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1. はじめに 

下水道局では、下水道事業における地球温暖化防止の道筋を示す「アースプラン」を策定し、

温室効果ガスの削減に取組んでいる。この取組みでは、特に下水汚泥の高温焼却の推進により、

二酸化炭素（CO2）の 310 倍の温室効果をもつ一酸化二窒素（N2O）を大幅に減らしてきた。そ

の一方で、下水汚泥の高温焼却は、焼却に要する燃料や電力の使用量が増加するといった課題

があり、東日本大震災以降、原子力発電所の停止や、円安の影響などにより、電気料金をはじ

め、エネルギーコストが大幅に増大しており、より一層の維持管理コストの縮減が求められて

いる。このため、省エネルギーへの取組みは、維持管理コストの縮減につながるとともに、地

球温暖化防止対策としても非常に重要となっている。 

今回、南部スラッジプラント４号炉の多層燃焼炉における更なる燃費改善の取組みとして、

「空気比最適化制御」（以下、空気比制御）を調査研究した結果、成果が得られたので報告する。 

 

2. 燃費改善に向けた取組み 

2.1 これまでの取組み 

(1) 多層燃焼炉の概要 

当局では、下水汚泥の高温焼却の推進により、N2O を大幅に減らしてきたが、高温焼却によ

る燃料コストの増大から、N2O の発生を抑制しつつ、同時に補助燃料等を削減することができ

る燃焼方式である多層燃焼炉を平成 21 年以降導入してきた。多層燃焼炉は、流動空気（燃焼空

気）を砂層部のほかフリーボード部に送

り、複数の燃焼ゾーンを形成して燃焼す

る方式である。砂層部では一次空気量を

減らし、汚泥中の窒素分の酸化を抑えて

N2O の生成を抑制させると同時に、未燃

ガスを発生させる。さらに、フリーボー

ド部に二次、三次空気を供給して、砂層

部で生成された未燃ガスを完全燃焼させ

る。これにより、フリーボード部に高温

場が形成され、砂層部で生成された N2O

を高温分解する。このように、多層燃焼

炉では砂層部における N2O 生成抑制とフ

リーボード部での N2O 高温分解の相乗効

果により N2O を削減できるとともに、燃料の削減を図ることができる（図 1）。 

(2) N2O 排出量と燃料使用量の推移 

当局では、温室効果ガスの削減と燃料等の削減を両立するため、N2O と燃料使用量の同時削

減を目指し、燃焼温度を適宜変更する運転管理を行ってきた。 
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図 1 多層燃焼炉イメージ図 
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図 2 に示すとおり、850℃で焼却する高温焼却によって 800℃で焼却する通常焼却時よりも約

７割の N2O 排出量を削減してきた一方で、燃料使用量に比例する燃料由来の CO2 は２割程度上

昇する結果となった。これを解消するため、865℃で焼却する多層燃焼炉の導入を進めてきたが、

N2O は通常焼却時よりも約 85％削減できたのに対し、燃料由来 CO2 削減率は約 4％と１割に届か

ない状況にあった。 

 

 

 

図 2 焼却温度変更による N2O 排出量と燃料由来 CO2 の推移 

 

2.2 燃費改善に向けた取組み 

従来の多層燃焼制御では、流動空気量の調整が手動設定操作となっており、汚泥性状の変動

を考慮して流動空気を余剰に供給した場合、余剰空気による炉内の温度低下を防ぐための燃料

が余分にかかることが課題であった。このため、更なる燃費改善として、多層燃焼制御に流動

空気量を自動制御する「空気比制御」を追加し、余分な燃料を抑える省エネルギー運転を図っ

た。 

 図 3ａは、空気比制御がない従来の多層燃焼制御である。燃焼に必要な空気量は汚泥性状に

より変動するので、炉内へ吹込む流動空気量が一定の場合、必要な空気量以上の空気を炉内へ

吹込んでしまうため、余剰な空気が発生してしまう。燃焼に使用されなかった空気量を表す O2

濃度は空気量の余剰分に依存するので、余剰空気の変動により O2 濃度も変動する。このため、

余剰空気が多くなった場合、炉外へ排出される余剰空気に炉内のカロリーが多く奪われ、炉内

図 3 空気比制御のイメージ図 
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温度が低下してしまう。その温度低下を防ぐために、燃料使用量の増加となる。 

一方、図 3b は、空気比制御を導入した場合である。O2 濃度（空気比）を一定とすることで、

流動空気量は燃焼に必要な空気量の変動に追従するので、炉内に供給される流動空気量は常に

適正な量となる。これにより、炉内温度低下の原因となる余剰空気の発生を抑制できるので、

燃料使用量の削減につながる。 

 

3. 空気比制御の検証 

3.1 空気比制御の概要 

 多層燃焼炉の従来の制御では、燃料と流動空気量の増減に関わらず、フリーボード温度と砂

層温度の目標値（設定値）を維持するモデル予測制御を採用している。今回の空気比制御では、

フリーボード温度と砂層温度に加えて、新たに炉出口の O2 濃度（空気比）を目標値に設定し、

各目標値に対して上下限範囲内で自由に変動させることにより、O2 濃度を維持しながら燃料と

流動空気量が必要最低限となるように制御する。今までは、空気量が余剰な場合には、人為操

作にて空気量を変更し、適正な空気量へのアプローチを行っていたため、余剰空気が過大とな

っていた。しかし、空気比制御を導入することで空気量の変更が自動制御となり、適正な空気

量へのアプローチがスムーズになる。このことにより、炉内に供給される空気量は適正な値で

一定となり、余剰空気を燃焼させるために必要な燃料やブロワの動力費の削減が期待される。 

 今回は、空気比制御による流動空気量の自動制御について、制御の安定性及び省エネルギー

効果、汚泥処理負荷量を変動させたときの安定性評価について検証を行った。 

       

