
 

 

 

 

 

 

 

三島工場のばい煙発生施設における 

基準値超過等に関する報告書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成19年9月28日  

 大王製紙株式会社  
   

 

 

 

 

1 
 



目  次 

１．法令遵守に係わる自主点検について 

 １）社内ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑによる調査 

  （1）調査対象期間 

  （2）対象設備 

 ２）調査委員会と調査・検討方法について 

  （1）調査委員会 

  （2）調査・検討方法について 

 ３）調査経緯 

２．調査結果 

 １）報告ﾃﾞｰﾀの書き換え 

 ２）自動測定記録紙のﾃﾞｰﾀ書き換え 

 ３）廃棄物処理法における維持管理基準外れ 

 ４）電気事業法における定格超過運転及び報告もれ 

３．調査結果に基づく原因・背景 

 １）8号ﾎﾞｲﾗｰのばいじん濃度報告ﾃﾞｰﾀの書き換え 

 ２）NOx自動測定記録紙のﾃﾞｰﾀ書き換え 

 ３）廃棄物処理法における維持管理基準外れ 

 ４）電気事業法における定格超過運転及び報告もれ 

４．再発防止対策 

 １）操業管理・設備面について 

  （1）法令遵守への意識改革 

  （2）遵法操業のための運転設備及び環境ﾃﾞｰﾀ監視設備の改善 

  （3）環境値の変動時並びに運転条件変更時の運転管理基準書の見直し 

 ２）組織・監査体制について 

  （1）ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者と公害防止組織の連携強化 

  （2）工場における法令遵守体制の整備 

  （3）本社監査部門における監査機能の強化 

 ３）行政・地域とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの改善 

５．おわりに 

2  



 

 今回、当社三島工場ばい煙発生施設において判明しました基準値超過等につきまして、 

地域の皆様をはじめ、愛媛県、四国中央市並びに関係当局の皆様に、多大なご迷惑を 

お掛けしましたことを改めて深くお詫び申し上げます。 

 二度とこのような事が生じないよう調査委員会を設置し社外委員2名の参画のもと、 

設備、管理及び組織に関する調査部会を設け、徹底的な原因究明と再発防止対策を立案し

ました。 

 今後、全社を挙げて再発防止対策の徹底に取り組んでまいりますので、これからも一層

のご指導を賜りますようお願い申し上げます。 

 以下に、基準値超過等の調査結果及び再発防止対策をご報告いたします。 

１． 法令遵守に係わる自主点検について 

１） 社内ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑによる調査 

 平成19年7月9日より大気汚染防止法に係わる窒素酸化物（以下、「NOx」と記載）、

硫黄酸化物（以下、「SOx」と記載）について、下記（1）、（2）項を対象に法令 

遵守状況の調査を開始。 

(1) 調査対象期間：平成 16 年 7 月～平成 19 年 6 月の 3 年間 

(2) 対象設備  ：三島工場ﾎﾞｲﾗｰ・ｷﾙﾝ計 21 基、可児工場ﾎﾞｲﾗｰ・ｷﾙﾝ計 6 基、 

合計 27 基及び関係会社 6 社のばい煙発生施設。 

 自主点検結果に基づき､7月 25日に関係当局に問題の無い旨､報告を行いました。 

 その後、7 月 26 日より大気汚染防止法（ばいじん）、電気事業法及び工場の 

生産活動に係わる水質汚濁防止法などの関係法令・条例に対する遵守状況を過去 

3 年間に遡って調査した結果、次のような事実が判明しました。 

① 報告ﾃﾞｰﾀの書き換え 

② 自動測定記録紙のﾃﾞｰﾀ書き換え 

③ 廃棄物処理法における維持管理基準外れ 

④ 電気事業法における定格超過運転及び報告もれ 
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 以上の事実を踏まえて、8 月 13 日社長を委員長とする調査委員会を設置し、 

