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(57) 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
有害成分を含む排ガスを無害化処理する方法において、イ）まず、排ガスを熱回収手段ま
たは／および水噴霧冷却手段により冷却し、ロ）ろ過式集塵手段によりろ過式集塵を行う
前の排ガス中に、またはろ過式集塵手段内に直接、防食剤として消石灰を噴霧し、該防食
剤として噴霧する消石灰噴霧量を、後記ハ）の酸性成分を除去する時に噴霧する消石灰噴
霧量、即ち通常のごみ焼却施設における酸性成分の中和のための酸性成分に対する当量比
２〜４の相当量に対して、１／５の値、即ち酸性成分の当量比０．４〜０．８として噴霧
し、前記排ガス中の煤塵を除去し、ハ）次いで該排ガスを反応バグフィルタに導入して、
消石灰および剥離剤を噴霧して、前記排ガス中の酸性成分を除去することを特徴とする排
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ガス処理方法。
【請求項２】
前記ハ）の剥離剤は、珪藻土、パーライト、ベントナイト、ゼオライト、活性炭から選ば
れた一つ以上の粉体であることを特徴とする請求項１に記載の排ガス処理方法。
【請求項３】
前記ハ）の剥離剤は、消石灰と予め混合させ、該混合物中の剥離剤の重量割合を１〜２０
％とすることを特徴とする請求項１または２に記載の排ガス処理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は都市ごみ焼却施設、可燃性廃棄物処理施設、金属精錬工場等から排出される有害
成分を含む排ガスの無害化処理方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
都市ごみや産業廃棄物を焼却処理する過程や、金属精錬工場などで可燃性の付着物を含む
スクラップを予熱、溶解する際に排出される排ガスには、ばいじん、塩化水素等の酸性成
分、窒素酸化物、水銀等の重金属、ダイオキシン類およびその前駆物質など、さまざまな
有害物質が含まれている。
これらの有害物質の内、ＨＣｌやＳＯｘなどの酸性成分は、消石灰粉を排ガス中に吹き込
んで、乾式反応塔などで中和反応により除去する方法がしばしば採用されている。
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【０００３】
図８、図９は従来の排ガス処理装置を示す図である。
図８と図９において、１０１は減温塔、１０２はバグフィルタ、１０２ａは第一バグフィ
ルタ、１０２ｂは第二バグフィルタ、１０６は消石灰噴霧装置、１１０は中和反応塔であ
る。
図８に示すのは、上記の従来技術の一例で、焼却炉またはボイラからの排ガスを冷却装置
としての減温塔１０１で冷却し、消石灰粉を消石灰噴霧装置１０６にて中和反応塔１１０
に噴霧して、同装置内で消石灰は排ガスと混合し、排ガス中の酸性成分が除去され、排ガ
ス中の煤塵（飛灰）および中和反応生成物をバグフィルタ１０２で集塵除去する方法であ
る。
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【０００４】
近年、社会問題となっている毒性の強い微量有害物質であるダイオキシン類は、その低減
方法として、例えば、焼却炉の燃焼管理による発生抑制、排ガス温度管理による再合成防
止、触媒による酸化分解、吸着剤による吸着除去などにより処理されている。
また、ごみ焼却施設からは排ガス中のダイオキシンだけでなく、バグフィルタなどの集塵
機から排出される飛灰にもダイオキシンが含まれており、飛灰中のダイオキシン処理も近
年の大きな課題となっている。
飛灰中のダイオキシンは、飛灰を３００〜５００℃程度で加熱脱塩素処理する方法、１２
００℃以上で溶融処理する方法等が提案されている。
排ガス中のＨＣｌ、ＳＯｘの酸性成分を除去し、処理困難な飛灰の発生量を低減し、溶融
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処理を容易にするための方法として、次の方法が開示されている。
【０００５】
特開平５−７１７２４に開示される方法は、排ガスを冷却する工程、第一バグフィルタで
煤塵（飛灰）を除去する工程、煤塵除去後の排ガスを反応塔で中和する工程、次いで中和
