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ダイオキシン排ガス連続モニタリング
～ＡＭＥＳＡ及びＤＭＳについて～
Dioxin Coutious Monitoring System

～ ＭＥＳＡ( ) ( )～A Germany and DMS Austria

青山 貞一(環境総合研究所)、池田こみち(環境総合研究所)、鷹取 敦(環境総合研究所)

Teiichi Aoyama Komichi Ikeda, Atsushi Takatori、

焼却炉排ガス中ダイオキシン類の測定課題1.

平成 年度末現在、一般廃棄物焼却施設及び産業廃棄12
物焼却施設など 「ダイオキシン類対策特別措置法」の定め、

る大気基準適用施設は、およそ２万施設（事業所数）に達

している。それらの施設では、同法の第四章ダイオキシン

類による汚染の状況に関する調査等、第二十八条（設置者

による測定）に従って、毎年１回以上排ガス等についての

測定を行うこととなっている。ダイオキシン類対策特別措

置法施行規則第二条においては、次のように規定されてい

る。

測定方法）(

第二条 法第八条第二項第一号及び第四十五条第三項並

びにダイオキシン類対策特別措置法施行令（以下「令 」

という ）第四条第一項の総理府令で定める方法は、次の。

とおりとする。

一 排出ガスを測定する場合にあっては、日本工業規格

Ｋ０ によるほか、次によること。311
イ 排出ガスの採取に当たっては、通常の操業状態にお

いて（令別表第一第五号に掲げる施設にあっては、燃

焼状態が安定した時点から一時間以上経過した後）原

則四時間以上採取すること。

、 、焼却炉の排ガス中ダイオキシン類の測定方法は 現在は

「排ガス中のダイオキシン類及びコプラナーＰＣJIS K 0311
Ｂの測定方法」として規格化されている。それによると、

試料の採取方法は次のように規定されている。

これは、焼却炉の燃焼条件、燃焼管理が一番良好なとき

に「４時間以上」試料採取（ 時間でも可）することを義務4
づけるものであり、これでは実態に即した排ガス濃度の把

握は不可能である。米国環境保護庁（ＥＰＡ）の排ガスサ

ンプリングマニュアル( )では、日本の場合Method 1,2,5,23A
のように立ち上げ時や立ち下げ時などの燃焼状態が不安定

。な時間帯をサンプリングから除外するといった規定はない

公共事業として設置・運営されている一般廃棄物焼却施

設の排ガス中ダイオキシン類の測定が事業者自身により実

施されること自体、第三者性に乏しく、地域住民の信頼を

得にくいことに加え、上記のような試料採取手順が公定法

となったことにより、年に１回、事業者（一部事務組合や

自治体直轄事業体）から提供される測定結果に対する信頼

は大きく失われている。これについては、産業廃棄物焼却

施設においても同様の課題がある。

事業者が実施する年に１回程度の排ガス中ダイオキシン

類測定には、次のような疑義があることが繰り返し指摘さ

れていることも事実である。

(1)濃度測定用のいわゆる「検査ゴミ」

いわゆる排ガスの試料採取時に、通常の操業状態と全く

異なるゴミ、すなわち検査用のゴミを使うことがあること

が従来から指摘されている。有機塩素系の廃棄物が含まれ

るか否かで、排ガス濃度は著しく異なる。通常はプラスチ

ック廃棄物を焼却しているにもかかわらず、測定分析のと

きだけそれを分別していれば濃度は１／１０～１／１００

００に低下することが推定される。

(2)最も低い値を届け出

焼却炉排ガス濃度の測定では、何回か測定し、最も低い

値だけを届け出ることなどが指摘されている。これについ

て、ダイオキシン対策特別措置法 施行規則第二条（測定

方法）には次のように規定されている。

三 法第四十五条第三項に基づき測定する場合には、前

二号の規定によるほか、次によること。

イ 同一試料について二回分析を行い、それらの分析に

よるダイオキシン類の量（法第八条第二項第一号に規

定する換算の方法により換算した量をいう。以下この

号において同じ ）のうち小さい方を測定結果とするこ。

と。

ロ 次のいずれにも該当する場合にあっては、同一試料

について再度の分析を行い、当該再度の分析によるダ

イオキシン類の量がイの測定結果より小さい場合は、

イの規定にかかわらず、当該再度の分析によるダイオ

キシン類の量を測定結果とすること。

・イによる測定結果が排出基準又は総量規制基準に適合

しないとき

・別表第三の中欄に掲げる異性体（当該異性体について

のイに規定する分析による二回の測定量がいずれも定

量下限以上であるものに限る ）のうち少なくとも一の。

