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図－１ 効率的な間欠運転運用例 

効率的な間欠運転運用例
定格運転と間欠運転の焼却炉をそれぞれ運用するこ
とで燃料消費の少ない運転が可能となります。
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2-(4)-1 汚泥焼却における温室効果ガス削減の取組 

 
東部第一下水道事務所砂町水再生センター 中田 友三 

 
１．はじめに 

下水道局では、東京都下水道局経営計画 2010の地球温暖化対策においてCO2排出量削減の取組の中

で、汚泥処理が大きな部分を占めることから、特に削減効果の大きい汚泥焼却について地球温暖化対

策を積極的に進めている。このような背景を受け、東部スラッジプラントでは、運転管理業務受託者

の東京都下水道サービス株式会社（以下、TGSという）と共同で平成 22年度に汚泥焼却設備における

温室効果ガスを削減するための運転改善に積極的に取り組み、一定の成果が得られたので報告する。 

 

２．下水道局の温室効果ガス削減の取組（汚泥処理） 

２．１ 汚泥処理施設の温室効果ガス削減の取組 

下水道局では、省資源・省エネルギー対策に向け、積極的に新技術の開発・導入に努め、これまで

に、汚泥の消化ガス発電、下水熱や汚泥焼却廃熱を利用した地域冷暖房事業等多様な取組を行ってき

た。しかし、当局は事業活動で、都内の電力消費量の 1%を占める膨大な電力（約 10億kWh）を消費し

ており、また、都の事務事業活動に伴う温室効果ガス排出量の 4割を占めている。温室効果ガス排出

量の内訳としては、汚泥処理に伴うN2O（一酸化二窒素）排出量が約 3 割と、汚泥焼却設備の運用に

伴う温室効果ガス排出量がかなりの割合を占めている。また、N2OはCO2の 310 倍の温室効果がある。

そこで、下水道局では、平成 22 年度に汚泥処理 5 施設（みやぎ、新河岸、葛西、東部スラッジプラ

ント、南部スラッジプラント）の管理業務受託者TGSと協力し、特に削減効果が大きい汚泥処理設備

における温室効果ガス削減対策について取組を行った。 

２．２ 汚泥処理 5施設の取組内容 

汚泥処理 5 施設では、TGS と協力し、温室効

果ガス削減対策として 

(1) 高温焼却の確実な実施 

(2) 燃費特性に優れた焼却炉の優先稼働 

(3) 効率的な間欠運転の実施 

について積極的に取り組んでいる。 

具体的な取組内容として、 

(1)では、すでに高温焼却を実施している施設

において、日々汚泥性状や汚泥量、含水率等の

変動がある中で適正な温度「フリーボード（以

下、FBという）上部温度」を維持するためオペ

レータが手動により流動空気量や硅砂量等をこ

まやかに管理している。 

(2)では、同じ施設においても焼却炉ごとに燃費特性が異なることから、燃費特性を検証し、燃費
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図－2 5施設 H22年度 N2O排出量対前年度比較 

表－1 高温焼却実施前後の運転条件 

  ※1 空気比＝供給空気量／理論空気量 

  ※2 補助燃料原単位＝都市ガス使用量／脱水ケーキ量 
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みやぎ 新河岸 葛西 東部SP 南部SP 全体

H22年度 8,547 19,705 27,048 39,251 52,381 146,932
H21年度 12,791 19,652 28,027 75,246 63,951 199,667