された反応生成物を第二バグフィルタで除去する工程からなる排ガス処理方法である。
図９に示すのは上記排ガス処理方法の構成で、焼却炉やボイラからの排ガスを冷却装置と
しての減温塔１０１で冷却し、排ガス中の煤塵（飛灰）を第一のバグフィルタ１０２ａで
除塵し、続いて消石灰噴霧装置１０６により中和剤としての消石灰を中和反応塔１１０に
噴霧して、該反応塔内で消石灰が排ガスと混合する過程で排ガス中の酸性成分を中和し、
続いて反応生成物を第二のバグフィルタ１０２ｂで除塵する排ガス処理方法である。排ガ
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スに含まれる煤塵（飛灰）は第一のバグフィルタ１０２ａでほとんどが除塵されるため、
時に処理困難とされる第二のバグフィルタ１０２ｂから排出される飛灰の量を低減する作
用がある。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、図９に示す処理方法は、第一バグフィルタ１０２ａから排出される飛灰が
消石灰（中和剤）を含んでいないので、スラグの性状が安定するなど溶融処理が容易とな
る利点を有するが、以下の問題点が生じていた。
すなわち、第一バグフィルタ１０２ａの後段の反応塔から排出されるＣａＣｌ２などの中
和反応生成物は第二バグフィルタ１０２ｂで捕集されるが、第一バグフィルタ１０２ａで
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すでに排ガス中のばいじん（飛灰）を除去しているため、第二バグフィルタ１０２ｂのろ
布表面の粉体の堆積層は前記反応生成物で略構成されるので、反応生成物の代表であるＣ
ａＣｌ２の潮解性が大きく作用し、ろ布表面の堆積層は水分を吸収してろ布の通気抵抗を
増大させ、ひいてはろ布の目詰まりを誘発する恐れがあった。逆にろ布の目詰まりを事前
に回避するためには、逆洗頻度を大きくすればよいが、例えばパルスジェット式であれば
、圧縮空気の使用量がことさら多くなり、コンプレッサを増設しなければならない不具合
を生じてしまう。このとき、潮解の進行速度が著しく速い場合には、逆洗頻度を大きくし
ても効果は小さく、ろ布の目詰まりを回避するに至らない。
【０００７】
また、第一バグフィルタ１０２ａで飛灰を除去したあとの中和工程は、第二バグフィルタ
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１０２ｂの前段の反応塔にてなされるため、排ガスと消石灰粉を混合させるための反応塔
の設置スペースが無視できない。つまり、反応塔の設置でより多くの敷地が必要となる欠
点を有していた。
さらに、第一バグフィルタ１０２ａに導入される排ガスはＨＣｌやＳＯｘの酸性成分を多
く含むため、第一バグフィルタ１０２ａ装置内は酸性となり、排ガス中の水分や装置内の
部分的な低温領域形成のため、装置内壁などの酸腐食を誘発する恐れがあった。
本発明は以上の問題点を克服し、飛灰処理の簡便性を考慮しつつ、排ガス中のダイオキシ
ンを低減し、後段のバグフィルタの目詰まりを未然に防止できる排ガス処理方法を提供す
るものである。
【０００８】
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【課題を解決するための手段】
本発明は、有害成分を含む排ガスを無害化処理する方法において、イ）まず、排ガスを熱
回収手段または／および水噴霧冷却手段により冷却し、ロ）ろ過式集塵手段により前記排
ガス中の煤塵を除去し、ハ）次いで該排ガスを反応バグフィルタに導入して消石灰および
剥離剤を噴霧して前記排ガス中の酸性成分を除去する排ガス処理方法を採用したものであ
る。
また、上記手段１において、前記ロ）でろ過式集塵を行う前の排ガス中に、またはろ過式
集塵手段内に直接、防食剤として消石灰を噴霧し、防食剤として噴霧する消石灰噴霧量を
、後記ハ）の酸性成分を除去する時に噴霧する消石灰噴霧量、即ち通常のごみ焼却施設に
おける酸性成分の中和のための酸性成分に対する当量比２〜４の相当量に対して、１／５
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の値、即ち酸性成分の当量比０．４〜０．８として噴霧し、前記排ガス中の煤塵を除去し
たものである。
