












【炉筒煙管】

（大型プラント用）

IHI、川重 等

（燃料）

RPF、RDF 等

固形燃料、C重油

炉筒清掃が手間

管理資格が必要

蒸気発生に

時間がかかる

メンテナンスに

手間がかかる



【タテ型貫流ボイラー】

（オートメーション生産）

ミウラ、サムソン、IHI

川重、ジョンソン 等

（燃料）

ガス、灯油、A重油 等

高額な液体や化石燃料

（CO2計算）

バーナーが上に固定

メンテナンス不可能

【ヨコ型貫流ボイラー】

（職人の手造り生産）

日本汽罐

（燃料）

再生油

安価なリサイクル液体

燃料（CO2計算ゼロ）

開閉扉⇒洗浄

メンテナンス容易

（スラッジや煤の除去）





開閉可能

高圧洗浄

煤⇒蓄積

10分程度

伝熱低下
↓

寿命（短い）
↓

買い換え

伝熱復帰
長寿命









切り換え目安60℃



ボイラー水管 (鉄 )

錆こぶ→（減肉）

穴あき

腐食
スケール





定期検査実施済証
（公財）日本小型貫流ボイラー協会

発行シール

届先 所轄労働基準監督署長
所轄消防長又は署長

（所轄消防署）

都道府県知事
（所轄署）

法規 労働安全衛生法 消防法 大気汚染防止法

適応 ボイラー及び圧力容器安全規則
危険物の規則

（政令）
市町村

（火災予防条例）
ばい煙発生施設届出書

書類 所轄所又はHPからダウンロード（所轄所により異なることがあります。）

機種

～NB2000：小型ボイラー
（伝熱面積10㎡未満）

【設置報告書】（設置後即）

NB1500

（20時間/ｄ以上）
（103L/ｈ×20＝2,060Ｌ

/d)

（重油2,000L/ｄ以上）
【危険物取扱所】
（30日前）

新設時全機種
（60,200kcal以上）

【火を使用する設備等】
（7日前）

NB1000以上

（消費量50L/ｈ以上）

【危険物取扱所】（60
日前）

NB2400～
（伝熱面積10㎡以上）

【設置報告書】【定期自主検査1年毎】
（3年間保存）

新設時全機種
（重油2,000L以上）
【危険物貯蔵所】
（30日前）

新設時全機種（7日前）
（重油400L以上）

【少量危険物取扱貯蔵
所】※書類の申請者は使用される企業様（捺印が必要）となります。

※公害防止条例（都道府県市町村）は｛硫黄酸化物（SOX）、窒素酸化物（NOX）、ばいじん、ばい煙｝各自治体により異なり、地方自治体首長へ届出書を提出。（60日前）
※再生油タンクは20KL弱程度が必要（20KL以上のタンクは避雷針や警報器設置の義務）



