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プラント設備について 

 
＜検討目的＞ 
 

■ 新しいごみ焼却施設が周辺環境に配慮した自主規制値を遵守し、将来にわたって安全に 

処理を継続するための主要なプラント設備について検討します。 

 
 
１．検討内容 
 

ここではプラントの主な設備として、「炉構成・ごみピット容量」、「排ガス処理設備」及び

「その他の設備等」について検討します。 

本検討会において新しいごみ焼却施設における仕様として設定した以下に示す「施設規模」

及び「自主規制値」をふまえて、適切な処理設備の仕様と構成する処理システムを検討します。 
 
【施設規模】 

100 t/日 

【自主規制値】 

ばいじん ：0.005 g/m3
N以下 

塩化水素 ：10 ppm以下 

硫黄酸化物 ：10 ppm以下 

窒素酸化物  ：20 ppm以下 

ダイオキシン類 ：0.01 ng-TEQ/m3
N以下 

水銀 ：30 µg/m3
N以下 

 
２．炉構成・ごみピット容量 
 

（1）炉構成 

炉構成については、施設を建設する敷地面積の大きさや、年間のごみ処理量などをふまえ、

安定的なごみ燃焼を行うことができる炉の数を設定する必要があります。 

焼却炉を1炉構成とした場合、補修工事中や不測の事態が生じた際に焼却処理ができなくなる

ことから、秋水園に搬入される燃やせるごみを安定して燃焼処理していくためには複数の焼却

炉を設けることが望ましいと考えます。 

環境省通知「廃棄物処理施設整備費国庫補助金交付要綱の取扱いについて」（平成15年12月

15日 環廃対発第031215002号）においても、「ごみ焼却施設の焼却炉の数については原則とし

て、2炉又は3炉とし、炉の補修点検時の対応、経済性等に関する検討を十分に行い検討するこ

と」とされており、本検討においても、新しいごみ焼却施設の施設規模をふまえて、2炉構成と

3炉構成について比較し設定していくこととします。 

2炉構成のメリットとしては、3炉構成と比べると機器点数が少ないため、施設全体の面積が

小さくなることや、建設費用や維持管理費が安価になること、1炉当たりの規模が大きくなるこ

とにより燃焼が安定することなどがあります。 

 

資料２ 
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一方、3炉構成のメリットは、補修点検時や故障の際に柔軟な対応が可能であることがありま

すが、200t/日以下の施設規模の施設での採用は僅かで、比較的規模の小さい焼却施設では、安

定した燃焼の支障となることがあります。 

そのため、当市の新しいごみ焼却施設の設定した施設規模（100t/日）を考えると、2炉構成

とすることが適切であると考えます。 

 

表 1  2 炉構成と 3 炉構成の比較 

 2炉構成 3炉構成 

必要敷地面積 
○機器点数が少なく、施設全体面積は 

3炉より小さい。 
△機器点数が多く、施設全体面積は2炉

構成より大きい。 

建設費用 
○機器点数が少ない分、建設費用は3炉

に比べて割安。 
△機器点数が多い分、建設費用は2炉に

比べて割高。 

安定燃焼 
○1炉当たりの規模が大きくなること

で、3炉と比較してより安定した燃焼

が可能。 

△1炉当たりの規模が小さくなるため、

2炉と比較して安定した燃焼が難し

い。 
補修点検や 

故障時の対応 
△3炉構成と比較すると柔軟性に劣る。 ○2炉構成と比較すると柔軟な対応が 

可能である。 
運転・維持補修 

費用 
○機器点数が少なく、3炉より安価。 △機器点数が多く、2炉より高価。 

運転員の人員数 ○運転員が少ない。 △運転員が多くなる。 

○：メリット、△：デメリット 

 

