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  ごみ焼却灰溶融プラントに関する技術は，1300℃を超える溶融温度での高度な運転技術，保

守技術を要し，その中で当社計測技術をサービス事業に適用することにより，お客様のプラントの

耐久性向上，LCC（Life Cycle Cost)低減に貢献している．赤外線による温度計測，超音波による

非破壊計測，予測式を用いた寿命予測など，多分野の技術を集結し，従来不可能だった炉内ス

ラグ温度やメタル厚さ計測を可能にすることで，プラントの安定操業や耐久性向上のためのサー

ビスを行うことができる． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

ごみ焼却灰溶融炉は焼却灰及び飛灰を溶融処理により減容化・資源化する資源循環システム

として 12 年前から安定的に稼動し続けている．当社では，稼働中の灰溶融炉に対する LCC 低減

や耐久性向上を目指したサービスに取組んでおり，この取組みの中で開発した計測技術につい

て紹介する． 

|2. プラズマアーク式ごみ焼却灰溶融炉 

都市ごみ焼却炉から排出される焼却灰や飛灰（集塵機捕集灰）を溶融処理するため，当社で

は黒鉛電極方式のプラズマアークによるごみ焼却灰溶融炉を 1992 年に開発し，2000 年から実用

化している．1300℃を超える灰溶融温度にできるため溶融不適物除去，スラグ中塩素濃度低減，

排ガス中の DXN や未燃物を除去・分解できる特徴がある．ごみ焼却灰溶融炉の概要と安定操

業，耐久性向上のためのサービスに必要な計測箇所及び仕様を図１に示す． 

|3. 灰溶融プラント運転管理サービス 

3.1 背景 

ごみ焼却灰溶融炉内の溶融スラグは 1300℃以上の高温であり強い侵食性を持つことから，ス

ラグと接するスラグライン耐火物の寿命は炉天井など他の部分と比較して短い（炉天井：約２年，

スラグライン：約１年[当社比]）．したがって LCC 低減のためには，スラグライン耐火物の寿命予測

と耐久性向上が必要で，スラグ温度を把握して適正範囲で管理することが重要となる．また，ごみ

質の変化によって灰性状が変化するため，定期的に運転指針を見直し，灰処理量に対する投入

電力量やスラグ温度などを管理する必要がある． 
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3.2 運転管理のためのスラグ温度計測 

ごみ焼却灰溶融炉を運転管理するためには運転中のスラグ温度を把握する必要があるが，プ

ラントによっては後述の連続式スラグ温度計を設置していないプラントもある．その場合は消耗型

熱電対により真のスラグ温度を計測し，その温度値を用い計算により算出したスラグ温度（計算ス

ラグ温度：(1)式）により運転中のスラグ温度を管理する．消耗型熱電対は図２のように紙製の筒の

先端に熱電対が存在する構造で，炉外から点検口などを介して炉内に挿入し，短時間（数十秒

間）で単発的にスラグ温度を計測する．この消耗型熱電対による計測のメリットは安価で容易に早

く正確なスラグ温度を計測できる点である． 

Ts ＝ 

Qp－ 
M

・Hf 860
  ……… (1) 

Qp [kW] ：プラズマ電力 

Cp [J/kg℃] ：比熱 

Ts [℃] ：スラグ温度 

Hf [J/kg] ：灰潜熱 

M [kg/h] ：灰処理量 

Qr_c [kW] ：炉体冷却熱量定数 

Ts_c [℃] ：スラグ温度定数 

M 
・Cp＋

Qr_c 

860 Ts_c 
 

   

上記計算スラグ温度を用いることにより，連続式スラグ温度計を設置していないプラントでも常

時スラグ温度の管理を行うことができ，また(1)式を流用して灰投入量に対する投入電力を示した

運転指針を策定し，運転管理を行うことが可能となった． 

図１ ごみ焼却灰溶融システム 
ごみ焼却灰溶融システムの概要及びサービスに必要な計測箇所と仕様を示す． 

 

 

図２ 消耗型熱電対外観 
消耗型熱電対の全体（組立て前と組立て後）及び先端拡大部分を示す． 
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|4. 耐火物寿命予測サービス 

