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2-4-8 東部スラッジプラントにおける

汚泥焼却設備３号炉高温制御装置の N2O 削減効果に関する調査

 
東京都下水道サービス株式会社 東部スラッジセンター 大塚 克司  

 
1. はじめに

東部スラッジプラント汚泥焼却設備 3 号炉の制御装置は、高温焼却の自動運転が可能な

高温制御装置に改良され、平成 24 年 4 月から運転を開始している。これに伴い、従来の制

御装置と新たな高温制御装置の比較調査を平成 24 年度に行い、N2O 排出量削減効果を検

証した。 

併せて、刻々と変化する汚泥性状の中で、付帯設備として廃熱ボイラーを有する流動焼

却炉の各運転管理項目データが得られたので報告する。 

 

2. これまでの高温焼却運転の実施状況

東部スラッジプラントでは、地球温暖化対策として、汚泥焼却からの排ガス中の N2O 排

出量削減を図るため、通常の焼却温度に比べ高温で維持する運転「高温焼却」を行ってい

る。（高温焼却とは、焼却炉フリーボード（以下「FB」という）部上部において、850℃以

上で焼却を行うことである。） 

高温焼却では、砂層部ではなく FB 上部で脱水ケーキを完全燃焼させる必要がある。こ

のため、従来の運転から高温焼却運転にするために下記の変更を行った。 

・流動空気量の減量 

・珪砂量を 115t から 105t へ減量し、下部砂層部の熱ボリュームを小さくした。 

ここで、流動空気の削減は、脱水ケーキの不完全燃焼により焼却炉運転に支障を来たす

恐れがあるため、不完全燃焼の防止や汚泥性状の変動等を考慮し風量制御の設定値を下記

のとおり変更した。 

・炉出口排ガス O2 濃度を 7～8%から 5～6%に変更 

・空気比を 1.5 から 1.3 近傍へ変更 

これにより流動空気を砂層部の流動性を確保しつつ、燃焼反応に必要最小限の風量の

16,500m3/h、26kPa まで減量した。 

上記の運転方法の変更により、炉内焼却域が FB 側へ移行し砂層温度が一定になり、高

温焼却での運転が安定した。 

高温焼却では、降雨後及び季節要因等で汚泥の性状が大きく変化した場合、炉出口排ガ

ス O2 濃度の変動が大きく、従来の自動制御装置では変化に追従できない。そのため、焼

却炉に付帯した廃熱ボイラー蒸気、炉出口排ガス O2 濃度を常時監視しながら、流動空気

量等の運転条件をオペレーターの手動介入により、高温焼却を実施してきた。 

 

3. 汚泥焼却設備制御装置の改良内容 ［表 1 及び図 1］
従来の汚泥焼却設備制御装置は、FB 温度、砂層温度のいずれかを選択し、温度が一定

（設定値）になるように、補燃時は都市ガス量、自燃時は流動空気温度を操作していた。  
 今回、高温焼却用に改良された「高温制御装置」は、流動空気量の自動調整機能として
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流動ブロワ吸込弁を自動操作する機能が新たに追加された。  
これは、従来オペレーターが行っていた流動空気量の操作を、炉出口排ガス O2 濃度が

過大、過小にならないよう補正し、適正な流動空気量（空気比）で自動運転を行う機能で

ある。具体的には、FB 温度、砂層温度、N2O 濃度、炉出口排ガス O2 濃度の目標設定値に

対し、ガスガン流量、流動空気温度の他、流動空気量の自動操作が行われる。 

また、「高温制御装置」には、新たに「N2O 制御」が設けられた。N2O 制御とは、目標

とする N2O 濃度を設定することで、FB 温度を変化させる制御である。  
 

表 1 汚泥焼却設備制御装置 

 