徹底した原因究明を行うとともに、社外委員 2 名の参画のもと、再発防止対策の 

検討を行ってきました。 

２） 調査委員会と調査・検討方法について 

(1) 調査委員会 

 「調査委員会」の組織は下表のとおりです。 

調査委員会には社外委員 2 名の参画を得るとともに､設備、管理、組織に関する 

調査部会を設置し、原因究明と対策の立案・検討を行ってきました。 

 

副委員長：副社長 社外委員
　　　　　　長谷部 武志 弁護士
　　　　　常務 愛媛大学 大学院教授
　　　　　　阿達 敏洋 　

調査委員会　組織図

委員長：社長 
      井川 意高

設備に関する調査部会 管理に関する調査部会 組織に関する調査部会

 

(2) 調査・検討方法について 

 調査委員会は調査部会の調査状況を確認するとともに、管理職を中心に延べ 

48名からの聞き取り調査を行い、社外委員の出席のもと対策立案・検討を行って

きました。 

 また、調査部会は操業員からの聞き取り調査(延べ87名)及び操業現場・操業 

方法の確認を通じて、原因究明と対策立案を進めました。 

 調査委員会は全体会議を12回開催し、社外委員には5回報告のうえ助言を得ま 

した。またこの間、調査部会はほぼ毎日開催しております。 
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３） 調査経緯 

  

平成19年 

  7月9日 

 

大気汚染防止法に係わる遵法性調査のため、社内にﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑを

設置。 

三島工場ﾎﾞｲﾗｰ・ｷﾙﾝ計21基、可児工場ﾎﾞｲﾗｰ・ｷﾙﾝ計6基について、NOx、

SOxに係わる過去3年分の自動測定記録紙に記載した平均値の「読み

値」、日報記載値等と「ばい煙排出月報」との対比・確認を開始。 

また、ばい煙発生施設を所有する関係会社6社に対し自主点検を指示。

 
（その後、関係会社2社に関係当局の立ち入り検査があり問題の無い

ことが確認された。） 

  7月25日 

(～26日) 

愛媛県県民環境部並びに四国中央市市民環境部、他関係当局にNOx、

SOxについて問題の無いことを中間報告。 

引き続き、大気汚染防止法(ばいじん)、電気事業法、水質汚濁防止法

などの生産活動に係わる法令等の遵守状況について調査を開始。 

  8月 3日 当社可児工場に岐阜県中濃振興局環境課が立ち入り検査し､問題の

無いことを確認｡ 

  8月13日 ・ 8号ﾎﾞｲﾗｰにおけるばいじん報告ﾃﾞｰﾀに、不正な取り扱いが判明。 

・ 11号､15号､20号ﾎﾞｲﾗｰにおいて廃棄物処理法における運転維持管理

基準値外で操業していた事実を確認。 

以上を踏まえ、調査委員会を設置。 

  8月14日 

(～16日) 

・ 三島工場11号､15号ﾎﾞｲﾗｰにおいて定格以上の蒸発量で運転して

いたこと並びにﾎﾞｲﾗｰ事故発生時、電気事業法に基づく関係当局へ

の報告が一部できていないことを確認。 

・ 11号､15号､20号ﾎﾞｲﾗｰの3基で、平成17年10月以前に自動測定記録紙

への記録中断操作、ﾃﾞｰﾀの書き換え（書き込み）が行われていた

事実を確認。 

  8月20日 経済産業省、環境省、愛媛県、四国中央市などの関係監督官庁に

法令遵守の状況報告。 
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２． 調査結果 

１） 報告ﾃﾞｰﾀの書き換え 

 8 号ﾎﾞｲﾗｰにおいて過去 3 年間に 2 回基準値を超過したﾃﾞｰﾀを届出値未満の数値

に書き換え報告。また 3 回の報告は測定せず届出値未満の数値を記載して報告し

ていた。 
 

 運転時間 ばいじん濃度基準値(g/m3N) 報告値 実測値 

測定時期 (時間) 基準値 協定値 届出値 (g/m3N) (g/m3N) 

