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第２章 対象設備 

工場や事業場の固定発生源から排出されるばい煙や揮発性有機化合物及び粉じんは，大気汚染防止法

や各自治体の条例等で排出施設の種類・規模ごとに排出基準などが定められている。大気汚染防止での

排出施設は，物の燃焼に伴うばい煙を排出する一定規模以上の施設を「ばい煙発生施設」とし，ボイラ

ー，廃棄物焼却炉など 32種類に分類されている。 

ばい煙発生施設は，燃焼及び加熱対象物，燃料の種類，燃焼方式・ガス処理方法などの設備構造が種

類ごとに異なり，その例として(1)ボイラー，(2)廃棄物焼却炉，(3)製鋼用等電気炉の設備を紹介する。 

 

2.2.1 ボイラー 

ボイラーは，燃料を燃焼させて得た熱を水に伝え水蒸気や温水に換える装置で火炉，ボイラー本体，

付属品，付属装置などからなっている。利用する媒体と使用温度で表 2.2.1 のように一般的な名称が付

けられている。 

 

表2.2.1 ボイラーの種類 

ボイラー名称 媒 体 媒体温度（一般使用） 

温水ボイラー 水 ～80 ℃ 

蒸気ボイラー 蒸気 100～180 ℃ 

熱媒ボイラー 熱媒油 200～350 ℃ 

 

労働安全衛生法に基づくボイラー及び圧力容器安全規則により，一定以上の伝熱面積，最高圧力のボ

イラーは設置・定期検査・取り扱い等が規制されている。 

 

表2.2.2 法的ボイラーの名称 

法的ボイラーの名称 概  要 

① 簡易ボイラー 温水ボイラー，蒸気ボイラー缶内圧力が概ね 0.1 Mpa以下の小型ボイラー 

② 小型ボイラー 温水ボイラー，蒸気ボイラー缶内圧力が概ね 0.2 Mpa以下 

 

(1) ボイラーの分類 

ボイラー本体は水部とこれから発生した蒸気部からなり，伝熱面積の大小と蒸気量などボイラーの構

造に密接な関係がある。構造上の分類は水部の大きい丸ボイラー，水部の小さい水管ボイラー，その他

特殊ボイラーなどがある。 
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表2.2.3 ボイラーの分類 

ボイラーの分類 主なボイラー 

丸ボイラー 炉筒ボイラー，煙管ボイラー，炉筒煙管ボイラー，立てボイラー 

水管ボイラー 自然循環式水管ボイラー，強制循環式水管ボイラー，貫流ボイラー 

特殊ボイラー 鋳鉄製ボイラー，廃熱ボイラー，特殊燃料（RDF，RPF）ボイラー 

 

 
 

 

 

 

(2) ボイラーの燃料 

ボイラーの燃料には液体燃料，気体燃料，固体燃料，特殊燃料があり燃料消費量に対し最適な燃焼空

気量（空気比）で燃焼されボイラーの熱源とされる。 
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表2.2.4 ボイラーの燃料 

ボイラーの分類 主な燃料 

液体燃料 Ａ・Ｂ・Ｃ重油，灯油，軽油 

 

気体燃料 都市ガス，天然ガス，液化天然ガス，液化石油ガス，発生炉ガス 

（コークス炉ガス），高炉ガス 

固体燃料 石炭（微粉炭），褐炭，コークス，練炭，木材 

 

特殊燃料 木屑，一般廃棄物（ごみ），廃棄物固形化燃料（RDF，RPF） 

廃タイヤ他 

 

(3) ボイラーの排ガス測定の留意点 

排ガス測定は大気汚染防止法で規定され，ばいじん，窒素酸化物（NOx），硫黄酸化物（SOx）が定

められている。但し，硫黄酸化物（SOx）については燃料からの燃焼計算でも良いとされている。測定

分析上の留意する点は測定位置，燃料の種類及び消費量，稼動状況など安全作業と精度管理良く測定で

きることを確認する。 

 

表2.2.5 排ガス測定の留意点 

項 目 留 意 事 項 目 的 

測定位置 測定孔，排ガス温度，直管部，ステージの確保 精度管理，安全 

燃料 燃料の種類，測定時の燃料消費量 単純誤り，精度管理， 

稼動 連続運転，間欠運転 単純誤り，精度管理 

温度・湿度 燃焼用空気の水分量 精度管理，安全（雰囲気） 

測定中 定常的な運転確認 精度管理 

 