4.1 背景 

前述のとおり，ごみ焼却灰溶融炉内の LCC 低減のためにはスラグライン耐火物の寿命予測と

耐久性向上が必要である．そのためにスラグ温度を連続計測し，適正範囲で管理することが理想

的である．しかしながら，既存の保護管付き熱電対は数時間で溶損し，市販の放射温度計は１μ

m 帯の近赤外波長を利用しており，炉内煤塵雰囲気では不透過となるため適用が困難だった．

そこで，連続かつ非接触で炉内スラグ温度を計測できる連続式スラグ温度計を新たに開発し，耐

火物寿命予測を可能とした． 

4.2 連続式スラグ温度計 

連続式スラグ温度計は２色温度計で，その原理は，２波長の遠赤外線を検知し，その比率から

温度を求めるもので，それにより図３のように炉内に浮遊する煤塵による散乱や，遠赤外線吸収

ガスによる影響を相殺し，低減している．この温度計は測定温度範囲が 1300℃から 1700℃で測

定面積はφ40mm（＠計測距離 1.5ｍ）である（表１）． 

図３ スラグ温度計 
スラグ温度計に関する原理と炉内の煤塵の状況及びスラグ温度計の外観を示す． 

 
表１ スラグ温度計主要仕様 

項目 内容 

測定温度範囲 1300℃～1700℃ 

測定面積 φ40mm 以下＠1.5ｍ 

測定方式 ２色温度計 

測定波長 

 

λ1：８μm 帯 

λ2：11μm 帯 

素子 サーモパイル 

周囲温度 ０℃～45℃ 

4.3 スラグ温度計測結果に基づく耐火物寿命予測 

ごみ焼却灰溶融炉に連続式スラグ温度計を設置してスラグ液面温度を長期（運転時間約 5000

時間）連続計測した結果及び側壁耐火物侵食量計測結果，侵食予測式を用いて予測した侵食

量予測曲線を図４に示す． 
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図４ スラグ温度、耐火物侵食量計測結果及び侵食量予測曲線 
実際のプラントにおけるプラズマ時間（運転時間）に対するスラグ温度計による計測結果と 

それにより算出した側壁耐火物の侵食量予測値及び同侵食量の実測値の変化を示す． 

侵食予測曲線は運転中に計測可能なパラメータを用いた侵食速度式(2)，(3)を用い算出した．

dx 
＝exp { 

-E
＋A×η＋B×ν＋C } ……… (2)

dt RT 

T＝Ts 

 

－ 

 

1  1 
(Ts－Tw)

 

……… (3)

 
αsr 

 

 1 
＋ 

L 
＋ 

1 

αsr λ αw 
  

Ｔ：耐火物表面温度，Ｅ：活性化エネルギー，ν：溶融負荷率，η：塩基度，ｘ：侵食量， 

ｔ：時間，A，B，C：各炉ごとに求まる定数，Ts：スラグ温度，Tw：水温度，αsr：スラグと耐火物の熱伝達率， 

αw：水と水路壁との熱伝達率，λ：耐火物の熱伝導率，Ｌ：耐火物の厚さ 

図４において，運転期間中のスラグ温度は連続的に計測できており，スラグライン側壁耐火物

侵食量の予測値を塩基度調整剤（耐火材を侵食しにくくするための灰成分調整剤）を投入しなか

った試運転時（スラグ温度値は試運転時の代表値を採用）の計算と塩基度調整剤を使用したそ

の後の営業運転時（スラグ温度値はその期間中の代表値を採用）の計算でそれぞれ算出したとこ

ろ，実測値とよく合っている（最大ずれ量：15mm）．また，スラグ温度を例えば 1471℃に管理した

最適運転を行った場合，２年後の側壁耐火物侵食量は 154mm，寿命は２年以上確保できる予測

となった（図５）．以上により，連続的にスラグ温度を計測・管理し，最適運転を行うことで耐火物侵

食量の予測・コントロールが行え，耐火物の長寿命化が可能となった． 

 

図５ 最適管理指針による運転を仮定した場合の耐火物侵食量 
最適運転を継続したと仮定した場合の耐火物侵食量予測を示す． 
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|5. 炉底健全性診断サービス 