平成 16 年  9 月     31.5 0.35 0.15 0.145 0.0279 未測定 

平成 16 年 11 月     40.5 0.35 0.15 0.145 0.0282 未測定 

平成 17 年  5 月    151.0 0.35 0.15 0.145 0.0383 0.180 

平成 17 年  9 月     55.0 0.35 0.15 0.145 0.0395 0.498 

平成 17 年 11 月     85.5 0.35 0.15 0.145 0.0376 未測定 

註１) 平成 17 年 5 月は 3 回の運転時間の合計、 9 月の測定値は同ﾎﾞｲﾗｰ停止作業中のも

のでした。 

註２) ばいじん濃度基準値について、大気汚染防止法で規定されている基準値を「基準

値」、当社が県へ届け出ている値を「届出値」、当社が市と協定している値を「協

定値」とした。 

２） 自動測定記録紙のﾃﾞｰﾀ書き換え 

 11 号、15 号、20 号ﾎﾞｲﾗｰの 3 基で、平成 17 年 10 月以前において、NOx 濃度が 

瞬間的に届出値を超過しそうになった時、自動測定記録紙への記録中断操作 

（ﾍﾟﾝ浮かし）を行い、安定後ﾃﾞｰﾀの書き換え（書き込み）が行われていた。 

なお、記録中断操作を行った時間やその間の排出値は不明。 

                 （単位：ppm） 

号機 基準値 協定値 届出値 

11号ﾎﾞｲﾗｰ 450 250 180 

15号ﾎﾞｲﾗｰ 450 250 180 

20号ﾎﾞｲﾗｰ 250 250 193 
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３） 廃棄物処理法における維持管理基準外れ 

