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廃棄物の焼却は、一般的に、家庭ご
みと有害廃棄物の両方の有機成分
を、管理された条件下で燃焼させる
ことによって処分するために使用さ
れます。このプロセスで生成された
熱は、廃棄物からのエネルギー回収
（WTE）として知られるプロセスで
電気を生成するために使用できま
す。 

多環芳香族炭化水素（PAH）や重金
属などの毒性の高い化学物質を放
出する可能性があるため、廃棄物焼
却炉は厳しい環境規制の対象とな
ります。
温度および排出量監視装置は、廃
棄物の完全な燃焼を保証し、 
規制された排出量を最小限に抑え

るために必要な継続的なデータを
提供します。 
AMETEK Landは、燃焼プロセスのす
べての段階で正確で信頼性の高い
ソリューションを提供します。排出量
を監視しながら廃棄物を最大限に
破壊する、包括的な製品範囲の機器
が取り揃えられています。 

はじめに

廃棄物の保管 埋め立て

過剰空気

高温排
気ガス

排ガスボイラー

燃焼（> 850 ° C）

混合/リサイクル不可 MSW

金属および材料の回収
とリサイクル

蒸気
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一般廃棄物焼却炉 
一般廃棄物（MSW）処理プラントは、家
庭ごみを焼却し、放出された熱を使用
して発電します。正確な測定は、このプ
ロセスの最適化をサポートし、排出量
の制御にも役立ちます。さらに、ボイラ
ー内の熱炉モニタリングは、耐火壁、ス
ラグ、および火炎の状態に関する重要
な情報を提供します。
最も一般的なタイプは、移動式火格子
ボイラーを使用して廃棄物を燃焼室に
移動させ、最大限の破壊を達成するた
めの適切な滞留時間を確保します。ヨ

ーロッパでは、産業排出指令（IED）によ
り、有毒な有機物質の完全な破壊を達
成するために、850°C（1562°F）で2秒の
最小滞留時間が指定されています。 
燃料の性質上、MSWの供給システム
は、常に火格子に均一なごみの流れを
提供するとは限らず、一定の燃料流量
で燃焼物質を確認することは困難で
す。環境規制では、コンプライアンスを
実証するために、ガスと 

粒子状物質の排出量を測定して報告す

ることが義務付けられています。
AMETEK Landが開発した先端技術を
採用した製品は、燃焼制御と排出量監
視をサポートするソリューションを提供
します。これらは、プロセスコストを削
減し、違反による罰金を回避します。正
確な非接触測定は、燃焼プロセスを妨
げることなく、最適な条件をサポートし
ます。ボイラーの監視は、メンテナンス
の問題を早期に特定して、問題の緩和
策を実施できるようにするのに役立ち
ます。

電気

蒸気タービン

排ガス洗浄

浄化された排気ガス

フライアッシュ

フライアッシュ処理

煙突

熱
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主な製品

 LANCOM 4

プロセス制御は、一酸化炭素（CO）排
出量と酸露点を測定することによって
もサポートされます。プラントが排出規
制に準拠していることを確認するには、

煙道ガスの検出が必要です。排出制限
値に応じて、不透明度モニターまたは
PM-CEMSを使用して、煙突からの粒子
状物質の排出を監視します。

ガスおよび排出量の監視

炉熱イメージング
ボイラーの高度な炉熱画像は、極端
な熱を克服して内部状態を監視し、燃
焼プロセスを最適化します。AMETEK 
LandのMWIR-B-640ボアスコープ サー
マルイメージャーを使用すると、ボイラ
ー壁の小さなのぞき穴からバーナー格
子を見ることができます。 
特定の波長が使用されているた
め、MWIR-B-640は発光炎の影響を受
けず、既存の煙と粒子（すす）を通して、
火格子上の材料の鮮明な画像を提供
し、フィードシステムと火格子の動作を
継続的に監視することができます。耐
火物および熱交換管の状態を監視し、
熱効率の向上を支援します。 

廃棄物保管モ
ニタリング
通常、廃棄物の燃焼プロセスの前
に、さまざまな発生源からの廃棄物
が山積みで屋内に保管されます。火
災の危険性を減らすために、消火シ
ステムが設置されています。これら
のシステムは既存の火災を消火し
ますが、熱画像ベースのホットスポッ
トモーター/パイルモニタリングは、
ホットスポットの継続的なモニタリ
ングと位置特定を提供し、起こりう
る火災を早期に検出し、そのような
火災を消火するための局所的な対
策を提供します。

