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平成２１年７月９日 

絶縁油リサイクルセンター 

安全性確認委員会（事務局） 

 

第１３回絶縁油リサイクルセンター安全性確認委員会議事録 

 

１．日 時  平成２１年７月８日（水）１９：００～１９：５０ 

２．場 所  絶縁油リサイクルセンター 管理棟会議室 

                （広島市南区宇品東四丁目2番１号） 

３．出席者  委員１０名（欠席２名），顧問１名，ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ２名 

４．議 事 

  （１）稼動状況 

  （２）環境モニタリング結果 

  （３）その他 

５．内 容 

（事務局） 本来，委員が一同に会しての委員会は，本年末に予定していたが，

ＰＣＢ使用絶縁油処理方針に関して皆さまに報告し，委員会として

確認・決定しておきたい事項があったため，環境モニタリング結果

がまとまった，この時期に本委員会を開催することとした。 

議事としては，これまで同様に「施設の稼動状況」「環境モニタリ

ング結果」および「その他」で進める。その他では，広島市の立入

検査，ＰＣＢ使用絶縁油の処理方針関連について，報告する。 

それでは，会長に議事を進めてもらう。 

 

（会 長）議事に入る。事務局から施設の稼働状況について説明をお願いする。 

【稼動状況】 

（事務局） 無害化処理の実績について説明する。 

ＰＣＢ微量混入絶縁油の無害化処理は，無害化処理を必要とする

当社保有量の約29,000の内，６月末現在で運用開始からの累計受

入量は 15,272，運用開始からの累計処理量は 15,069，無害化

処理割合は52.0 ％となっている。  

今年１月以降の主な実施事項は，定期点検を3月9日から4月10日

で実施したが，特に問題となる事はなかった。設備の事故・トラブ

ル等もなかった。環境モニタリングを 4月に実施し，環境に影響を

与えるような問題はないことを確認した。  

 



 2 

(会 長) 累積の処理量は，処理を開始してからとのことであるが，処理開始

は何時からだったか。 

（事務局） 平成18年11月29日に運用開始している。 

（会 長） 約３年弱でＰＣＢ微量混入絶縁油処理予定量の約５２％の処理を

終えていることになる。 

何か質問はあるか。なければ環境モニタリングについて事務局から説

明をお願いする。 

 

【環境モニタリング他結果】 

（事務局） 今年度の環境モニタリングおよび定期分析を４月に実施した。調

査は，大気質としてプロセス排気と大気，悪臭調査を行なっている。

定期分析は，処理済油と固形廃棄物について迅速分析結果を検証す

るため，調査会社へ公定法による分析を依頼している。 

○大気質 

プロセス排気のＰＣＢ濃度は，0.0000039㎎/㎥ N，ダイオキシン

類は，0.00000039ng-TEQ/㎥ N，いずれも管理目標値を大きく下回っ

ている。経年データと比較しても同様な値である。 

敷地内の大気のＰＣＢ濃度は，860pg/㎥，ダイオキシン類は，

0.048ng-TEQ/㎥であり，ＰＣＢ，ダイオキシン類とも環境基準値を

大きく下回っている。経年データと比較しても同様な値である。 

○悪臭調査 

 悪臭調査は，リサイクル処理棟排気における臭気を測定した。臭

気排出強度としては，２３㎥ N/minであった。前回よりも低く，管

理目標値と比較してかなり低い値であり問題はなかった。 

○処理済油分析 

 分解確認槽において，通常は迅速分析法によりＰＣＢ濃度を測定

しているが，ＰＣＢ濃度が処理基準値0.5㎎/㎏以下であることを確

認するため，社外の調査会社に公定法による分析を依頼した。分析

結果は定量下限値 0.05㎎/㎏未満であり迅速法による分析の妥当性

を検証した。処理済油タンクの無害化処理済油のＰＣＢ濃度が処理

基準値0.5㎎/㎏以下であることを確認するため，同様に社外の分析

会社に公定法による分析を依頼し，分析結果は定量下限値 0.05㎎/

㎏未満であり適切に処理されていることを確認した。 

○固形廃棄物分析 

固形廃棄物についても，同様にＰＣＢ濃度等を公定法により確認

したが，定量下限値0.0005㎎/L未満で判定基準値0.003㎎/L以下
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だった。 

