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パッケージボイラーのO2制御による燃料コストおよびCO2の削減

Reduction of Fuel Costs and CO2 Emissions by O2 Control for Packaged Boilers

多くの中・小規模のパッケージボイラーでは，燃焼は主に燃料と空気量を一定比率で調節する制御方法がと

られており，不完全燃焼が発生しないよう過剰空気での燃焼を行っている例が多い。これらのパッケージボイ

ラーについてもジルコニア式酸素計による排ガスO2燃焼制御を行うことにより燃料コストの削減が期待できる。
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Major small- and medium-sized boilers use the system that combustion is controlled at a constant

ratio of  fuel to air volume and operates in excess air flow to prevent incomplete combustion. For these

package boilers, it is expected to reduce the fuel cost by controlling combustion at the best O2 con-

sumption point with the Zirconia oxygen analyzer.

1. は  じ  め  に

改正省エネ法（平成11年度）により，従来の大規模事業

所だけでなく中規模の事業所も対象に，エネルギー使用

の合理化に関する事業者の判断の基準が定められ，省エ

ネルギーへの取り組みが義務化されるようになった。

ここでは，パッケージボイラーにジルコニア式酸素計

「ZO21D／ZA8C」を用いて，排ガス中のO2濃度を測定

し，このO2濃度を最適化する，いわゆる“排ガスO2燃焼制

御”による燃料コストの削減について述べる。図１にジル

コニア酸素計システムを示す。

2. 酸素濃度による燃焼管理・制御

図２は空気比と熱効率の関係を表したものである（1）。

中央のゾーンは適正な空気比での最適燃焼領域を示して

いる。一般的に使用されている液体燃料で，蒸発量が毎

時10トン以上30トン未満のボイラーでの基準空気比（2）は

1.15～1.30で，排ガス中のO2濃度に換算すると2.74～4.85

％に相当する。

燃焼空気が不十分な場合，不完全燃焼となり黒煙が発

生し，エネルギー損失となる。燃焼空気が過剰になると

燃焼に必要のない空気が加熱され，煙突から放出されて

熱損失を起こす。また過剰燃焼により空気中の窒素，ま

た燃料からNOx，SOxの発生が増加し大気汚染，温暖化

の原因となる。従ってエネルギー損失，熱損失のない最

適燃焼には，排ガス中のO2濃度による燃焼管理・制御が

重要となる。

表１は低O2燃焼での省エネルギーによる年間燃料節約

金額の計算式である。一般に燃料と空気量を一定比率で

調節制御する方法では黒煙を発生させないよう過剰空気

による燃焼を行っている。　

図１　ジルコニア式酸素計の原理図

図２　空気比と熱効率の関係
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ボイラーの蒸発量が毎時10トン，平均負荷を80％，年

間稼時間を7200時間，排ガス中のO2濃度を５％から３％

に改善した場合，年間の燃料節約量は約43キロリットル

となり，燃料単価を30円／リットルとすると年間約130万

円の燃費節減が期待できる。
　

3. ジルコニア式酸素計の測定原理と「ZO21D／
ZA8C」の特長

図３はジルコニア式酸素計の原理図である。固体電解

質ジルコニア素子は高温で酸素イオンに対して導電性を

示すので，ジルコニア素子の内面と外面に白金電極を付

けて加熱し，素子内外に酸素分圧の異なるガスを接触さ

せると酸素濃淡電池の作用を起こす。即ち酸素分圧の高

い電極（陰極）で酸素分子が電子を得て酸素イオンとな

り，このイオンがジルコニア素子内を移動し，陽極に至

り電子を放出して酸素分子に戻る。この反応によって両

電極に発生する起電力は，ネルンストの式で与えられ

る。

検出器「ZO21D」は独自製法により白金電極はジルコニ

アセラミックスに付けられ長寿命化を実現した。プロセ

スガスと接触するセル内部の電極は特殊コーティングに

より保護されセンサーの劣化防止，長寿命化を実現し

た。センサーは汚れに強く迅速な応答性が得られる。

変換器「ZA8C」はマイコンを搭載し，測定表示部とメッ

セージ表示部による豊富な情報を提供して，対話方式で

操作が簡単である。

4. パッケージボイラーにおけるO2制御システム例

ボイラーの蒸発量が毎時10トン程度の小型パッケージ

ボイラーにおいて排ガス中のO2濃度を制御し，エネル

ギーの節約とコストの低減を実現した計装例を紹介す

る。　　

図４はO2制御装置が取り付けられたボイラーでジルコ

ニア式酸素計，燃料流量計，O2制御盤から構成される。

O 2制御盤の中にはプログラマブル調節計，V V V F

（Valuable Voltage Valuable Frequency）インバータ，安

全運転のためのインターロック回路が含まれる。

排ガスO2濃度信号と燃料重油流量信号を受けてプログ

ラマブル調節計形でPID演算を行う。その出力信号によ

る，VVVFインバータの周波数を変え，送風機（FDF）の

回転数を変速させ定められたO2ガス濃度に制御する。そ

の結果，過剰空気の加熱による熱損失を低減し，また過

剰空気供給に要するFDFモータの電力消費量を削減でき

る。O2制御装置の異常時には従来のリンク式の簡易ACC

システムに自動的に切り替わる。
　　　　

5． お  わ  り  に

改正省エネ法の施行により今後，各工場・事業所での

燃焼設備の燃焼管理・制御が益々強化され重要となる。

燃料コストの削減とともに，環境保全に少しでもお役

に立てればと考えている。
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表１　燃料節減による燃料コストの削減計算式
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図３　ジルコニア式酸素計の原理図