 11 号、15 号、20 号ﾎﾞｲﾗｰにおいて、廃棄物処理法で定められた炉内の燃焼温度

(800℃以上）、排ｶﾞｽ中の一酸化炭素濃度（100ppm 以下）の維持管理基準値外で 

操業していた。 

                              （ ）内は基準外れ率（％） 

設備名 
過去 3 年間の 

運転時間（時間） 

基準外れ時間（時間） 

燃焼温度 CO 濃度 

11 号ﾎﾞｲﾗｰ 25,006 13,303（53.2） 16,779（67.1）

15 号ﾎﾞｲﾗｰ 24,903 5,753（23.1） 6,325（25.4）

20 号ﾎﾞｲﾗｰ 24,653 493（ 2.0） 4,536（18.4）

註１)  11 号ﾎﾞｲﾗｰ 5,184 時間､15 号ﾎﾞｲﾗｰ 12,696 時間､20 号ﾎﾞｲﾗｰ 2,232 時間の合計 20,112

時間の記録紙が欠落しており、基準外れ時間は記録紙で調査できた期間内におけ

る基準外れ率に､過去 3 年間の運転時間を乗じて算出。 

４） 電気事業法における定格超過運転及び報告もれ 

(1) 定格超過運転 

 当社三島工場 11号､15 号ﾎﾞｲﾗｰの最大蒸発量の逸脱､及び 15 号ﾎﾞｲﾗｰの最高使用

温度の逸脱について、自動測定記録及び聞き取り調査を行った結果、以下のとお

り工事計画届出書に記載された数値を超過した運転を行っていたことを確認した。 
 

 定格 過去 3 年間の運転状況 

平成 16 年 7 月～平成 19 年 6 月 

 蒸発量 使用圧力 使用温度 蒸発量 使用圧力 使用温度 

 最大 最大 最大 平均 最大 平均 最大 平均 最大

 t/h MPa ℃ t/h t/h MPa MPa ℃ ℃ 

11 号ﾎﾞｲﾗｰ  60 7.55 445 69 73 5.9 6.3 436 445

15 号ﾎﾞｲﾗｰ 100 7.80 443 113 117 6.2 6.4 444 450

註１）蒸発量は平均値､最大値ともに温圧補正値。 

註２）最大値は 1 時間平均値。 

(2) 事故報告もれ 

 事故記録の残っている平成 13 年度以降、現在までの設備事故を調査した結果、

16 件のﾎﾞｲﾗｰ事故の内 14 件が電気関係報告規則に該当し、報告もれであったこと

を確認した。 
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３． 調査結果に基づく原因・背景 

 調査部会による社員からの聞き取り調査により以下の事実を確認しました。 

１） 8号ﾎﾞｲﾗｰのばいじん濃度報告ﾃﾞｰﾀの書き換え 

(1) 原因 

 試験分析担当者は、ばいじん濃度の測定ﾃﾞｰﾀが未測定の場合や届出値を超えた

場合、届出値未満のﾃﾞｰﾀを記載するよう前任者から引継ぎを受けており、過去か

らの方法をそのまま継続していた。 

(2) 背景 

① ばいじん測定に関する測定頻度、試料採取時期などの法令知識が不足していた。 

② 過去 3 年間で延べ約 15 日間しか運転していなかったにもかかわらず、試験分析

担当者はﾎﾞｲﾗｰ運転月には必ずばいじん濃度を測定しなければならないと思い

込んでいた。 

③ ﾎﾞｲﾗｰ運転時の一工程を適切に代表するような期間を選んで測定すべきところ

停止作業中に測定した。 

２） NOx自動測定記録紙のﾃﾞｰﾀ書き換え 

(1) 原因 

  平成3年頃までは、NOx濃度の1時間平均値が届出値を超えない運転管理をして

いた。しかし、平成4年頃より一部の管理職が「瞬時値が1点でも届出値を超えて

はならない。」と厳しく指導するとともに、超過時は自動測定記録紙の書き換えを

指示した。 

(2) 背景 

① 製紙ｽﾗｯｼﾞを主燃料とする11号､15号、20号ﾎﾞｲﾗｰの運転は、日々の紙生産量・ 

生産品種により変動する製紙ｽﾗｯｼﾞ量に追従した運転としていた。 

② 製紙ｽﾗｯｼﾞ(燃料)量の変動時、空気量が適切に調整できずNOx濃度が高くなった。 

③ 自動測定記録計は任意の1時間平均値が出力されないため、届出値を越える状況

にあるか判断できなかった。 

④ NOx濃度の変動時、製紙ｽﾗｯｼﾞ（燃料）供給量の微調整が難しい設備であった。 

⑤ 起動・停止時及びNOx濃度の変動時に対応した運転管理基準書が整備されてい

なかった。 
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３） 廃棄物処理法における維持管理基準外れ 

(1) ﾀﾞｲｵｷｼﾝ濃度の測定値は､基準値に対して常に100分の1以下の数値であったため､

維持管理基準値を外れても問題ないと判断し運転していた。 

(2) 廃棄物処理法の維持管理基準に基づく操業記録は報告義務が無いことから部長以

下､操業員まで関心が薄かった。 

４） 電気事業法における定格超過運転及び報告もれ 

(1) 発電用火力設備における定格超過運転 

 ﾎﾞｲﾗｰの運転・管理を行っている操業部門において、法令遵守よりも操業面を 

優先する意識があり、また外部から遵法運転に対するﾁｪｯｸが働かない体制となっ

ていた。 

 なお平成 19 年 8 月、ﾎﾞｲﾗｰ製造ﾒｰｶｰに対象ﾎﾞｲﾗｰ 2 基の主要部位の健全性を評価

させ、問題無いとの見解を得た。未評価の部位については 10 月末までに肉厚測定･

使用部材の組成分析等を実施して健全性を検証する。 

(2) 電気関係報告規則における報告もれ 

 死傷事故、半焼以上の火災、社会的影響がある事故及び主要電気工作物の半壊

以上の破損事故のみが電気関係報告規則の報告対象であると誤って理解していた。 

 なお、9 月 4 日 14 件の未報告事故について報告書を提出済み。 

 

 なお操業員からの聞き取り調査をする過程で、回収ﾎﾞｲﾗｰ3基（14号、17号、21号 

ﾎﾞｲﾗｰ）において平成18年3月(尿素水噴霧設備設置）以前、ﾎﾞｲﾗｰ起動・停止時に記録

中断操作を行っていた事実が明らかになりましたので追記させていだきます。 
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 以上の調査によって明らかになった排出基準値・届出値の超過、ﾎﾞｲﾗｰ最大蒸発量・