（2）ごみピット容量 

① 貯留日数の考え方 

ごみピットは、搬入ごみを一時貯留して、搬入ごみ量や焼却処理量の変動に対応する役割を

もち、ピット容量の設定にあたっては、焼却炉の補修工事期間に搬入ごみを貯留する量や、震

災や水害等の発生による災害廃棄物の搬入量なども勘案することにより、一定の余裕を備えた

貯留日数を設定した上で、ごみピット容量を求めるものとします。 

必要な貯留日数の算出にあたっては、1炉休止した場合の１日あたりピット貯留量（日平均処

理量－施設規模）、焼却炉１炉あたりの年間最大補修点検日数（焼却炉停止日数30日）を用い

た以下の算定式に基づき、必要となる貯留日数を7日分と設定します。 

 

 

（26,540t/年÷365 日/年－50t/日×1 炉）×30 日/回÷100t/日 ≒ 7 日分 

 

 

 

  

日平均処理量 施設規模 焼却炉停止日数 
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② ごみピット容量の算定 

施設規模の7日分の容量を確保できるごみピット容量の算定については、以下の算定式に基づ

き、4,000 m3と設定します。 

 

 

100 t/日÷（0.172 t/m3）×7 日 ＝ 4,070 m3 → 4,000 m3 

 

 

 

（3）炉構成・ごみピット容量のまとめ 

以上の検討をふまえ、本計画において設定する炉構成・ごみピット容量を表2に示します。 

 

表 2 設定する炉構成・ごみピット容量 

設備 現在のごみ焼却施設 新しいごみ焼却施設 

炉構成 75t/日×2 炉 50t/日×2 炉 

ごみピット容量 1,500m3 4,000m3 

※現在のごみ焼却施設は建設当時（昭和 56 年）、貯留日数を 3 日、単位体積重量を 0.3t/m3 として計画。 

  

施設規模 単位体積重量 貯留日数 
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３．排ガス処理設備 
 

ごみ焼却に伴う排ガスの中には、ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物及びダイオ

キシン類、水銀等が含まれていますが、大気に放出する前にこれらは除去設備により処理され、

法令基準はもとより、設定した自主規制値を遵守できる性能を有する設備の導入が必要となり

ます。 

排ガス処理設備は、有害物質の性質に応じた除去設備を導入する必要があり、塩化水素並び

に硫黄酸化物除去設備（以下、「酸性ガス除去設備」という。）、ダイオキシン類除去設備、水

銀除去設備、ばいじん除去設備、窒素酸化物除去設備（以下、「NOx除去設備」という。）に分

けて、それぞれ適切な設備を検討します。 

 

（1）想定する排ガス処理フロー 

ごみ焼却で発生し集められた排ガスの処理の概要としては、酸性ガス除去設備、ダイオキシ

ン類・水銀除去設備、ろ過式集じん器（バグフィルタ）、NOx除去設備による処理を経て、煙突

から排出する工程となり、新しいごみ焼却施設の自主規制値を遵守するための仕様として、現

在のごみ焼却施設の処理フローと比べてダイオキシン・水銀除去設備及び触媒脱硝装置を追加

する処理システムを想定します。想定する排ガス処理フローの案を図1に示します。 

各処理設備の設定については、次項において検討を整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 想定する排ガス処理フロー 
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（2）主な排ガス処理設備等の検討 

① 酸性ガス除去設備 

ごみ焼却における酸性ガス除去設備の主な方式としては、乾式法と湿式法があります。乾式

法は、ろ過式集じん器（バグフィルタ）の前段でアルカリ剤（消石灰等）を噴霧することで、ろ

過式集じん器において反応生成物を乾燥状態で回収する方式、湿式法はガス洗浄塔を設置し、

この洗浄塔内にアルカリ水溶液を噴霧することで反応生成物を液体状態で回収する処理方式で

す。現在のごみ焼却施設では、乾式法による処理を行っています。 

設定した新しいごみ焼却施設の自主規制値の遵守にあたっては、技術的にはいずれの方式に

よっても達成が可能でありますが、安全・安定的な処理の観点、エネルギー回収の効率性、採

用実績をふまえ、乾式酸性ガス除去設備を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 乾式法による酸性ガス除去のイメージ 
（出典：さいたま市桜環境センター資料を一部改変） 

 

