
特　集　論　文 ごみ焼却発電による地球温暖化対
策への貢献

1994年3月に発効した“気候変動に関する国際連合

枠組条約”に基づいて，1997年 12月に二酸化炭素等

の温室効果ガス削減に関する法的拘束力のある約束等

を定めた“京都議定書”が採択された．この議定書で

は，先進国の温室効果ガス排出量の具体的削減数値目

標が決められており，この目標達成に向けて温室効果

ガス総排出量削減のための取組が推進されている（1）．

図１に我が国における二酸化炭素部門別排出量の変

化を1990年と2001年に関して示す．廃棄物部門は他

の部門と比べて排出量自体は少ないが，プラスチック

等の焼却量増加に伴い，1990年比で40 ％以上増加し

ている．廃棄物部門の二酸化炭素排出量を削減するた

めには，廃棄物発生量そのものの抑制，リサイクルの

推進により焼却量削減を図ることが本質的で重要であ

るが，省エネルギー・省資源といった活動を通じて効

率化を進めても廃棄物そのものを無くすことはでき

ず，廃棄物を有用な燃料とみなして有効にエネルギー

回収することが大切である．そこで，2002年３月に

地球温暖化推進本部が決定した“地球温暖化対策推進

大綱”では，追加新エネルギー対策として2010年ま

でに417万kWの廃棄物発電を導入することを目標の

一つにしている．

本報告では，こうした廃棄物発電を取り巻く動向に

対して地球温暖化対策へ貢献する当社の対応技術につ

いて述べる．

廃棄物発電導入に対しては，廃棄物発電施設の増加

と廃棄物発電効率の向上が必要であり，当社は廃棄物

発電設備の建設はもとより，発電効率向上に積極的に

取り組んでいる．図２にごみ焼却発電用ボイラの蒸気

温度の推移を示す（2）．我が国では，1990年代初頭まで

３MPa，570 K級（30 kg/cm2，300 ℃級）のボイラ

が主流であったが，現在は４ M P a，6 7 0 K 級

（40 kg/cm2，400 ℃級）へと発展し，さらに高温高圧

化傾向である．

ごみ焼却ボイラの蒸気条件が低く抑えられてきたの

は，ごみ中に含まれる塩素等により燃焼排ガス中に塩

化水素等の酸性ガスが発生し，これによってボイラ管，

特に過熱器管が腐食されるためである．このため，ご
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1．は　じ　め　に

2．廃棄物発電の高効率化

Contribution of Waste to Energy Technology
to Global Warming

地球温暖化対策推進大綱の追加新エネルギー対策に基づき，国内では2010年度までに廃棄物発電を
417万kW導入する目標であるが，本報告ではこれに対応した当社の廃棄物発電技術について述べる．特
に，ごみ焼却発電用ボイラの高温高圧化により発電効率を向上させる取組と実績や，次世代ストーカ炉酸
素リッチ燃焼システムによる熱回収率向上，亜酸化窒素発生抑制，プラズマ灰溶融炉の消費電力低減等に
ついて概説し，当社廃棄物発電技術の地球温暖化対策への貢献についてまとめる．

図１　二酸化炭素の部門別排出量変化 廃棄物部門の二
酸化炭素排出量は量的には少ないものの増加傾向．



み焼却の発電効率は長い間，十数％程度に留まってい

たが，ボイラ過熱器用耐食鋼管の開発が積極的に進め

られ，現在は20 ％を超える程度にまで進展してきて

いる．

当社では1986年の輸出案件に対していち早く４

MPa，670 K級ボイラを実用化し，現在は6.5 MPa，

723 Kの蒸気条件を有するごみ焼却炉を中国に建設中

で，４MPa，670 K級以上のごみ焼却発電ボイラに関

しては国内トップレベルの多数の実績を誇っている．

また，1991年からは新エネルギー・産業技術総合

開発機構（NEDO）の“高効率廃棄物発電技術開発”

プロジェクトの中で，高効率ストーカ炉と耐食性スー

パーヒータ等の要素技術開発を当社が担当し，世界初

の10MPa，770 K級（100 kg/cm2，500 ℃級）の高温

高圧ボイラを備えたプラントを1998年に建設し，順

調に稼動している．

図３に現在主流の４MPa，670 K級ボイラと世界最

高水準の10 MPa，770 K級ボイラの構造を示す．４

MPa，670 K級ボイラは上昇流の第１パスと下降流の

第２パスで燃焼ガスの滞留時間を十分確保できるよう

放射伝熱面で構成されており，第３パスに過熱器が設

置されている．10 MPa，770 K級ボイラでは，３次

過熱器を第３パスに設置しており，この付近の燃焼ガ

ス温度は650 ℃程度以下としている．各過熱器材質に

関しては，１次は炭素鋼，２次はステンレス鋼，３次

は高合金鋼を用いている．

タイトル写真は当社がシンガポールに建設した世界

最大のごみ焼却発電設備で，720 t/d×６炉から構成

され，日量 4 320 tのごみが処理でき，蒸気条件

3 .7 MPa，643 Kのボイラが設置され，定格出力

132 600 kWの発電が2000年より行われており，現在

も順調に稼動している．
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図２　ごみ焼却発電用ボイラ蒸気温度の推移 最近は４MPa，670 K級ボイラ
が主流であり，高温高圧化の傾向．
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図３　高温高圧ボイラ構造図 現在主流の４MPa，670 K級と世界初の10MPa，
770 K級のボイラ構造．



