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ダイオキシン発生抑制技術

Dioxin Suppression Technology

ダイオキシンの定義，発生機構と発生抑制技術，発生防止のために必要な燃焼条件管理手法，焼却施設の運

転と冷却設備，中でも重要な燃焼室における燃焼温度，集塵器入口における排ガス温度，排ガス中のCO濃度と

ダイオキシン類濃度との関係，新しい焼却技術として次世代型ガス化溶融炉，これらの発生抑制技術に貢献す

る当社のダイオキシン類発生防止対策用CO-O2濃度計，汎用赤外分析計，ダストモニタ，燃焼制御用に利用され

るジルコニア式酸素濃度計，煙道ガス濃度計についてその役割と特長を述べる。
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This paper describes the definition of Dioxin. The formation mechanism of Dioxin and its suppres-

sion technology, combustion control method and analyzers are discussed. Especially, how Dioxin con-

centration relates with combustion temperature, cooling temperature and carbon monoxide concentra-

tion of the exhaust gas are discussed. In order to prevent from forming Dioxin, many Yokogawa's gas

analyzers have been used. CO-O2 analyzer, Infrared analyzers, Dust Monitor, Zirconia and Paramag-

netic Oxygen analyzers, stack-gas analyzers are mentioned for examples.

1. は  じ  め  に

ダイオキシンは人類が作り出した史上最強の猛毒であ

る。1960年代にベトナム戦争で米軍が使用した枯葉剤の

後遺症で問題となった。（１） 我が国でも1983年にゴミ焼却

場の飛灰中から検出されて社会的な大問題となった。 最

近でも焼却炉周辺における土壌汚染問題，野菜汚染問題

等がマスコミでも大きく報じられたことは記憶に新し

い。一方ダイオキシン類の大幅な削減を目的とした「ダイ

オキシン類対策特別措置法」（２）が2000年１月15日から施行

された。規制の網が小型焼却炉，アルミニウム合金製造

業，下水処理設備等にも広がっている。本稿ではダイオ

キシンの定義，発生機構と抑制技術に関して燃焼管理手

法，発生抑制技術，機器について報告する。

2. ダイオキシンの定義

ダイオキシンとはポリ塩化ジベンゾパラジオキシン

（PCDDs : Polychloro Dibenzo-p-dioxin）で75種類の異性

体がある。図１左にその構造を示す。

ダイオキシンに類似したものでポリ塩化ジベンゾフラ

ン（PCDFs: Polychloro dibenzo-furan）があり，135種類の

異性体がある（図１真中）。またコプラナーポリ塩化ビ

フェニール（Co-PCB）も似たような毒性を示すといわれて

おり，ダイオキシン類対策特別措置法ではこれら３種類

の化合物を総称してダイオキシン類という。中でも，

２，３，７，８の位置に塩素がついている２，３，７，