② ダイオキシン類除去設備 

ダイオキシン類除去設備の主な方式としては低温ろ過式集じん器法、活性炭吹込みろ過式集

じん器法、活性炭充填塔法、触媒分解法があります。 

現在のごみ焼却施設では、ろ過式集じん器と運転管理による処理を行っています。 

新しいごみ焼却施設においては、ろ過式集じん器の前段にさらに活性炭吹込み設備を備えた

活性炭吹込みろ過式集じん器設備を設定します。また、NOx除去設備で設定する触媒脱硝装置

では、触媒反応によりダイオキシン類を除去する性能も有することから、ダイオキシン類対策

については複合的な処理となります。 

 
図 3 触媒脱硝装置のイメージ 

（出典：さいたま市桜環境センター資料） 

①煙道内にアルカリ剤

（消石灰等）を吹込む。 

②酸性ガスがアルカリ剤と

反応して乾燥粉体が生成

される。 

③反応生成物の乾燥粉体 
がろ過式集じん器で除去

される。 
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③ 水銀除去設備 

水銀除去の方式としては低温ろ過式集じん器法、活性炭吹込みろ過式集じん器法、活性炭充

填塔法があり、一般的にはダイオキシン類除去設備と共通の設備が用いられます。水銀につい

ては、水銀含有製品のごみ混入を防止する啓発をしていくことが大切ですが、不慮の搬入によ

る一時的な濃度上昇に備えて、活性炭の供給量を調整できる供給装置等の導入も必要と考えま

す。 

本検討においては、ダイオキシン類除去設備と共通の活性炭吹込みろ過集じん器設備を設定

します。 
 

④ ばいじん除去設備 

ばいじん除去の方式では、ろ過式集じん器、電気集じん器などがあります。 

ろ過式集じん器は多数の円筒状の布に排ガスを通過させて粒径1µm以下の微細粒子のばいじ

ん除去が可能であり、大部分のごみ焼却施設で採用されている方式です。現在のごみ焼却施設

でもろ過式集じん器による処理を行っています。 

本検討においては、除去性能や採用実績をふまえて、ろ過式集じん器の設備を設定します。 

 

   
図 4 ろ過式集じん器のイメージ（出典：浅川清流環境組合資料を一部改変） 

 

⑤ NOx 除去設備 

NOx除去設備の主な方式は、燃焼制御法、無触媒脱硝法、触媒脱硝法があります。 

燃焼制御法は、焼却炉内のごみの燃焼条件を整えることによりNOxの発生量を低減する方式

であり、現在のごみ焼却施設では、燃焼制御法による処理を行っています。無触媒脱硝法は、

排ガス中に還元剤（アンモニア、尿素等）を噴霧して窒素酸化物を窒素に還元する方式です。 

触媒脱硝法は、還元剤（アンモニア、尿素等）を噴霧して酸化チタンや酸化バナジウムを主

成分とする触媒（※）層を通過させて窒素に還元する方式であり、3つの方式の中で最も高い除去

効率が期待でき、唯一設定した自主規制値（窒素酸化物：20ppm以下）を遵守することができ

る方式となります。また触媒脱硝法の処理工程において、脱硝効果を高めるために行う排ガス

の加熱が、白煙防止装置と同様の働きをするため、白煙防止の観点からも効果のある方式です。 

以上のことから、除去性能等をふまえ触媒脱硝装置を設定します。 
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※触媒：反応速度を速めて脱硝を促進させる物質。 
 

図 5 触媒脱硝装置のイメージ 
（出典：全国都市清掃会議、環境省等技術資料） 

 

⑥ 白煙防止対策について 

ごみ焼却に伴う排ガス中に含まれる水分が煙突から排出された後、大気に冷やされて凝結し

た水蒸気が、白く見える煙（白煙）として観察されることがありますが環境への影響はありま

せん。 

白煙防止対策について、煙突から見える白い煙を防止し、清掃工場のイメージを和らげるこ

とを目的として排ガスを加熱することが一般的です。 

当市の場合は、NOx除去設備で設定する触媒脱硝法の処理工程における排ガスの再加熱によ

り、白煙防止と同様の効果が見込まれます。現在のごみ焼却施設の煙突から見える白煙と比べ

ると大幅に改善され、特に気温の低い冬場には白煙がごくたまに見える程度になると考えられ

ます。 

 

