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約 15m 必要 

第８章 火葬炉設備計画 

８-１ 火葬炉設備の機能と構成 

火葬炉は、遺体を 800℃以上の高温で火葬して衛生的に焼骨にする設備です。また、

日本の葬送の習慣上、焼骨を収骨してお墓等に納骨することから、1遺体ごとに火葬を

行う、バッチ式（間欠式）の機能を有します。 

最近の火葬炉設備の主な構成としては、炉前冷却室➞主燃焼炉➞再燃焼炉➞排ガス冷

却設備➞集じん設備➞強制排気設備➞排気筒の各設備から構成されています。 

なお、火葬炉を設置する火葬棟の建築は、炉の型式と密接な関係があり、炉を運転す

る場合には火葬作業や、炉前作業を含めた動線計画にも大きく影響を与えるため、火葬

炉の設置計画に際してはこれらの事項に十分な配慮をする必要があります。 

一般的な火葬炉設備のフローシートを図 8-1 に示します。 

火葬炉の技術的諸元は、遺体や副葬品等の燃焼対象物及び燃焼によって発生する排ガ

ス量や排気温度、排ガス処理設備（環境汚染防止設備）等であり、火葬炉の選定にあた

っては、これらの特質を勘案して、運転操作を合理的に行うことができ、かつ、火葬業

務が円滑に遂行できるようなシステムづくりをする必要があります。 

また、排気方法としては、表 8-1に示すように 1 炉 1 系列と 2炉 1系列が考えられま

す。なお、本計画では『３－３ 必要火葬炉数の算出』で整理したとおり、火葬炉（人

体炉）は、予備炉を含め 3炉の計画となるため、修理・補修を考慮すると、1 炉 1 系列

が望ましいと考えられます。 

図 8-1 火葬炉設備フローシート（例：液体燃料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：特定非営利活動法人日本環境斎苑協会 発行「火葬場の建設・維持管理マニュアル」 
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表 8-1 1 炉 1 系列と 2 炉 1 系列の比較 

項  目 

1 炉 1 系列 

本計画での必要数 

火葬炉（人体炉） 

2 炉 1 系列 

本計画での必要数 

火葬炉（人体炉） 

1．各設備について 各炉毎に必要 2 炉毎に必要 

 ①燃焼用空気送風機 3 台 2 台 

 ②排ガス冷却設備 3 基 2 基 

 ③集じん設備 3 基 2 基 

 ④強制排気設備 

  （誘引ファン） 
3 台 2 台 

 ⑤排気筒 3 基 2 基 

2．建築物における開口

部（排気筒等） 
3 か所（各炉毎に必要） 2 か所 

3．設置空間 大 中 

4．電気設備容量 大 中 

5．設備費 大 中 

6．維持管理費用 

 （修理補修費等） 
大（3 炉分必要） 中（炉本体以降は 2 系列分必要） 

7．修理・補修時及び 

非常時の対応 

1 炉ずつの修理・補修が可能で

あり、他の炉の稼働に影響を与

えません。また、非常時の対応

も他の系列に与える影響はあ

りません。従って、炉数が少な

い場合（3 基以内）は、修理・

補修を考慮すると、1 炉 1 系列

が望ましいと考えられます。 

設備費用としては、各設備容量

のスケールメリットが考えら

れるため、2 炉 1 系列の設備費

に対して 1.5 倍程度と考えら

れます。 

2 炉 1 系列のため、再燃焼炉以

降の設備機器において、故障等

が発生した場合は 2 炉が稼働

停止状況となる場合が考えら

れます。 

排ガス系列はバイパス煙道を

設備することで他の系列に流

せ、炉の運転は可能ですが、設

備容量を大きくする必要があ

り、設備費及び維持管理等のコ

スト面での懸念があります。 
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８－２ 火葬炉設備の型式・構造等 