最高使用温度の逸脱運転並びに事故報告もれの主原因は以下のことにあると考え 

ます。 

１） 操業管理・設備面について 

(1) 生産性優先､操業の継続を重視する意識が強く、法令遵守の考えが希薄であった 

(2) 遵法操業のための運転設備及び環境ﾃﾞｰﾀ監視設備の不備 

(3) 環境値の変動時並びに運転条件変更時の運転基準書の不備 

２） 組織・監査体制について 

(1) ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者と公害防止組織の連携不足 

(2) 工場における法令遵守体制の不備 

(3) 本社監査部門における監査機能の不備 

３） 行政・地域とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ不足 
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４． 再発防止対策 

１） 操業管理・設備面について 

(1) 法令遵守への意識改革 

① 操業部門に対する法令教育 

・大気に関わる基準値・協定値・届出値について、ﾎﾞｲﾗｰ操業部門の管理職が全操

業員・ｽﾀｯﾌに教育を実施しました。（平成 19年 8月 15日完了）  

・また、8月22日操業部門の管理職に対し、電気主任技術者、ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ主任技

術者が電気事業法・電気関係報告規則に関する教育を実施するとともに、「電気

工作物に関する事故報告基準」を制定しました。 

・環境関連法令の主旨、目的、内容を理解させるため、9月4日以降公害防止管理

者(大気関係第1種)が講師となり、操業員・ｽﾀｯﾌを対象に日々の業務終了後、教

育を実施しています。 

なお、毎回の教育資料を法令ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸとして整備し、日々の操業で活用して

いきます。 

② 操業主任にﾎﾞｲﾗｰ停止権限を付与（平成 19年 9月 13日完了）  

 環境測定値の任意の 10 分間平均値が届出値を超過し、20 分間経過しても届

出値を下回らない場合は、操業主任の判断でﾎﾞｲﾗｰの負荷を下げることができ、

さらに 1 時間平均値が届出値を超過する恐れのある場合は、操業主任の判断で

ﾎﾞｲﾗｰを停止できることを運転管理基準書に規定しました。  

③ 合理化工事における環境評価制度の導入（平成 19 年 9 月 10 日開始） 

 合理化工事等設備改造時には、計画段階で関連する法令を確認の上、計画書

に予測される環境値を記載し、工事完了後には環境値の測定結果に基づく環境

評価を実施します。 
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(2) 遵法操業のための運転設備及び環境ﾃﾞｰﾀ監視設備の改善 