８テトラクロロジベンゾパラジオキシン（図１右）が最も

毒性が強いため，この毒性を１として他のダイオキシン

類の毒性の強さを換算して評価し，毒性等量T E Q

（Toxicity Equivalent Quantity）という単位で表す。（３）ダ

イオキシン類は無色無臭の固体で水に溶けにくく，油に

は溶けるので，人間の脂肪内に蓄積され易い性質がある。

3. ダイオキシン類の発生機構

ダイオキシン類は，酸素，塩素が存在すれば，さまざ

まな有機物から，燃焼過程および燃焼後の過程で生成さ

れる。この様子を図２に示す。燃焼過程においては，特

に300℃程度の比較的低温で燃焼するとゴミの中に含まれ

る大量の炭化水素（CxHy）が塩化水素（HC<）や塩素と反応

して，ダイオキシン類や似た構造をもつ前駆物質が発生

する。燃焼後においても，この前駆物質が飛灰表面で塩

化銅等の金属塩を触媒にしてダイオキシン類が生成され

図１　ダイオキシン類
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る。この様子を図３に示す。

以上の発生機構より，ダイオキシン類発生を抑制する

方法としては，良好な制御条件下での燃焼，すなわち充

分な高温，適切な滞留時間，酸素との混合とガス処理設

備を備える必要があることが分かる。

4. ダイオキシン類発生抑制技術

我が国におけるダイオキシン類排出量は環境庁データ

によると平成10年に約2900g-TEQ／年で，その90％は一

般廃棄物焼却施設と産業廃棄物焼却施設から排出されて

いる。ダイオキシン類の発生を抑制する焼却施設のイ

メージを図４に示す。（４） 施設は，燃焼室，冷却設備と排

ガス処理設備により構成され

ている。

燃焼室においてダイオキシ

ン類の発生を抑制するには完

全燃焼をさせることである。

そのために燃焼温度を800℃以

上（望ましくは850℃以上）にす

る。燃焼温度とダイオキシン

類濃度との関係を図５に示

す。800～850℃以上でダイオ

キシン類濃度が著しく 減少

し，それ以下では大幅に増加

している。

800～850℃以上での滞留時

間を２秒以上とすることによ

り完全燃焼をさせる。更に外

気と遮断すること，焼却灰の

熱しゃく減量が10％以下にな

るように焼却をすることが必

要である。 運転の開始時には

助燃装置を作動させることにより炉の温度を速やかに上

昇させ，停止時は炉温を高温に保ち，廃棄物を燃焼しつ

くす必要がある。これらを実現するために，ゴミの投入

時には廃棄物を均一に混合すること。また廃棄物を定量

ずつ連続して供給する装置，温度計や記録計を含めた燃

焼制御装置と供給空気量を調節する装置による燃焼空気

配分の適正化が必要である。炉内の構造も渦流を起こさ

せて，燃焼ガスと二次空気との接触と混合を促進する必

要がある。

冷却設備においては，集塵器に流入する燃焼ガスの温

度を概ね200℃以下に冷却する必要がある。集塵器入口に

おける排ガス温度とダイオキシン類濃度との関係を図６

に示す。集塵器に流入する燃焼ガスの温度を連続的に測

定・記録することも義務付けられている。燃焼ガスの冷

却のためには温度だけでなく，水噴射の方法，位置の適

正化を図る等により急速に冷却して，ダイオキシン類の

発生を抑制する必要がある。

図２　燃焼過程におけるダイオキシンの発生

図３　燃焼後のダイオキシン類の発生

図４　焼却施設のイメージ図
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排ガス処理設備においては，生活環境保全上の支障が

