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資料１ 
４つの処理方式による処理システムの概要 

環境事業団ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業検討委員会「ポリ塩化ビフェニル廃棄物（高圧

トランス・高圧コンデンサ等）処理施設に係る技術的条件及び環境・安全対策について」より

抜粋 

 
①脱塩素化分解方式又は光分解方式による処理システム 
（前処理を、基本的に洗浄のみ、又は真空加熱分離のみで行う場合もある。） 

 
 ②水熱酸化分解方式による処理システム 

 
 ③還元熱化学分解方式による処理システム 

 

生成ガス分解完了確認 

受入･保管 
抜油 

本体切断･解体等 

抜油ＰＣＢ 

固形物 

液体蒸発 

固形物蒸発 

卒業判定用解体･分別 部材卒業判定 

還元熱化学分解 

熱源として利用 

リサイクル 
等の処理 

気液分離水分解完了確認 

受入･保管 
抜油 
粗洗浄 

本体解体･分別･破砕等 

抜油ＰＣＢ 
洗浄回収ＰＣＢ 

含浸性部材 

卒業判定用解体･分別 

水熱酸化分解 

含浸性部材 

非含浸性部材 洗浄 部材卒業判定 リサイクル 
等の処理 

再生循環利用等 

含浸性部材 真空加熱分離 

脱塩素化分解 又は 光分解 

処理済油分解完了確認 

受入･保管 
抜油 

粗洗浄 
本体解体･分別･破砕等 

抜油ＰＣＢ 
洗浄回収ＰＣＢ 
分離回収ＰＣＢ 

洗浄 部材 
卒業 
判定 

卒業判定用

解体･分別 

リサイ 
クル等 
の処理 

洗浄 非含浸性部材 
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資料２ 

環境保全・安全対策での考え方 

環境事業団ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業検討委員会「ポリ塩化ビフェニル廃棄物（高

圧トランス・高圧コンデンサ等）処理施設に係る技術的条件及び環境・安全対策について」

より抜粋 

① 処理済物の卒業判定の考え方 
事 項 内  容 
試験頻度 払出ごとに安全確認がなされるよう、処理工程に応じて適切なロット単位

で判定試験を行う。 
試験方法 試運転期間を通じて処理済物の種類に応じた適切な判定試験方法とサンプ

リング方法を設定する。 
管理目標 廃棄物処理法に基づき、廃棄物の種類ごとに定められた次の卒業判定基準

を遵守しつつ、できる限り低減化に努める。 
廃プラスチック類・金属くず  
（洗浄液試験法）：0.5mg/kg 洗浄液 
（拭き取り試験法）：0.1 μg/100cm2 
（部材採取試験法）：0.01mg/kg 部材 
その他（溶出試験法） 0.003mg/L 検液 
廃油：0.5mg/kg 
廃酸・廃アルカリ：0.03mg/L 

分析方法 廃油の分析を除いて基本的に公定法によることとし、迅速分析法を用いる

場合には、処理方式に応じた適切な迅速分析法を設定し、試運転期間中に

公定法による分析との相関を十分に確認する。ただし、試運転期間の卒業

判定のための分析は、まず公定法により行うことを原則とする。 
分析体制 卒業判定の分析は、施設内分析を基本とし、確実な卒業判定ができる分析

体制を確保する。迅速分析法を用いる卒業判定については、通常の運転開

始後、外部分析機関に委託して、適宜公定法による測定を行うこととし、

迅速分析法との相関を定期的に確認する。 
判定前の

保管 
判定試験前の処理済物の保管にあたっては、外部からの汚染を受けないよ

うに十分配慮するとともに、それぞれの判定に要する時間を考慮して必要

な容量を確保する。 
再処理 判定試験の結果、卒業判定基準を満足しない場合においては、施設内で基

準に適合させるための再処理を行う。 



 

15 

② 管理区分と管理の考え方 
 

 区分の考え方 関係する主な工程 管理の考え方 
管理区域

レベル３ 
通常操業下で PCB による作

業環境の汚染の可能性があ

るため、レベルの高い管理が

必要な区域 

大型トランス等の

粗解体工程 
解体・分別工程の

一部 
 

・強制換気、負圧維持 
・局所排気等による作業環境の維持 
・排気処理、排出モニタリング 
・入域者の管理、関係者以外立入禁止 
・作業に応じた十分な保護装備の着用 
・作業環境モニタリング 
・地下浸透防止措置、流出防止措置 

管理区域

レベル２ 
工程内の PCB はグローブボ

ックス等により隔離されて

いるため、通常操業下では

PCB による作業環境の汚染

はないが、工程内の作業で間

接的に高濃度の PCB を取り

扱うため、相応の管理が必要

な区域 

グローブボックス

内での抜油、解体

工程 
 

・強制換気、負圧維持 
・排気処理、排出モニタリング 
・入域者の管理、関係者以外立入禁止 
・保護装備の着用 
・作業環境モニタリング 
・地下浸透防止措置、流出防止措置 

