
都市ガス工業概要（消費機器編）平成二十年改訂版 正誤表

Ｈ２２年訂正

頁 項目 誤 正 コメント

P5 1.5 燃焼排ガス 表中の計算ミスの

修正

P8 1.9 火炎温度 図Ⅰ.1.1 に空気中におけるブンゼン燃焼炎の温度

を実測した結果を示す。

図Ⅰ.1.1に空気中におけるブンゼン燃焼炎の温度を

実測した結果を示す。

炎の中で最高温度となる位置は内炎のわずか上方

で、テストガス１３Ａ-０（メタン90.0％、ブタン

10.0％）では約1,400℃である。一方、このときの理

論火炎温度を求めると約1,960℃となる。

実測値と理論火炎

温度の差が分かる

よう説明を追加



Ｈ２６年訂正

頁 項目 誤 正 コメント

P8 1.10  燃焼範囲（爆発

範囲） 

ガスを空気でしだいに薄めていくと、初めは燃焼し

ないが、ある混合割合に達すると燃焼するようにな

る。しかし、さらにこれを薄めていくと再び燃焼しな

くなる。即ち、空気とガスの混合割合が濃すぎても薄

すぎても、ある限度を越えると燃焼は起こらない。

ガスを空気でしだいに薄めていくと、初めは燃焼し

ないが、ある混合割合に達すると燃焼するようにな

る。しかし、さらにこれを薄めていくと再び燃焼しな

くなる。即ち、空気とガスの混合割合が濃すぎても薄

すぎても、ある限度を超えると燃焼は起こらない。

誤字訂正

P21 表Ⅰ.2.2 各燃焼方式

の特徴と用途 

（セミ・ブンゼン式 の行）

①赤火とブンゼンの中間状態で逆火しない。

（セミ・ブンゼン式 の行）

①逆火しない。

赤火とブンゼンは連

続しておらず「中間

状態」はふさわしく

ないため削除

P22 3.2 フラッシュバック

（逆火） 

フラッシュバック現象及びリフティング現象は、こ

の噴出速度と燃焼速度のバランス範囲を逸脱した場

合に起こる。フラッシュバックはガス・空気混合気体

の噴出速度に比べて、燃焼速度がバランス点を越えて

速くなった時又はガスの燃焼速度に比べて、噴出速度

がバランス点以下に遅くなった時に起こる現象であ

る。

フラッシュバック現象及びリフティング現象は、こ

の噴出速度と燃焼速度のバランス範囲を逸脱した場

合に起こる。フラッシュバックはガス・空気混合気体

の噴出速度に比べて、燃焼速度がバランス点を超えて

速くなった時又はガスの燃焼速度に比べて、噴出速度

がバランス点以下に遅くなった時に起こる現象であ

る。

誤字訂正

P23 3.3 リフティング（リ

フト） 

リフティングはフラッシュバックとは逆に、炎がバ

ーナーより浮き上がって、ある距離をへだてた空間で

燃える現象で、混合気体の噴出速度に比べて、燃焼速

度がバランス点以下に遅くなった時、又は燃焼速度に

比べて噴出速度がバランス点を越えて速くなった時

に起こる現象である。

リフティングはフラッシュバックとは逆に、炎がバ

ーナーより浮き上がって、ある距離をへだてた空間で

燃える現象で、混合気体の噴出速度に比べて、燃焼速

度がバランス点以下に遅くなった時、又は燃焼速度に

比べて噴出速度がバランス点を超えて速くなった時

に起こる現象である。

誤字訂正



Ｈ２４年訂正

頁 項目 誤 正 コメント

P25 3.7 ＮＯＸ 〈プロンプトＮＯＸの生成機構〉 

 プロンプトＮＯＸは空気中の窒素と火炎中に存在

するＣＨ、ＣＨ２等との反応を経由して生成する。

プロンプトＮＯＸの生成に必要なＣＨ、ＣＨ２等は、

メタンが酸化する過程で生成するため、その分布はメ

タンの酸化が行われる火炎帯に限定される。

 プロンプトＮＯＸの生成は空気比 0.7～0.8 で最大

となり、その濃度は一般的に 60～80ppm程度である。

〈プロンプトＮＯＸの生成機構〉 

 プロンプトＮＯＸは空気中の窒素と火炎中に存在

するＣＨ、ＣＨ２等との反応を経由して生成する。