 

（3）排ガス処理設備の検討のまとめ 

以上の検討をふまえて、本計画において設定する排ガス処理設備を表3に示します。 
 

表 3 排ガス処理設備のまとめ 

主な処理設備 除去設備 除去対象物 

酸性ガス除去設備 乾式酸性ガス除去設備 塩化水素、硫黄酸化物（SOx） 

ダイオキシン類除去設備 活性炭吹込みろ過式集じん器設備＋触媒脱硝装置 ダイオキシン類 

水銀除去設備 活性炭吹込みろ過式集じん器設備 水銀 

ばいじん除去設備 ろ過式集じん器 ばいじん 

NOx 除去設備 触媒脱硝装置 窒素酸化物（NOx） 

A 部詳細：触媒※ 
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４．その他の設備等 
 
（1）灰出し設備 

焼却残さ（主灰、飛灰）とは、焼却炉の下部から排出される主灰及び排ガスとともに排出さ

れ、ろ過式集じん器等で補足される飛灰であり、焼却後、灰中に混入している金属類や大きな

塊は、ふるいや磁石により取り除き処理施設へ搬出されます。 

当市から出る焼却残さは、東京たま広域資源循環組合のエコセメント化施設へ搬入され、エ

コセメント化による資源化を図っています。新しいごみ焼却施設においても、引き続き、エコ

セメント化施設の受け入れ基準に適合できる灰処理設備が必要となります。 

 

（2）排水 

プラント系排水は、凝集沈殿方式等の排水処理を行った後、可能な限り場内再利用し、余剰

分は公共下水道へ排水する計画とします。 

 
（3）臭気対策 

ごみピットは気密構造とするとともに、ごみ搬入車両が入退出するプラットホームの出入口

には扉及びエアカーテン（※）を設けるなど、外部への臭気の漏洩を防止します。また焼却炉稼働

時は、ごみピット内及びプラットホーム内の臭気は燃焼用空気として吸引し処理する方法や、

全炉停止時には吸引できないためごみピット内及びプラットホーム内の臭気を処理する活性炭

吸着脱臭装置を設置する方法などにより、対策を講じるものとします。 
 

（※）エアカーテン：出入口の上方や側方から空気をカーテン状に吹き出し、空気のカーテンにより臭気の

漏洩を防止する装置のことです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6 エアカーテン設備のイメージ（出典：浅川清流環境組合資料） 

 

 



 

参考－1 

参考資料 
 
１．規模別の炉数構成 
 

表 4 規模別炉構成 

 1炉構成 2 炉構成 3 炉構成 4炉構成 

50t/日以下 46％ 54％ 0％ 0％ 

51t/日～100t/日 10％ 90％ 0％ 0％ 

101t/日～200t/日 7％ 85％ 8％ 0％ 

201t/日～300t/日 0％ 68％ 32％ 0％ 

301t/日以上 0％ 46％ 53％ 1％ 

※出典：環境省 一般廃棄物処理実態調査結果（平成30年度） 

※使用開始年度及び使用開始予定年度が平成 12 年度以降で、全連続運転の施設を整理している 

（溶融施設も含む）。 

 

 
２．必要ごみピット容量の算定条件 
 

表 5 規模別炉構成 

日平均処理量 73 t/日 （燃やせるごみ 21,407t/年＋粗大ごみ等から出る可燃分 670t/年

＋災害廃棄物処理量 4,463t/年）÷365 日/年 

施設規模 100 t/日 50 t/日･炉×2 炉 

焼却炉 

停止日数 

30 日 整備補修期間 30 日（1 年間で最も長い停止日数） 
「廃棄物処理施設整備国庫補助金交付要綱の取扱いについて」 

（環境省課長通知） 
年間停止日数 85 日を上限 

＝整備補修期間 30 日＋補修点検 15 日×2 回＋全停止期間 7 日 

＋起動に要する日数 3 日×3 回＋停止に要する日数 3 日×3 回 

 