2.2.2 廃棄物焼却炉 

廃棄物は廃棄物処理法により産業廃棄物と一般廃棄物に分類される。産業廃棄物は事業活動に伴って

生じた廃棄物で，燃え殻，汚泥など 20種類に分類されている。一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物で

日常生活に伴って産業廃棄物に含まれない家庭，工場，ビル，商店からの排出されるごみ，し尿，紙く

ずなどがある。廃棄物の処理において，焼却は主要な処理方法であり，廃棄物焼却炉は事業系の産業廃

棄物や産業廃棄物の中間処理を行なう産業廃棄物焼却炉と一般廃棄物を自治体や広域化組合などで焼

却処理を行なう一般廃棄物焼却炉からなっている。 
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表2.2.6 廃棄物の分類 

○産業廃棄物 事業活動で発生した産業廃棄物，20種類 

特別管理廃棄物 産業廃棄物のうち，特に指定された有害なもの 

○一般廃棄物 産業廃棄物以外のもの 

事業系廃棄物 事業活動で発生した，産業廃棄物以外のもの 

家庭廃棄物 一般家庭の日常生活から発生したもの 

○特別管理廃棄物 一般廃棄物のうち，特に指定された有害なもの 

その他 ： 指定有害廃棄物（硫酸ピッチ）については特別な規定がある。 

除外  ： ・放射性物質及びこれによって汚染されたもの 

・漁業活動で網に掛かった水産動植物等    

・港湾，河川等の浚渫(しゅんせつ)に伴って生じる土砂，その他これに類するもの 

・土砂砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの 

 

(1) 廃棄物焼却炉の分類 

廃棄物焼却炉は処理能力（数十 kg/h～数 t/h）と火床面積（0.5 m2程度～）で小型，中型，大型など

に分類され，排ガス中のばいじん等は大気汚染防止法（大防法）、ダイオキシン類はダイオキシン類対

策特別措置法（DXN法）など、処理能力で規制値が異なっている。また，廃棄物焼却炉は廃棄物焼却量

によりバッチ炉，機械バッチ炉，准連続炉（10時間～／日 運転），連続炉（24時間運転）などに便宜

上分類されている。 

 

表2.2.7 廃棄物焼却炉の分類 

  処理能力   分 類    主な操業 

4 t/h以上 大型焼却炉 連続炉 

2 t/h以上 4 t/h未満 中型・大型焼却炉 准連続炉，連続炉，機械バッチ炉 

200 kg/h以上 2 t/h未満 小型・中型焼却炉 准連続炉，機械バッチ炉，バッチ炉 

50 kg/h以上 200 kg/h未満 小型焼却炉 バッチ炉 

 

(2) 廃棄物焼却炉の種類  

廃棄物焼却炉は廃棄物の種類と焼却能力により構造などが異なる。焼却炉の構造は廃棄物を燃焼空気

で酸化焼却方法が大半であるが，近年はダイオキシン類を発生が抑制できる還流ガス化炉（小型・中型），

ガス化溶融炉が増加している。また，廃棄物の焼却から生じた燃え殻，ばいじんは減容化，無害化，再

資源化を目的として高温で溶融する溶融炉の導入も多くなっている。 
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表2.2.8 廃棄物の種類 

  廃棄物の種類      主な焼却炉の種類 

一般廃棄物 バッチ炉，機械バッチ炉，ロータリーキルン炉，ストーカー式

焼却炉，流動床式炉，乾留ガス化炉，ガス化溶融炉 

汚泥 多段燃焼炉，流動床式炉 

廃油 液中燃焼炉 

廃酸・廃アルカリ 液中燃焼炉 

廃プラスチック バッチ炉，ロータリーキルン炉，ストーカー式焼却炉 

その他焼却炉（木くずなど） バッチ炉，機械バッチ炉，ロータリーキルン炉，ストーカー式

焼却炉，流動床式炉， 

燃え殻，ばいじんの溶融 直接溶融炉，電気式溶融炉，燃料式溶融炉 

 

