TVS を用いたごみピット火災監視システム導入事例

赤外線サーモグラフィを活用したピット火災監視システムにより､
ごみピットの温度上昇を検知、火災発生を未然に防止
家庭および企業から排出された可燃ごみは、ごみ収集車でごみ清掃工場内のごみピットに集積され、焼却を行っています。
このごみピット内に集積されたごみが何らかの原因で発火し、火災までに至るケースは、清掃工場の設備に多大な損害
を与えます。今回紹介しますごみピット火災監視システムは、ごみピット内に集積されたごみの温度上昇を早期に予知・
検知し、迅速な消火の手助けを目的として開発し、清掃工場に納入しました。開発しましたごみピット火災監視システ
ムは、当社製の赤外線サーモグラフィ(TVS)をごみ温度監視のためにごみピットの周囲に設置し、かつごみピットをブロッ
ク分割することで、TVSで測定した温度が設定温度を超えた場合に、中央監視装置に発生位置および温度上昇を警報出力
し、未然に火災を防ぐものです。本システムの納入事例について紹介いたします。

はじめに
家庭および企業で排出された可燃ご
みの一般的な処理ルートを図1に示しま
す。排出された可燃ごみは、ゴミ収集車
などでごみ清掃工場のプラットホーム
(①)に運ばれ、清掃工場内のごみピット
に一時的に集積されます。その後、ごみ
ピットに集積されたごみは、クレーン(②)
を用いて、ごみホッパに投入され焼却さ
れます。

ごみピットに集積されたごみが何らか
の原因で発火し、ごみピットで火災が発
生したという事故報告がされています。
ごみピットで火災が発生した場合、清掃
工場の設備の焼失、人命および操業停
止など多大な損害の発生となり大きな社
会的問題となります。
本システムは、ごみピットの火災によ
る損害を未然に防ぐために、ごみピット
内で発火する前にできる限り早期に発見
し、迅速な消火の手助けを行うことを目
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清掃工場の可燃ごみ焼却設備
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的として開発し、清掃工場に納入しまし
たので紹介いたします。
システムの概要

発火位置に対してピンポイントで行うこ
とができるため、迅速かつ確実に消火す
ることが可能です。
アナログデータはビデオ信号として同
軸ケーブルを経由し、ビデオモニタに転
送されます。ビデオモニタはごみピット
の熱画像がライブ表示されています。

図2に示す概略構成図に基づき、シス
テムの概要を説明します。
当社製の赤外線サーモグラフィ(以下
TVS)は、ごみピット内の全域を測定でき
システムの構成
る位置に設置され、ごみピットのごみ表
面温度を常時、温度測定します。温度
本システムの基本構成を表に示しま
測定はごみピット内をブロックに分割し、 す。
ブロック単位で行います。測定された熱
1)TVS:ごみピットの広さに応じ、観測
画像データはデジタルとアナログの2系
範囲をカバーできるように台数を設定
統で出力されます。デジタルデータは、
します。
光ケーブルを経由し、制御用コンピュー
TVSは国産の非冷却二次元センサを
タに転送されます。ごみピット内の温度
採用した当社製のTVS-200を使用して
が、設定温度を超えた場合、制御用コン
います。外観を写真に示します。
ピュータのモニタおよび中央制御室に警
2)レンズ:ごみピットの広さに応じ、観
報のアラームを出します。ごみピット内
測範囲をカバーできるようにレンズの
をブロック分割して測定しているため、
仕様は決められます。標準は視野拡
ごみピット内のどの位置(ブロック)で温
大2倍レンズであり、特注として2.6倍
度異常(発火)になったのかブロック位置
等を準備しています。
情報も合わせて出力します。これにより、
3)ハウジング:防塵・防滴などの耐環
ごみピット内の放水銃などでの消火が、
境性および冷却対応のため、TVSを特
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概略構成図

表

写真

システム構成

TVS-200 外観

別仕様のハウジングに入れています。
4)制御用コンピュータ:長時間連続運
転による信頼性および耐環境性を考
慮したファクトリコンピュータを使用
しています。本システムを動作させる
専用アプリケーションソフトウェアが
インストールされています。また、プ
リンタが接続されており、温度測定履
歴データ、温度変化グラフなどが印刷
可能です。
5)その他:TVSは、IEEE1394準拠インタ
フェースで制御用コンピュータに接続
され、TVSで捉えた熱画像および温度
測定データは、光ケーブルを経由し、
制御用コンピュータに、デジタルデー
タとして転送され、ハードディスクに
保存および制御用コンピュータのモニ