また、上記手段１または２において、前記ハ）の剥離剤は、珪藻土、パーライト、ベント
ナイト、ゼオライト、活性炭から選ばれた一つ以上の粉体である排ガス処理方法を採用し
たものである。
さらに、上記手段１乃至３の何れかにおいて、前記ハ）の剥離剤は、消石灰と予め混合さ
せ、該混合物中の剥離剤の重量割合を１〜２０％とする排ガス処理方法を採用したもので
ある。
【０００９】
【発明の実施の形態】
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実施の形態１．
以下、図１に基づいて排ガス処理フローの概略を説明する。
図１は、主に請求項１に係る発明を説明するための図である。
焼却炉やボイラから排出される高温の排ガスは、排ガス冷却装置としての減温塔１により
、ろ過式集塵手段に適した温度まで調温・冷却される。冷却された排ガスは、石灰消粉が
防食剤（消石灰）噴霧装置６により噴霧され、ろ過式集塵手段としてのバグフィルタ２に
導入され、排ガスに含まれる煤塵（飛灰）が除去される。
防食剤（消石灰）噴霧装置６により噴霧される石灰消粉は、減温塔１とバグフィルタ２の
間の煙道に吹き込まれ、煙道内やバグフィルタ２の内壁にコーティングされるので、煙道
内やバグフィルタ２の内壁などの防食剤として機能する。防食剤として消石灰を噴霧する
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際の噴霧量は、即ち通常のごみ焼却施設における酸性成分の中和のための酸性成分に対す
る当量比２〜４の相当量に対して、１／５の値、即ち酸性成分の当量比０．４〜０．８と
して噴霧することが望ましい。
【００１０】
１／５以上（または酸性成分に対する当量比０．８以上）とすると、前段のバグフィルタ
で中和反応を積極的に行うこととなり、前段のバグフィルタから排出される反応生成物や
未反応消石灰を含んだ飛灰量、すなわち廃棄処理量が多くなることと、該飛灰の廃棄処理
が以下のように困難となる不具合を生じる。
すなわち、未反応消石灰や塩化カルシウムなどの反応生成物を多く含むと、該飛灰を電気
抵抗式の溶融固化処理をする際（飛灰処理装置５の一例）に、塩化カルシウムの溶融物が
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多量に生成し、これが分離して溶融塩層を形成するので、電極間に流れる電流が溶融塩層
に集中する障害が発生し、溶融炉の操業が著しく阻害される。
【００１１】
また、該飛灰の廃棄処理として、セメント固化処理を行う場合（飛灰処理装置の一例）は
、固化物が廃棄された後に、固化物中の塩化カルシウムが溶解し、固化物が徐々に崩壊し
てしまうので、有害な重金属などが流出する恐れがある。
これらのケースで、消石灰吹込量を１／５程度（または酸性成分に対する当量比０．４〜
０．８程度）としたときに、概ね安定処理および安定操業が可能であることを確認した。
【００１２】
以上の理由から、消石灰吹込量は後段の反応バグフィルタで用いる消石灰量の１／５（ま
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たは酸性成分に対する当量比０．４〜０．８）が望ましい。なお、通常、ごみ焼却施設で
酸性成分中和のために噴霧する消石灰の酸性成分に対する当量比は２〜４程度であり、こ
の値の１／５は略、前記当量比０．４〜０．８に相当する。当量比は次の化学反応式など
から算定される消石灰（Ｃａ（ＯＨ）２）理論必要量に対する比のことである。
２ＨＣｌ＋Ｃａ（ＯＨ）２ → ＣａＣｌ２＋２Ｈ２Ｏ
ＳＯ２＋Ｃａ（ＯＨ）２ → ＣａＳＯ３＋Ｈ２Ｏ
ＳＯ３＋Ｃａ（ＯＨ）２ → ＣａＳＯ４＋Ｈ２Ｏ
【００１３】
また、防食剤として消石灰以外の公知の薬剤を用いると、薬剤サイロが別個余分に必要に
なる欠点や、噴霧した際に排ガス中の酸性成分と積極的に反応しないため、後段の反応バ
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グフィルタ３における酸性成分除去の負担を軽減することができない欠点を有している。
したがって、反応バグフィルタ３で用いる消石灰を防食剤として流用することにより、よ
り簡便に防食効果を得ることができる。
図１では、防食剤としての消石灰噴霧位置をバグフィルタ２の上流煙道としたが、図４〜