なお，稼動状況および環境モニタリング結果については，当社ホ

ームページに掲載する。 

(会 長)  何か質問等あるか。 

（委 員） 大気の調査で，処理開始前とデータ的には変わってないと説明さ

れたが，この処理にあたって，大気に関してはなにも影響ないと考え

ていいのか。 

（事務局） 施設の運転が環境に影響を与えていないことになる。 

（会 長） 処理済油調査の単位が mg/kgであり，固形廃棄物の単位は㎎/Lに

なっているが，これでよかったのか。 

（事務局） 処理済油の単位は，廃掃法の基準による単位である。固形廃棄物

は，溶出試験による単位になっている。 

（会 長） 固形廃棄物の単位はmg/L単位になっているのは，溶出試験のため

であり，単位がこのようになっていることをご了承いただきたい。 

数値的には，問題ないと判断できる数値になっていると思う。 

何か質問等あるか。なければ「その他」の議題に移る。 

 

【その他】 

（会 長） その他の事項について，報告と説明をお願いする。 

      広島市が施設への立入検査を行なっており，広島市から報告して

いただきたい。 

 

（広島市） 前回の報告(H20.12.11)以降，広島市による中国電力株式会社絶縁

油リサイクルセンター施設への立入検査を４回実施し，いずれの立

入検査においても施設の運転・管理面で問題なく，適正に維持管理

されていた。 

      平成20年12月25日午前に， 

      ・プロセス排気の行政検査を行うため立入検査を実施した。 

      ・微量混入絶縁油の受入に立会い，微量混入絶縁油の漏出等がな

く適正に行われたことを確認した。 

      ・処理済油の搬出に立会い，処理済油の漏出等がなく適正に行わ

れたことを確認した。 

      ・12月22日実施の施設内ＰＣＢ分解確認検査結果を検査したとこ

ろ，適正に分解されていることを確認した。 

      ・反応槽の温度及び攪拌状況を調査し，分解反応が適正に行われ

ていることを確認した。 
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同様にプロセス排気の行政検査以外の内容で,平成 21年 3月 6日

午前，平成21年5月27日午後および平成21年7月3日午後に実施

し，問題がないことを確認した。 

 

(会 長) 広島市の立入検査で，何か質問があるか。なければ次に移る。 

 

（会 長） 次の「その他」として，ＰＣＢ使用絶縁油処理方針および関連設

備の運用変更について事務局から説明していただきたい。 

 