CDA焼却炉高
温計

定置型SPOTサー
モメーター

主な製品

 MWIR-B-640

プロセスイメージングプロセスイメージング

その他の製品

 NIR-B 
 NIR-B-2K

燃焼および排出量の
監視

燃焼および排出量の
監視

燃焼および排出量
の監視

燃焼および排出量
の監視 プロセスイメージング

主な製品

 LWIR 640



バグハウス集塵機へ

空気
補助燃料

液体廃棄物

廃液

補助燃料

キルンシュラウド

傾斜

廃棄物

800°C～1200°C

1,000°C～2500°C

一次燃焼室
灰

灰補助燃料

一次燃焼室
燃焼空気

廃棄固形物ドラム
廃棄物スラッジ
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有害な有機化学廃棄物は、ロータリー
キルンでの高温焼却によって破壊され
ます。炉内の高温と長時間の滞留によ
り、材料の完全な破壊が保証されます。
規制による廃棄要件を満たすには、特
定の温度と時間制限を維持して、材料
を完全に破壊する必要があります。熱
電対や従来の温度計は、燃焼室全体と
炉内のガス温度を正確に測定すること
ができません。
NIR-B-656/2KまたはMWIR-B-640ボアス
コープイメージャは、バーナーと炉/耐
火物に近い領域の広い熱画像と温度

マップを提供し、燃焼プロセスと条件、
およびバーナー制御の温度フィードバ
ックを提供します。CDA温度計は、周囲
空気中の低温ガスの影響を受けない
特別に選択された波長を使用して、二
次燃焼室内の高温ガスの温度を測定
します。
あるいは、サーモウェルを使用して炉
の壁を通して炉の外側に取り付けられ
たSPOT高温計は、炉に沿ってさらに温
度を測定し、危険な環境中の内部温度
を測定します。

有害廃棄物プラントにおける液
体有機廃棄物の焼却 

その他の製品

 SPOT

主な製品

 NIR-B-656/2K

プロセスイメージング

プロセスイメージング

定置型SPOTサーモメーター

定置型SPOTサーモメーター

 MWIR-B-640

CDA焼却炉高温計



06

下水汚泥焼却炉 
下水処理からの固形残留物は、焼却炉
で燃焼することによって破壊されます。
複数火床式および流動床式の設計が
最も一般的なタイプです。熱容量が小
さいため、下水汚泥を燃焼させるため
に追加の燃料を要するので、このアプ
リケーションでは廃棄物からのエネル
ギー回収（WTE）はできません。

煙道ガスは、粒子、酸性ガス、そして
最後に水銀でこすり落とされます。水
銀除去の好ましい方法は、粉末活性炭
（PAC）を含むスクラバーにガスを通す
ことです。
ただし、PACは容易に酸化し、過熱する
と発火する可能性があります。  ツイン

ストリーム ミルウォッチは、PACスクラ
バーの入口と出口における一酸化炭
素濃度を測定します。スクラバー出口
でのCO濃度の大幅な増加は、PACが発
火し始めていることを示しており、火災
を防ぐための措置を講じる必要があり
ます。

廃棄物焼却アプリケーションノート

バグハウス集塵機炉



07WWW.AMETEK-LAND.COM

主な製品

ミルウォッチ

スクラバー 活性炭

燃焼および排出量の監視



コンベヤー稼働
燃焼用の廃棄物は、コンベヤーベルト
によって廃棄物保管エリアから炉に移
動させることができます。廃棄物の組
成は不明であることが多く、大気中の
酸素がさらに存在するため、高温の介
在物が存在する可能性があり、コンベ
ヤーベルトを損傷したり、より大きな火
災を引き起こしたりする可能性があり
ます。このような火災が発生すると、安
全上の問題が発生し、計画外のダウン
タイムのリスクが生じます。
産業廃棄物または有害廃棄物を使用
すると、廃棄物のホットスポットの危険

性が高まります。継続的かつ高速なホ
ットスポットスキャンは、火災による損
傷が発生する前にこれらのホットスポ
ットに対処するためのプロセス制御に
リンクする、自動検出システムを提供
します。
コンベヤーベルト上の廃燃料のホット
スポットを迅速に検出することで、プラ
ント設備の損傷やコストのかかるプロ
セスのシャットダウンを防ぎます。アラ
ーム出力は、安全性を高めるために自
動消火応答をトリガーできます。

主な製品

ホットスポット

煙突排出量
廃棄物プラントは、深刻な環境被害を
引き起こす可能性があるため、厳しい
環境規制の対象となります。 
世界中の政府によって定められた排出
制限を確実に順守するために、廃棄物
焼却炉は、煙道ガス排出を監視および

制御する必要があります。粒子状物質
（PM）の排出は、プロセスの制御が不
十分であることを示しており、毒性の高
い重金属の排出と相関しています。
継続的な排出モニタリングは、焼却炉
が必要な管理規制を確実に満たし、大

きな罰金が科される可能性を回避する
のに役立ちます。場合によっては、この
ような監視は運用効率の向上をサポー
トし、運用コストを削減します。また、プ
ラントへの損傷を減らし、機器の寿命
を延ばすことができます。

主な製品

4500 MKIII  4650-PM

その他の製品

4400

燃焼および排出量の監視燃焼および排出量の監視 燃焼および排出量の監視

ラインスキャン

MARCOM0615 Waste Incineration（廃棄物焼却）アプリケーションノート Rev 4 Copyright © 2008-21 LAND Instruments International.弊社では継続的に製品開発を行っているため、事前の予告なしで製品の詳細を
変更する場合があります。 

インドで適用
証明書番号 CC-2041

www.ametek-land.com

land.enquiry@ametek.com

お問い合わせ

英国で適用
証明書番号 129372

米国で適用