図６に示すとおり、防食剤の吹込口（粉体供給ダクト）を、排ガス導入ダクト部に設置す
るか（図４）、バグハウス（反応バグフィルタ本体）の外壁に設置（図５、図６）しても
よく、吹込位置は適宜選択される。
【００１４】
バグフィルタ２を通過した排ガスは反応バグフィルタ３に導入され、消石灰および剥離剤
がが混合物噴霧装置３ｃにより噴霧され、反応バグフィルタ３内で中和剤としての消石灰
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と排ガス中の酸性成分とが中和反応し、排ガス中の酸性成分が除去される。このとき、剥
離剤を消石灰と略同時に噴霧しているので、反応バグフィルタ３のろ布表面では、消石灰
や中和反応生成物とともに、剥離剤が略均一に分散し、反応生成物ＣａＣｌ２の潮解によ
る目詰まりを未然に防止している。反応バグフィルタ３を経た排ガスは、必要に応じて脱
硝処理されたあと（図示しない）、煙突から清浄ガスとして排出される。一方、バグフィ
ルタ２や反応バグフィルタ３から排出される飛灰は飛灰処理装置５にて別途無害化処理さ
れる。図１において、排ガスを誘引するための誘引ファン、消石灰サイロ、剥離剤サイロ
、その他周辺機器の記述は省略してある。
【００１５】
次に、本発明の実施の形態１の詳細を説明する。
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排ガス冷却装置としての減温塔１では、スプレーノズル（図示しない）からの水噴霧によ
り排ガスをろ過式集塵手段としてのバグフィルタ２の耐熱温度以下に調温・冷却する。
バグフィルタ２に導入する排ガスの冷却温度は、特に限定しないが、例えば１３０〜１８
０℃であれば、ダイオキシンの再合成がなされず、かつ、酸露点を回避しているので、よ
り好ましい。
【００１６】
排ガスを１３０〜１８０℃に冷却すると、ダイオキシン発生量を効果的に抑えられる。
１８０℃以上で、例えば通常の電気集塵機の運転温度２５０〜３５０℃程度とすると、近
年の公知の事実であるようにダイオキシン類の再合成が盛んになるため不適であり、１８
０〜２５０℃であっても、本発明者らの研究により程度は小さいが２００℃付近でのダイ
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オキシン再合成が観測されているので、望ましくない。本発明者らは、１８０℃以下とす
ることにより、ダイオキシンの再合成がほぼ皆無である事実をつきとめたため、排ガスの
冷却温度を１８０℃以下とした。１３０℃以下とすると、排ガス中の酸性成分が酸露点に
達して装置の腐食を誘発するので、たとえダイオキシンの発生が少なくとも、運転上好ま
しくない。また、３５０℃以上とすると、後段の反応バグフィルタ３のろ布の耐熱温度を
越えてしまうので、好ましくない。以上から、排ガスを１３０〜１８０℃に冷却すること
により、装置の安定運転を維持しながらダイオキシンの再合成を確実に防ぐことが可能で
あるが、運転の諸事情によりこの範囲外に設定してもよく、この範囲に限定するものでは
ない。
【００１７】
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排ガスの冷却手段として、図１では水噴霧による減温塔１を用いたが、エコノマイザなど
の熱回収手段やその他の冷却手段であっても同等の効果が得られる。水噴霧による減温塔
１を用いると、微細水滴の蒸発潜熱により排ガスを急冷することが可能であり、急冷によ
るダイオキシン低減効果が付加される利点を有する。
減温塔１により冷却された排ガスは石灰消粉が防食剤（消石灰）噴霧装置６により噴霧さ
れた後、ろ過式集塵手段としてのバグフィルタ２内で煤塵が除塵される。ろ過式集塵手段
で、中和反応をなさないまま、ダイオキシンや重金属を含む煤塵（飛灰）が排ガスから分
離されるので、該ろ過式集塵手段から排出される飛灰は、塩類やカルシウムの含有量が少
なく、以て電気抵抗式の溶融処理やセメント固化処理に適した飛灰となる。
【００１８】
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次に、ろ過式集塵手段としてのバグフィルタ２で煤塵が除去されたあとの排ガスを、反応
バグフィルタ３に導入して、排ガスに含まれるＨＣｌなどの酸性成分を消石灰噴霧により