① 任意の 10 分間平均値の表示及び警報器の設置（平成 19 年 10 月 30 日完了予定） 

 ｽﾗｯｼﾞﾎﾞｲﾗｰ 3 基（11 号、15 号、20 号ﾎﾞｲﾗｰ）に NOx・SOx 濃度記録計及び 

燃焼温度・CO 濃度記録計に任意の 10 分間平均値を表示するとともに、届出値

（基準値）を逸脱する恐れが生じた時に警報器で操業員に周知し、1 時間平均

値及び燃焼温度が届出値（基準値）を逸脱しない操業を可能にしました。（平成

19 年 9 月 20 日完了） 

 今後、10 月末までに三島工場及び可児工場のばい煙発生施設全てに同様の設

備を設置していきます。 

② ｽﾗｯｼﾞﾎﾞｲﾗｰの燃料供給設備の改善（平成 20年 4月完了予定）  

 ｽﾗｯｼﾞﾎﾞｲﾗｰの安定燃焼を目的に、製紙ｽﾗｯｼﾞの供給量が連続で監視できる 

記録計を設置するとともに、製紙ｽﾗｯｼﾞを一定量安定して投入できる設備に改善

します。 

③ ばいじん測定場所の変更（平成19年12月25日完了予定）  

 精度の高い測定値を得るため、11 号､20 号ﾎﾞｲﾗｰのばいじん測定場所を排出 

ｶﾞｽの流れがより安定する直道部に変更します。 

(3) 環境値の変動時並びに運転条件変更時の運転管理基準書の見直し 

（平成 19 年 9 月 13 日完了）  

 環境測定値の異常発生時・操業形態変更時の操業手順の見直しを行い、運転 

管理基準書を整備するとともに協定値、届出値を明記しました。 

２） 組織・監査体制について 

 排出基準値・届出値の逸脱運転・ﾃﾞｰﾀ書き換えは、平成 4 年頃から管理職の黙

認のもと行われてきたこと、また監査部門は操業部門が作成した資料の報告数値

を確認するのみで関係当局へ報告していた事実を重く受け止め、以下の再発防止

対策を実施していきます。 

(1) ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者と公害防止組織の連携強化（平成 19 年 10 月開始予定） 

 ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者は日々ばい煙測定値を確認し、ﾎﾞｲﾗｰに付帯するばい煙

処理設備が適切に運転され機能しているかを検証することで、公害防止管理者と

連携した環境改善に取り組みます。そのため、当社保安規程を改訂した上で、 

ﾎﾞｲﾗｰ･ﾀｰﾋﾞﾝ主任技術者（現状 1 名）の増員を行い、電気工作物の保安の監督業務

が確実に実行できる体制に変更します。 
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(2) 工場における法令遵守体制の整備 

① 第三者による測定及び評価の導入（平成19年8月20日開始）  

 従来ﾎﾞｲﾗｰ操業部門が行っていたばいじん測定、測定計器の校正等を、他部門

並びに第三者機関で実施するよう変更しました。 

② 法令遵守のための社内監視ｼｽﾃﾑの導入（平成20年1月31日完了予定）  

・ 環境管理部門である環境保全部の監視機能を高める目的で、三島工場及び可児

工場の環境値を常時監視可能とする社内監視ｼｽﾃﾑを導入します。 

運用に際しては、監視ｼｽﾃﾑへのｱｸｾｽ権限者を環境保全部の特定の者に限定する

ことで測定ﾃﾞｰﾀの不適切な取り扱いができないｼｽﾃﾑとします。 

・ ばい煙発生施設を有する関係会社 6 社においても、各社毎に独立した監視ｼｽﾃﾑ

を導入し、法令遵守の強化を図ります。 

③ 監査・監視部門はｾﾐﾅｰ等に積極的に参加し、常に最新の環境に関わる情報を入

手して操業部門に配信するとともに、操業員・ｽﾀｯﾌに法令の主旨を十分に理解

させます。 

(3) 本社監査部門における監査機能の強化 

 当社並びに関係会社における生産活動が環境関連法令に従い、適切に実行され

ていることを確認する目的で、監査室に環境面の監査機能を組み込みます。 

３） 行政・地域とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの改善 

(1) 緊急連絡体制の整備 

 ばい煙濃度を含む大気に関わる環境値の異常発生時の社内及び関係当局への 

連絡体制の見直しを行いました。 

(2) 地域住民との信頼関係の回復 

 今後、定期的な住民説明会を継続して開催し、再発防止対策の進捗状況の報告

並びに環境値に関する改善状況等を報告することで、地域住民の皆様の信頼を 

回復してまいります。 

 なお、これらの活動については愛媛県及び四国中央市にご報告し、ご指導を 

得ながら進めていく所存です。 



 

５． おわりに 

 本報告書におきまして、当社三島工場における基準値超過等に関する発生原因の 

究明を行い、その過程で判明した設備、管理及び組織などに関する多くの課題を 

抽出し、二度と同じ過ちを起こさないための再発防止対策をご報告いたしました。 

 今後、再発防止対策を着実に実行することで、社内の自発的な意思によって法令 

遵守と環境保全を最優先に取り組む企業風土を築き上げる所存です。 

 また、再発防止対策の進捗状況につきましては、適宜地域の皆様、関係当局へ 

ご報告し、信頼の回復に努めてまいりますので、引き続きご指導のほど宜しくお願い

申し上げます。  

以 上 
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