１）炉前冷却室 

現在の御所市の火葬炉には設置されていませんが、最近の火葬炉設備には設置するこ

とが一般的となっており、炉前化粧扉と火葬炉本体の間に設置する設備です。これは、

火葬後の炉内台車と焼骨の冷却を目的としたものですが、火葬前の最後のお別れの時に

遺族や会葬者の目に触れる設備空間であることから、遺族や会葬者の心情に配慮した美

観と材質を考慮した設備とする必要があります。 

火葬炉内で冷却を行わないことで、炉内耐火材の損傷を少なくすることができます。 

 

２）火葬炉（主燃焼炉） 

主燃焼炉は、遺体を火葬する炉であり、遺体を骨灰化する設備です。主燃焼炉の構造

は、柩の収容、焼骨の取出しが容易で、制御に対する応答性に優れ、排ガス量の減量を

考慮し、炉内空間は密閉性が高いものが望ましいとされています。 

炉体は、内部をセラミックファイバーや耐火レンガ、不定形耐火材、断熱レンガ、耐

火・断熱材等で築炉し、外部を鋼板（ケーシング）で囲った堅牢な構造とする必要があ

ります。主燃焼炉の型式には台車式火葬炉とロストル式の火葬炉があります。 

 

① 台車式火葬炉 

台車式火葬炉は、図 8-2 に示すように主燃焼室に耐火物構造の炉床部付き台車

（火葬炉台車）を備えた火葬炉であり、主燃焼室の内外へ台車を移動させること

が可能な火葬炉です。 

 

図 8-2 再燃焼炉室付台車型火葬炉の一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：特定非営利活動法人日本環境斎苑協会 発行「火葬場の建設・維持管理マニュアル」
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② ロストル式火葬炉 

ロストル式火葬炉は図 8-3に示すように火格子によって棺を支持するとと

もに、遺体の火葬を促進できるよう下部から燃焼用空気が供給しやすい火葬炉

です。なお、火葬終了後の骨灰は、一般的に骨受皿に落ちるため、焼骨の形状

がバラバラになりやすく人体の形態がわからなくなることが多く見られてい

ることから、トレーにとって整骨等の作業が必要となります。 

 

最近の火葬場では、全体の約 98％が台車式になっていることから、新火葬場につ

いても台車式火葬炉で計画することが望ましいと考えます。 

 

図 8-3 再燃焼炉室付ロストル型火葬炉の一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：特定非営利活動法人日本環境斎苑協会 発行「火葬場の建設・維持管理マニュアル」 

 

３）化粧扉（炉前扉） 

炉前ホールの炉の前の壁面に設備する扉で、開閉方式は自動が主流となっていま

す。なお、手動でも開閉可能ができるように計画する必要があります。 

また、炉前冷却室への柩の収納及び火葬炉断熱扉との連携作動が安全・確実にな

され、厳粛な空間にするための装飾を考慮した計画とする必要があると考えます。 

 

４）断熱扉 

火葬炉内へ柩を納棺した後、火葬（燃焼）時の火熱、火炎、臭気の漏洩を防止す

るための扉で、炉壁と密着する機密構造で、かつ開閉操作が容易で手動でも開閉で

きる構造とする必要があります。また、火葬炉バーナーとのインターロックを始め

とする安全性確保のためのシステムが必要と考えます。 
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５）火葬炉本体、台車等の耐火・断熱材について 

火葬炉は、急速な加熱、冷却が要求される過酷な条件下で使用されます。従って、

火葬炉に使用されるセラミックファイバー等の耐火材は、JIS 規格に適合するばか

りでなく、耐スポーリング性（熱による歪み）に優れ、急熱急冷による亀裂、崩壊

等が生じない材質を選定する必要があります。近年の火葬炉では、炉内耐火材はセ

ラミックファイバーを使用する例が多くなっています。なお、炉本体のケーシング

表面温度が作業環境面から 40℃以下となるよう築炉構成を計画することが望まし

いと考えます。 

 

