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前  言  

 

《中華人民共和国大気汚染防治法》を徹底して実施し、セメント工業の大気汚染

物排出を抑制、セメント工業の産業構造の調整を促進するため、本基準を制定する。 

本基準は以下に定める期日に、GB4915-1996《セメント工場大気汚染物排出基準》

に代替する。 

――新設生産ライン：2005年1月1日より実施 

――既存生産ライン：2006年7月1日より実施 

GB4915-1996《セメント工場大気汚染物排出基準》から改正された主な内容は以

下の通り。 

――基準の適用範囲をセメント工業生産の全過程にまで拡大：セメント製造（粉

砕ステーションを含む）だけではなく、鉱山採掘および現場破砕にまで拡大す

る。鉱山採掘と現場破砕は基準の定める期日に基づき、以後GB16297-1996《大

気汚染物総合排出基準》の執行を行わない。これに伴い基準の名称を《セメン

ト工業大気汚染物排出基準》と改正する。 



――セメント製品生産における粒子状物質の排出条件を追加規定。 

――回転窯、立窯の排出制限値を統一。 

――以後「環境空気質機能エリア」の規定に基づく排出制限値の規定を行わない。 

――既存生産ラインについては、以後建設時期が異なる排出制限値を適用しない。

既存生産ラインの基準を統一、また目標達成期間を設置し、新設生産ラインの

排出基準を更に厳格にする。 

――セメント窯の危険廃棄物排出条件を追加。 

――環境保護関連の管理規定を追加、同時稼働率及び排気筒高度の関連規定を改

定。 

――セメント窯およびその他エネルギー設備の排気筒に取り付ける燃焼ガス排

出連続モニタリング装置の規定を追加。 

――基準実施の関連規定を追加。 

 

関連法律・規定に基づき、本基準は強制執行の効力を持つ。  

本基準はGB4915-85、GB4915-1996に代替する。 

本基準は国家環境保護総局科学技術基準司の提出による。  

基準の起草委託先：中国環境科学研究院環境基準研究所、中国建材集団合肥セメ

ント研究設計院、中国材料工業科工集団公司 

本基準は国家環境保護総局が2004年12月29日に批准された。 

本基準は2005年1月1日より実施される。 

本基準は国家環境保護総局より解釈がなされる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

GB 4915-2004 



 

セメント工業大気汚染物排出基準 

 

１．範囲 

本基準は、セメント工業の各生産設備排気筒の大気汚染物排出制限値、作業現場

での粒子状物質の無組織排出制限値、および環境保護関連の管理規定などを定める。

更にセメント製品生産における粒子状物質の排出条件も定める。 

本基準は、既存のセメント工業企業及びセメント製品生産企業の大気汚染物排出

管理に適用し、またセメント鉱山の新規建設・改築・拡張、セメント製造やセメン

ト製品の生産ラインの環境アセスメント、設計、竣工・査収及び建設後の大気汚染

物排出管理にも適用する。 

 

２．基準の引用 

下記に含まれる条文は本基準に引用されることにより、本基準の条文を構成する。

期日のない引用条文はすべて、その 新版を本基準に適用する。 

GB16297-1996  大気汚染物総合排出基準 

GB18484     危険廃棄物焼却汚染抑制基準 

GB／T16157   固定汚染源の排気中に含まれる粒子状物質の測定とガス状

    汚染物のサンプリング方法 

GB／T15432   環境大気の総浮遊粒子状物質の測定  重量法 

HJ／T42     固定汚染源の排気中に含まれる窒素酸化物の測定  紫外

分光光度法 

HJ／T43     固定汚染源の排気中に含まれる窒素酸化物の測定  ナフ

チレンジアミン光度法 

HJ／T55     大気汚染物質無組織排出監督・測定技術指導規則 

HJ／T56     固定汚染源の排気中に含まれる二酸化硫黄の測定  ヨウ

素滴定量法 

HJ／T57     固定汚染源の排気中に含まれる二酸化硫黄の測定  電位

決定電解法 

HJ／T67     大気固定汚染源 フッ化物の測定  イオン選択電極法 

HJ／T76     固定汚染源の燃焼ガス排出連続モニタリングシステムの技

術条件及び検査・測定方法 



HJ／T77    ポリ塩化ビフェニル併合ダイオキシンとポリ塩化ビフェニル

併合フラシンに関する測定  同位体希釈高分別パスツールピ

ペット・ガスクロマトグラフィー／マススペクトログラフィー 

 