異性体について、当該二回の測定量の平均値と、当該

二回の測定量のうち小さい方との差が、当該平均値に

十分の三を乗じて得た値を超えるとき

他の測定費を流用するなどして事業者に都合のよい結( )3
果が得られるまで測定する

現状の法律では、事業者の自己申告による測定分析が原

則となっているため、立ち入り検査時に排ガスを測定する

以外には、これらをチェックすることは困難である。測定

分析調査に要する費用からこれをチェックすることもある

程度は可能だが、他の調査費を流用していると外部では確

認できない場合が多い。

(4)サンプリングスパイク実施有無

排ガス、環境大気中のダイオキシン測定では、米国、カ

ナダではＳＳ（サンプリングスパイク）の実施が義務づけ
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られている。これは長時間排ガスや大気をサンプリングす

る場合、サンプリングの途中にろ紙やウレタンなどを素通

りしたり、一旦採取したものが揮散することを監視するた

めのものである。日本では永年これが義務づけられていな

い。その後、筆者らの指摘を受ける形で、測定マニュアル

にはサンプリングスパイクの使用が望ましい、という記載

はされたものの、実際に行われているかどうかの確認はき

わめて難しい。

２．新規排ガス規制値が維持されていることの保証

平成 年 月 日から、日本でもダイオキシン類の新14 12 1
規排ガス規制値が施行される。一般廃棄物焼却施設では、

広域大型化が進み新設炉では、 以下が適用0.1ng-TEQ/m N3

され、一歩欧米並みの基準に近づくことになる。しかし、

焼却炉が大型化し、燃焼されるゴミの質が多様化・大量化

すればするほど、焼却炉の燃焼管理は難しいものとなり、

法律が定める「常時絶対」に 以下が維持さ0.1ng-TEQ/m N3

れているかどうかを確認することは、年に１回の排ガス測

定では不可能である。

そこで、膨大な公的資金を投じて建設される新設焼却炉

の燃焼及び排ガス処理を含め、すべての設備・機器類が投

資に見合う性能を発揮しているかどうか、また、地域住民

に対して約束した排ガス濃度を維持しているかどうかを第

三者的に保証することが行政としての最も重要な責務であ

る。

環境総合研究所が行ったＥＵ諸国への現地調査のうち、

とくにベルギーの事例は、新設炉ではないものの、ダイオ

キシン類排ガス規制値 以下を達成するため0.1ng-TEQ/m N3

に投じた排ガス浄化設備の投資効果を確認するためにも、

排ガス連続モニタリングシステム(ＡＭＥＳＡ，ＤＭＳ)の

。 、導入が不可欠であったことをはっきりと示している また

高度な焼却炉の運転管理・維持管理技術を習得する上でも

有効であったことが指摘されている。

排ガス常時モニタリングシステムの導入のための初期投

資や稼働後の測定分析費、メンテナンス費などは、導入に

よる効果を考えればほとんど考慮するに足らないものであ

ることも指摘されている。

３．ごみの減量化及び排出抑制に向けた市民意識の喚起

以上述べたように、一般廃棄物焼却炉への排ガス連続モ

ニタリングシステムの導入は事業者側、行政側に大きな効

果をもたらすことは明らかであるが、さらに、市民に対し

ても大きな役割を果たすことが可能となる。排ガス連続モ

ニタリングシステムの導入で定期的に公表される排ガス中

のダイオキシン類濃度やその他の環境項目の変化に関心を

持つことにより、自分たちが排出するごみの質と量、分別

のあり方などについても常に細心の注意を払うことが求め

られることになる。安全な焼却炉の運転管理は維持管理費

の削減にも直結するものであり、最終的には市民の税金に

よる負担も軽減されることになる。

・ 等の導入により、市民と事業者、行政のAMESA DMS
三者が透明性の高い監視データを共有化することができ、

よりよい廃棄物対策の推進が可能となる。

今回の調査で、グリーンピースベルギーの運動家が指摘

しているように、排ガス連続モニタリングシステムを導入

すれば、何でも焼却できるという安易な考え方に帰結する

のではなく、長期目標として「脱焼却 ・ 脱埋め立て」を」「

実現するため、本来の「循環型社会」を構築するために、

、出口対策としての焼却やモニタリングシステムの議論から

発生抑制・減量化・資源化のための経済政策、物作りなど

入り口の議論へと進むことが求められている。

現に、 諸国の一般廃棄物排出量をみると、一人一日当EU
たりのごみの排出量が、 諸国平均で 程度であるOECD 1kg
のに対して、ヨーロッパ北部の諸国では、事業系一般廃棄