 プロンプトＮＯＸの生成に必要なＣＨ、ＣＨ２等は、

炭化水素が酸化する過程で生成するため、その分布は炭

化水素の酸化が行われる火炎帯に限定される。

 プロンプトＮＯＸの生成は空気比 0.7～0.8 で最大

となり、その濃度は一般的に 60～80ppm程度である。

プロンプトＮＯｘ

の生成機構に関す

る記載事項の誤り



Ｈ２６年訂正

頁 項目 誤 正 コメント

P38 6.1.2 発生環境 ・半密閉式機器の排気筒に強風が吹きつけ、燃焼量に

対し十分な排気がなされず、結果適切に空気が供給さ

れない。

・半密閉式機器の排気筒トップに強風が吹きつけ、燃

焼量に対し十分な排気がなされず、結果適切に空気が

供給されない。

「排気トップ」の方

が表現としてふさわ

しいため修正

P41 1. ガス機器の分類

と基本機構 

上記の機器のうち特に普及率が高く、構造が複雑で

ある等の理由により構造上あるいは機能上の欠陥が

事故に結びつくとみなされるものは、ガス用品に指定

され、指定検定機関による検査が義務づけられてい

る。

上記の機器のうち特に普及率が高く、構造が複雑で

ある等の理由により構造上あるいは機能上の欠陥が

事故に結びつくとみなされるものは、ガス用品に指定

され、検査機関による検査が義務づけられている。

用品省令に基づく語

句に修正

P72 表Ⅱ.3.5 温水機器の

安全機能一覧 

凍結防止機能 凍結予防装置 混在する用語を「凍

結予防装置」に統一

P73 3.2.2 温水機器の最

新技術

（参考）

（※３）タイムスタンプ

2008年４月以降に発売された開放式小型湯沸器に

は機器の10万回を越える使用をお知らせする機能が

付加されている。2009年４月に「長期使用製品安全

点検制度」の施行が予定されており、これに先行する

形で搭載したものである。

（参考）

（※３）タイムスタンプ

2008年４月以降に発売された開放式小型湯沸器に

は機器の10万回を超える使用をお知らせする機能が

付加されている。2009年４月に「長期使用製品安全

点検制度」の施行が予定されており、これに先行する

形で搭載したものである。

誤字訂正



Ｈ２２年訂正

頁 項目 誤 正 コメント

P77 3.2.3 温水機器の制

御技術 

図Ⅱ.3.23 火炎温度と CO/CO2の関係 （注）上記図中の火炎温度とＣＯの関係は、実際の機器

の制御で使用される一例であり、理論火炎温度よ

りも低い温度である。

図Ⅱ.3.23 火炎温度と CO/CO2の関係

図Ⅱ.3.23 の図中の

火炎温度について、実

測値と理論火炎温度

の差が分かるよう注

記を追加

P77 3.2.3 温水機器の制

御技術 

図Ⅱ.3.23 火炎温度と CO/CO2の関係 （注）上記図中のファン消費電力とＣＯの関係は、実際

の機器の制御で使用される一例である。

図Ⅱ.3.24 給気ファン消費電力と CO/CO2 の関係

図Ⅱ.3.24 のファン

消費電力とＣＯの関

係について、注記を追

加



Ｈ２６年訂正

頁 項目 誤 正 コメント

P109 3.3.2 温水床暖房 （２）特長

床暖房は温風暖房の対流によるものとは異なり、床

面からの放射・熱伝導により暖房する。床面付近の生

活空間は暖かく、その他の空間は天井付近まで約

20℃前後の均一した温度分布が得られる、頭寒足熱

型の理想的な暖房方式である。

（２）特長

床暖房は温風暖房の対流によるものとは異なり、主

に床面からの放射・熱伝導により暖房する。床面付近

の生活空間は暖かく、その他の空間は天井付近まで約

20℃前後の均一した温度分布が得られる、頭寒足熱

型の理想的な暖房方式である。

床暖房においても対

流による影響もある

と考えられることか

ら「主に」を追記

P130 3.6.3 家庭用燃料電池

コージェネレーション

システム 