 
図 1 高温制御装置フロー 

 
従来の制御装置  高温制御装置（改良）  

FB 温度  
一定制御  

砂層温度  
一定制御  

高温焼却制御  N2O 制御  

目標  
設定値  

FB 温度  砂層温度  
FB 温度、  
砂層温度、  

O2 濃度  

N2O 濃度、  
FB 温度、  
砂層温度、  

O2 濃度  

操  
作  
量  

補

燃  
都市ガス量（燃料調節弁）  

都市ガス量（燃料調節弁）＋  
流動空気量（流動ブロワ吸込弁）  

自

燃  
流動空気温度  

（A/H 入口弁、中間バイパス弁）

流動空気温度  
（A/H 入口弁、中間バイパス弁）＋

流動空気量（流動ブロワ吸込弁）  

排ガスダクト N2O 計 

炉出口 O2 計 
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4． 調査内容  
4.1 「高温制御装置」（自動運転）による各運転管理項目データ調査

(1)調査項目  
3 号炉の運転について、「従来の制御装置」と「高温制御装置」による自動運転を交互に

行い、1)～3)に示す運転管理項目を調査、比較することで温室効果ガスの排出状況等を確

認した。  
1)FB 温度（℃）と焼却由来 N2O 排出量（ t-CO2 換算値）  
2)都市ガス使用量（Nm3）と都市ガス由来 CO2 排出量（ t-CO2）  
3)流動空気量（Nm3）の変化に対する FB 温度（℃）と N2O 濃度（ppm）の関係  

(2)調査期間  
調査期間は、定格運転が可能な平成 24 年 6 月から平成 24 年 9 月の期間に実施し、各直

8 時間の運転データを平均化し比較した。  
(3)運転条件  
・定格運転脱水ケーキ焼却量 12.5t/h 
・脱水ケーキ含水率は、75.6～76.5%で変動  
(4)「高温制御装置」（自動制御）の運転条件  
・N2O 制御  
・N2O 濃度目標値を自燃 30ppm、補燃 15ppm 
・炉出口排ガス O2 濃度を自燃 7%、補燃 6% 
・FB 温度 860℃で自燃、855℃で補燃に切替る  
(5)「従来の制御装置」の運転条件  
・砂層温度一定制御  
・砂層温度 750℃で自燃、740℃で補燃に切替る  
4.2 汚泥性状の変動が付帯設備（廃熱ボイラー）に与える影響

「高温制御装置」の自動運転時に手動運転に切り替えた事例をもとに、自燃性が高い汚

泥等、汚泥性状の変動が付帯設備（廃熱ボイラー）に与える影響について整理した。  
 

5. 調査結果

5.1 「従来の制御装置」と「高温制御装置」（自動運転）による各運転管理項目データ

5.1.1 FB 温度と焼却由来 N2O 排出量（ t-CO2 換算値）

(1)FB 温度（℃） ［図 2 参照］  
「従来の制御装置」による手動運転では、

炉出口排ガス O2 濃度 5～6%、炉内空塔速

度 0.5m/s、流動空気量 16,500m3/h を目標

に手動で空気量を最小限まで絞り運転した

結果、常に FB 上部で 850℃以上を維持し

た。  
「高温制御装置」による自動運転でも常

に 850℃を上回る良好な結果が得られた。  
なお、9 月は雨量も少なく自燃し難い汚

泥性状であったこと、また脱水ケーキの有       図 2 FB 温度（℃）  
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機分が少ない汚泥であり、都市ガス使用量と流動空気量が大幅に増加したため、FB 温度

が高めに推移した。  
(2)焼却由来 N2O 排出量（ t-CO2 換算値） ［図 3 参照］  

燃焼由来 N2O 排出量は FB 温度が高いほど少なくなる。このため、7 月～9 月について

は図 2 より「従来の制御装置」の方が「高温制御装置」よりも FB 温度を高く誘導できた

ため、「従来の制御装置」の方が N2O 排出量（ t-CO2 換算値）は少なかった。  
 

 
  図 3 焼却由来 N2O 排出量（t-CO2 換算値） 

 
5.1.2 都市ガス使用量と都市ガス由来 CO2 排出量

(1)都市ガス使用量（Nm3） ［図 4 参照］  
「従来の制御装置」と「高温制御装置」の都市ガス使用量を比較した結果、6 月～8 月

は「従来の制御装置」の方が大きく、9 月は「高温制御装置」の方が大きかった。これは、

温度制御対象位置と温度目標値が「従来の制御装置」では砂層温度 750℃一定、「高温制御

装置」では FB 温度 860℃一定と違っていることが要因としてあげられる。6 月～8 月は通

常の汚泥性状であり、「従来の制御装置」の方が都市ガスを多く使用した。一方、9 月は自

燃し難い汚泥性状だったため、「高温制御装置」の方が FB 温度を 860℃に保つために都市

ガスを多く使用した。  
 

 
   図 4 都市ガス使用量（Nm3）  
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(2)都市ガス由来 CO2 排出量（ t-CO2） ［図 5 参照］  
都市ガス由来 CO2 排出量は都市ガス使用量に比例して増減するため、図 4 と同様の傾向