、 、物も含めて一人一日当たり ～ ｇ程度となっており500 700
我が国の政令指定都市など大都市に比べて少ない。また、

廃棄物問題だけでなく、温暖化問題など環境問題全般に対

する関心の高いこの地域では、国際的な共通認識と合意に

基づき、焼却施設の設置数もできるだけ少なくて済ませる

ことができるような政策が推進されている。

我が国においても、平成 年 月 日からの新規排ガ14 12 1
ス規制値の施行を機に、焼却炉をはじめとする発生源の監

視を強化するとともに、廃棄物の排出抑制・減量化・資源

化・再利用方策の具体化に向けた合意形成を推進すること

が不可欠となっており、そのための第一歩として、排ガス

連続モニタリングシステムのような監視システムを導入す

ることはきわめて意義のあることと言える。

４．高温連続焼却に伴う排ガスの

総合的な排出管理に向けて

現在、国の指導のもとで各自治体では一般廃棄物焼却施

設の広域大型化、高温連続焼却方式へと施設の整備・改善

を進めている。それによって排ガス中のダイオキシン類濃

度が大幅に低下できるということが地域住民に対する大き

な説得材料となっている。しかし、高温連続焼却は、確か

にダイオキシン類の排出濃度はある程度低下させることが

できるが、一方で、今まで以上に重金属類や窒素酸化物な

どを大量に排出させることが指摘されている。廃棄物の焼

却処理による環境リスク・健康リスクを正しく認識するた

めにも、ダイオキシン類のみに着目するのではなく、総合

的な排ガス中の汚染物質の監視を行っていくことが必要と

なっている。 では、新たな排ガス規制基準を 指令とEU EU
して発行し、一般廃棄物焼却施設からの排ガスの管理を強

化していく方針を打ち出している。その意味でも、ダイオ

キシン類をひとつの指標として総合的に管理できるモニタ

リングシステムの導入はきわめて重要なものとなると考え

られる。

参考までに、 における廃棄物焼却施設の排ガス規制措EU
置についての概略を以下に説明する。

EU Directive 2000/76/EC,が最近発行した２つの指令（

）は重要な内容を含んでいる。この指令に示され28/12/2000
2002 12 28た排出ガス規制基準は すべての新設炉が 年 月、 、

日までに、また、既設炉は 年 月 日までに適応し2005 12 28
なければならないものとして発表された。

すべての 加盟国は、ヨーロッパ議会で決定され批准EU
されたこの指令に準拠するよう各国の環境法の整備を行う

ことが義務づけられている。各国政府は、この指令の内容

を独自に解釈し適用することが許されている。ちなみに、
3

オランダでは 窒素酸化物 の排出規制値を、 （ ）NOx 70mg/Nm
と、規制基準の よりも相当程度強化している。200mg/Nm3
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焼却炉の排ガス濃度は、炉の規模や型式、投入する廃棄