（１）発電ユニット 

① 燃料処理装置

 水蒸気改質法による燃料処理質装置は、水蒸気改質

反応器、一酸化炭素変成（ＣＯ変成）器、ＣＯ選択酸

化器から構成され、さらに脱硫装置が組み込まれたも

のもある。コンパクト化と高効率化が図られている。

① 燃料処理装置

 水蒸気改質法による燃料処理装置は、水蒸気改質反

応器、一酸化炭素変成（ＣＯ変成）器、ＣＯ選択酸化

器から構成され、さらに脱硫装置が組み込まれたもの

もある。コンパクト化と高効率化が図られている。

誤記訂正



Ｈ２２年訂正

頁 項目 誤 正 コメント

P151 4.1.11 不完全燃焼防

止装置 

 開放式瞬間湯沸器や開放式ストーブでは、作動基準

が 2008 年４月に法令改正され、瞬間湯沸器では排ガ

ス中の体積ＣＯ％が 0.03％以下（実測値）、ストーブ

では 0.05％以下でガス通路を閉ざすこととなってい

る。

開放式瞬間湯沸器や開放式ストーブでは、作動基準

が2008年４月に法令改正され、瞬間湯沸器では排ガ

ス中の体積ＣＯ％が0.03％を越えないように（実測

値）、ストーブでは0.05％を越えないように（実測値）

自動的にガス通路を閉ざすこととなっている。

不完全燃焼防止装置

の作動基準につい

て、省令に沿った分

かりやすい表現に変

更



Ｈ２６年訂正

頁 項目 誤 正 コメント

P161 4.1.15 調理油過熱防止

装置 

 コンロによるてんぷら油火災を防止するため、

2008年10月から一口コンロを除くすべての家庭用コ

ンロの全バーナーに搭載が義務付けられた。

 コンロによるてんぷら油火災を防止するため、

2008年10月から卓上型一口コンロを除くすべての家

庭用コンロの全バーナーに搭載が義務付けられた。

用品省令に基づく語

句に修正

P186 図Ⅱ.6.6 接触燃焼式

出力特性の一例 

図Ⅱ.6.6 接触燃焼式出力特性の一例 図Ⅱ.6.6 接触燃焼式出力特性の一例

単位記載漏れの修正

P187 6.1 都市ガス警報器 ① 警報濃度 

警報器の自主検査規定では、警報器は都市ガスの爆

発限界の 1/4 以下の濃度で警報を発し始めるように

定めている。この程度の濃度で警報すれば、危険な濃

度に達する前にガスを止めて、換気措置を行うための

時間は十分あると考えられている。

① 警報濃度 

ガス事業法の告示において、ガスの濃度が爆発下限

界の 1/4 以上のときに確実に作動することが規定さ

れている。1/4 程度の濃度で警報すれば、危険な濃度

に達する前にガスを止めて、換気措置を行うための時

間は十分あると考えられている。

通商産業省告示第

578 号の記載事項を

反映

P197 7.5 調整作業上の注意 ⑤ ＬＰガスから都市ガスヘのガス機器の改造にあ

たってば、ガバナーの組込み、ホースエンド、ゴム管、

ガス栓の交換等が必要になる場合もあるので注意す

る。

⑤ ＬＰガスから都市ガスヘのガス機器の改造にあ

たっては、ガバナーの組込み、ホースエンド、ゴム管、

ガス栓の交換等が必要になる場合もあるので注意す

る。

誤字訂正

P244 3.1.3 二重効用吸収

冷凍サイクル 

このように二段の濃縮工程を持つため二重効用型と

呼ばれている。単効用型に対し冷却水に捨てられる熱

の比率が小さく、ＣＯＰは約２倍向上する。

このように二段の濃縮行程を持つため二重効用型と

呼ばれている。単効用型に対し冷却水に捨てられる熱

の比率が小さく、ＣＯＰは約２倍向上する。

誤字訂正

工程⇒行程

（ｐｐｍ） 



Ｈ２６年訂正

頁 項目 誤 正 コメント

P246 3.3 吸収冷凍機の性能

（成績係数） 

（数式略）＝12,000Btu/h ＝ 3.516kW（3,024kal/h） （数式略）＝12,000Btu/h ＝ 3.516kW（3,024kcal/h） 誤字訂正