となった。図 5 より、6 月、7 月では従来の制御装置の方が大きく、9 月は高温制御装置の

方が大きい結果となった。  
 

 
図 5 都市ガス由来 CO2 排出量（t-CO2） 

 

5.2 流動空気量（Nm3）の変化に対する FB 温度（℃）と N2O 濃度（ppm）の関係

流動空気量は、炉内燃焼域に影響を与えるため、流動空気量が多い場合は、焼却炉内の

冷却に繋がり、FB燃焼温度が下降し、砂層温度が上昇する傾向がある。一方、流動空気量

が少ない場合、傾向は逆となる。 

図6に示すように、流動空気量の増減に対する変化を調査した結果、流動空気量が減少

した場合、炉内の冷却効果が低下することで、FB燃焼温度が上昇し、N2O濃度が減少する

相関を確認することができた。 

 

 

図 6 流動空気量と FB 温度、N2O 濃度の関係 
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5.3 「従来の制御装置」と「高温制御装置」の違いと N2O 濃度（ppm）の関係  
「従来の制御装置」と「高温制御装置」

による運転で N2O 濃度を 6 月～9 月の各月

平均値で比較した。N2O 濃度は、「従来の

制御装置」では 25.9～38.9ppm、「高温制

御装置」では 28.6～33.5ppm の範囲で変化

している。  
6 月～8 月は前出の図 2 より「従来の制

御装置」と「高温制御装置」の FB 温度は

ほぼ同じだが、図 4 より「従来の制御装置」

の方が都市ガス使用量が多いため、N2O 濃

度が高くなった。                       
一方、9 月は図 4 より「従来の制御装置」の方が、都市ガス使用量が少なかったことに

加え、図 2 より FB 温度が「高温制御装置」より約 6℃高く運転が実現できたため、N2O
濃度が低くなった。［図 7 参照］  

 
5.4 汚泥性状の変動が付帯設備（廃熱ボイラー）に与える影響

5.4.1 排ガス及び流動空気フロー ［図 8 参照］ 

「高温制御装置」による自動運転において、炉出口排ガス温度は、850℃程度で空気予

熱器と廃熱ボイラーへ流れる。  
一方、流動空気については、20℃の外気を取り入れ、空気予熱器で熱交換後、650℃に

昇温され焼却炉へ供給される。排ガスは、空気予熱器で冷却され、後段のバグフィルター

を保護するため、既存の空気予熱器出口温度制御により 250℃一定に制御される。  

 
図 8 排ガスと流動空気フロー図 

 

図 7 N2O 濃度 
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5.4.2 「空気予熱器出口温度制御」に関する事例