３．専門用語と定義 

下記の用語と定義を本基準に適用する。  

3.1  

標準状態 

温度が273K、圧力が101325Pa時の状態で、略称を「標態」とする。本基準の定め

る大気汚染物の濃度は、すべて標準状態下の乾いた燃焼ガス中の数値である。 

 

3.2  

高許容排出濃度 

処理施設後方の排気筒の汚染物が、いかなる1時間内の濃度平均値も超えてはな

らない制限値。あるいは処理施設のない排気筒の汚染物が、いかなる1時間内の濃

度平均値も超えてはならない制限値。 

 

3.3  

製品原単位の排出量 

各設備が製品1トンを生産する際に排出される有害物質の重量。単位kg／t製品。

製品の生産量は、汚染物モニタリング中の設備における１時間の生産量に基づき計

算する。例えばセメント窯、クリンカ冷却機はクリンカ生産量で、原料ミルは原料

生産量で、セメントミルはセメント生産量で、石炭ミルは生産された粉炭で、乾燥

機、乾燥粉砕機は乾燥量でそれぞれ計算する。インライン型窯／ミルは、窯・ミル

双方が稼働する場合ミルによる生産量で、セメント窯単独稼働の場合はセメント窯

による熱エネルギーで計算する。 

 

3.4  

無組織排出 

排気筒を経ない大気汚染物の無規則排出を指す。主に作業現場の資材堆積やオー

プン型運搬による粉塵の飛揚、またパイプや設備からの粉塵を含む気体の漏れ等が

含まれる。 



低い排気筒からの排出は有組織排出に属するが、一定の条件の下では無組織排出

と同様の結果をまねく可能性がある。そのため「無組織排出モニタリング濃度制限

値」の指標を実行する際、低い排気筒がまねくモニタリングポイントの汚染物濃度

の増加は控除されない。 

 

3.5  

無組織排出モニタリングポイント濃度制限値 

モニタリングポイントの汚染物濃度が、いかなる1時間の平均値も超えてはなら

ない制限値。 

 

3.6  

排気筒高度 

排気筒（あるいはその主体の建築構造）所在地の地面から排気筒排気口までの高

度。  

 

3.7  

セメント窯 

セメントクリンカ焼成設備で、一般に回転窯と立窯の二つに分けられる。  

 

3.8  

インライン型窯／ミル（In-line kiln/raw mill） 

セメント窯の排気ガスを原材料粉砕システムへ引き入れ、排気ガスの余熱を利用

して原材料を乾燥させる。窯とミルから出る排気ガス処理に1台の集塵設備を共有

する稼働システムを指す。 

 

3.9  

乾燥機、焼成ミル、石炭ミル及び冷却機 

乾燥機は各種型式の原材料乾燥設備、乾燥粉砕機とは原材料の乾燥・粉砕を兼ね

る設備である。石炭ミルは各種型式の粉炭製造設備で、冷却機とは各種（円筒型、

くし型）のクリンカ冷却設備を指す。 

 



3.10  

クラッシャー、ミル、包装機、その他の通風設備 

クラッシャーとは各種塊状・粒状の原材料を砕く設備、ミルは各種原材料を粉砕

する設備システムである。（焼成ミルと石炭ミルは含まない）包装機は各種型式の

セメント包装設備（セメントサイロを含む）を指す。その他の通風製造設備とは上

記主要な製造設備以外の通風を必要とする製造設備で、原材料輸送設備、サイロや

各種貯蔵庫などが含まれる。 

 