P253 5.3.3 エンジンサイ

クル 

エンジンが継続して仕事をするためには、混合ガスの

燃焼爆発を連続的に行わせることが必要で、このため

には周期的に新しい混合気をシリンダー内に補充し、

圧縮し、燃焼（爆発）させ、そして不要となった排気

ガスを排出するという工程を連続して行わなければ

ならない。このシリンダー内の周期的変化を「サイク

ル」という。

エンジンが継続して仕事をするためには、混合ガスの

燃焼爆発を連続的に行わせることが必要で、このため

には周期的に新しい混合気をシリンダー内に補充し、

圧縮し、燃焼（爆発）させ、そして不要となった排気

ガスを排出するという行程を連続して行わなければ

ならない。このシリンダー内の周期的変化を「サイク

ル」という。

誤字訂正

工程⇒行程

P254 5.3.4 ４サイクルエ

ンジンの作動 

図Ⅲ.5.5 のように、クランクシャフトが１回転すれ

ば、コネクティングロッド（コンロッド）でクランク

シャフトに連結されているピストンは、上下の１往復

（２つの工程）を行う。４サイクルエンジンでは、ク

ランクシャフトの２回転、つまりピストンの４工程

で、１回の爆発をするように仕組まれている。その４

つの工程で、吸入、圧縮、爆発、排気の仕事がそれぞ

れ行われる。

図Ⅲ.5.5 のように、クランクシャフトが１回転すれ

ば、コネクティングロッド（コンロッド）でクランク

シャフトに連結されているピストンは、上下の１往復

（２つの行程）を行う。４サイクルエンジンでは、ク

ランクシャフトの２回転、つまりピストンの４行程

で、１回の爆発をするように仕組まれている。その４

つの行程で、吸入、圧縮、爆発、排気の仕事がそれぞ

れ行われる。

誤字訂正

工程⇒行程



Ｈ２４年訂正

頁 項目 誤 正 コメント

P254 5.3.4 ４サイクルエ

ンジンの作動 

図Ⅲ.5.5 ４サイクルエンジンの作動 図Ⅲ.5.5 ４サイクルエンジンの作動

図中の

記載事項の誤り

エキゾーストバル

ブ（吸気弁）

⇒（排気弁）



Ｈ２６年訂正

頁 項目 誤 正 コメント

P254 

～255 

5.3.4 ４サイクルエ

ンジンの作動 

（１）吸入工程 

ピストンが、シリンダーの中で一番上がりきったと

ころ（上死点）から、クランクシャフトの回転によ

って下降を始めると、燃焼室の容積が大きくなるの

で、中の気圧は下がる。この時、インレットバルブ

（吸気弁）を開くと、外気がミキサーを通って燃料

と混合されながらシリンダーの中へ吸い込まれてく

る。ピストンが、シリンダーの一番下、これよりは

下がらないというところ（下死点）まで降りると、

吸入工程は終わり、次の圧縮工程に移る。

（２）圧縮工程 

 一度下がりきったピストンは改めて上がり始める

が、この時、今まで開いていたインレットバルブを

閉じると、吸い込まれた混合気は行き場が無くなり、

燃焼室の中で圧縮されて、上死点に達するときには

1.0～1.2MPaに達する。

これが圧縮工程で、この工程が終わって、ピストン

が上死点に達したときから爆発工程に入る。

（３）爆発工程 

ピストンが上死点に近づいたとき、点火プラグで火

花を飛ばすと圧縮されている混合気は爆発を起こし

てピストンを押し下げ、コンロッドを介してクランク

シャフトを回す。

（４）排気工程 

爆発によって押し下げられたピストンは、吸入工程

から圧縮工程に移るときと同様に、フライホイール

（１）吸入行程 

ピストンが、シリンダーの中で一番上がりきったと

ころ（上死点）から、クランクシャフトの回転によっ

て下降を始めると、燃焼室の容積が大きくなるので、

中の気圧は下がる。この時、インレットバルブ（吸気

弁）を開くと、外気がミキサーを通って燃料と混合さ

れながらシリンダーの中へ吸い込まれてくる。ピスト

ンが、シリンダーの一番下、これよりは下がらないと

いうところ（下死点）まで降りると、吸入行程は終わ

り、次の圧縮行程に移る。

（２）圧縮行程 

 一度下がりきったピストンは改めて上がり始める

が、この時、今まで開いていたインレットバルブを

閉じると、吸い込まれた混合気は行き場が無くなり、

燃焼室の中で圧縮されて、上死点に達するときには

1.0～1.2MPaに達する。

これが圧縮行程で、この行程が終わって、ピストン

が上死点に達したときから爆発行程に入る。

（３）爆発行程 

ピストンが上死点に近づいたとき、点火プラグで火

花を飛ばすと圧縮されている混合気は爆発を起こし

てピストンを押し下げ、コンロッドを介してクランク

シャフトを回す。

（４）排気行程 

爆発によって押し下げられたピストンは、吸入行程

から圧縮行程に移るときと同様に、フライホイールの

誤字訂正
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の慣性で、上死点に向かって押し上げられる。この