物の組成や燃焼管理方式によって大きく異なる。新しい規

制基準値に適合するために、各種汚染物質について、一層

の削減努力が必要であるとされている。

５．ＥＵにおける排ガス連続モニタリングシステム

焼却炉排ガスを２週間ないし１ヶ月間隔でサンプリング

し、サンプル中のダイオキシン類を分析し、２週間ないし

１ヶ月の平均濃度を求めるためのシステムは、ドイツ及び

オーストリアの民間環境ベンチャー企業により研究開発さ

れ、すでに実用に供されている。

、 、 、ドイツの企業は ベッカーメステクニック社 製品名は

Absorption Method for Sampling of Dioxin andＡＭＥＳＡ(

)、オーストリアの企業は、ダイオキシン・モニタリFurans
ン グ ・ シ ス テ ム 社 で あ り 製 品 名 は 、 Ｄ Ｍ Ｓ

（ ）である。DioxinMonitoringSystem
いずれも焼却炉の煙突の煙道にプローブを設置し、排ガ

スを連続的にサンプリングし、フィルター等に蓄積させる

ための「サンプリング・ユニット」とサンプリングを制御

し、排ガス量、排ガスの流速、温度、湿度などのデータを

監視する「コントロールユニット」から構成されている。

技術的仕様の詳細を表１に示した。表では、ドイツのシス

テムとオーストリアのシステムが比較できるようにしてい

る。

両システムの違いは、主としてサンプリングユニットあ

る。ＡＭＥＳＡは高温の排ガスを水冷することにより摂氏

７０度以下にする方法をとっている。この方法は簡易であ

るが、１日３リットル程度の水滴などの凝縮物が生ずる。

これに対し、ＭＤＳでは冷却した清浄な圧縮空気を混合チ

ャンバー内で排ガスに混ぜることにより、排ガスを実質的

に水滴を出さずに冷却する希釈法を採用している。

また連続して使用するうえで装置の維持管理がきわめて

重要なものとなるが、ＤＭＳではプローブ内に粒子状物質

やススが付着するのを遠隔操作でクリーンアップすること

ができるところに大きな特徴がある。

なお、以下はＤＭＳの使用手順の概要である。

ＤＭＳの測定分析の基本手順（概要）

①準備作業（サンプリングスパイク）

まずカートリッジに装着される各種フィルターに、内標

準物質のスパイクを行う。いわゆるサンプリングスパイク

を行う。サンプリングスパイクした３種のフィルターをサ

ンプリングユニットのカートリッジに装着する。これを清

掃工場に搬入し、ダイオキシン・モニタリング・システム

（ＤＭＳ）に装着する。この作業は、自社内のラボでの可

能だが、通常、ダイオキシン類分析を担当する機関に依頼

する。

②自動連続測定

ＤＭＳが稼働する。ＤＭＳはあらかじめ決められた測定

期間のなかで自在に稼働させることが可能である。たとえ

ば焼却炉の操業停止などの特殊条件をコントロールユニッ

トが検出することで、必要に応じ測定を停止させることも

出来る。ＤＭＳは、測定期間終了後にフィルターを交換す

るまでサンプリングする、あるいはあらかじめ設定した時

間、たとえば８時間までサンプリングをすると言った方法

を選択できる。

③フィルター中のダイオキシン類分析

フィルターユニットを次のユニットと置き換え、ユニッ

トをラボに送る。ダイオキシン類が付着、蓄積している３

種のフィルターを抽出、前処理、 と言った通HR-GC/HR/MS
常のダイオキシン分析の手順にかける。

④測定分析結果の報告

ＤＭＳのサンプリングデータをもとに排ガスモニタリン

グ期間に対応したダイオキシン類の平均平均値が計算され

。 、 、 。る 通常 ２週に１回 年間２６回の測定分析が行われる

この作業により、排ガス中ダイオキシン排出量も推計され

る。

図１ ドイツ製、ＡＭＥＳＡシステムの概念図

図２ オーストリア製、ＤＭＳのシステムの概念図
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ベルギーの焼却炉に導入されたＡＭＥＳＡの視察写真 1

ウィーン郊外の焼却炉に導入されたＤＭＳの視察写真２

図３ 連続モニタリング結果の例(ＡＭＥＳＡ）

図４ 連続モニタリングの例( )DMS

６．日本における排ガス連続モニタリングシステム

導入への手順

排ガス連続モニタリングシステムのひとつ を開AMESA
bm becker messtechnik gmbh Jurgen発したベッカー社（ ）の

氏は 年２月に日本を訪問し、廃棄物問題にReinmann 2002
取り組む弁護士、研究者、 ・市民団体とも意見交流すNGO
るなど日本における廃棄物処理の実態と課題について情報

を得ている。また、 年９月に韓国慶州で開催された国2001
際ダイオキシン会議（ ）において、環境総合研Dioxin 2001
究所をはじめ、いくつかの民間研究機関や分析機関との意