廃棄物焼却炉は「廃棄物処理法」，「大気汚染防止法」，「悪臭防止法」，「騒音規正法」，「振動 

規正法」，「ダイオキシン類対策特別措置法」により法的規制がされ，特に，2002年 12月施行の改正

「廃棄物処理法」では次の焼却炉の構造基準が定められている。 

1) 空気取り入れ口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく，燃焼室において発生

するガスの温度が 800 ℃以上の状態で廃棄物を焼却できるもの。 

2) 燃焼に必要な量の空気の通風が行なわれること。 

3) 外気と遮断された状態で，定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入できること。 

4) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる装置が設けられていること。 

5) 燃焼ガスの温度を高温に保つことができるよう，助燃装置が設けられていること。 
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図 2.2.4 バッチ焼却炉の例 図 2.2.5 機械バッチ焼却炉の例
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図 2.2.6 ロータリーキルン焼却炉の例
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図 2.2.7 ストーカー式焼却炉（2 回流）の例
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図 2.2.8 流動床式焼却炉の例
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図 2.2.9 乾留ガス化焼却炉の例
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図 2.2.10 ガス化溶融焼却炉の例
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図 2.2.11 排ガス除去装置等の例
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(3) 廃棄物焼却炉排ガス測定の留意点  

排ガス測定は大気汚染防止法・ダイオキシン類対策特別措置法で規定され，ばいじん，窒素酸化物

（NOx），硫黄酸化物（SOx），塩化水素（HCl），ダイオキシン類（DXN）が定められている。測定分

析上の留意する点は，測定位置，廃棄物の種類及び焼却能力，廃棄物の発熱量などの性状，有害ガス処

理装置，集塵装置の稼動状況などがあり、安全作業の確保と精度管理された状況で測定できることを確

認する。特に，有害ガス処理装置，集塵装置の性能確認試験の測定分析においては、排ガスの温度，組

成，ばいじんの濃度など予め十分に装置を理解しておくことにより精度の良いサンプリングが実現する。 

 

表2.2.9 排ガス測定の留意点 

項 目 留 意 事 項 目 的 

焼却炉の分類 小型・中型・大型焼却炉 DXNの規制値他 

焼却炉の稼動 バッチ式，准連続，連続 測定のタイミング他 

焼却炉の種類 

 

燃焼焼却炉（バッチ，ロータリーキルン式，ス

トーカー式，流動床式），乾留ガス化焼却炉 

データの特徴，精度管理 

排ガス設備 

 

有害ガス処理装置，集塵装置，DXN 除去装置

（触媒）他 

データの特徴，精度管理 

測定位置 測定孔，排ガス温度，直管部，ステージの確保 精度管理，安全確保 

廃棄物 廃棄物の種類，測定時の焼却量 データの特徴，精度管理 

温度・湿度 燃焼用空気の水分量 精度管理，安全（雰囲気） 

測定中 定常的な運転確認，燃料の有無 精度管理 

 

2.2.3 電気炉 

製鋼用電気炉は電気アーク熱を使い鉄スクラップを溶かし製鋼する工業炉で，操業は鉄スクラップの

数回の装入（初装から 2～3回追装）から溶解・出鋼までバッチで行なわれる。鉄スクラップはくず鉄，

新断クズ，塊（甲山）などが原料で特殊金属（副原料鉱石）を入れることもある。 

電気炉の操業はスクラップヤードからバケットコンベアーでスクラップを電気炉に装入する。通電開

始で電気アーク（熱）と酸素でスクラップを溶断しながら溶け落ちてから電気アーク熱と燃料で溶解し，

その後 1回～2回のスクラップを追装し続けて溶解する。鉄溶解物は脱炭素（酸化期），加炭（還元期）

などで成分調整を行ない約 1500℃で電気炉を傾動させスラグを排出し，目的成分が調整できたら通電停

止で再び電気炉を傾動させ出鋼となる。ここまでが 1バッチ（1チャージ）で電気炉の種類（鋼種）に

もよるが約 1時間で，次の装入まで数分～10分程度の合間がある。 
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(1) 設備の種類 

電気炉からの排ガスは，燃焼塔（緩衝塔）を経て冷却塔からバグフィルター等集塵機から排出される。 

近年の設備はダイオキシン類対策でバグフィルターを通過する温度を下げるため，建屋集塵ガスとの

合流式の設備が主流となっている。 
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溶鋼  溶鋼  
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図 2.2.12 製鋼用電気炉の例
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図 2.2.13 電気炉直引系，建屋系合流式の排ガス設備の例
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(2) 電気炉排ガス測定の留意点  

