搬車（自動車排ガス）
・ごみからＲＤＦを製造する過程：
ＲＤＦ製造施設（煙突からの排ガス）
・ごみ・ＲＤＦの焼却過程：
焼却炉（煙突からの排ガス）
ＲＤＦ発電所（煙突からの排ガス）
※排ガス中のダイオキシン濃度については、既存の大型炉の実績
等を参考に、0.1, 1, 10ng-TEQ/ m3N の 3 通りを想定した。
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（３）調査手法
・排出量の推計：
ダイオキシン類（ＤＸＮ）
窒素酸化物（ＮＯｘ）
粒子状物質（ＰＭ）
二酸化炭素（ＣＯ２）
・消費エネルギー（カロリー）の推計・比較
・ＲＤＦ発電所における大気環境への排ガス拡散シ
ミュレーション（ダイオキシン類）
（４）対象時期
・現状 各地域のごみ焼却施設による直接焼却
・将来 ＲＤＦ事業実施後
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図１－１ 対象地域（大牟田リサイクル発電所にＲＤＦを供給
する自治体）

２．調査の結果
２－１ 排出量の推計結果
２－１－１ ごみおよびＲＤＦ運搬時の車輌の運行に伴
う環境負荷（ごみ焼却・ＲＤＦ）
現状と比較してＲＤＦ事業後にはＮＯｘ、ＣＯ２
の排出量が倍以上に、ＰＭの排出量が３倍以上に増
加することが予測された。これは本事業に参加して
いる自治体が非常に広域に散在し、ＲＤＦ製造施設
から発電所への大型車（約１０ｔ車）による運搬距
離が長いことによるものである。

２－１－２ ＲＤＦ製造時の環境負荷（ＲＤＦ）
ＲＤＦ製造過程における各物質の排出量を表２－
１に示す。
表２－１ ＲＤＦ製造過程における大気汚染物質等の排
出量推計結果
物質名

単位

ダイオキシ g-TEQ/
年
ン類
窒素酸化物
（ＮＯｘ）
ばいじん
（ＰＭ）
二酸化炭素
（ＣＯ２）

t/年

排出量
現状
将来
0
0.039
（排ガス 0.1 ng-TEQ/m3N）
0.39 （排ガス 1 ng-TEQ/ m3N）
3.9 （排ガス 10ng-TEQ/ m3N）
0
0.182

t/年

0

30.9

tC/年

0

13,200

２－１－３ ごみおよびＲＤＦ焼却時の環境負荷（ごみ焼
却・ＲＤＦ）
ごみ焼却およびＲＤＦ焼却における各物質の排出
量を表２－２に示す。
表２－２ ごみ焼却およびＲＤＦ焼却における大気
汚染物質等の排出量推計結果
物質名

単位

g-TEQ/
ダ イ オ キ 排ガス
年
シン類
灰
窒素酸化物（ＮＯ
t/年
ｘ）
ばいじん（ＰＭ）
t/年
二酸化炭素（ＣＯ２） tC/年

排出量
現状
9.6
40
0.240

将来
0.073～7.3
0.0970

119
82,300

14.6
85,100

２－１－４ ごみ焼却時およびＲＤＦ事業実施時の排出
量推計結果のまとめ
（１）ダイオキシン類の排出量
ダイオキシン類は、現状では年間９．６g-TEQ も
排出されていることが推定された。
将 来Ｒ ＤＦ 事 業が 実施 さ れ、 排出 濃 度０ ．１
ng-TEQ／m3Ｎの規制値が常時遵守された場合には、
年間の排出量は０．１１g-TEQ の排出量となる。し
かし、仮に１ng-TEQ／m3Ｎとなった場合、年間排
出量は１．１g-TEQ、さらに１０ng-TEQ／m3Ｎと
なった場合、年間排出量は１１g-TEQ ものダイオキ
シン類がＲＤＦ発電所などから排出されることとな
る。ちなみにドイツの１９９７年のダイオキシン類
排出量は４ｇ－ＴＥＱである。
仮に、排出濃度が１０ng-TEQ／m3Ｎとなる場合
には、年間の総排出量は現状とほぼ横ばいになる。
一方、大牟田地域に注目すると、従来、ダイオキ
シン類は各地で分散して排出されていたのに対し、
ＲＤＦ発電稼働後は、大牟田地域に排出が集中する。
すなわち大牟田では現状では新開クリーンセンター
からの排出量年間０．８９ng-TEQ に対し、将来は
排出濃度が１ng-TEQ／m3Ｎの場合には現状と同程