3.11  

セメント製品の製造 

コンクリートの予備撹拌及びコンクリート加工品の製造。現場でのセメント撹拌

過程を含まない。  

 

3.12  

既存生産ライン、新設生産ライン 

既存生産ラインとは本基準実施日（2005年1月1日）以前に竣工・生産あるいは環

境アセスメント報告書が審査を通過されたセメント鉱山、セメント製造、セメント

製品の生産ライン。 

新設生産ラインとは基準実施日（2005年1月1日）以降に環境アセスメント報告書

が承認された新設・改築・拡張のセメント鉱山、セメント製造、セメント製品の生

産ライン。 

 

４．排出制限値 

4.1 製造設備排気筒の大気汚染物排出制限値 

4.1.1 

2006年7月1日までは、既存セメント工場（粉砕ステーションを含む）各製造設備

（施設）の排気筒の大気汚染物排出に対して、引き続きGB4915-1996を執行する。

また既存セメント鉱山及びセメント製品工場に対してもGB16297-1996を執行する。 

2006年7月1日より2009年12月31日までの間、既存生産ライン各製造設備（施設）

では排気筒中の粒子状物質とガス状汚染物質の 高許容排出濃度及び製品原単位

の排出量が、表１に定める制限値を超えてはならない。 

2010年1月1日より、既存生産ライン各製造設備（施設）では排気筒中の粒子状物



質とガス状汚染物質の 高許容排出濃度及び製品原単位の排出量が、表2に定める

制限値を超えてはならない。 

4.1.2 

2005年1月1日より、新設生産ライン各生産設備（施設）では排気筒中の粒子状物

質とガス状汚染物質の 高許容排出濃度及び製品原単位の排出量が、表2に定める

制限値を超えてはならない。 

 

表１ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表２ 

 
 

 

4.1.3 

 セメント窯で危険廃棄物を焼却する際、排気中の粒子状物質、二酸化硫黄、窒素

酸化物、フッ化物は、セメント窯の建設時期に基づき、表1あるいは表2に定める排

出制限値を実行する。その他の汚染物にはGB18484《危険廃棄物焼却汚染抑制基準》

の定める排出制限値を実行する。また、ダイオキシンの 高排出濃度は0.1ngTEQ
／m3を超えてはならない。  

 

4.2 作業現場における粒子状物質無組織排出の制限値 

既存セメント工場（粉砕ステーションを含む）の粒子状物質無組織排出に対して、

2006年7月1日までは引き続きGB4915-1996を執行する。既存セメント製品工場につ

いても引き続きGB16297-1996を執行する。  

既存生産ラインでは2006年7月1日より、新設生産ラインでは2005年1月1日より、

作業現場における粒子状物質無組織排出モニタリングポイントの濃度が表3規定の

制限値を超えてはならない。 

 

 

 



表３ 

作業現場  

 粒子状物資無組織

排出 

モニタリングポイン

ト  

濃度制限値*1mg／
m3  

 セメント工場（粉砕ステーシ

ョンを含む）、 セメント製

品工場  

 工場エリア外２０

ｍ 
 1.0（参考値を除外

*2）  

 注： *モニタリングポイントの総浮遊粒子状物質（ＴＳＰ）１時間の濃度値。

*2 参考値は第 6.2.1 条を含む。  

 