時、エキゾーストバルブ（排気弁）を開くと、排気

がピストンの力でシリンダーの外に押し出される。

慣性で、上死点に向かって押し上げられる。この時、

エキゾーストバルブ（排気弁）を開くと、排気がピス

トンの力でシリンダーの外に押し出される。

P257 5.3.6 圧縮式冷暖房

の作動原理 

（１）冷房 

[圧縮工程] ガスエンジンによりコンプレッサー

を駆動し、冷媒を圧縮する（①→②）。

[凝縮工程] 圧縮され、高温・高圧になった冷媒

ガスは、凝縮器（室外機内熱交換器）

で外気によって冷却され、凝縮熱を

放出して液化する（②→③）。

[膨張・蒸発工程] 液化した冷媒は膨張弁で膨張

した後（③→④）、蒸発器（室内機

内熱交換器）で室内空気から気化に

必要な熱を奪って蒸発する（④→

①）。この時、室内空気は気化熱に

よって冷却され、冷房効果を生ず

る。（室内冷房）

蒸発した冷媒ガスは再びコンプレッサーに戻り、同

様なサイクルを繰り返す。

（２）暖房 

 四方切替弁で冷媒ガス通路を切り替えて、室外機

内の熱交換器を蒸発器、室内機内の熱交換器を凝縮器

として利用する。

[圧縮工程] ガスエンジンによりコンプレッサ

ーを駆動し、冷媒を圧縮する。（①

→②）

[凝縮工程] 圧縮され、高温、高圧になった冷媒

（１）冷房 

[圧縮行程] ガスエンジンによりコンプレッサー

を駆動し、冷媒を圧縮する（①→②）。

[凝縮行程] 圧縮され、高温・高圧になった冷媒

ガスは、凝縮器（室外機内熱交換器）

で外気によって冷却され、凝縮熱を

放出して液化する（②→③）。

[膨張・蒸発行程] 液化した冷媒は膨張弁で膨張

した後（③→④）、蒸発器（室内機

内熱交換器）で室内空気から気化に

必要な熱を奪って蒸発する（④→

①）。この時、室内空気は気化熱に

よって冷却され、冷房効果を生ず

る。（室内冷房）

蒸発した冷媒ガスは再びコンプレッサーに戻り、同

様なサイクルを繰り返す。

（２）暖房 

 四方切替弁で冷媒ガス通路を切り替えて、室外機

内の熱交換器を蒸発器、室内機内の熱交換器を凝縮器

として利用する。

[圧縮行程] ガスエンジンによりコンプレッサ

ーを駆動し、冷媒を圧縮する。（①

→②）

[凝縮行程] 圧縮され、高温、高圧になった冷媒
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ガスは、凝縮器（室内機内熱交換器）

で室内空気によって冷却され、凝縮

熱を放出して液化する（②→③）。

この時、室内空気はこの凝縮熱によ

って加熱され、暖房効果を生じる。

（室内暖房）

[膨張・蒸発行程] 液化した冷媒は、膨張弁で膨

張した後（③→④）、蒸発器（室外

機内熱交換器）で外気から気化熱を

奪って蒸発する（④→①）。

蒸発した冷媒ガスは、再びコンプレッサーに戻り、

同様なサイクルを繰り返す。

 冷房と暖房の切替えは、室外機内の四方（切換）弁

で冷媒の流れを変える事によって行うことができる。

ガスは、凝縮器（室内機内熱交換器）

で室内空気によって冷却され、凝縮

熱を放出して液化する（②→③）。

この時、室内空気はこの凝縮熱によ

って加熱され、暖房効果を生じる。

（室内暖房）

[膨張・蒸発行程] 液化した冷媒は、膨張弁で膨

張した後（③→④）、蒸発器（室外

機内熱交換器）で外気から気化熱を

奪って蒸発する（④→①）。

蒸発した冷媒ガスは、再びコンプレッサーに戻り、

同様なサイクルを繰り返す。

 冷房と暖房の切替えは、室外機内の四方（切換）弁

で冷媒の流れを変える事によって行うことができる。

P258 5.3.7 モリエル線図 冷房サイクルでは、圧縮、凝縮、膨張、蒸発の４つ

の工程を繰り返し、室内から室外へと熱の移動が行わ

れている。これをモリエル線図に表現したものの例を

図Ⅲ.5.10に示す。

冷房サイクルでは、圧縮、凝縮、膨張、蒸発の４つ

の行程を繰り返し、室内から室外へと熱の移動が行わ

れている。これをモリエル線図に表現したものの例を

図Ⅲ.5.10に示す。
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P259 5.3.7 モリエル線図 このように、室内機にて蒸発工程を行い周囲の温度