排ガス測定は大気汚染防止法・ダイオキシン類対策特別措置法で規定され，ばいじん，窒素酸化物

（NOx），ダイオキシン類（DXN）が定められている。測定分析上の留意する点は，設備全体の確認（直

引系,建屋系合流式の排ガス），測定位置，製鉄原料の種類及び出鋼能力・時間，集塵装置方式，煙突の

有無などがあり、安全作業と精度管理良く測定できることを確認する。集塵装置は押し込み型と吸引型

の両者があり，前者は煙突がなく流量測定は集塵機前で測定する必要がある。また，１チャージの操業

の時間が短く排ガス組成，窒素酸化物濃度などが激しく変動するので，如何に代表的なサンプリングを

操業時に行うかが重要である。また，還元期の排ガスは一酸化炭素（CO）濃度が非常に高くなることが

あり，集塵機周辺，正圧の測定孔などは十分な注意が必要である。 

 

表2.2.10 排ガス測定の留意点 

 項 目    留 意 事 項    目 的 

電気炉の設備 直引系，建屋系合流式の排ガス，煙突の有無  データの特徴，安全確保 

電気炉の稼動 バッチの時間・連続稼動，追装回数等測定時間の確保 測定のタイミング他 

測定位置 

 

測定項目と測定位置の確保（ガス量，DXN 等の測定

位置），測定孔，排ガス温度，直管部，ステージの確

保，CO検知器常時携帯，安全帯，保護メガネ着装 

データの特徴，精度管理 

安全確保 

温度・湿度 燃焼用空気の水分量 精度管理，安全（雰囲気） 

測定中 定常的な運転確認，燃料の有無 精度管理 

 

 

＜廃棄物の参考資料＞ 

廃棄物は，廃棄物の処理及び清掃に関する法律上「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の二つに分類され

ており，産業廃棄物とは，事業活動に伴って排出される，がれき類，汚泥，廃プラスチック類などで表

2.2.11 に示す廃棄物で定義されている。ここでいう「事業活動」とは，製造業や建設業等に限定される

ものではなく，オフィス，商店等の行う商業活動や地方自治体，学校等の公共活動も含めた広義の概念

として捉えられている。 また，一般廃棄物とは，産業廃棄物以外の廃棄物をいい，主に家庭から排出

される生ごみや粗大ごみ，オフィスから排出される紙くずなどで，各市町村がそれぞれの廃棄物処理計

画に従い，収集・運搬し，及び処分することとされている。 

 

表2.2.11 産業廃棄物の種類 

種 類 具体的な例 

燃えがら 

石炭がら，コークス灰，重油灰，廃活性炭（不純物が混在すること等により

泥状のものは汚泥），産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物（集塵装置に補足

されたものは，ばいじんとして扱う。） 

汚 泥 
工場廃水等処理汚泥，各種製造業の製造工程で生じる泥状物，ベントナイト

汚泥等の建設汚泥，生コン残さ，下水道汚泥，浄水場汚泥 
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廃 油 
廃潤滑油，廃洗浄油，廃切削油，廃燃料油，廃食用油，廃溶剤（シンナー，