除去する。消石灰および剥離剤の混合噴霧装置３ｃにより、消石灰とともに剥離剤を噴霧
するので、反応バグフィルタ３内のろ布の目詰まりの原因となる反応生成物ＣａＣｌ２の
潮解の著しい進行を未然に回避することが可能となる。詳しく述べると、排ガス中に噴霧
した消石灰はＨＣｌで代表される排ガス中の酸性成分と中和反応して反応生成物ＣａＣｌ
２を生成し、前段のバグフィルタ２内で略煤塵が除去されているので、反応バグフィルタ
３内のろ布表面は密度の濃いＣａＣｌ２となり、潮解の進行が速くなって、水分を著しく
吸収してろ布の通気抵抗を増大させ、ろ布の目詰まりを誘発させるが、本発明は、消石灰
とともに剥離剤を噴霧するので、まず、剥離剤が潮解性を有するＣａＣｌ２の間に緩衝剤
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として入り込んで、潮解物質ＣａＣｌ２の密度を増大させることを未然に防止し、相互の
連鎖的な潮解を回避することと、次に、パルスジェットなどによる逆洗の際に、潮解が進
行していないため、剥離剤の剥離作用により、ＣａＣｌ２を含むろ布表面の粉体層を効率
よく容易に払い落とすことが可能となる。すなわち、ろ布の目詰まりを未然に回避する作
用がある。
【００１９】
消石灰および剥離剤がろ布表面に堆積している様子を模式したものが、図３である。ろ布
には粉体による一次層と二次層が堆積しており、一次層は密度が高い状態でろ布表面に固
着に近い状態で付着して、中和反応には関与しない層であり、その上部に酸性ガスとの反
応に関与する二次層が堆積している。この二次層は、逆洗で頻繁に更新され中和反応に大
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きく関与する更新層と、通常の逆洗では払い落とされず、中和反応に大きく関与しない非
更新層とに分割できる。剥離剤を噴霧しないで運転を継続すると、非更新層中の多くを占
めるＣａＣｌ２が潮解を起こして粘着状態を引き起こし、圧損の高い一次層へと移行して
いくことと、更新層であっても、潮解の程度により、もはや逆洗による払い落としが困難
となる場合さえ生じる。すなわち、圧損が高くなってろ布の目詰まりを引き起こすことと
なる。ここで、剥離剤を噴霧する場合を考えると、二次層に適宜分散した剥離剤は、Ｃａ
Ｃｌ２が潮解を起こして連鎖的に粘着性を有することを回避し、かつ、逆洗時に剥離剤の
剥離作用により、効率よく容易に払い落とすことが可能となる。
【００２０】
さて、反応バグフィルタ３は、消石灰噴霧により、酸性ガスを中和除去するとともに反応
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生成物を除塵する装置であり、その特徴は、中和反応の直後集塵する形態、集塵後中和反
応がなされる形態、集塵および中和反応が同時になされる形態、の複合型の反応が明確に
区別できない態様でほぼ同時に生じている点にある。したがって、バグフィルタ上流で中
和反応塔により中和反応を略完了させてから、反応生成物を除塵する方法とは区別されな
ければならない。
反応バグフィルタにおける消石灰および剥離剤の吹込口（粉体供給ダクト）は、排ガス導
入ダクト部に設置するか（図４）、バグハウス（反応バグフィルタ本体）の外壁に設置（
図５、図６）すればよく、消石灰および剥離剤吹込部と反応バグハウス本体および逆洗装
置全体を含めて、反応バグフィルタを構成する。
【００２１】
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したがって、消石灰噴霧による中和反応と反応生成物の除塵をひとつの反応器、すなわち
、反応バグフィルタで行うので、排ガスと消石灰粉を混合させるための中和反応塔などの
中和手段を別に設置する必要がなく、敷地を節約でき、コンパクトな構成となる利点を有
する。
吹込位置を図を参照しながら説明すると、消石灰および剥離剤は、例えば図４に示すよう
に、反応バグフィルタ本体１７の排ガス導入ダクト１１の上部の反応バグフィルタ本体１
７外壁に粉体供給ダクト１６ａを設置して、反応バグフィルタ本体１７に消石灰および剥
離剤を噴霧するか、図５に示すように、反応バグフィルタ本体１７の排ガス導入ダクト１
１の導入部に粉体供給ダクト１６ｂを設置して、反応バグフィルタ本体１７に消石灰およ
び剥離剤を噴霧するか、図６に示すように複数に分岐された粉体供給ダクト１６ｃを反応