対前年度比 66.8% 100.3% 96.5% 52.2% 81.9% 73.6%

の良い焼却炉（号機）を優先的に稼働している。 

(3)では、汚泥貯留槽などを活用して、定格運転をする定格運転焼却炉と待機運転を繰り返す間欠

運転焼却炉（調整炉）をそれぞれ運用し（図－1参照）、燃料消費の少ない運転を実施している。 

２．３ 汚泥処理 5施設の温室効果ガス排出量実績 

図－2 にH22 年度のN2O排出量実績を示す。前述

の取組により、汚泥処理 5 施設全体としては対前

年度比約 73％削減をすることができた。削減要因

としては、高温焼却実施によるN2O排出量の削減が

大きく貢献している。N2O排出量は炉内温度に依存

することから、汚泥処理 5 施設が高温焼却に積極

的に取り組み、平均炉内温度が高温化されたこと

が分かる。 

また、対前年度比較で変化が少なかった施設に

ついては、前年度も高温焼却を実施していた施設

となっている。そのことから、高温焼却を継続的

かつ安定的に実施できたことが分かる。みやぎや

南部スラッジプラントについては、炉の休止や更

新による削減効果となっている。 

ここで、N2O排出量を対前年度比 52.2%も削減することができた東部スラッジプラントの削減対策に

ついて、3章で説明する。 

 
３．東部スラッジプラント汚泥焼却設備の取組と効果 

３．１ これまでの運転方法 

汚泥焼却炉 1～3 号の高温焼却実施前後の運転条

件を表－1に、東部スラッジプラント汚泥焼却炉簡

略フローを図－3に示す。東部スラッジプラントの

平成 21年度までの運転手法としては、局の目標で

もあった補助燃料の低減化によるCO2排出量の削

減や、パラメータが多岐にわたっている焼却設備

自動制御の安定性を考慮し、砂層に熱容量を多く

持たせるため、焼却炉の管理値内で硅砂の量及び

流動空気量を増量していた。 

表－1に示した高温焼却実施前の各設定値は、汚

泥性状の影響により、焼却炉が自燃（補助燃料を

使用せず砂層温度を 740℃以上に保つよう硅砂量

や流動空気量等を調整し汚泥を燃焼させる方法）

～補燃（砂層温度が 720℃まで下がった時に、ガス燃料を使い汚泥を燃焼させる方法）を繰り返す中

で、炉出口のO2濃度が前後 3%程度変動することや、油脂分が多い吾嬬スカムを焼却炉で燃焼させると、

 平成 21年度 平成 22年度 

流動空気量 19,000m3/h 16,500m3/h 

空気比※1 1.7 1.35 

FB (ﾌﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ)温度 813℃ 841℃ 

流動空気圧力 28kPa 26kPa 

硅砂量 115ｔ 105ｔ 

炉出口酸素濃度 7～8％ 4～5％ 

補助燃料原単位※2 11.5Nm3/wet-t 9.7Nm3/wet-t 

t-CO2 

■平成 22 年度 
□平成 21 年度 
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図－4 焼却炉運転フローチャート 

 

O2消費量が増大してO2濃度が低下してしまうことからインターロック条件（O2濃度3%でケーキカット）

を考慮し、O2濃度が 7～8%となるよう各パラメータを決めていた。 

また、補助燃料の低減化が目標として掲げられていたことにより砂層に熱容量を持たせるため、流

動空気圧力を 27Pa（硅砂が多い状態：115ｔ程度）にしておき、雨天時などで脱水ケーキの砂分が増

え圧力が上昇しても 28kPa程度までは硅砂を抜かずに運転をしていた。 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．２ 高温焼却におけるこまやかな運転管理（硅砂量・流動空気量・酸素濃度等） 