（事務局） ＰＣＢ使用絶縁油処理方針および関連設備の運用変更について説

明・報告する。 

○報告経緯 

前回の委員会において，当社が保有しているＰＣＢ使用絶縁油，

いわゆる高濃度ＰＣＢの無害化処理に関し，当施設において自社処

理するのか，あるいは外部への委託処理とするのかについて，当社

の方針が決定すれば委員会に報告するとしていた。 

本件について，このほど外部委託処理とする方針を決定し，委託

先との調整を進めていることを報告する。 

委託先は，全額政府出資により設立し国としてＰＣＢ処理を実施

している日本環境安全事業株式会社北九州事業所であり，先方が受

託可能となれば，委託処理を行なうこととする。現時点では，受託

可能の方向で話を始めている。 

なお，ＰＣＢ使用絶縁油を外部委託処理するとなれば，ＰＣＢ微

量混入絶縁油処理のみとなり，今後の処理見通しは，Ｈ２２年度に，

現在，タンクに保管中のものの処理を終了し，その後，使用中の柱

上変圧器を随時，計画的に取替えながら処理することになる。 

Ｈ２２年度時点で予定しているＰＣＢ微量混入絶縁油無害化処理

量の９割程度を処理できる見通しである。 

○ＰＣＢオンライン分析計の運用変更 

ＰＣＢ使用絶縁油の外部委託処理方針となり，委託先とも受託す

る方向で調整が進んでいることから，ＰＣＢ使用絶縁油処理を前提

とした設備の運用について見直している。 

その一つとしてＰＣＢオンライン分析計も対象に検討した。 

ＰＣＢオンライン分析計（以下，「分析計」という）は，施設の建

設当初，ＰＣＢ使用絶縁油の自社処理を前提に，地域の皆さまにご

安心していただくための対応として当社が自主的に設置したもので
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ある。このたび，ＰＣＢ使用絶縁油を外部委託処理する方針に状況

が変わったことと，当施設で予定しているＰＣＢ微量混入絶縁油無

害化処理量の半分程度を無事故により処理ができている実績から，

皆さまにはご安心いただけたと受け止め，所期の目的を達成したと

考える。本分析計については検出限界値（0.003㎎/㎥ N）以下の微

量濃度の場合，排気ガス中のＰＣＢ以外の夾雑物が影響し，指示値

変動による施設運転へ支障をきたすこともあることから，施設運転

の安定と効率化を図るため，分析計の運用ならびにそれによる自動

処理停止と施設入口での測定値表示を取止めることとしたい。 

      なお，装置の停止時期は，関係箇所への連絡・調整後になるべく

早い時期に実施したいと考えている。 

○今後の排気ガスＰＣＢ濃度管理 

施設設置許可申請書に基づいた，年２回の環境モニタリング調査

時の公定法分析による実測値により確認する。本施設に関して法律

による排気中のＰＣＢに関する基準はないが，廃掃法施行規則に「廃

ＰＣＢ等又はＰＣＢ処理物の処理により生じた廃油中のＰＣＢ含有

量を６月に１回以上の測定し，かつ記録すること」が規定されてお

り，排気中のＰＣＢ濃度測定についても，廃油の測定基準を準用し

１回／６月測定（年２回）を行うこととしている。 

       当施設においては，これらの定期測定により，適正な運営を図る

ものとする。 

○分析計指示値の現況 

      排気ガス中のＰＣＢ濃度の管理目標値を0.005㎎/㎥Nとし，この

値で処理自動停止をセットしている。この値は，分析計が正確に分

析できる値「定量下限値0.01㎎/㎥N」以下である。  

分析計がＰＣＢを検出できる値「検出下限値」が0.003㎎/㎥Nで

あり，現在，分析計が表示しているのは，この値以下で変動してい

る。 

これまでに実施した排気ガスを採取し公定法分析によるＰＣＢ濃

度実測値は,平均0.000001㎎/㎥N程度で，管理目標値0.005㎎/㎥N

の５千分の一程度である。 

○ＰＣＢ微量混入絶縁油のＰＣＢ濃度 

ＰＣＢ微量混入絶縁油は，絶縁油に10程度の微量なＰＣＢが溶

け込んでいるものである。ＰＣＢは，油に溶けやすい，沸点が300℃

程度と高く揮発性が低い等の性状である。各槽からの排気ガスに油

分やミストが含まれることも考慮し，排気ガスを冷却凝縮し油分を
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抽出・回収する装置，あるいは充填材でミストを取り除く装置を設

置し，さらに活性炭を通して排出ている。これまでの測定実績から

みても排気ガス中のＰＣＢ濃度が管理目標値を超えることはないと

考える。 

 

以上のことからＰＣＢオンライン分析計を停止し運用を取止める

こととしたい。 

 