5.1 背景 

灰溶融炉の炉底耐火物厚さ計測は一般的に炉底部に体積したごみ由来の金属分（メタル）を

解体して行うが，図６に示すようにメタル解体のための酸素ランス作業は危険である上，酸素ラン

スによる炉底耐火物の損傷，解体メタルの耐火物への付着が発生し，耐火物寿命低下の原因の

一つであった．さらに，メタル解体の所要時間が長く，炉の稼働率が低下する問題があった．ま

た，プラズマ用電極の内，炉底側の炉底電極は炉体内に埋設されているため，炉底電極に亀裂

や折損等の不具合が発生しても気付かず，プラズマが不安定になったり，電極発熱やスパーク発

生による大事故に繋がる恐れがある．そのため，電極の不具合を未然に防止するためには定期

的に健全性を確認する計測技術が必要であった．そこでこれらの問題を解消するために溶融炉

内のメタルを解体することなく非破壊で炉底耐火物の厚さや炉底電極の損傷の有無を計測する

技術を開発した． 

5.2 炉底耐火物厚さの非破壊計測 

(1) 計測原理 

図６に示す溶融炉内メタルのような空隙や結晶成長が多い物質に対しては通常の高周波超

音波では波長が短いため，超音波が透過しにくく，計測が困難である．本技術では溶融炉内メ

タルでも透過しやすい低周波超音波を採用している． 

また，溶融炉内のメタルは，組成や空隙分布などが場所によって異なるため音速が不明であ

ることから，図７に示すように２つのセンサを用い，反射点が等しくなる複数の送受信時間を計

測し，平均音速及び厚さを求める手法を採用している．未知数は厚さｈと平均音速ｖの２つであ

るため，反射時間τを２つ以上計測すれば連立方程式により解くことができる．ここで，Ｌはセン

サ間距離を表す．基準（炉本体のフランジ面）からメタル面までの距離（図８中の h1）と本技術に

よる非破壊でのメタル厚さを計測すれば炉底耐火物侵食量を求めることができる（図８）． 

図６ メタル解体状況及びメタル拡大図 
実際の炉内でのメタル解体状況と解体後のメタル表面状態

及びメタル断面を示す． 

 図７ 平均音速及び厚さ計測 
メタルの音速と厚さを同時に算出することを説

明している． 
 

 

図８ 炉底耐火物侵食量計測 
メタル厚さと基準線からメタル表面の距離を計測することで

耐火物侵食量が計測できる． 
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(2) 計測結果及び寿命予測 

メタル解体による実測値と非破壊計測値は図９に示すようによく一致し計測誤差は±50mm

以下であった．また，今回のメタル解体によって深さ 50～80mm の酸素ランス痕が確認されたこ

とから，非破壊計測を行うことで炉底寿命を延長できる目処を得た．なお，計測結果に基づく寿

命予測としては，酸素ランス損傷痕のない部分の炉底耐火物の最大侵食量は 38mm（218 日運

転後）であることから，２年後の侵食量は 100mm 程度と推定され，寿命は２年以上となる見込み

である． 

図９ 実測値と非破壊計測値の比較 
基準点から耐火物表面の距離における実測値と計測値の関係 

(3) トモグラフィ計測器による２次元的計測 

炉底耐火物の侵食量の計測結果に基づき運転可否の判断をする場合には，炉内全域にわ

たりその炉底耐火物の侵食量を把握することが望ましい．この場合，上記方法では１回の計測

で１点の厚さ結果しか得られず，炉内全域にわたり抜けなく計測するにはかなりの時間が必要

となるが，上記計測原理を応用したトモグラフィ計測器を採用することで，メタル厚さの２次元的

計測が可能となる． 

図 10 にトモグラフィ計測器の原理を示す．複数のセンサを備えており，１つのセンサから低

周波超音波を発振し，残りのセンサで反射波を受振し，それぞれの反射波について解析し，

図 10 に示すように２次元的にその厚さを表現するものである．画面上の赤い色の部分が超音

波の反射する位置でその赤い部分の上側がメタルの底面（厚さ）に相当する．トモグラフィ計測

器では 50mm～２ｍの厚さを計測することができる． 

 