東部スラッジプラントでは、平成 22 年 4月

から高温焼却実施（FB上部温度 835℃以上の維

持）の取組をスタートし、現在まで継続してい

る。平成 22年 4月～平成 23年 3月までの運転

条件を表－1にまとめた。 

運転条件を設定するに当たっては、これまで

の燃料低減化に主眼をおいてきた運転管理を、

高温焼却を優先させた運転管理に見直す必要

があった。東部スラッジプラントは、これまで、

焼却炉温度制御はサンドボード（SB）の砂層温

度で行っており、再生可能エネルギーを有効に

活用するために廃熱発電設備（東部スラッジプ

ラント固有設備）が設置されていることから、

高温焼却を実施するに当たり以下の問題点が

あることが分かった。 

（１）高温焼却では補助燃料による昇温が必要不可欠だが、高温焼却時に自燃状態に入るとガスガン 

が消火してしまうため、高温焼却の運転が維持できない（SB部で温度が 740℃以上になるとガスが最 

低供給状態になり、その状態が 30分以上継続すると自燃状態に入り、ガスガンを消火させる制御に 

図－3 東部 SP汚泥焼却炉簡略フロー（参考） 

流動空気量（空気比） 

流動空気圧力 硅砂量 

SB温度 

FB温度 
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なっている）。 

（２）汚泥量減少及び含水率悪化等により、汚泥焼却量が定格 12.5t/h以下の運転になると、温度が 

低下してしまう（過去の実績から常時定格運転を行うのは困難）。 

（３）FB上部温度を常時高温状態で継続させると、排ガスの熱量が上がり廃熱ボイラーから発生する 

主蒸気流量が増大し焼却炉の停止が懸念される（主蒸気量が 10.6t/hになると廃熱ボイラーが停止し 

てしまい、併せて焼却炉も停止させてしまう）。 

東部スラッジプラントでは、以上の問題点を解決し安定かつ安全に高温焼却を実現するため、各問

題点について焼却炉メーカにヒアリングを実施したが、明確な回答が得られなかったことや（高温焼

却に耐えられる設備に改良するためには時間も費用もかかり、設計思想が違うため推奨できない等）、

高温焼却によるN2O排出量削減対策は喫緊の課題であったことから、焼却炉設備や焼却制御を改造す

ることなく焼却炉の管理値の範囲内で（表―1 参照）オペレータが運転条件を設定することで高温焼

却に取り組むこととした。高温焼却を実現するための条件を設定したフローを図－4に示す。上記（１）

～（３）の問題点を解決しFB上部温度を 835℃以上の高温にするために、以下の方策を行った。 

まず、砂層の熱ボリュームを減らし、SB 部ではなく FB 部でケーキの完全燃焼をさせる必要がある

ことから、流動空気圧（硅砂量の目安）を 28～26kPaに減少させ、砂層のボリュームを減らした。 

次に、FB上部で 835℃以上の高温を維持させるために砂層の流動量や空気による冷却効果を少なく

する必要があったため、流動空気量を 19,000m3/hから管理値限度の 16,500m3/hまで減らした。この

ことにより炉の出口酸素濃度が 4~5%まで下がり、結果的に FB 上部温度を 841℃まで高温化すること

に成功した。 

また、FB上部が高温化したことにより、焼却炉を出た流動空気の温度も高温化し、流動空気による

冷却効果がさらに減少したため、SB部も高温化が維持でき、ガスガンの使用頻度が下がり補助燃料の

消費量を原単位で 11.5～9.7Nm3/wet-t まで下げることができた。この運転方法は、高温化ができる

うえ、燃費にも優れた運転手法であるということが分かった。 

これらの取組により、（１）から（３）の問題について見解が得られた。 

（１）はガスガンが止まっても、炉内温度の高温化が維持でき、運転にも支障がないことが確認さ

れた。 

（３）については、高温焼却によって炉内温度は高温になったが、流動空気量が少ないため排ガス

の総熱量は増えず廃熱ボイラーには影響がなかった。 

しかし、（２）については、定格運転不可（発生汚泥量の低下や含水率悪化等）の場合は炉の温度

低下が避けられないため、炉を保温状態にし、ケーキ貯留槽に脱水ケーキが定格運転できるまで貯留

されるのを待つ運転（定格バッチ運転）を強いられるため、焼却能力に制限が出ることやオペレータ

による常時監視が必要となることが分かった。また、高温焼却実現のために実施した流動空気を減ら

し、硅砂量を少なくすることは、より鋭敏な運転となるために、自動制御が追従できずにオペレータ

による緻密な手動運転が必要ということも分かった。 

３．３ 平成 22年度東部スラッジプラント温室効果ガス削減効果 

これらの取組による、平成 22 年度の東部スラッジプラント温室効果削減効果を表－2、及び図－5

～7 にまとめた。運転手法を流動空気量と硅砂量を削減しO2濃度をこまやかに管理する手法へ改善し、

高温焼却を実現した結果、N2O排出量で対前年度比 52.2%削減を達成することができた。併せてCO2排

出量も燃料使用量も低減化できたため、対前年度比で 80.5%削減することができた。 
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４．今後の対応 

今回確立した運転手法は、上記排出量実績結果のとおり地球温暖化対策として非常に優れた運転方

法であるが、実施するに当たっては、3.2 に述べた通り、現在の焼却炉監視制御装置では設計思想が

異なるため自動制御ができず、オペレータの常時監視による手動制御が必要となっている。 

このため東部スラッジプラントは、焼却炉 3号について安全かつ安定的に高温焼却を実施できるよ

う、自動制御を導入する検討を行っている。 

 
５．まとめ 

東部スラッジプラントでは、これまでの焼却炉運転手法から、高温焼却運転手法に切り替えたこと

により対前年度比でN2O及びCO2排出量を多量に削減することができた。しかし、高温焼却はオペレー

タの鋭敏な管理が求められることや、アースプラン 2010 でも掲げられている 2020 年度まで対 2000

年度比 25％の温室効果ガス削減などを求められていることもあり、今後はより先進的かつ安定的な汚

泥焼却設備を導入し、さらなる地球温暖化対策に取り組んでいく。 

 

 N2O排出量 

（汚泥焼却） 

CO2排出量 

（都市ガス由来） 

平成 22 年度 39,251 9,246 

平成 21 年度 75,246 11,487 

対前年度比 52.2% 80.5% 

表－2 東部 SP温室効果ガス削減実績 
（単位：t-CO2） 

図－7 東部 SP温室効果ガス排出量実績 図－6 東部 SP温室効果ガス排出量実績 

図－5 東部 SP都市ガス使用量実績 
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