（会 長） 何か質問等あるか。 

（委 員） 分析計の運用に，経費はどれくらいかかるのか。 

（事務局） 定期点検や部品の交換もあり，この機器だけで１億数千万円かか

っている。維持管理だけでも１千万円程度かかっている。 

（委 員） 了解した。 

（会 長） 「定量下限値0.01㎎/㎥N」とあるが，この分析計での測定値をメ

ーカーが保証するラインであり，それ以下ではメーカーとして，正

確に測定できない値としているものである。ＰＣＢ使用絶縁油を処

理するのであれば，漏洩等により定量下限値以上の値が出るかもし

れないということで，当施設でこの分析計を導入しているが，ＰＣ

Ｂ微量混入絶縁油では，実測値からも定量下限値以下の値となって

いる。 

      絶縁油中のＰＣＢ濃度も低いことや，これまでの処理実績を合わ

せても，この分析計を有効活用しているともいい難く，無理して設

置しているという点はご理解いただきたい。 

      何か質問はあるか。 

 

（広島市） 会長の説明と，市の今までの調査からも，運用に問題ないことは

理解している。この分析計を設置することで，地元の皆様の理解を

得ること，常に安全であることを示す意味で分析計を設置したと聞

いている。そういった事を考えれば，このような体制を残す方向を

検討いただければと思う。ただ，その方法は，地元や委員会の話し

合いで決定されると思うので，絶対こうだという考えはない。ただ，

常に安全であるという事を，地元に対して分かる何かを検討いただ

きたい。 

（会 長） 今の意見に対して，事務局から何かあるか。 

（事務局） 今までの実績やコストの面も含め今回の方針にしているが検討す

ることとしたい。 
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（委 員） 先ほど経費の質問をしたのは，広島市からの意見も踏まえてのこ

とである。今までのデータにより「危険性はない」「絶対安全」だと

いうことが言えればいいが，危険性があるということであれば，今

までの運用を止めなくてもいいのではないかというのが考えである。

ただ，コスト面からそれだけの費用をかけて定量下限値以下のデー

タをとるのは無駄なので，運用をやめるという判断だと理解してい

る。 

（事務局） ＰＣＢ微量混入絶縁油のＰＣＢ濃度や，これまでの実績を考えて，

この低い値で現状は変わらないという判断である。「絶対」との表現

はできないが，定量下限値を超えるような値にはならないことは言

える。 

（委 員） 平成２３年から処理が激減するが，そのときは施設の運用も変わ

るのか。 

（事務局） 今のところ検討中であるが，委託先の運転員の減等は考えられる。 

（委 員） 中電の従業員の人数はどうか。 

（事務局） あくまでも今後のことなので，決定したことではないが，１名程

度減少するかもしれない。 

（委 員） 従業員が減っても安全面に対しての問題はないか。 

（事務局） 安全面は問題ないと考えている。 

（委 員） 平成２３年から減るということは，そこから外部委託処理するか

らということか。 

（事務局） 外部委託処理は，ＰＣＢ使用絶縁油であり，今後の処理見通しの

話は，ＰＣＢ微量混入油絶縁油処理のことである。 

（委 員） 外部委託処理は早いのか。 

（事務局） 委託先での処理予定は組まれており，当社分も H25年ぐらいの処

理計画に入っていると聞いている。 

（委 員） 当初，ＰＣＢ処理には１０年くらいかかるだろうといわれていた

が，それより早くなるのか。 

（会 長） 日本環境安全事業株式会社北九州事業所の施設も二期工事が始ま

っており受入態勢を整備している。それで中国地方のＰＣＢも受け

入れることができるようになっている。 

（委 員） ３年弱で，５２％処理が終わっているが，残りがあと３年弱で終

わるということにはならないのか。 

（事務局） 現在,使用している変圧器を計画的に取り替えて絶縁油を処理して

おり，一度には無害化処理をすることができないため，予定の年数

がかかる。 
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（会 長） 分析計運用変更について,何かあるか。 

（会 長） 法律的には，年２回の公定分析法による環境モニタリングを行い

報告することが定められているので，最低限それは行っていただく

ことになる。全くモニタリングをやらないことはない。オンライン

分析計の運用に関して，中国電力と広島市との調整の結果にまかせ

るということで，当委員会としては承認する。 

（会 長）事務局から何かあるか。 

（事務局）特になし。本日はありがとうございました。 

以 上 