度の排出量となり、排出濃度が１0ng-TEQ／m3Ｎ
に高くなると大幅に排出量が増加する可能性がある。
（２）窒素酸化物（ＮＯｘ）の排出量
窒素酸化物（ＮＯｘ）は、ごみおよびＲＤＦの運
搬過程において大部分が排出される。ＲＤＦ事業実
施後は、大牟田と各ＲＤＦ製造施設の間でトラック
の遠距離輸送が加わることから、焼却やＲＤＦ大気
中の窒素酸化物の排出量が倍増することが分かった。
（３）粒子状物質（ＰＭ、ばいじん）の排出量
粒子状物質（ＰＭ、ばいじん）は、現状では焼却
過程からの排出が大部分を占めているが、将来はＲ
ＤＦ製造施設からの排出が半分以上を占めることと
なる。
（４）二酸化炭素（ＣＯ２）の排出量
二酸化炭素（ＣＯ２）は、ごみあるいはＲＤＦの
焼却過程において排出される割合が最も多く、現状
では大部分を占めている。ＲＤＦ発電事業実施後は
これに製造施設及び運搬過程、とくにＲＤＦ製造過
程での排出量が加わることから、結果的にＣＯ２排
出量が現状より多くなることになる。
２－２ エネルギー収支
産出エネルギーに対する、エネルギー収支（産出
エネルギーから投入エネルギーを差し引いたもの）
の割合（本調査では省エネ効率と表記）は、ＲＤＦ
発電５３．８％に対しごみ発電９５．６％であり、
ＲＤＦはごみ発電と比較して省エネ効率が著しく低
いことが分かった。
事業者の主張であるＲＤＦ発電がごみ発電よりも
エネルギー収支上有利であるとの説明は、一定の条
件を満たした場合にのみ成立し、大量に外部から投
入するエネルギーの結果であることが分かる。
また、発電効率の低下、投入エネルギーの上昇な
どのわずかな変動で、ＲＤＦはごみ発電よりも不利
になる。
なお、本調査でＲＤＦ発電のエネルギー収支にお
ける問題点を評価することを目的として、ごみ発電
の場合について試算した。しかし、本来は紙・プラ
スチックなどカロリーの高いごみはリサイクルする
べきであり、その場合にはＲＤＦ発電、ごみ発電と
もに成立しないこととなる。
２－３ 周辺地域における大気汚染の影響

図２－１４ 作成した地形データ

有風時の排ガスの大気拡散予測モデルとしては、
地形・建築物・構造物を考慮するため、有限差分法
を採用した。無風時の排ガス大気拡散モデルとして
は、通常の環境影響評価、生活環境影響調査で用い
られているパフモデルを用いた。