６）再燃焼炉 

火葬することによって、主燃焼炉で発生する不完全燃焼の排ガスを再度 800℃以

上の高温で燃焼させることにより、無害化する炉室です。排ガスにはばいじんや悪

臭ばかりでなく、ダイオキシン類等の有害物質も含んでいることから、再燃焼炉を

設置し、800℃以上の高温での燃焼分解を行い無害化する炉設備空間が必要となり

ます。再燃焼炉は以下の枠内に説明しているような構造が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７）燃料供給装置 

燃料の貯蔵タンクを設置する場合は、消防法や関係諸法令に適合するとともに、

耐圧性を有するものを使用する必要があります。また、危険物取扱いの許可や届出

の認可を要する施設にあっては事前にこれらの諸手続きを行う必要があります。 

なお、新火葬場の敷地前面道路まで都市ガスが布設されていないため、燃料とし

ては、灯油を使用することを計画しています。 

  

８）燃焼装置  

遺体を火葬するために必要な設備として燃焼バーナーがあります。主燃焼炉用バ

ーナーは、遺体を火葬するためのバーナーであり、火葬に適した火炎形状、燃料及

平成 12 年 3 月に厚生省（現厚生労働省）から「火葬場から発生するダイオキ

シン類削減対策指針」が示され、ダイオキシン類の問題発生を契機に完全燃焼の

重要性が指摘されています。近年はごみ焼却処理施設と同様に再燃焼炉における

排ガス滞留時間が示され、最大排ガス発生時で滞留時間を１秒間以上確保し、火

葬開始から終了まで再燃焼炉内温度は 800℃を保持するばかりでなく、燃焼に伴

って排出される排ガス温度を 200℃以下に冷却して放出することが必要条件と

なりました。また、「火葬場の建設・維持管理マニュアル」において、完全燃焼

を目指すためには、主燃焼炉排気口付近に送風口を設けて再燃炉出口の残存酸素

濃度を 6％以上に制御することが望ましいとあります。 
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び燃焼用空気の制御が自在で、失火がなく安定した燃焼状態を維持できる必要があ

ります。 

また、腹部等の難燃焼部や収縮により動いた遺体等への照射が可能なように、遺

体尊厳を考慮して、バーナーの火炎角度を上下に傾動できる装置を設備したバーナ

ーを選定する必要があります。再燃焼バーナーは主燃焼炉で発生した排ガスを無害

化するためのバーナーであり、短時間で炉内を 800℃以上に昇温できる容量が必要

であり、排ガス量の変動に迅速に対応し、炉内温度を常に 800℃以上を保持できる

必要があり、さらには排ガスの撹拌混合に寄与する火炎形状であることが必要とな

ります。 

 

９）燃焼用空気送風機 

燃焼用空気送風機は、遺体の燃焼に必要な空気を送風するものであり、燃焼量の

変化に伴う所要圧力を安定して維持できる低騒音型を選定する必要があります。 

 

１０）排ガス冷却設備            

排ガス冷却設備は、ダイオキシン類の新規合成反応（de novo 合成（再合成））

が着目されるまでは特に問題となることはありませんでした。 

再燃焼炉において分解されたダイオキシン類は、300～500℃の間においてダイオ

キシン類が新規合成（再合成）することが明らかになり、排ガス冷却に際してはこ

の温度域を如何に速く通過して 200℃以下に冷却するかが課題となっています。一

般的に火葬炉における冷却方式は、誘引排風機による外気吸込み混合方式の空気冷

却が採用されている例が多いのですが、排ガス量が増加することから、自治体によ

る排出基準値等のダイオキシン類濃度の上乗せ基準が設定される場合によっては、

排ガス量を抑制するために熱交換器等を使用している場合も見られています。 

 