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バグフィルタ本体１７の外壁に設置して、消石灰および剥離剤を噴霧する。しかし、消石
灰および剥離剤がろ布表面に効果的に到達すればよく、図４〜図６に示す吹込方法で限定
されるものではない。
もちろん、本発明においては剥離剤を消石灰と同時に噴霧するので、反応生成物の潮解に
よるろ布の目詰まりを発生させない作用が得られることはすでに述べた。
【００２２】
本発明で用いる剥離剤は、珪藻土、パーライト、ベントナイト、ゼオライト、活性炭から
選ばれた一つ以上の粉体であることが望ましい。
上記の粉体は、排ガス中の酸性成分と積極的に反応しない取扱いの容易な粉体であって、
これら粉体を剥離剤として選ぶことにより、請求項１に係る発明の作用が顕著に得られる
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。
特に、剥離剤として粉末活性炭を用いると、該粉末活性炭の高比表面積により、ダイオキ
シンなどの微量の有機ハロゲン化合物を除去する作用が付随的に得られるが、これら剥離
剤の選択は価格や運転条件を考慮して適宜、使い分けされる。
前段のバグフィルタ２で、中和反応をなさないまま、ダイオキシンや重金属を含む煤塵（
飛灰）が排ガスから分離されるので、該バグフィルタ２から排出される該飛灰は、塩類や
カルシウムの含有量が少なく、以て電気抵抗式の溶融処理やセメント固化処理に適した飛
灰となる。前段のバグフィルタ２で排ガス中の煤塵をすべて除去したので、後段の反応バ
グフィルタ３で集塵される粉体（飛灰）は中和反応から得られる反応生成物と少量の剥離
剤のみで略構成されるので、排出量が少なく、ダイオキシンや重金属を微量に含んでいた
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としても処理量が少ないため有利である。
【００２３】
消石灰と剥離剤の混合物はタンクローリーなどにより予め混合したものをサイロに貯留し
て噴霧してもよいし、サイロで撹拌混合させてもよく、混合方法や噴霧方法は特に限定し
ない。
剥離剤と消石灰の混合物中の剥離剤の重量割合は１〜２０％とすることが望ましい。本発
明者らの試行錯誤の結果、１％以下であると、剥離剤がろ布表面で均一に分散することが
やや困難になることと、剥離剤の剥離作用が濃度が小さいために十分に得られず、潮解の
進行を阻止することができない不具合を生じることが判明したので、重量割合の下限値を
１％とした。また、２０％以上とすると、剥離剤の投入効果が２０％の場合と比べて特に
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上昇しないことが判明したことと、薬剤である剥離剤を無駄に使用するので不経済である
とともに、酸性ガス除去性能がやや減少する不具合を生じたので、上限を２０％とした。
以上により、剥離剤の重量割合は１〜２０％とするのが好ましい。
【００２４】
本発明で用いる消石灰噴霧装置、活性炭噴霧装置の粉体噴霧装置は、公知の装置を用いれ
ばよく、例えば、空気搬送式のテーブルフィーダなど、粉体の供給量を調整できて、供給
変動の小さいものが好ましい。また、消石灰噴霧装置は、防食剤として噴霧するラインと
、中和剤として反応バグフィルタに噴霧するラインとを分岐させてもよいし、消石灰噴霧
装置の消石灰切り出し部分を２系列として別の搬送ラインで噴霧してもよく、活性炭噴霧
装置の場合も同様であるが、これらの工夫は運用上随時なされる。
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【００２５】
本発明で用いる前段のろ過式集塵手段は、バグフィルタの場合で例示してきたが、セラミ
ックフィルタを用いても同じ効果が得られる。セラミックフィルタ装置におけるろ過体の
構 造 は 、 例 え ば 図 ７ （ a） に 示 す よ う な 、 セ ラ ミ ッ ク を 開 口 部 と 閉 口 部 を 交 互 に 有 す る ハ
ニ カ ム 状 の 成 型 体 と し た ハ ニ カ ム 状 ろ 過 体 、 図 ７ （ b） に 示 す よ う な 、 セ ラ ミ ッ ク を キ ャ