管理区域

レベル１ 
工程内の PCB は設備内に密

閉されているため、通常操業

下では PCB による作業環境

の汚染はなく、最小限の管理

で対応できる区域 

洗浄工程 
液処理工程 

・強制換気、負圧維持 
・排気処理、排出モニタリング 
・一般の見学ルートではないが、見学

者の立入可能 
・簡易な保護装備の着用 
・作業環境モニタリング 
・地下浸透防止措置、流出防止措置 

一般 PCB
廃棄物取

扱区域 

上記を除く PCB 廃棄物の取

扱区域 
受入・保管工程（容

器等外部の汚染が

ないことを確認し

た後の工程） 

・一般換気 
・非常時を想定した排気処理 
・地下浸透防止措置、流出防止措置 

 
 
○ 作業環境モニタリングの考え方 

 
事 項 内  容 

対象区域 PCB 管理区域のうち、作業従事者の立ち入る区域 
測定項目 PCB の測定を基本とし、その他洗浄に使用する溶剤等（例：イソプロピ

ルアルコール）の種類に応じて、必要な項目を選定する 
測定頻度 管理レベル、作業時間等に応じて適切な頻度を設定するが、特に試運転時

から初期運転時には、十分な頻度で安全性を確認した上で、適宜頻度を見

直す。 
測定対象 PCB 管理区域内の適切な箇所で地点（管理区分、作業従事者の作業場所、

作業時間等を考慮） 
分析方法 PCBについての作業環境評価基準0.1mg/m3以下であることを確認できる

迅速分析法により、施設内で行う。 
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③ 排出モニタリング 
③－１ 排気の種類に応じた処理及びモニタリングの考え方 

排気の種類 主な排出源 排気の要処理 
レベル 

排気処理の例 排出モニタリ

ング 
PCB を取り扱う設

備の排気 
 

溶剤洗浄機・蒸留設備 
真空加熱分離設備 
液処理反応槽 

レベル高 オイルスクラバ等

による排気処理 
＋活性炭処理 

必要に応じ系

統別に測定 
測定頻度多 

グローブボックス等

の排気 
前処理工程のグローブボ

ックス等 
〃 〃 〃 

作業空間の局所排気 大型トランス等の解体作

業室等の局所排気設備 
〃 〃 〃 

作業空間の負圧維持

のための換気に伴う

排気 
(管理区域レベル３) 

大型トランス等の解体作業室 
解体・分別作業室 

レベル中 （必要に応じ排気

処理） 
＋活性炭処理 

〃 

〃 
(管理区域レベル２) 

グローブボックス外等の

前処理工程の作業空間 
〃 活性炭処理 一括測定 

測定頻度中 
〃 

(管理区域レベル１) 
その他の PCB 管理区域 レベル低 活性炭処理 一括測定 

測定頻度少 
通常の換気等 管理区域以外の PCB 廃

棄物取扱区域 
通常時は処理

の必要なし 
（非常時のみ活性

炭処理） 
一括測定 
必要に応じ 

水熱酸化分解方式の

気液分離ガス 
水熱酸化分解方式の分解

処理工程 
レベル中 （必要に応じ排気

処理） 
＋活性炭処理 

他の排気とは

別に測定 
測定頻度多 

 
○ 排気モニタリングの内容 
事 項 内  容 

測定項目 PCB の測定を基本とし、その他使用薬剤等に応じて必要な項目を選定す

る。 
試運転時にはダイオキシン類についても測定し、関係法令に照らし問題と

なるレベルで含まれないことを確認する。また、その後も定期的に確認す

る。 
測定頻度 排気の性状に応じて適切な頻度を設定するが、試運転時から初期運転時に

は、十分な頻度で安全性を確認した上で、適宜頻度を見直す。 
測定対象 それぞれの排気に求められる処理レベル毎に、排気処理後の排気を一括し

て測定することを基本とし、処理前の排気についても、必要に応じて測定

する。ただし、処理レベルの高い排気については、系統別の測定ができる

ようにし、試運転段階には系統別に安全性を確認するとともに、その後も

定期的に確認する。 
管理目標 環境規制による基準値などをもとにして処理施設の設置許可を行う地方

公共団体と協議の上決定する。 
分析方法 PCB については、管理目標以下であることを確認できる迅速分析法によ

り施設内で行う。ただし、環境モニタリングの実施と併せて測定を行う場

合には、外部分析機関に委託して行う。 
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③－２ 排水の種類に応じた処理及びモニタリングの考え方 
排水の種類 主な排出源 排水の要処理 