5. その他の管理規定 

5.1 粒子状物質無組織排出の抑制要求 

5.1.1 

 セメント鉱山、セメント製造及びセメント製品の製造過程において、有効な措置

をとり、粒子状物質の無組織排出を抑制しなければならない。 

5.1.2 

 新設生産ラインにおける原材料の処理、輸送、積み下ろし、保管の際は、密封し

た状態で行わなければならない。石灰岩、粘着性・湿り気のある原材料や液体、ま

た車輌や船舶への積み下ろしにおいても、その他の効果的な粉塵抑制措置をとらな

ければならない。 

5.1.3 

 既存生産ラインにおける乾燥粉末材料の処理、輸送、積み下ろし、保管の際、密

封した状態で行わなければならない。露天の資材堆積場では、粉塵飛揚防止や雨水

による流失防止措置をとらなければならない。車輌や船舶への積み下ろし時にも、

有効な飛揚防止措置をとらなければならない。  

 

5.2 異常排出及び事故排出抑制要求 

5.2.1 

集塵装置は対応する生産工程設備と同時に稼働させるべきである。生産工程設備

と集塵装置の年間累計稼働時間をそれぞれ計り、集塵装置の年累計稼働時間と生産

工程設備の年間稼働時間の比較により、同時稼働率を定める。  



5.2.2 

新設セメント窯は、集塵装置が生産工程の様々な変化に伴い常に正常に稼働でき

るよう保証すべきであり、異常な排出を禁止する。既存セメント窯が採用する集塵

装置は、セメント窯の通風機の年間同時稼働率と比較し99%を下回ってはならない。  

5.2.3 

集塵装置の故障による事故排出は、緊急措置をとりメイン設備の稼働を停止しな

ければならない。集塵装置の検査・修理の完了ののち、同時に稼働を開始する。 

 

5.3 排気筒の高度要求 

5.3.1 

 昇降運搬、保管庫下の小倉庫の集塵施設を除き、生産設備の排気筒（作業現場の

排気筒を含む）はすべて15m以下であってはならない。  

5.3.2 

 以下の生産設備の排気筒高度は、更に表4の規定に従わなければならない。 

 

表４ 

生産設備名

称 
 セメント窯及び 

インライン型窯/ミル  

 乾燥機、焼成ミル、 

石炭ミル及び冷却機  

 粉砕機、ミル、

包装機、及びそ

の他の通風生

産設備  

単機生産能

力 

t
／d  

 ≤240   ＞240 
～700  

 ＞700 
～1200 

 ＞
1200 

 
≤500  

 ＞500 
～1000 

 ＞
1000   

 建築物本体よ

り 

３ｍ以上の

高さ  低許容高

度 m   
 30    45*   60    80   20   25    30   

注：既存立窯排気筒については 35 メートルの要求に基づく。  

 
 
5.3.3 

 既存セメント生産ラインの生産設備排気筒が表4の規定高度に達しない場合、そ

の大気汚染物の排出を更に厳しく抑制すべきである。排出制限値は以下の計算式に

基づき計算する。 



 
 

C   ―― 実際の許容排出濃度 mg／Nm3 

C0  ―― 表1あるいは表2の規定する許容排出濃度 mg／Nm3 

h   ―― 実際の排気筒高度 m 

h0  ―― 表4の規定する排気筒高度 m 

 

5.4 その他の規定 

5.4.1 

《中華人民共和国大気汚染防治法》第19条が定める大気環境を著しく汚染する立

ち後れた生産工程や設備の採用・使用をしてはならない。  

5.4.2 

環境空気質一類機能区内における鉱山の採掘、セメント及びその製品の製造を禁

止する。  

5.4.3 

セメント窯は重金属類危険廃棄物の焼却に使用してはならない。  

 セメント窯が医療廃棄物を焼却する場合は、《医療廃棄物集中処理技術規範》の

要求を遵守しなければならない。  

セメント窯で危険廃棄物を焼却する場合、そのセメント窯或いはインライン型窯

/ミルの排気ガス処理には、高効率のバグフィルター集塵機を採用しなければならな

い。  

 

6. モニタリング 

 