ン ド ル 型 に 成 型 し た キ ャ ン ド ル 型 成 型 ろ 過 体 、 図 ７ （ c） に 示 す よ う な 、 繊 維 状 セ ラ ミ ッ
クをフレキシブルな布状とした布状ろ過体、などが挙げられるが、その他の形状であって
もかまわない。セラミックの材質はムライト、コージェライトなどの無機物を用いればよ
いが限定しない。また、表面にシリコンカーバイドやその他の薬剤でコーティングしたも
のを用いてもよい。セラミックフィルタの逆洗方式は、逆風式、パルスジェット式などが
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用いられ、何れも効果は同じである。
【００２６】
本発明で用いるバグフィルタ２および反応バグフィルタ３は、織布、不織布、フェルトな
どをろ布として用いた公知のバグフィルタでよく、逆洗方式は、逆風式、パルスジェット
式等、何れであっても効果は同じである。
本発明で用いる減温塔は、スプレーノズルによる水噴霧式の装置であるが、排ガスを所定
温度に冷却できれば、エコノマイザやその他の熱回収手段、冷空気その他熱媒体による冷
却手段であっても同等の効果が得られる。水噴霧式の減温塔である場合は、微細な水滴が
得られる二流体式スプレーノズルや、加圧式のスプレーノズルを用いれば、未蒸発水滴が
形成されずに、効果的な排ガス冷却が可能である。
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【００２７】
本発明では、排ガス中のダイオキシンを低減するための装置として例えば、活性炭移動床
やダイオキシン分解触媒塔について言及しなかったが、これらの高度処理対策は必要に応
じて適宜なされるものとし、本発明の構成に直接影響するものではない。また、別のダイ
オキシン対策として必要に応じて活性炭吹込を前段または後段のバグフィルタに行っても
よく、前段のろ過式集塵装置からの飛灰の処理が困難とならぬ範囲で、適宜用いられる。
【００２８】
以上、本発明の実施の形態をごみ焼却施設に適用した場合について詳しく述べたが、本発
明は燃焼や加熱に伴って排出される排ガス中にＨＣｌなどの酸性ガスやダイオキシンが含
まれる場合に適用することができ、産業廃棄物など可燃性廃棄物やその他燃焼装置一般か
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ら排出される排ガスや、金属精錬工場でスクラップを予熱、溶解する際に排出される排ガ
スであっても、同じように適用することができる。
なお、本明細に記載の有機ハロゲン化合物とは、厚生省により清掃工場へのガイドライン
が毒性換算値により指定されているダイオキシン類および、ダイオキシン類の前駆物質、
関連物質と称されるクロロベンゼン、クロロフェノール、ＰＣＢなどや、塩素以外のハロ
ゲン元素で一部が置換されたこれら化学物質の総称である。さらに、ダイオキシン類とは
、ポリジベンゾパラジオキシンとポリジベンゾフランの総称であって、通常毒性換算濃度
によって評価されるものである。
本明細においては、簡単のため単にダイオキシンと称している。
【００２９】
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【実施例】
本発明に係わる排ガス処理方法をごみ焼却処理施設に採用して得られた本発明の効果を示
す実施例を示す。
表１は、本発明の請求項１に基づいて実施した実施例１と、比較のための防食剤（消石灰
）なしの場合（比較例１）と従来技術による比較例２の３者について、後段の反応バグフ
ィルタ（比較例の場合はバグフィルタ）の差圧を調べた結果を示す表である。
実施例１はそれぞれ図１に対応する装置構成によるもので、比較例１は図２の装置構成
によるものであり、比較例２は図９の装置構成によるものである。
【００３０】
本発明の実施例では冷却装置として二流体ノズルを用いた水噴霧式の減温塔、バグフィル
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タおよび反応バグフィルタとして、パルスジェット式を採用した。なお、比較のため排ガ
ス処理量や処理前のＨＣｌ濃度、焼却炉（説明略）の運転条件等は略同じ条件とした。試
験期間は各々１ヶ月とし、バグフィルタのパルス圧や間隔等の逆洗条件は一定とした。防
食剤や剥離剤の噴霧量は表に記載したとおりである。剥離剤は珪藻土を用いた。
【００３１】
【表１】