生じないようにするため，バグフィルタのように高度の

煤塵除去機能を有するものが使用されている。（５） バグ

フィルタとは，円筒あるいは袋状のフィルタの役割をす

るろ布に排ガスを通し，ろ過することによって 排ガス中

の煤塵除去を行う装置のことである。煤塵の大量飛散を

防ぐ対策として，バグフィルタの破れを初期の微小な段

階で検知する必要がある。そのセンサとしてダストモニ

タが使用されている。更に塩化水素の除去のためには消

石灰の吹き込み等も有効である。活性炭，活性コークス

等の吸着層の設置あるいは吹き込みも行われる。（６）

排ガス中のCO濃度の連続測定と記録も義務付けられて

いる。現時点では，ダイオキシン類を直接現場で連続的

に測定することが実用的でないため，CO濃度を指標とし

て使用することにより，ダイオキシン類の発生を抑制す

るもので，排ガス中のCO濃度が100 ppm以下になるよう

に焼却しなければならない。煙突出口における排ガス中

のCO濃度とダイオキシン類濃度の関係を図７に示す。

CO濃度が100 ppm以内ではダイオキシン類の濃度が大幅

に減少していることが分かる。

5. 次世代型ガス化溶融炉

従来のゴミ焼却炉を改良して新たな規準を達成するた

めには莫大な改修費用が必要となる。このため1997年の

排出規制強化から１年で，約2000の焼却施設が廃・休止

した。（７） このような経緯もあり，ゴミ焼却技術も世代交

代が進んでいる。新しい焼却技術はガス化溶融炉と呼ば

れる。例を図８に示す。

ガス化溶融炉は従来の炉とは異なり，ゴミをそのまま

焼却しない。まずガス化炉において400～600℃程度の温

度で，無酸素または低酸素濃度状態で「蒸し焼き」にす

る。（８） この時に発生する可燃ガスと炭素分は溶融炉に送

られる。溶融炉では可燃ガスを用いて炭素部分を1200℃

以上の高温で燃焼させる方式である。高温燃焼のためダ

イオキシン類の発生を大幅に抑制することができる。熱

量のロスも従来の炉より少なく，燃焼後の熱をボイラで

回収し，効率良く発電等に利用することも可能である。

また燃焼後の灰の量が従来の炉より10分の１程度と少な

い上に，タイルや道路のブロック等へ有効利用すること

ができる。また金属物は酸化されずにそのまま排出され

るため再利用が可能となる。このようにダイオキシン類

の発生抑制だけでなく資源の再利用という利点もあるた

め「次世代炉」として注目を集めているが，稼動実績は少

なく，大半はまだ実証プラントの段階である。このプラ

ントでは「蒸し焼き」後のガス成分が非常に重要である

が，高ダスト，タールが多い等の問題で，ガス成分を連

続で測定することが非常に難しい。当社では長年の経験

とノウハウを活かし，各ガス化溶融炉ごとに最適なサン

プリング装置を提供している。

図５　燃焼温度とダイオキシン類濃度の関係 図７ 煙突出口における排ガス中のCO濃度と

ダイオキシン類濃度の関係
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6. ダイオキシン類発生抑制技術に貢献する
当社のガス分析計

当社のガス分析計はダイオキシン類発生抑制技術に貢

献している。ダイオキシン類発生防止対策用CO-O2濃度

計SG400は廃棄物焼却炉専用機として，当社の温度計か

らの信号とともに燃焼排ガス中のCO， O2濃度の連続測

定・記録に使用されている。自動校正，O2換算演算機能

を標準装備し，省メインテナンスと，図９に示すように

前面から保守が行える省スペース型となっている。

排ガス処理設備の煤塵を除去するバグフィルタの破損

検知，あるいは電気集塵装置の集塵効率向上のためにダ

ストモニタDT400Gが使用されている。ダスト検出部に

摩擦静電気方式を採用しており，ダスト付着による出力

変動が少なくメンテナンス頻度を大幅に減らすことがで

きる。図10に示すようにセンサと変換器が一体構造であ

るため，設置工事が容易である。

次世代型ガス化溶融炉では，ガス化炉における可燃ガ

ス中の酸素濃度測定に磁気式酸素濃度計MG8Gが使用さ

れている。またCO，CO2濃度測定に汎用赤外分析計

IR100が使用されている。IR100を図11に示す。

ダストとタール分が多いガス化炉での測定であるた

め，当社の豊富なサンプリングノウハウが活かされてい

る。燃焼制御用にも当社のジルコニア式高温用酸素濃度

計ZA8Cが検出器ZO21D-Hと高温用プローブアダプタ

図11　汎用赤外分析計 IR100

図９ ダイオキシン類発生防止対策用CO-O2
濃度計SG400

ZO21P-Hとともに使用されている。ダスト量が多いた

め，間欠的にブローバックを行い，ダストを除去して測

定している。煙道ガス濃度計SG800は燃焼排ガス中の

NOx，SO2，CO，CO2，O2の５成分の同時測定が可能で

ある。高感度で広い測定レンジと干渉補償形検出器採用

で干渉ガスの影響がほとんどなく，自動校正機能を標準

装備した高信頼形になっている。

7. お  わ  り  に

ダイオキシン類発生抑制技術は我々の健康と生態系へ

の影響を避けるために重要かつ不可欠である。更にダイ

オキシン類の対策には根底にあるゴミ問題の解決が欠か

せない。ゴミの発生量を減らしたり，分別，リサイクル

を進めていくことにより，発生源からの発生抑制が必要

である。

当社においても今後更なる研究開発を行い，ダイオキ

シン類発生抑制対策だけでなく，すべての計測制御情報

技術を駆使して地球環境改善に貢献していきたい。
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