図２－１５ ＲＤＦ発電所から排出されたダイオキシンの
周辺地域における大気中濃度（年平均）
（排ガス濃度 10ng-TEQ/ m3N の場合）
・濃度分布（長期平均濃度）
年平均濃度分布をみると、発電所から南東の大牟
田駅方向へ濃度が伸びているのに加え、新栄駅周辺
に特に高い濃度がみられる。新栄駅周辺は生活環境
影響調査においても最大着地濃度が予測された地域
である。
・着地濃度（長期平均濃度）
最大着地濃度（発電所の寄与濃度）は、排ガス濃
度が基準値の０．１ng-TEQ／m3Ｎの場合には０．
００２pg-TEQ／m3、排ガス濃度１～１０ng-TEQ
／m3 Ｎの場合には０．０２～０．２pg-TEQ／m3
となった。
季節別には、全平均濃度や大牟田駅付近では秋季、
冬季の濃度が高くなっていることが分かる。最大着
地濃度地域である新栄町においてはどの季節におい
ても同程度であり、全体平均と比較して高い濃度と
なっている。
・拡散倍率（長期平均濃度）
拡散倍率（排ガス濃度と大気中濃度の比）は、最
大着地濃度地点では約５万倍、大牟田駅周辺では約
１０万倍、全体では約２０万～３０万倍程度となっ
た。
一方、事業者の生活環境影響調査の予測結果では、
最大着地濃度地点における拡散倍率が約３０万とな
っており、単純に比較すると約１／７となっている。
排ガス濃度の想定を規制値である０．１ng-TEQ/
3
m Ｎとした場合の結果を比較すると、本調査では０．
００２pg-TEQ／m3 と予測されたのに対し、生活環
境影響調査では０．０００３pg-TEQ／m3 と約１／

７の過小評価となっている。
なお、本調査では排ガス中ダイオキシン類濃度を
１～１０ng-TEQ／m3Ｎ（規制値の１０倍から１０
０倍）も想定している。それを考慮した予測結果、
事業者の調査結果を比べると、事業者の調査結果は
１／７０～１／７００の大幅な過小評価となること
が分かった。
・着地濃度（短期平均濃度）
住宅、繁華街等の密集する地域が風下となる風向
のうち、出現頻度の高い風向・風速について、短期
平均濃度の予測を行った。
短期平均（１時間平均）の最大着地濃度は、排ガ
ス濃度が基準値の０．１ng-TEQ／m3Ｎの場合には
０．００６７～０．０４pg-TEQ／m3、排ガス濃度
１ng-TEQ／m3Ｎの場合には０．０６７～０．４０
pg-TEQ／m3、排ガス濃度１０ng-TEQ／m3Ｎの場
合には０．６７～４．０pg-TEQ／m3 となった。
短期的には排ガス濃度が１ng-TEQ／m3Ｎの場合
でも発電所の寄与濃度だけで０．４pg-TEQ／m3 と
いう高い濃度が、排ガス濃度１０ng-TEQ／m3Ｎの
場合には４．０pg-TEQ／m3 という環境基準値を大
幅に超える高い濃度が出現することが分かった。
・拡散倍率（短期平均濃度）
住宅、繁華街等の密集する地域が風下となる風向
の１時間平均濃度の場合には、拡散倍率は最大着地
濃度で２，５００倍～１５，０００倍、全地域平均
では９万倍～５０万倍となっている。
３．結論
３－１ 高い焼却率（約９０％）と過大なごみ発生量の
伸びを前提とした事業規模
本ＲＤＦ事業の参加自治体の平均焼却率は９０％
と非常に高い。さらに事業者は将来の１人あたりご
み排出量が現状から約２０％も増加することを想定
している。しかし現状のごみの組成をみると、約半
分が紙・布類、２～３割がプラスチック類であり容
器包装リサイクル法の対象として減量化可能であり、
約１割を占める厨芥類（生ごみ）は堆肥化等により
減量化可能である。
本ＲＤＦ事業は焼却主義とごみ量の増加を前提と
した事業であり、過大な事業規模となっている可能
性がある。
現在我が国に最も問われていることは、過度な焼
却主義からの脱却であり、そのための大量生産、大
量消費、大量廃棄からの脱却である。一部事務組合
や公共団体は、本来、率先して廃棄物の減量化を施
策の中心としなければならないはずである。
３－２ 日常的なＲＤＦの長距離輸送に伴う環境負荷
（大気汚染、温室効果ガス等）の増加
本ＲＤＦ事業では、参加自治体が非常に広域に散
在しているため、ＲＤＦの運搬に各市町村から大型
トラックが往復で約９０ｋｍ～２４０ｋｍもの距離
を走行することになる。