アルコール類），タールピッチ類 

廃 酸 
廃硫酸，廃塩酸，廃硝酸，廃クロム酸，廃塩化鉄，廃有機酸，写真定着廃液，

酸洗浄工程その他の酸性廃液 

廃アルカリ 廃ソーダ液，写真現像廃液，アルカリ洗浄工程その他のアルカリ性廃液 

廃プラスチック類 

合成樹脂くず，合成繊維くず，合成ゴムくずなど，固形状及び液状のすべて

の合成高分子系化合物，廃タイヤ（合成ゴム），廃イオン交換樹脂なども該

当する。 

紙くず 

建設業に係るもの（工作物の新築，改築又は除去に伴って生じたものに限

る。），パルプ，紙又は紙加工品の製造業，新聞業（新聞巻取紙を使用して

印刷発行を行うものに限る。），出版業（印刷出版を行うものに限る），製

本業，印刷物加工業に係るもの PCB が塗布され又は染み込んだもの（全業
種） 

木くず 

建設業に係るもの（工作物の新築，改築又は除去に伴って生じたものに限

る。），木材又は木製品製造業（家具製造業を含む。）パルプ製造業及び輸

入木材卸売業に係るもの，PCBが染み込んだもの（全業種） 

繊維くず 

建設業に係るもの（工作物の新築，改築又は除去に伴って生じたものに限

る。），繊維工業（衣服その他の繊維製品製造業を除く。）PCBが染み込ん
だもの（全業種） 

動植物性残さ 

（食料品製造業，医薬品製造業，香料製造業）原料として使用した動物又は

植物に係る固形状の不要物－醸造かす，発酵かす，ぬか，ふすま，パンくず，

おから，コーヒーかす，ハムくず，その他の製造くず，原料かす，（なお，

卸小売業，飲食店等から排出される動植物性の固形状不要物，厨芥類は，事

業系一般廃棄物となる。） 

動物系固形不要物 
と畜場において屠殺し，又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理をし

た食鳥に係る固形状不要物 

ゴムくず 天然ゴムくず（合成ゴムくずは廃プラスチック類） 

金属くず 切削くず，研磨くず，空缶，スクラップ 

ガラスくず・コンク

リートくず及び陶

磁器くず 

ガラスくず，耐火レンガくず，陶磁器くず，セメント製造くず 

鉱さい 高炉，転炉，電気炉等のスラグ，キューポラのノロ，鋳物廃砂，不良鉱石 

工作物の新築，改築

又は除去に伴って

生じたコンクリー

トの破片その他こ

れに類する不要物 

コンクリート破片（セメント，アスファルト），レンガの破片，かわら片な

どの不燃物 

動物のふん尿 畜産農業に係るもの 

動物の死体 畜産農業に係るもの 

ばいじん 

大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設，汚泥，廃油，廃酸，廃アルカリ

廃プラスチック類の焼却施設において発生するばいじんであって集塵施設

（乾式，湿式）によって捕捉したもの 

処分するために処

理したもの（政令第

2条第 13号廃棄物） 

上記に掲げる産業廃棄物又は輸入された廃棄物のうち航行廃棄物及び携帯

廃棄物を除いたものを処分するために処理したものであって，これらの産業

廃棄物に該当しないもの－コンクリート固形化物など 
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産業廃棄物のうち，爆発性，毒性，感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれ

のある性状を有するものは，特別管理産業廃棄物として別に定められており，その種類及び内容を表

2.2.12 に示す。特別管理産業廃棄物は，排出されてから処理されるまでの間，常に注意して取り扱うこ

ととされており，排出事業者に対しては，特別管理産業廃棄物管理責任者の選任など，通常の産業廃棄

物と比べ特別な管理及び処理方法が義務付けられている。 

 

表2.2.12 特別管理産業廃棄物 

種 類 具体的な例 

廃 油 
産業廃棄物である揮発油類，灯油類及び軽油類（タールピッチ類及び

その他の廃油を除く。引火点 70℃未満のもの） 
廃 酸 水素イオン濃度指数（pH）が 2.0以下の廃酸 

廃アルカリ 水素イオン濃度指数（pH）が 12.5以上の廃アルカリ 

感染性産業廃棄物 

医療機関等から排出される，血液，使用済みの注射針などの，感染性

病物原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物  
＜下記施設から排出されるもの＞ 
ア．病院，イ．診療所，ウ．衛生検査所，エ．介護老人保健施設，オ．

助産所，動物の診療施設及び試験研究所（医学，歯学，薬学及び獣医学

に係るものに限る。） 

(1) 廃 PCB等 

(2) PCB汚染物 

(3) PCB処理物 

(1) 廃 PCB及び PCBを含む廃油 
(2) PCBが塗布され若しくは染み込んだ紙くず，PCBが染み込んだ木
くず若しくは繊維くず又はPCBが付着し又は封入された廃プラス
チック類若しくは金属くず，PCBが付着した陶磁器くず，若しく
はがれき類 

(3) 廃 PCB等又は PCB汚染物を処分するために処理したもの 

廃石綿等 

・建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹付け石綿，石綿含有

保温材，断熱材，耐火被覆材及びその除去工事から排出されるプラ

スチックシート等で，石綿が付着しているおそれのあるもの 
・大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集塵装置で

集められた飛散性の石綿等 

その他の有害産業廃棄物 

水銀，カドミウム，鉛，有機燐化合物，六価クロム，砒素，シアン，

PCB，トリクロロエチレン，テトラクロロエチレン，ジクロロメタン，
四塩化炭素，1,2-ジクロロエタン，1,1-ジクロロエチレン，シス-1,2-ジ
クロロエチレン，1,1,1-トリクロロエタン，1,1,2-トリクロロエタン，1,3-
ジクロロプロペン，チウラム，シマジン，チオベンカルブ，ベンゼン，

セレン，1,4-ジオキサン，ダイオキシン類が基準値を超えて含まれる汚
泥，鉱さい，廃油，廃酸，廃アルカリ，燃え殻，ばいじん等 

 

 