30

40

表１によれば、本発明を実施して剥離剤を噴霧した実施例１は、１ヶ月の試験期間の間、
一定の逆洗条件のもと、差圧が上昇することなく、６５〜８５ｍｍＡｑ程度の良好な差圧
を維持でき、目詰まりが生じなかったことを確認できた。一方、剥離剤を噴霧しなかった
比較例２は、試験期間１ヶ月の後半に差圧が１５０ｍｍＡｑを越える傾向が持続したため
、目詰まりありと判断し、逆洗を頻繁に行う必要が生じた。
【００３２】
実施例１は防食剤として消石灰を少量噴霧し、前段のバグフィルタから排出される飛灰に
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カルシウムがやや含まれることとなったが、実施例２と同様に、前段のバグフィルタから
排出された飛灰を、電気抵抗式溶融処理およびセメント固化処理に供したところ、何ら問
題なく処理できたことを確認した。
比較例１は剥離剤を、消石灰と剥離剤の混合物中の重量割合が１０％となるように予め混
合したものを用いたが、差圧は６０〜８０ｍｍＡｑと良好であった。
本実施例では剥離剤として珪藻土を用いたが、その他請求項３に記載の薬剤を用いても同
様の結果が得られることを本発明者らは鋭意確認済みである。
なお、表には記していないが、実施例、比較例ともに、排ガス中のダイオキシン濃度は０
．２ｎｇ−ｔｅｑ／Ｎｍ３程度と十分低い値が得られたことを付記しておく。
【００３３】
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【発明の効果】
本発明によれば、バグフィルタでばいじんを除去したあとに、後段の反応バグフィルタで
消石灰とともに剥離剤を噴霧するので、酸性ガスやダイオキシンの除去性能を維持しなが
らも、バグフィルタから後処理の容易な飛灰を排出することができ、反応バグフィルタで
の目詰まりを未然に回避することができる。
さらに、防食剤として、消石灰を前段のバグフィルタに所定量噴霧することにより、該バ
グフィルタから排出される飛灰を処理困難物にさせることなく、防食剤サイロを新たに設
置しない簡便な方法で、装置酸腐食の回避を達成することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１をごみ焼却処理施設に採用した場合を表す図である。

20

【図２】比較例１の条件をごみ焼却処理施設に採用した場合を表す図である。
【図３】反応バグフィルタのろ布断面の模式図である。
【図４】バグフィルタまたは反応バグフィルタに粉体を噴霧するための粉体吹込口を例示
するバグフィルタの立面図である。
【図５】バグフィルタまたは反応バグフィルタに粉体を噴霧するための粉体吹込口を例示
するバグフィルタの立面図である。
【図６】バグフィルタまたは反応バグフィルタに粉体を噴霧するための粉体吹込口を例示
するバグフィルタの立面図である。
【図７】ろ過式集塵手段としてセラミックフィルタを用いる際のセラミックろ過体の構造
例を示す図である。
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【図８】従来の排ガス処理装置の一例を示す図である。
【図９】従来の排ガス処理装置の図９とは別の一例を示す図である。
【符号の説明】
１

冷却装置としての減温塔

２

ろ過式集塵手段としてのバグフィルタ

３

反応バグフィルタ

３ｃ

消石灰及び剥離剤の混合物噴霧装置

５

飛灰処理装置

６

防食剤（消石灰）噴霧装置

１１

排ガス導入ダクト
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