当社はすでに，次世代ストーカ炉“酸素リッチ燃焼

システム”を開発し，実機展開を図っている（3）．酸素

リッチ燃焼システムは，図４に示すように，次のよう

な特徴を持っている．

（1）１次燃焼空気を酸素富化して火格子上のごみ層燃

焼を活発化させた高温燃焼により，炉内燃焼ガス中

の未燃分低減（CO，ダイオキシン類等）と焼却灰

性状が向上する．

（2）２次燃焼空気に排ガスを再循環することにより，

炉内における燃焼ガスの混合を向上し完全燃焼を促

進するとともに，NOxの増加を抑制する．

（3）排ガス量を大幅に低減でき，ボイラ部及び排ガス

処理システムのコンパクト化が可能である．

（4）高温燃焼と排ガス量の低減によりボイラ熱回収率

が向上し，地球温暖化対策に貢献する．

（5）長年にわたるストーカ炉燃焼技術に基づいた高い

信頼性と長期運転安定性を維持している．

これまで日本国内（146 t/d炉，300 t/d炉）と欧州

ドイツ（264 t/d炉）において実炉を用いた実証試験

を実施し，図５に示すように上記事項を確認するとと

もに，二酸化炭素やメタンよりも温室効果の高い亜酸

化窒素（N2O）も通常に比べて大幅に低減しており，

地球温暖化対策への貢献が確認できている．

平成 16年には欧州オーストリア（アーノルドシュ

タイン： 256 t/d×１炉）と日本国内（仙台松森：

200 t/d×３炉）で酸素リッチ燃焼システム初号機が

稼動し始める予定である．

そして現在，酸素リッチ燃焼システムの特徴をさら

にいかすべく，図６に示すように，灰溶融炉レスでさ

らなる主灰性状の改善を図る主灰再循環システムを開

発中である．通常のごみ焼却炉から排出される主灰を

分級し，小粒径主灰と大粒径主灰に分けた場合，ダイ
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図４　次世代ストーカ炉“酸素リッチ燃焼システム”フロー 酸素富
化による低空気比高温燃焼で環境負荷の低い次世代ストーカ炉の設備
フロー．
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図６　主灰再循環システムフロー 性状の
劣る小粒径主灰を炉内の高温雰囲気で処
理して性状改善を図る．

3．次世代ストーカ炉の地球温暖化対策への貢献
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図５　酸素リッチ燃焼システム実証試験結果の一例 実証試験の結果，高温燃焼，
低環境負荷を確認．



オキシン類や重金属類は小粒径主灰の方に集中し，大

粒径灰はその性状が優れていることが知られている．

主灰再循環システムではこの特性を応用し，性状の劣

る小粒径主灰を炉内に再循環して酸素リッチ燃焼の高

温雰囲気中で熱処理することにより，灰溶融炉を用い

なくてもさらなる主灰の性状改善が可能なシステムと

している．このシステムについては，処理量 7.2 t/d

の小型ストーカ炉試験設備を建設して燃焼試験を実施

し，主灰性状改善効果を確認している（4）．

これまで述べてきたようなごみ焼却発電によるごみ

の保有熱量のサーマルリサイクル利用と併せて，現在，

焼却灰を溶融固化して，更なる減容化を図り無害化し，

溶融スラグの路盤材等へのリサイクルを促進する方法

としてプラズマ灰溶融炉が広く用いられている．プラ

ズマ溶融炉は図７に構造を示すように，主電極（黒鉛）

と炉底電極との間に高温のプラズマを発生させて灰の

溶融を行うものであるが，ごみ焼却炉で発電した電力

を利用する．したがって，その消費電力を低減するこ

とにより，地球温暖化対策へ貢献することが重要であ

る．

当社ではこれまで，プラズマ灰溶融炉の効果的な炉

体冷却方法，出滓樋の工夫，耐火材の開発等によって，

いち早く３ヶ月連続運転を達成してきた．また，最近

では100 t/d×４炉の世界最大規模のプラズマ灰溶融

炉を設計建設中で，合計 10プラントの実績となって

いる．

最近に見られるプラズマ灰溶融炉の大容量化に伴

い，図８に示すように，冷却や放熱損失の割合が減少

して消費電力が低減でき，地球温暖化対策へ寄与する

ものと考えられる．

本報告では，地球温暖化対策推進大綱の追加新エネ

ルギー対策に基づき，国内で2010年度までに417万

kWの導入が目標とされている廃棄物発電に対する当

社の取組について述べた．特に，ごみ焼却発電用ボイ

ラの高温高圧化により発電効率を向上させる取組と実

績や，次世代ストーカ炉・酸素リッチ燃焼システムに

よる熱回収率向上，亜酸化窒素発生抑制，プラズマ灰

溶融炉の消費電力低減等についてまとめた．

今後さらに廃棄物発電技術を発展させるとともに，

当社技術が地球温暖化対策に大きく貢献できることを

期待している．
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図７　プラズマ灰溶融炉 灰をプラズマにより溶融する炉
の断面．
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図８　処理量と消費電力の関係 灰処理量の増加に
伴い，消費電力の減少が認められる．

4．プラズマ灰溶融炉の消費電力低減