図 4 空気比制御概要 

 

3.2 従来制御と空気比制御の比較 

   図 5 は、平成 24 年 1 月 25 日 0:00 から 16:00 において従来制御から空気比制御に切り替えた

時の各数値の変化を示したものである。従来制御から空気比制御に切り替えた 9:00 以降、流動

空気流量は自動制御され減少方向へ動き、燃焼に対し適正流量となった。流動空気流量が適正

化されると余剰空気が減少となるので、O2 濃度も安定的に減少することが確認できた。この時、

多層燃焼の設定値であるフリーボード中部温度と砂層中部温度は急変せず、安定維持できてお

り、流動空気流量を減少させても、プラントは問題なく安定操炉できることが確認できた。 
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図 5 従来制御と空気比制御の比較 

 

3.3 定格運転1における省エネルギー効果 

 空気比制御における省エネルギー効果（燃費、電力使用量）として、目標値を燃費－6％、電

力使用量－4％と設定し、定格運転にてデータを比較した（表 1）。 

空気比制御導入効果として、従来の制御より燃費－7.4％、電力使用量－3.3％削減すること

ができ、燃費・電力使用量ともに概ね目標を達成することができた。さらに、流動空気過剰投

入による酸化を防ぎ、高温安定で燃焼することができたため、N2O も従来制御よりも－22％削

減することができた。 

表 1 空気比制御調査結果（定格運転時） 

 従来制御 空気比制御 削減効果 

ケーキ投入量 ［t/h］ 12.6 12.6  

ケーキ含水率 ［%］ 79.0 78.5  

フリーボード部中部温度 ［℃］ 865 866  

砂層部中部温度 ［℃］ 725 718  

流動空気流量 ［Nm3/h］ 16,477 15,374  

O2 濃度（空気比） ［%］（［－］） 7.3（1.53） 6.8（1.48）  

N2O 排出量 ［kg-N2O/t-DS］ 0.96 0.75 －22% 

燃料（燃費） ［Nm3/t-cake］ 14.8 11.0 －7.4%2（目標－6％）

ブロワ動力 ［kWh］ 560 541 －3.3% （目標－4％）

    

  

 

3.4 汚泥処理量の変動時における安定性評価 

 空気比制御において、汚泥処理量を定格 100%負荷運転（12.6t/h）から 80％負荷運転（10.1t/h）

                                                  
1 95％負荷以上での運転時  
2 燃料の削減効果は空気比制御のケーキ含水率を 79.0%に補正した値にて試算  
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に変動させたときに、自動的に流動空気量を減少し、適正な燃費で運転できるかどうかを検証

した。 

表 2 空気比制御調査結果（汚泥処理量変動時） 

  負荷率 
増減割合

100％ 80％ 

ケーキ投入量 ［t/h］ 12.6 10.1 －20％ 

ケーキ含水率 ［%］ 78.0 78.0 － 

フリーボード中部温度 ［℃］ 868 862 － 

砂層部中部温度 ［℃］ 711 711 － 

流動空気流量 ［Nm3/h］ 16,736 13,643 －19％ 

O2 濃度（空気比） [％]（［－］） 7.5（1.56） 7.9（1.60） +0.4％ 

N2O 排出量 ［kg-N2O/t-DS］ 0.86 0.34 －60％ 

燃料（燃費） ［Nm3/t-cake］ 13.8 14.2 +3％ 

ブロワ動力 ［kWh］ 569 509 －11％ 
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図 6 低負荷運転による安定性評価 

 

結果として、80％負荷時でも、O2 濃度（空気比）は 0.4％増加、燃費は 3％増加し、100％負

荷時に対しほぼ同等で運転することができた（表 2）。また、汚泥負荷量を減少させたことによ

り、燃焼に要する流動空気量が減少となるので、ブロワ動力は－11％の削減となった。N2O 排

出量については、汚泥負荷量減少の影響で 100％負荷時に比べて 80％負荷時は-60％削減するこ

とができた。 

図 6 にフリーボード中部温度を変化させた時の N2O 排出量を示す。これより、低負荷運転で

は焼却温度を 865℃以下に下げても、N2O 排出量目標（1.15kg- N2O/t-DS）を満足できることが

わかった。 
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以上より、低負荷運転時でも O2 濃度（空気比）及び燃費は 100％負荷とほぼ同等の値で運転

可能であり、負荷変動させても空気比制御による安定操炉が可能であるとが確認できた。 

 

4. まとめ 

 多層燃焼炉における燃料削減の取組として、空気比制御を調査した結果、定格運転において

燃料等の削減効果を得ることができた。また、汚泥処理量の変動時においても定格運転時と同

程度の燃費による運転が可能であった。今回の調査結果をもとに、空気比制御の課題や費用対

効果を整理し、実用化を図っていく。 
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