図 10 トモグラフィセンサ原理及び計測結果画面 
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炉内での計測において直線状にセンサを移動させて計測し，それにより取得したトモグラフ

ィデータを図11に示すように炉底耐火物形状を示したグラフに画像を重ね合わせることにより，

連続的な炉底耐火物の侵食状況把握が可能となり，それに基づく運転判断が容易となる． 

以上より，トモグラフィ計測器による２次元的表現は，休炉ごとに炉底耐火物を損傷させること

なく短時間で連続的な計測ができる炉底耐火物厚さ計測技術であり，灰溶融炉の計画的な運

転と休炉期間の短縮を図ることができる． 

  

図 11 トモグラフィ計測による炉底状況の２次元的表現 
計測したトモグラフィデータを炉底耐火物形状を示したグラフに重ね合わせた．

5.3 炉底電極非破壊計測 

(1) 低周波超音波による計測 

計測対象の電極は材質が黒鉛であり金属に比べ密度が低く通常の超音波では透過しにく

いため，溶融炉内のメタル厚さ計測と同様，低周波超音波を採用する．図 12 のように炉底電極

の下部にセンサを接触させ，送信した超音波が反対の面で跳ね返ってきて受信されるまでの

時間とあらかじめ把握しておいた音速から長さを算出する．その長さが炉底電極の設計値と同

じであれば健全であり，短いと炉底電極の途中に亀裂や折損がある可能性があるとして評価で

きるため，従来炉内に埋設され目視確認できなかった炉底電極の健全性評価により，トラブル

未然防止が可能となった． 

 

図 12 炉底電極超音波計測概要及び計測結果例 
低周波超音波により電極を非破壊で計測する際の概要と長さ算出式及び計測結果例を示す． 
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(2) 抵抗計による計測 

炉底電極に亀裂や折損がある場合や，電極とクランプ（接続端子）間に接触不良があるとそ

の部分の抵抗値が大きくなるため，抵抗計による計測を行うことでその健全性を評価することが

できる．図 13 のように休炉時などに炉内のメタル面と炉底電極の下部のクランプ部との間を４端

子法（接触抵抗を無視できる）の低抵抗計により炉底電極の抵抗値を計測し，把握する．４端

子法は計測対象物（電極）に定電流を流し，対象物間に発生する電圧から抵抗値を算出する

手法であるため，対象物とプローブ（センサ）との接触抵抗やケーブル等の抵抗を無視できるも

のとなっている．この計測で炉底電極に関する健全性を評価することにより，トラブル未然防止

が可能となった． 

 

図 13 炉底電極抵抗計測概要 
４端子法の低抵抗計による炉底電極抵抗計測の状況を示す． 

|6. まとめ 

ごみ焼却灰溶融プラントのサービスに関する技術を開発し，以下のとおりプラントの安定操業

や耐久性向上に貢献した． 

・ ごみ焼却灰溶融炉の LCC 低減のために消耗型熱電対計測によるスラグ温度を用いて算出す

る計算スラグ温度の把握と，灰投入量に対する投入電力の関係（運転指針）を導出し，運用す

ることにより運転管理が可能となった． 

・ 高温高煤塵雰囲気越しに非接触でスラグ液面温度を計測できる連続式スラグ温度計を開発

し，そのスラグ温度による運転管理及びスラグライン耐火物侵食寿命予測を行った．その結

果，スラグライン耐火物侵食量の予測値と実測値はよく合い，スラグ温度を管理することにより

耐火物侵食量の予測・コントロールが行え，耐火物の長寿命化が可能となった． 

・ 休炉中の溶融炉内のメタルの厚さを非破壊で計測する技術を開発した．これにより非破壊で炉

底耐火物侵食量が把握でき，メタル解体不要により炉底耐火物の損傷が無くなったため炉底

耐火物寿命を２年以上に長寿命化できるものと推定された． 

・ さらにメタル厚さの非破壊計測を応用したトモグラフィ計測器により，炉底の状況を２次元的に

計測し，炉底耐火物の侵食状況を容易に把握することが可能となった． 

・ 炉底電極の健全性を評価する手法に低周波超音波による計測と低抵抗計による計測を採用

することで，炉底電極のトラブル未然防止が可能となった． 

 

 