１１）集じん設備 

火葬によって発生した燃焼排ガスを再度高温で燃焼することで排ガス中の有機

物は概ね無機化（無害化）されます。しかし、残存するばいじんにはダイオキシン

類が付着していることが考えられることから、排気筒からのダイオキシン類等の排

出量を低減化するためには、「火葬場から発生するダイオキシン類削減対策指針」

で示されているようにバグフィルター等の高効率な集じん設備の設置が必要とな

ります。 

また、ダイオキシン類だけでなく、ばいじん等の大気汚染物質を排出しないとい

う観点からも高効率な集じん設備（バグフィルター）の設置は必要と考えます。従

って、新火葬場においても高効率な集じん設備（バグフィルター）を設置すること

を提案します。 
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１２）強制排気設備 

火葬の燃焼を促進するために、炉内を負圧にする必要があります。負圧にするた

めには、強制的に炉内に空気を誘引する強制排気設備が必要です。火葬によって発

生した燃焼排ガスを誘引排風機等の強制排気設備により、強制的に大気中に排出す

る機構を備えた設備が必要であり、燃焼制御に必要な風量と圧力を有することが必

要です。 

 

１３）煙道及び排気ダクト 

煙道及び排気ダクトは、再燃焼室から排気筒間の各機器・設備を連結するための

排ガス通路で、通路内の高温部には断熱性の高い材質を使用する必要があります。

なお、高温部は室内の作業環境を考慮してダクト外周に保温工事を行うことが望ま

しいと考えます。煙道・排気ダクトは、排ガスの流量に適した断面積を有し、また、

火傷や火災の恐れ及びばいじんの堆積がなく、熱による膨張・収縮を考慮した構造

とする必要があります。 

 

１４）ダンパー設備 

燃焼用空気送風機、排ガス冷却設備、誘引排風機等の流量制御を行うため、必要

な箇所にダンパーを設ける必要があります。ダンパーは目的に応じた構造と応答速

度及び耐久性が必要であり、また、省エネルギーや応答速度の観点から、必要に応

じでインバーター（回転制御方式）と組合せて使用することが望ましいと考えます。 

                     

１５）排気筒 

排気筒は、火葬によって発生した燃焼ガスを大気中に放出する設備であり、大気

拡散を考慮するとともに、高温ガスによる腐食や排気に伴う騒音発生が少ない構

造・材質とすることを考慮する必要があります。 

なお、周辺地域との調和と景観及び建築物の意匠上の問題等から排気筒の高さを

低くする場合であっても、周辺環境を考慮すると、建物高さより高くなることは極

力避ける計画が望ましいと考えます。 

 

 

８－３ 環境保全計画 

１）環境汚染防止対策 

火葬場は大気汚染防止法による規制対象施設ではありませんが、一般的な環境の

影響を考慮し、火葬することによって発生する排ガス（ばいじん、ＮＯｘ、ＳＯｘ、

ダイオキシン類等）、悪臭、騒音・振動等が周辺環境に影響を与えないように、十分
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な環境保全対策に努める必要があります。従って、炉設備の構造はもちろん、各種

環境汚染防止設備を設置し、環境基準値以下になるよう、排出基準値を設定し、そ

れに対応できる設備・装置を計画する必要があります。 

 

（１）排ガス及び悪臭の防止対策 

遺体を火葬することによって発生する排ガス及び悪臭の防止対策としては、主燃

焼炉からの排ガスを再燃焼炉において 800℃以上の高温で燃焼（熱分解）すること

により、排ガス及び悪臭を除去し、無煙・無臭化する計画とする必要があります。 

 

（２）ダイオキシン類の防止対策 

再燃焼炉による燃焼分解の他、「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策

指針」に示された望ましいとされる排出指針値に対応できる高性能な集じん設備を

採用し、除去を行う計画とする必要があります。 

 

（３）騒音・振動防止対策 

火葬によって発生する騒音・振動の防止対策については、低騒音及び低振動の設

備機器等の設置及び防音・防振・吸音・吸振等の資材を使用し、さらに、設備機器

の配置や建物構造等について対策を行う計画とする必要があります。 

 

（４）工事中の対策 

工事中における砂塵等の飛散防止のためには水の散水等を行い、また、騒音・振

動については低騒音、低振動の建設機械の採用により対策を行う計画とする必要が

あります。 

 