を奪い、室外機にて凝縮工程を行い外部に熱を放出す

ることにより、室内の熱を室外へ移動させ、冷房を行

うことができる。

横軸はエネルギー量（エンタルピー）であるから、

圧縮工程（①→②）にて圧縮機が冷媒に与えた熱量（仕

事量）はa、蒸発工程（④→①）にて周囲から奪った

熱量はｂ、凝縮工程（②→③）で周囲に放出した熱量

はａ＋ｂである。

このように、室内機にて蒸発行程を行い周囲の温度

を奪い、室外機にて凝縮行程を行い外部に熱を放出す

ることにより、室内の熱を室外へ移動させ、冷房を行

うことができる。

横軸はエネルギー量（エンタルピー）であるから、

圧縮行程（①→②）にて圧縮機が冷媒に与えた熱量（仕

事量）はa、蒸発行程（④→①）にて周囲から奪った

熱量はｂ、凝縮行程（②→③）で周囲に放出した熱量

はａ＋ｂである。
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P260 5.4 ＧＨＰの特長 さらには、補機（ファン、ポンプなど）や制御以外

には電力を必要としないため、契約電力の低減が図ら

れる。同能力の電気式に比較して約１／10の小電力

である。

さらには、補機（ファン、ポンプなど）や制御以外

には電力を必要としないため、契約電力の低減が図ら

れる。同能力の電気式に比較して約１／10の省電力

である。

誤字訂正

P266 5.6.5 その他 上記以外にもＧＨＰのバリエーションとして、ヒー

トアイランド対策に効果を発揮する水冷却タイプや、

電算室など高顕熱物件に対応した高顕熱タイプ、また

冷房ではなく冷水を供給するチラータイプなどがあ

る。

上記以外にもＧＨＰのバリエーションとして、ヒー

トアイランド対策に効果を発揮する水冷却タイプや、

電算室など高顕熱物件に対応した高顕熱タイプ、また

冷媒ではなく冷水を供給するチラータイプなどがあ

る。
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Ｈ２２年訂正

頁 項目 誤 正 コメント

P273 ２. コージェネレーシ

ョンシステムの省エネ

ルギー性、環境保全性 

図Ⅳ.2.1 天然ガスのクリーン性 図Ⅳ.2.1 天然ガスのクリーン性

表中の記載ミスの

修正

Ｈ２４年訂正

頁 項目 誤 正 コメント

P276 ３. コージェネレーシ

ョンシステムの設計 

図Ⅳ.3.3 ペースロード運転 図Ⅳ.3.3 ベースロード運転

表中の記載ミスの

修正
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頁 項目 誤 正 コメント

P276 ３. コージェネレー

ションシステムの設

計

（５）システムの選定 

 （１）～（４）を基にシステムを選定する。まず、

原動機をガスエンジン、ガスタービン、あるいは燃料

電池にするかを決め、次に発電機容量を定めると排熱

の量と回収方法が絞られてくるので、建物負荷を考え

ながら排熱用途などを選定し、それに合わせて利用し

やすい形態の排熱回収方法を決定する。

（５）システムの選定 

 （１）～（４）を基にシステムを選定する。まず、

原動機をガスエンジン、ガスタービンにするかを決

め、次に発電機容量を定めると排熱の量と回収方法が

絞られてくるので、建物負荷を考えながら排熱用途な

どを選定し、それに合わせて利用しやすい形態の排熱

回収方法を決定する。

燃料電池は原動機に

該当しないため削除

P294 1.地域冷暖房の概要 〈参考〉

熱供給事業法（昭和47年６月22日法律第68号）

 第２条２項  この法律において「熱供給事業」と

は、一般の需要に応じ熱供給を行う事業（使用するボ

イラ、その他の法令で定める設備の能力が政令で定め

る基準以上のものに限り、もっぱら一の建物内の需要

に応じ熱供給を行うものを除く。）をいう。

〈参考〉

熱供給事業法（昭和47年６月22日法律第68号）

 第２条２項  この法律において「熱供給事業」と

は、一般の需要に応じ熱供給を行う事業（使用するボ

イラ、その他の政令で定める設備の能力が政令で定め

る基準以上のものに限り、もっぱら一の建物内の需要

に応じ熱供給を行うものを除く。）をいう。
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