 

 
  



 

参考－2 

３．排ガス処理設備 
 
（1）酸性ガス（塩化水素 HCl、硫黄酸化物 SOx） 

酸性ガス（HCl・SOx）除去の方式は、表 6 に示すとおり、乾式法と湿式法に分類されます。 

 

表 6 酸性ガス除去設備の概要 

項目 乾式法 湿式法 

概要 ・集じん器前のダクト部に噴射注入ゾー
ンを設け、アルカリ粉体（消石灰(CaOH2)
や重曹(NaHCO3)等）を噴霧し、直接排ガ
スと接触させて硫黄酸化物・塩化水素と
反応させる。 

・反応生成物（CaCl2、CaSO4 等）と未反応
物は、ばいじんと共に後段の集じん器に
て捕集される。 

・苛性ソーダ水溶液（NaOH 等）を反応塔
内に噴霧することにより、排ガスと気液
接触させ塩化水素・硫黄酸化物を吸収す
る。 

・反応生成物（NaCl、Na2SO4 等）は塩類を
含む排水として引き抜き、洗煙排水処理
設備で処理する。 

除去効率 ・塩化水素 ：約 80～95％ 
・硫黄酸化物：約 70～95％ 

・塩化水素 ：約 95％以上 
・硫黄酸化物：約 95％以上 

設備 

コスト 
・安価。 ・高価。（乾式法より約 1.5～2 億円増） 

概略図 

 

 

特徴 ・水を使用しないため排水処理が不要で
ある。 

・構造が簡単で運転・維持管理が容易で 
ある。 

・運転操作が容易である（起動、停止が 
容易）。 

・最近の実績が多い。 

・塩類および重金属類を含む排水処理が
必要である。 

・洗浄塔内壁は、腐食、摩耗対策が必要と
なる等、運転・維持管理が複雑となる。 

・後段で窒素酸化物、ダイオキシン類の除
去装置として触媒による除去設備を設
ける場合は、熱効率が非常に悪くなる。 

・最近の実績は少ない 

注）ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版（公益社団法人全国都市清掃会議）をもとに作成。 

  



 

参考－3 

（2）ばいじん 

集じん設備（ばいじん除去設備）は、一般的に「ごみ処理施設に係るダイオキシン類発生防

止等ガイドライン」で推奨されている、ろ過式集じん器が採用されています。 

 

表 7 ろ過集じん設備の概要 

項目 ろ過式集じん器 電気集じん器 

概要 ・ろ布と呼ばれる複数の織布又は不織布に

通ガスすることにより、その表面に粒子

層を堆積させ、ばいじんを捕集するもの

である。 

・直流高電圧によるコロナ放電を利用して

ばいじん粒子を荷電し、クーロン力（＋

とーに荷電した粒子間に働く力）により

集じん電極に沈着して除去するもので

ある。 

除去効率 ・約 90～99％ ・約 90～99％ 

概略図 

 

設備概略 

 

除去機構 

 

設備概略 

 

除去機構 

特徴 ・除じん効率が良く、近年の新設炉では 

最も使用実績が多い。 

・ダイオキシン類削減の観点から、「ごみ

処理施設に係るダイオキシン類発生防

止等ガイドライン」において、ろ過式集

じん器の設置が推奨されている。 

・通風損失が小さく、ランニングコストが

小さいことから、ごみ焼却施設で広く採

用されていた。 

・ばいじんの電気的性質（電気抵抗）から

操作温度は 280～350℃が適しており、

ダイオキシン類が再合成されるおそれ

がある。 

注）ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版（公益社団法人全国都市清掃会議）をもとに作成。 

  



 

参考－4 

（3）窒素酸化物 NOx 

窒素酸化物除去の方式は、表 8 に示すとおり、無触媒脱硝法と触媒脱硝法に分類されます。 

 