見交換を進めており、日本に を導入する上での民AMESA
間企業相互の連携についても検討を行ってきた。

ドイツ、ベルギー、オーストリアの調査でも明らかにな

ったように、日常的なシステムの維持管理はきわめて簡単

なものであり、焼却施設の職員によって行われるのが一般

的である。現在、日本での普及のために、部品や機器類の

交換、補充、故障時の対応などについて、適切なサービス

が提供できる国内企業との提携関係が構築されつつある。

一方、システム取り付け後の排ガス中ダイオキシン類試

、 、料の測定分析については 地域住民の信頼を得るためにも

事業者の意向や意図に左右されることのない分析機関の関

与が極めて重要となる。焼却施設（一部事務組合や自治体

直轄工場）の委託を受けて排ガス等のダイオキシン類分析

を行ってきた分析機関の場合には、業務発注形態のあり方

や結果の評価に際しての信頼性の観点から従来多くの疑義

が指摘されてきていることもあり、 や の信頼AMESA DMS
性を確保するためにも、第三者として的確な分析及び評価

が可能な分析機関が関与することが望ましい。

なお、システム導入のための費用に関しては、新規焼却

施設の建設費やダイオキシン対策のための恒久対策費用が

数百億円から数十億円かかるのに対し、連続モニタリング

システムの設備費は 万円前後と廉価であることから大2,000
きな課題とはなり得ない。ただし、現在の我が国の廃棄物

焼却施設の建設費や対策費は、大半が国庫補助及び地方交

付金によってまかなわれていることから、国（環境省）の

補助金を利用する上での制約条件とならないよう、こうし

たモニタリングシステムの導入に対しての国の理解も不可

欠である。
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項目 主要な点の比較
DioxinMonitoringSystem DMS AMESA( )

メーカー オーストリア（ウィーン） ドイツ（フランクフルト）
DioxinMonitoringSystem BeckerMesstechnik社

社
基本設計 工業用
測定時間 時間～ 週間（最少２時間） 時間～４週間6 6 6

測定レンジ 時間 ～6 0.01 - 100 ng 0.0001
3 3TEQ/m 10ng-TEQ/m

6 0.0001 - 10 ng週間
3TEQ/m

3 3
測 定 可 能 ダスト濃度 ～ ～0 100mg/m 0 20mg/m

4 30m/s 2 30m/s範囲 排ガス速度 ～ ～
排ガス温度 ℃（冷却前温度） ～ ℃（冷却前温度）-30 to 450 70 400

3
水分量 300g/m
設置環境 ～ ℃ ～ ℃0 50 5 40

XAD-II採取フィルタ グラスウールフィルタ１＋
ポリウレタンフォーム２

排ガス採取方法 圧縮空気による希釈法 水冷法（排ガス温度が
混合チャンバーはチタン製 低い場合は空冷）

90% -内標準回数率 以上
6bar 15m /h 3 7bar圧縮空気供給 、 ～

3

プローブ(排ガス採取管)数 ２つ（煙突中心部及び煙突端） １つ（煙突中心部）
チタン製 チタン製

測定対象物質 ガス状物質と粒子状物質を ガス状物質と粒子状物質を
別々に分析が可能 同時に分析

メンテナンス間隔 原則メンテナンス不要 通常年１回
（通常１～２年に１度）

-漏れテスト インターネット回線により完全自動

プローブクリーニング 自動実施 カードリッジ交換時に
手動で実施

1 -使用前フィルタ保存可能期間 年
-使用後フィルタ保存可能期間 １年（最大５％ロス）

サンプリング後の排ガス処理 煙道に返却 煙道に返却
-流量計測キャリブレーション ２つの流量計で測定毎に実施
-流速計測キャリブレーション ゼロ圧力法により実施

サンプリング後の凝縮物処理 水分、凝縮物は出ない 排ガスの水分によるが１日約
３リットルの凝縮物が出る。

排水管を通して
遠隔制御 電話回線 インターネット経由でコマ 電話回線経由でコマンド操作/

ン ド 操 作 ・ 各 種 計 測 表 示 が 可 能 。 専 ・各種計測表示が可能
用ホームページ上で操作可能

常時監視データ サンプリングガス量 排ガス気圧
希釈空気量 排ガス速度
排ガス湿度 排ガス温度
排ガス温度 サンプリングガス速度
排ガス速度 カートリッジ温度
排ガス気圧 空冷ガス温度

サンプリングガス温度 凝集物量
サンプリング偏差 ポンプ速度isokinetic

データ転送 電話回線 インターネット経由 カード経由/ SRAM
1kw 30W 1m 1.1kW消費電力 ＋ （ ごと） 約

230V,50Hz
(オプシ115V,50/60Hz

ョン）
設置場所 屋内・屋外 屋内・屋外

認証 欧州ダイオキシン測定標準 ドイツＴＵＶ認証
適合EN 1948-1

( ）適合EN 45001 ISO 25
適合ISO 9096
適合EN 13284-1

認証 米国環境保護庁（ＥＰＡ） 米国環境保護庁（ＥＰＡ）
２５準拠 ２３Ａ準拠Method Method

欧州ＥＮ 準拠 （但しオプション）1948-1
導入実績数 １２ ６０