その結果、トラックの走行に伴う燃料の消費、大
０pg-TEQ／m3 という高い濃度が出現することが
気汚染、地球温暖化物質の排出量が倍増することに
分かった。この場合には大気からの摂取だけで、０．
なる。これは維持費の増大にもつながり、大気汚染
２０～１．２pg-TEQ/kg/日となり、世界保健機構（Ｗ
は参加自治体のみならず、トラックが通過する自治
ＨＯ）のＴＤＩ、すなわち１～４pg-TEQ/kg/日の下
体の大気に影響を与え、最終的には大牟田市の発電
限値を超過してしまう。
所に集中することとなる。
ＷＨＯのＴＤＩ（１～４pg-TEQ/kg/日）は、妊娠
３－３ 大牟田市に集中するダイオキシンの排出
中の胎児への影響（胎児毒性）を考慮して決められ
大牟田市内におけるダイオキシン類の排出量は、
た学問的な背景があることから、短期高濃度時にお
発 電 所等 の排 ガ ス中 のダ イ オキ シン 類 濃度 が１
ける大気曝露は妊婦などの胎児毒性及び生殖毒性の
リスクの観点から看過できないものとなる可能性が
ng-TEQ／m3Ｎの場合で現状なみ、１０ng-TEQ／
3
ある。
m Ｎの場合には現状の１０倍に増加することが予
３－７ 有明海の魚介類への影響
測された。すなわち、大量のごみを大牟田市に運び
大牟田のＲＤＦ発電所等の計画地は、有明海に面
まとめて焼却することにより、大牟田市にで排出さ
している。そのため有明海には大気、排水、灰の飛
れるダイオキシン類が増加する可能性がある。
散等により１年を通じて、ダイオキシン類がふりそ
３－４ 非現実的なエネルギー収支
そぐこととなる。
本調査ではＲＤＦ発電のエネルギー収支における
その結果、有明海の海水、底質を経由して食物連
問題点を評価することを目的として、ごみ発電の場
鎖を通じて魚介類に濃縮され、食べ物を通じて人間
合のエネルギー収支と比較した。本来、紙・プラス
に摂取されることとなる。
チックなどカロリーの高いごみはリサイクルするべ
日本の近海の水生生物の平均濃度は、米国の魚類
きであり、その場合にはＲＤＦ発電、ごみ発電とも
摂取に関する警報では月に１回も食べることができ
に成立しない。
ない高濃度レベルにあるが、ＲＤＦ発電所の立地に
一般的に、ＲＤＦ発電事業はごみ焼却によって直
よりさらに汚染を蓄積するおそれがあることが分か
接発電を行うよりも発電効率が高いため最終的には
った。
エネルギー収支が有利であると言われており、本事
３－８ 松葉による排ガス濃度の検証方法
業においても事業の前提となっている。
発電所の排ガス中のダイオキシン類濃度が、規制
しかし本調査の結果では、堆肥化のために水分の
値である０．１ng-TEQ/ m3Ｎを常時遵守している
多い生ごみを外した場合には、ＲＤＦ発電の方が不
利になること。発電効率の悪化、エネルギー投入量
場合には、周辺地域の松葉中ダイオキシン類濃度は
の増加など僅かな変化で、ＲＤＦ発電はエネルギー
０．４７～０．４９pg-TEQ/g となるはずであるこ
収支が著しく悪化することが分かった。
とが分かった。
またＲＤＦ発電は投入するエネルギーがごみ発電
大牟田地域においては事業実施後の目標となるこ
の約２０倍にも上り、その省エネの効率はごみ発電
の濃度は、2000 年度松葉調査では九州全域で４番目
の半分程度と非常に低い。
に低い濃度に相当する。
３－５ 事業者の生活環境影響調査における過大な大
さらに他の発生源も同様に排ガス濃度０．１
気拡散倍率
ng-TEQ/ m3Ｎを常時遵守した場合には、周辺地域
生活環境影響調査では、大気汚染の予測に全国一
の松葉中ダイオキシン類濃度は０．０２４pg-TEQ/g
律の予測モデルを用いており、地形・建築物・構造
という非常に低い濃度となるはずであることが分か
物が大気の拡散に与える影響を全く考慮していない。 った。
本調査では排ガスおよび大気中のダイオキシン類
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