再生油、副生油燃料によるメリット

再生油 エンジンオイルのリサイクルオイル中心のJIS規格再生燃料

副生油

・化学廃油：化学工場、インク工場等の洗浄廃油（溶剤や水の混合した廃油）

・廃食油脂
（動物脂）：動物系廃棄脂（ラード、ヘッド等）

（植物油）：てんぷら油等廃油

（魚脂）：鮮魚加工廃棄物の絞り脂

（グリストラップ）：食品工場等の排水溝にたまる固形油







乗
り
物

廃

油

【蒸気機関】 ⇒ 【ガソリンエンジン】 ⇒ 【電気動力】

【潤滑油系】減少傾向⇒【水分含有塗料系】増加傾向











NB1000ボイラー燃料比較表

円/ 8 ｈ 円/ 25 日 円/ 12 月

再生油
L

（リットル）
43 8,686 68.9 2,965

A重油
L

（リットル）
70 8,738 68.5 4,798

27 52 0 1,833

都市ガス
㎥

（立米）
83.78 7,080 84.6 7,087

40.78 -1,606 16 4,122

23,718

38,382

14,663

56,695

32,976

熱量

（kcal）/L

L(90％)/h=

539,000kcal

円/ｈ

（1時間） （1月）（1日） （1年）

再生油とA重油の差

再生油と都市ガスの差

592,959

959,538

366,579

1,417,370

824,411

7,115,512

11,514,458

4,398,946

17,008,444

9,892,933

単位 単価（円）



(ご提案） NB1000

【参考ご提案】

14,816,600 （入れ替え導入）÷4,397,520 ＝ 3.37 年　　　約 3年4ヶ月

【参考リース料】

リース料率：1.87％（5年60回） リース料金－燃料月差額（月々お得）

物件リース合計価格： ¥16,624,225 5年後からは燃料費の差額が全額お得

物件リース月額： ¥277,070 差額 ¥89,390

A重油ボイラーを更新したときはさらに本体金額分の差額が出ます。

再生油

43

68.9

2,963

7,110,480

-4,397,520

-366,460

燃料金額（円/ｈ）

×8ｈ×25日×12月（円）

※再生油配送単位14㎘

4,795

11,508,000

年間差額

月　差額

ボイラー燃料費比較表

比較

燃料

燃料単価（円/L）

燃料消費量（L/ｈ）

（現行）1000

A重油

70.0

68.5





今までの節炭器 miracle未来Q1ｊ

水管式（フィン） 煙管3パス（高効率）

清掃不能（約3年の消耗品） 水洗い可能（※10年以上）

15℃⇒約40℃・55℃⇒約80℃ 15℃⇒約100℃・90℃⇒約140℃

※. 燃料の特性(含有成分）を受けることで、期間が異なります。

煙突への排気ガス

ボイラーからの排気ガス

タンクから入水

ボイラーへ供給

高温（約300℃）

（約200℃）

高温（約300℃）

（約150℃）



高効率煙管型3パス方式：入水温度が15℃⇒約100℃
（弊社NB1500テスト結果：ボイラー効率102.3％・燃料11.2ℓ節約）







排気熱交換
15℃の水が
100℃前後

高温排気
約350℃
前後

低温排気
約150℃
前後



環境問題への対応およびコスト削減

再生油燃料ボイラーのご提案
－低コスト・長寿命 －

株式会社日本汽罐



再生油ボイラー導入によるメリット ①低コスト

◎A重油･ガスに比べ、再生油は上質ながら安価（比較表ご参照）

ランニングコストで、ボイラー導入コストを短期回収可能
（出荷累計450台。平成28年に弊社グループがクリーニング業界最大手の製造部門を継承。資本関係なし）

◎再生油は、地球温暖化ガスCO2排出量がゼロ計算
（経済産業省 資源エネルギー庁 平成30年3月30日改正）

◎副生油発生の工場導入時は、改質しボイラー燃料に流用可能
ご相談ください。

＊再生重油 （全国オイルリサイクル協同組合webサイトより）

再生重油とは、自動車用のエンジンオイルや工業用用途に使われた使用済み潤滑油などを主原料に製造された燃料油
などを主原料に製造された燃料油です。潤滑油リサイクルにおける最も代表的な再生品であり、一般石油製品である重
油類相当の代替燃料として、直火使用工業炉などの燃料として適切な品質を有し、幅広く使用されています。

再生重油の品質については、JIS K 2170で規定されており、1種と2種があります。



◎徹底した高耐久の追及。高効率を保ち長期使用を実現（29年の使用先有り）

・ボイラー内の開放が簡単。定期的な煤･スラッジの除去が可能に。

・水管は４㎜厚（他社は３㎜厚）を採用。

◎徹底した高品質の追及。製品のバラつきを防止

・ 一台ずつ計測し燃焼試験を実施。完成検査合格の製品のみ出荷。

（炉内温度､排気ガス温度､CO2､残存O2､水管耐圧テスト､蒸気発生量､NOx､SOx､煤塵等の計測）

◎当ボイラーは実用新案特許申請中（類似品にご注意ください）

再生油ボイラー導入によるメリット ②長寿命



再生油ボイラー外観

バーナー部を取り外さずに
前扉を簡単に開放可能！

従来にない内部洗浄を可能に！

＊長さ②はバーナー部を含み、長さ①は含まない長さ。

スペック等はカタログをご参照下さい。

実稼働動画
ＱＲコード

＜日本汽罐WEBサイト＞

https://nihon-kikan.com

NB650～NB2000 NB2400～NB5000
（三位置制御） （PID制御）

型式 NB650 NB800 NB1000 NB1500 NB2000

全幅 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450

全高 2,280 2,280 2,280 2,280 2,280

長さ① 1,709 1,709 2,085 2,085 2,085

長さ② 2,412 2,412 2,839 2,889 2,889



上下水管（均等穿孔） 立水管（直管曲げ） 水管溶接（手作業）

（均等溶接） 歪み調整（曲管特性） 外本体

匠の溶接技術の集大成（熟練職人限定製造）



２２年実績（平成８年１月製造） ２２年実績（平成８年３月製造） ２３年実績（平成７年９月製造）

２６年実績（平成４年２月製造） ２７年実績（平成３年１２月製造） ２９年実績（平成元年１２月製造）

長期の使用実績 平成30年11月現在



副生油をボイラー燃料に改質

多額の処理費用が発生する副生油を、ボイラーの燃料として改質するシステム
を国立九州工業大学との共同研究･実験を経て、商品化を進めております。
（特許 第4533969号）

新しいアプローチによる
解決・メリット

再生油・Ｃ重油 ナノ粉砕機にて改質。NOx排出量の低
減を実現。

廃食油・
グリストラップ

バイオマス燃料として改質。ボイ
ラーやディーゼルエンジンの燃料と
して流用。多額の処理費用が不要と
なり、販売も可能。

従来の「エマルジョン燃料」の
問題・デメリット

添加剤使用
（乳化剤
・界面活性剤）

高額。タンク･投入設
備費用も嵩む。配管内
の汚れ・サビを誘発。

添加剤不使用 時間経過で油水分離。
失火。

【写真】
光学顕微鏡観察（透過法）

参考文献：JETI 2009-07

「エマルジョン燃料の技術」

「ナノ粉砕機」による混合の実験
燃料に、添加剤を使用せず、水のみを
混合。従来の加圧だけの機械的方法と
全く異なり、10億分の１のナノレベル
に超微細化均一混合させる方法。時間
経過後も分離しにくく、状態が安定。



まとめ

◎再生油ボイラー導入によるメリット

・燃料費のランニングコスト差額だけで、導入コストを短期回収

・ボイラー本体の高耐久性により、長期的なコスト低減も見込める

・再生油は、資源エネルギー庁へのCO2排出量報告がゼロ計算

・副生油発生の工場に導入時は、改質しボイラー燃料に流用可能

ご検討の程よろしくお願い申し上げます。