レベル 
排水処理の例 

(下水道放流の場合) 
排出モニタ

リング 
分析排水 

（別途処理する分

析廃液を除く） 

分析室 通常時は処理

の必要なし 
中和処理 

用役排水 冷却塔、ボイラー 〃 中和処理 
生活排水 トイレ、シャワー等 〃 なし 
雨水排水  〃 なし 

必要に応じ 
 

水熱酸化分解方式

の気液分離水 
水熱酸化分解方式の処

理工程 
レベル中 中和処理 他の排水と

は別に測定 
測定頻度多 

還元熱化学分解方

式の生成ガスの洗

浄排水 

還元熱化学分解方式の

処理工程 
〃 〃 〃 

 
○ 排水モニタリングの内容 
事 項 内  容 

測定項目 PCB の測定を基本とする。 
測定頻度 工程排水を排出しない場合は、環境モニタリングと同程度の頻度とする。 

工程排水を施設外に排出する場合、試運転時から初期運転時に十分な頻度

で安全性を確認した上で、適宜頻度を見直す。 
測定対象 排出前の排水について測定を行うこととし、工程排水を施設外に排出する

場合は、他の排水とは別に測定を行う。 
管理目標 環境規制による基準値などをもとにして処理施設の設置許可を行う地方

公共団体と協議の上決定する。 
分析方法 PCB については、管理目標以下であることを確認できる迅速分析法によ

り施設内で行う。ただし、環境モニタリングの実施と併せて行う場合には、

外部分析機関に委託する。 
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④ 環境モニタリングの考え方 

事 項 内  容 
モニタリングの対象 大気、（必要に応じて）水質、地下浸透、生物 

測定項目、頻度、時期 地方公共団体と協議の上、必要な内容を設定 
大気 処理施設の敷地境界の適切な地点（風向き、排気口の位置等

を考慮）にて実施 
水質 （場内排水、雨水排水の公共用水域への直接放流がある場合） 

放流先近傍の適切な地点（排水の放流口の位置等を考慮）に
て実施 

地下浸透 処理施設内の適切な地点（地下水の流れ等を考慮）に観測井
を設けて PCB の地下浸透が生じていないことを確認 

生物 （場内排水、雨水排水の公共用水域への直接放流がある場合） 
適切な定着性の生物（例：ムラサキイガイ）を対象に、水質
測定地点近傍で実施 

 
⑤ 緊急事態における対応の考え方 
緊急事象 対応の考え方 

地震 一定規模以上の地震が発生した場合には、施設の自動停止システムが作動
し、施設の運転を停止（安全が確保できる手順に従った停止をいう。）する。 

その後、専門家の助言・指導のもと、あらかじめ定めた点検手順に従い施
設の点検を行い、安全確認をした後に、あらかじめ定めた再開手順に従い運
転を再開する。 
設備の破損等により、PCB の流出等の被害が生じた場合には、事故時の

対応に準じて対応する。 
浸水  台風、豪雨等により施設内に浸水するおそれが生じた場合には、浸水防止

対策を講じるとともに、安全に停止できるうちに、施設の運転を停止する。 
 施設内に浸水した場合には、浸水の復旧後、専門家の助言・指導のもと、
上記と同様に、あらかじめ定めた手順に従い点検、安全確認をした後に運転
を再開する。なお、復旧にあたっては、施設内に浸入した水について水質分
析により安全を確認した上で排出する。 

停電  停電時には、施設の自動停止システムが作動し、施設の運転を停止する。 
 停電復旧後、専門家の助言・指導のもと、上記と同様に、あらかじめ定め
た手順に従い点検、安全確認をした後に運転を再開する。 

断水  断水等により施設の運転に必要な用水の確保が困難になった場合には、施
設の運転を安全に停止する。また、安全に停止するために必要な量の水は、
常時施設内に確保しておく。なお、水の不足による運転の異常が検知された
場合には、施設の自動停止システムが作動し、施設の運転を停止する。 
 給水再開後、専門家の助言・指導のもと、上記と同様に、あらかじめ定め
た手順に従い点検、安全確認をした後に運転を再開する。 

事故  万一、火災、爆発、反応の暴走、設備の破損による PCB の漏洩等の事故
が発生した場合には、直ちに施設の運転を停止し、消防等への連絡を行うと
ともに、作業従事者の安全を最優先にしつつ、あらかじめ定めた手順に従い、
自家消火等の自らによる応急対策の可能性を見極め、適切な措置を講じる。 
 PCB 等の漏洩防止のための回収作業、設備の応急復旧等に動員が必要な
場合には、あらかじめ定めた緊急時の動員体制及び作業手順に従い対応す
る。 
 当該事故に関連して、周辺地域への影響が想定される場合には、あらかじ
め定めた手順に従い直ちに関係者に通知し、避難、誘導等を行う。 

 