6.1 排気筒中の大気汚染物のモニタリング 

6.1.1 

生産設備の排気筒にはサンプリング採取用の穴を永久的に設置し、GB／T16157
の定めるサンプリング条件に符合しなければならない。  



6.1.2 

排気筒中の粒子状物質あるいはガス状汚染物のモニタリングのサンプリングは、   
GB／T16157に基づき執行しなければならない。 

6.1.3 

日常の監督性モニタリングでは、サンプリング期間の稼働状況が通常の稼働状況と

同じでなければならない。汚染物排出部門の職員とモニタリング担当者は無断で稼

働状況を変えてはならない。連続するいかなる1時間のサンプリングから平均値を

出し、あるいはいかなる1時間以内において等時間間隔に3つ以上のサンプルを採取

し、平均値を計算する。  

建設プロジェクト環境保護施設竣工・査収におけるモニタリング要求とサンプリン

グ時間・回数は、国家環境保護総局の制定する《建設プロジェクト環境保護施設竣

工・査収モニタリング弁法及び規範》に基づき執行する。 

6.1.4 

 セメント工業の大気汚染物分析方法は表5を参照。 

 

表５ 

順

番 
 分析プロジェ

クト  手動分析法  自動分析法 

1  粒子状物質 GB／T16157 重量法 

 HJ／T76 固定汚染源燃焼ガ

ス排出連続モニタリングシ

ステムの技術要求及び検査

測定方法 

2  二酸化硫黄 
HJ／T56 ヨウ素滴定法 

HJ／T57 電位決定電解法 

3  窒素酸化物 
HJ／T42 紫外分光光度法   

HJ／T43 ナフチレンジアミン

光度法 

4  フッ化物 HJ／T67 イオン選択電極法  － 

5  ダイオキシン HJ／T77 クロマトグラフィー

/マススペクトルグラフィー  － 

 

6.1.5 

セメント生産ラインの新規建設・改築・拡張の際、セメント窯及びインライン型

窯/ミルの排気筒（窯後部）に燃焼ガス粒子状物質、二酸化硫黄、窒素酸化物の連続

モニタリング装置を設置しなければならない。冷却機の排気筒（窯前部）に燃焼ガ



ス粒子状物質の連続モニタリング装置を設置しなければならない。既存セメント生

産ラインについては、地方の環境保護行政主管部門の規定に基づき、連続モニタリ

ング装置を設置しなければならない。    

連続モニタリング装置はHJ／T76《固定汚染源燃焼ガス排出連続モニタリングシ

ステムの技術要求及び検査・測定方法》の要求を満たさなければならない。燃焼ガ

ス排出連続モニタリング装置は県レベル以上の人民政府の環境保護行政主管部門

の査証を経て、有効期限内におけるモニタリングデータを有効データとする。時間

平均値を連続モニタリングの基準達成査定値とする。  

 

6.2 工場エリア外の粒子状物質無組織排出のモニタリング 

6.2.1 

工場エリア外の20m地点（明らかな工場エリアラインがない場合は作業現場から

20mの地点）の風上と風下に同時にサンプリング地点を設け、風上のモニタリング

データを参考値とする。 

6.2.2 

 モニタリングはHJ／T55《大気汚染物無組織排出モニタリング技術指導規則》の

規定に基づき執行する。 

6.2.3 

 粒子状物質の分析方法はGB／T15432《環境大気 総浮遊粒子状物質の測定 重

量法》を採用する。 

 

7. 基準の実施 

7.1 本基準は県レベル以上の人民政府の環境保護行政主管部門が監督実施を担う。  

 

7.2 地方の環境保護行政主管部門は環境管理要求に基づき、セメント工業の構造調

整と企業の基準達成情況を考慮し、既存セメント生産ライン燃焼排気ガス連続モニ

タリング装置計画を定め公布する。  

 

7.3 各省、自治区、直轄市の人民政府環境保護部門は、現地の環境管理の需要に基

づき、省レベルの人民政府へ許可申請を行い、また国家環境保護行政主管部門へ記

録記載のため報告し、予定を繰り上げ表1或いは表2の定める制限値を実施する。 

 

 