表 8 窒素酸化物除去設備の概要 

項目 無触媒脱硝法 触媒脱硝法 

概要 ・アンモニアガス（NH4）又はアンモニア
水、尿素（(NH2)2CO）をごみ焼却炉内の
高温ゾーン（900℃前後）に噴霧して NOx
を選択還元する。 

・低温ガス領域（200～350℃）で触媒の存
在により、還元剤（アンモニアガス
(NH4)）を添加して NOx を窒素（N2）と
水（H2O）に還元する。 

除去効率 ・約 50～80％ ・約 70～90％ 

設備 
コスト 

・安価。 ・高価。（約 1～1.5 億円増） 

概略図 

  

特徴 ・装置が簡易的で、運転保守が容易である
が、触媒脱硝法と比較してやや除去効率
が低い。 

・最適反応温度範囲が比較的狭い。（約 800
～900℃） 

・リークアンモニアによる二次公害が予
想される。 

・通過排ガス温度を最適反応温度範囲
（200～350℃）に保つ必要があるが、近
年では200℃以下でも反応効率の高い低
温触媒の採用が多くなっている。 

・ダイオキシン類の酸化分解も可能であ
る。 

・触媒の維持管理が必要である。 
・触媒塔及び補機が必要であるが、除去効

率が良い。 

注）ごみ処理施設整備の計画・設計要領 2017 改訂版（公益社団法人全国都市清掃会議）をもとに作成。 

 

（4）ダイオキシン類 

ダイオキシン類除去設備の方式は、（2）のろ過式集じん器の前段に活性炭を吹き込む活性炭

吹込み方式、活性炭充填塔に排ガスを吹き込む活性炭充填塔方式と、（3）の窒素酸化物除去に

用いる触媒脱硝方式があります。 

 

 

（5）水銀 

水銀除去の方式は、（4）で示した活性炭吹込み方式、（1）で示した湿式方式、活性炭充填塔

による方式があります。 

 

 

触媒 
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表 9 多摩地域周辺施設の排ガス処理設備等 

項 目 柳泉園組合 
所沢市 

（東部） 
ふじみ衛生組合 西秋川衛生組合 武蔵野市 

杉並清掃工場 
（東京23区清掃一組）

浅川清流 
環境組合 

立川市 
小平･村山･大和 

衛生組合 

使用開始年度 2000 2013 2013 2014 2017 2017 2020 2022 2025 

施設規模 
t/24h（t/h） 

105t/24h 
×3炉 

（4.4t/h） 

115t/24h 
×2炉 

（4.8t/h） 

144t/24h 
×2炉 

（6.0t/h） 

117t/24h 
×2炉 

（4.9t/h） 

60t/24h 
×2炉 

（2.5t/h） 

300t/24h 
×2炉 

（12.5t/h） 

114t/24h 
×2炉 

（4.8t/h） 

65t/24h 
×2炉 

（2.7t/h） 

118t/24h 
×2炉 

（4.9t/h） 

塩化水素

（HCl） 
乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 湿式 乾式 乾式 乾式 

硫黄酸化物

（SOx） 

ダイオキシン

類 
活性炭吹込み 

触媒反応 
活性炭吹込み 

触媒反応 
活性炭吹込み 

触媒反応 
活性炭吹込み 

触媒反応 
活性炭吹込み 

活性炭吹込み 
触媒反応 

活性炭吹込み 
触媒反応 

活性炭吹込み 
触媒反応 

活性炭吹込み 
触媒反応 

水銀 活性炭吹込み 活性炭吹込み 活性炭吹込み 活性炭吹込み 活性炭吹込み 湿式 活性炭吹込み 活性炭吹込み 活性炭吹込み 

ばいじん ろ過式集じん ろ過式集じん ろ過式集じん ろ過式集じん ろ過式集じん ろ過式集じん ろ過式集じん ろ過式集じん ろ過式集じん 

窒素酸化物 
（NOx） 

触媒脱硝 触媒脱硝 触媒脱硝 触媒脱硝 無触媒脱硝 触媒脱硝 触媒脱硝 触媒脱硝 触媒脱硝 

 