２） 環境汚染防止対策の方法 

火葬炉設備の稼動によって、環境に負荷をかけるものとしては主に排ガス、悪臭、

騒音・振動が考えられます。これらの環境汚染防止対策について以下に整理し、新

火葬場からの排出基準値を表 8-2 のように設定します。 

 

（１）排ガス及び悪臭の防止対策 

火葬により発生する排ガス及び悪臭の基本的な除去対策としては、一般的に再燃

焼炉と集じん設備による対策が考えられます。 

以下に考え方について整理します。 

ａ．再燃焼炉の設置 

火葬することにより発生する排ガス及び悪臭の原因は、火葬炉におけるバ

ーナー着火時の炉内の燃焼温度が低いために起きる現象であり、火葬によっ

て発生する排ガスが完全に燃焼されていないことが主な理由として挙げられ
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ます。 

従って、主燃焼炉で発生した排ガスを 800℃以上の高温で再度燃焼させ分解

することにより、排ガスや悪臭を除去するのが再燃焼炉で、この再燃焼炉の

燃焼効率を高めることは、環境汚染防止の上で非常に重要なことであり、構

造については十分な検討を行う必要があります。 

ｂ．集じん設備 

再燃焼炉において、主燃焼炉からの排ガスを再度燃焼させることにより、

排ガス及び悪臭の発生原因である未燃焼の炭素（スス）は、表 8-2 に示した

排出基準値を遵守できると考えます。しかし、周辺地域における環境汚染防

止に配慮し、より微粒化したばいじんを除去し、排ガス中のばいじん濃度を

排出基準値以下にするための高度な集じん設備（バグフイルター）を設置す

る計画とする必要があります。 

 

 

（２）ダイオキシン類の防止対策 

ダイオキシン類については、健康及び環境への影響を未然に防止することを徹底

することが重要であり、厚生省（現厚生労働省）においても平成 12 年 3 月「火葬

場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」を策定し、火葬炉設備の望ましい

とされる炉構造や、燃焼管理の考え方等が示され、新しく設置する火葬炉設備につ

いては排ガス中のダイオキシン類濃度の指針として 1.0ng-TEQ/Nm3以下が望ましい

としています。この内容を踏まえ、ダイオキシン類の環境汚染防止設備及びその対

策について以下に検討します。 

 

Ａ．主燃焼炉で発生した燃焼排ガスを、再燃焼炉において 800℃以上の高温で燃

焼し、さらに、炉内の滞留時間を 1 秒以上確保する。 

Ｂ．ダイオキシン類の再生成を防止するため、再燃焼炉からの排ガスを 200℃以

下に急冷却するための排ガス冷却設備の導入を行う。（空気冷却等） 

Ｃ．高効率な集じん設備（バグフィルター）の導入を行う。 

Ｄ．強力な誘引排風機の導入を行う。 

  排ガス冷却設備によって排ガス温度を 200℃以下に抑えることによりダイ

オキシン類の再合成を防止することができるが、空気冷却を採用すること

により排ガス量が増大するため、排ガスを大気中に放出するにあたっては、

風量に十分余裕のある強制排気設備（誘引排風機等）の導入を計画する。  

 

（３）騒音・振動防止対策 

火葬炉の稼動によって発生する騒音・振動としては、バーナー燃焼音と強制排気

方式による排風機、集じん設備等の騒音・振動が考えられます。従って、騒音・振
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動防止のために、できる限りの防音・防振・吸音・吸振処置を施し、火葬炉から発

生する騒音・振動が周辺地域と告別室や待合室等に影響を及ぼすことのないように、

十分に配慮した計画とする必要があります。また、火葬作業室（炉室）内は、作業

環境の保全に十分に配慮した計画とする必要があります。 

 