以下に、「高温制御装置」の自動運転時に既存の「空気予熱器出口温度制御」が付帯設備

である廃熱ボイラーに影響を与えた事例を紹介する。［図 9 参照］  
「高温制御装置」の自動運転では、自燃で運転中、可燃分が高い性状の脱水ケーキが投

入されると FB 温度が上昇し、炉を保護するため冷却運転に入る。炉の冷却方法は、空気

予熱器「A/H 入口弁」を絞り「中間バイパス弁」（以下「中間 BP 弁」という）を開放し、

流動空気の一部が空気予熱器を通過せず、バイパスに回ることで炉へ供給される流動空気

温度を下げ冷却する。このように可燃分が高い汚泥性状で流動空気の空気予熱器バイパス

運転状態が継続した場合、空気予熱器で排ガス熱の除去が困難になり空気予熱器出口温度

が 250℃を超過する。  
一方、既存の「空気予熱器出口温度制御」では、空気予熱器出口温度を 250℃一定に制

御するため「空気予熱器出口弁」を絞り、「廃熱ボイラー出口弁」を開放する。廃熱ボイラ

ーへ排ガスの熱負荷を増すことで排ガス温度を下げる制御となっている。その結果、廃熱

ボイラーに過大な熱負荷がかかり主蒸気の発生量が上限値 10.0t/h を超え、脱水ケーキ投

入量を制限せざるを得ない事例が発生した。この時には自動運転を打ち切り、手動介入で

「中間 BP 弁」、「ボイラー出口弁」の開閉操作を行うことで対応した。  
 

 
図 9 付帯設備（廃熱ボイラー）への影響 

 

5.4.3 中間 BP 弁の動作性等に関する事例  
次に、「中間 BP 弁」の動作性等に関して発生した事例を紹介する。  
従来はオペレーターが FB 温度の上昇や下降状況及び主蒸気の発生量に応じて、段階的

に柔軟に「中間 BP 弁」の開閉操作を行い対応してきた。  
「高温制御装置」の自動運転では、FB 温度の上昇で炉を保護するために「中間 BP 弁」

を急開することによって冷却運転に入る。この結果、廃熱ボイラーへ排ガスの熱負荷を増
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すことで FB 温度は一時的に下降するが、これに合わせ主蒸気の発生量が増加する。逆に、

FB 温度が下降すると「中間 BP 弁」が急閉し、再び FB 温度が上昇するなどの動作が繰り

返される。主蒸気の発生量も不安定となり、焼却炉全体が不安定な運転となる。  
「高温制御装置」は、汚泥性状の変化等による FB 温度の上昇や下降に伴う、「中間 BP

弁」の開度調整、及び主蒸気発生量の制御を取り込んでいない。そのため、この動作を繰

り返すことで、徐々に主蒸気の発生量が増加し上限値 10.0t/h を超過する恐れがあったた

め、従来行ってきた手動運転に切り替える事例が日常的に発生した。  
 

6. まとめ

6.1 「高温制御装置」（自動運転）による各運転管理項目データ

「高温制御装置」による自動運転では常に FB 温度 850℃以上を維持し、従来の運転と

ほぼ同等の温室効果ガス排出抑制効果が得られた。  
本調査では 3 号炉が定格運転できた期間は短期間だったため、今後は長期にわたる運転

を行い季節変動及び雨天時の汚泥性状変化等に対して、各設定値で試行し最適な自動運転

を検討する必要がある。  
また、流動空気量の変化が FB 燃焼温度に影響を与え、その結果、N2O 濃度に変化が現

れると想定していたとおり、流動空気量が大きく変動した場合、その相関が顕著に現れた。  
今後の検討課題として、流動空気温度（廃熱ボイラーとの兼ね合い）、ケーキ含水率、炉

内 O2 濃度、都市ガスの使用状況などその他要因との相関を引き続き調査する。  
6.2 付帯設備（廃熱ボイラー）への影響

制御装置の改良前後にかかわらず一般的に言えることとして、焼却炉の高温対応の運転

に伴い、プラントの全体発生熱量が増加することになり、廃熱ボイラー蒸気量も増加する。

このためプラント全体の熱バランスは、余剰となる蒸気量に対し、廃熱ボイラーの容量変

更等増加熱量を放出する設備等が必要となる。  
「高温制御装置」（自動運転）は、既存の「空気予熱器出口温度制御」と関連性がないた

め、自燃性が高い汚泥性状の条件下において、廃熱ボイラーの過大な主蒸気量の発生を招

き、手動介入の必要が生じる。  
また、「中間 BP 弁」の動作は、従来、オペレーターが行っていた FB 温度の上昇、下降

状況や主蒸気の発生量に応じた段階的で柔軟な開閉操作が行えず、急激な開閉動作を繰り

返すことで、徐々に廃熱ボイラーの主蒸気量が増加し、自動運転の継続が困難になる。  
そのため、焼却炉の運転に必要な付帯設備（廃熱ボイラー）を含めた全体システムで安

定した自動運転が行えるよう制御装置の改善が今後必要である。  
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