タに表示されます。また、測定熱画像
は、同時に同軸ケーブルを経由し、ア
ナログビデオ信号をビデオモニタに表
示します。
システムの機能
システムの機能例を以下に説明しま
す。
(1)発火監視
本システムの基本機能であるごみピッ
ト内の発火監視について以下に示しま
す。
発火監視は、アプリケーションソフト
ウェアのメイン画面上で行います。
1)画面構成
画面例を図3に示します。本画面例で
の画面構成は、次のとおりになってい
ます。
①ごみピット内熱画像表示
TVSで、ごみピットの状況を捉えた熱

図3

画像をリアルタイムに表示します。
②温度測定データ表示(ブロック分割)
ごみピット内の温度測定データを表示
します。ごみピット内を分割したブロッ
クごとに温度表示します。ごみピット
内のブロック分割イメージを図4に示
します。
温度表示は、上段がブロック内の最高
温度、下段が過去と現在の温度測定
データとの差分温度を示します。
発火予知・検知時には、表示温度の
文字色が変更、また図5に示すウイン
ドウがポップアップ表示されます。
③警報設定情報表示
システムの警報設定で設定した発火予
知と検知の設定温度およびごみピット
内の測定温度の最高値を表示します。
④TVS設定情報表示
(3)項のTVS遠隔制御で設定した設定
値を表示します。
2)発火予知・検知機能

図 4 ごみピット内ブロック分割イメージ

図5

警報表示ウインドウ

ごみピット内の発火を早期および確実
に発見するため発火予知と発火検知と
いう2つのフェーズで警報を出す機能
を有しています。
①発火予知
早期に発火を発見するために、ごみ
ピット内のごみ表面温度の変化(温度
上昇)から発火を予知します。
ブロック内での現在の温度測定値と前
回の温度測定値との温度差(差分温
度)が、設定した予知温度値以上となっ
た時に発火と判断します。
②発火検知
ごみ表面温度が発火の直前など、ある
温度以上になった時に異常と判定し、
発火検知します。
ブロック内の最高温度が検知温度の設
定値以上となった時に発火と判断しま
す。
発火を予知および検知した際に、制御
コンピュータから中央制御室へ警報を
出力します。
(2)温度変化グラフ表示
温度測定データの履歴をグラフ表示し

監視画面例
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本全国の自治体の清掃工場に納入され、
ごみピット内での可燃ごみの発火を早期
かつ確実に発見し、未然に火災を防いで
います。
TVSを使用したシステムとして、災害・
事故を未然に防ぐ目的で、様々な分野へ
の展開が考えられます。
たとえば、製鉄所内で溶銑を運搬する
トピードカーが劣化してくると外部への
熱の漏れが大きくなるため、劣化による
図 6 温度変化グラフ画面例
事故を早期に予知・検知することを同様
ます。分割した全ブロックの任意ブ のシステムで実現しています。
また、火山の噴火による災害を最小限
ロックに対し、最高温度および差分温
度の温度変化をグラフ表示可能です。 に食い止めるための火山監視のシステム
にも展開されています。
表示画面例を図6に示します。
(3)TVS遠隔制御
むすび
遠隔制御画面から以下のTVS本体の
設定を遠隔制御することができます。
今回、災害・事故を未然に防ぐという
・表示上下限温度の更新
・ポイント位置更新とポイント温度表 目的のごみピット火災監視システムを紹
介しましたが、TVSを使用したシステム
示
は、このような防災目的として、様々な
・表示カラーの選択
分野での展開が期待できますので、今
・温度表示単位の更新
後とも積極的に取り組んでまいります。
など
制御画面例を図7に示します。

FOCUS POINT
・ごみピット内のブロック分割について
本システムでは、ごみピット内をブロッ
ク分割して、このブロック単位で温度測
定データを表示します(図3の画面例では
縦4ブロック× 横10ブロック の 計40ブ
ロック) 。
設定は、
下図の設定画面で行い、
ごみピット内の監視領域の設定は、熱画
像をマウスでエリア指定し、そのエリア
を縦と横の分割数を入力することで行い
ます。

ごみ焼却システムに関わりますが、分割
数の設定は、焼却炉へごみを運搬するク
レーン制御のブロック分割と同数のブ
ロック分割数とします。ごみピット内で
場所によりごみの積載高さはバラツキま
すので、クレーンのごみ採取位置からご
み高さ情報をブロック単位で入手し、そ
の高さ情報から温度測定データに補正を
かけます。温度測定データの補正をかけ
ることで、より高精度の温度測定が可能
となります。

他分野への展開について
本ごみピット火災監視システムは、日

問合せ先

図7
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TVS 遠隔制御画面例
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