（４）その他有害物質の対策 

排ガス中のその他有害物質としては塩化水素、窒素酸化物、硫黄酸化物等が考え

られます。塩化水素は、通常の火葬においては、柩への副葬品をある程度限定する

ことにより、発生を未然に防止することができると考えます。 

また、窒素酸化物については、高温で燃焼を行うと空気中の窒素分がＮＯｘとし

て生成されるものの通常の火葬温度（800℃）においては特に発生の危惧は少ない

ものと考えます。 

なお、硫黄酸化物は、火葬燃料に重油等を使用した場合に起こりうる問題であり、

新火葬場の燃料としては、灯油を使用することから、特に懸念される問題とはなら

ないと想定します。 

 

 

８－４ 新火葬場における排出基準値の設定 

火葬することによって発生する排ガス中のばいじん、ダイオキシン類等の大気汚染

物質、悪臭及び火葬炉設備の稼働に伴う騒音・振動等の排出基準値は、大気汚染防止

法等の環境基準値、「火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針」、「火葬場

の建設・維持管理マニュアル」等を参考にして設定します。 

なお、火葬によって発生する排ガス量は廃棄物焼却施設に比べて少ないことと、火

葬する物質が比較的判明（人体及び柩・副葬品等）しているので、物質によっては廃

棄物処理施設の排出基準値より低い数値として設定することも考慮し、表 8-2 のよう

に設定します。 
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表 8-2 新火葬場の排出基準値（酸素濃度 12%換算値とする。） 

 

  

項       目 排出基準値 指    標 

排出ガ 

ス濃度 

硫黄酸化物    30ppm 以下 「大気汚染防止法」、「廃棄物

の処理及び清掃に関する法律」、

「火葬場から排出されるダイオ

キシン類削減対策指針」、「火

葬場の建設・維持管理マニュア

ル」、「火葬場の施設基準に関

する研究」等を参考に設定 

窒素酸化物   250ppm 以下 

ばいじん 0.01g/Nm3以下 

ダイオキシン類 1.0ng-TEQ/Nm3以下 

一酸化炭素 平均 30ppm 以下 

塩化水素    50ppm 以下 

排ガス温度 200℃以下 

悪臭物 

質濃度 

アンモニア    1ppm 以下 悪臭防止法の規制基準（22 物質）

とした。 メチルメルカプタン  0.002ppm 以下 

硫化水素   0.02ppm 以下 

硫化メチル   0.01ppm 以下 

二硫化メチル  0.009ppm 以下 

トリメチルアミン  0.005ppm 以下 

アセトアルデヒド   0.05ppm 以下 

スチレン   0.4ppm 以下 

プロピオン酸   0.03ppm 以下 

ノルマル酪酸  0.001ppm 以下 

ノルマル吉草酸  0.0009ppm 以下 

イソ吉草酸  0.001ppm 以下 

酢酸エチル    3ppm 以下 

トルエン    10ppm 以下 

キシレン    1ppm 以下 

メチルイソブチルケトン    1ppm 以下 

イソブタノール   0.9ppm 以下 

プロピオンアルデヒド   0.05ppm 以下 

ノルマルブチルアルデヒド  0.009ppm 以下 

イソブチルアルデヒド   0.02ppm 以下 

ノルマルバレルアルデヒド  0.009ppm 以下 

イソバレルアルデヒド  0.003ppm 以下 
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表 8-2 続き 新火葬場の排出基準値（酸素濃度 12%換算値とする。） 

 

 これらの他、環境への配慮を要する物質等については、その都度、排出基準値の設定・

見直しの検討を行います。 

 

 

 

 

 

臭気 

濃度 

排気筒出口     500 以下 悪臭防止法による嗅覚測定法 

（官能試験法） 敷地境界     10 以下 

騒音 

作業室内最大稼動    80dB(A)以下 敷地境界は騒音規制法による規制

基準値等を参考に設定 炉前ホール最大稼動    60dB(A)以下 

昼間敷地境界最大稼動   50dB(A)以下 

振動 
作業室内最大稼動     75dB 以下 敷地境界は振動規制法による規

制基準値等を参考に設定 昼間敷地境界最大稼動   55dB 以下 


