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(57)【要約】
【課題】装置が簡便であり、使用する水も従来よりも少
量で済み、ガス状物質を送る風量の圧損が少なく、メン
テナンスも容易である湿式ガス状物質処理装置を提供す
る。
【解決手段】処理室と、前記処理室に形成され前記処理
室内にガス状物質を吸入させるためのガス状物質吸入口
と、前記処理室に形成され前記処理室内に吸入されたガ
ス状物質を前記処理室外に排出させるガス状物質排出口
と、前記処理室内に設けられた貯水槽と、前記貯水槽の
中心からみて前記ガス状物質排出口側の少なくとも一部
の水面の少なくとも気液界面に設置され、前記貯水槽の
水面に奔流を発生せしめるための波状多孔質奔流発生板
と、前記ガス状物質排出口側の水面の上方に設置され、
前記奔流により生じる飛沫を受けるための多孔質邪魔板
と、を有し、前記処理室内に吸入されたガス状物質が前
記貯水槽の水と接触することによって浄化されるように
した。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　処理室と、
前記処理室に形成され前記処理室内にガス状物質を吸入させるためのガス状物質吸入口と
、
前記処理室に形成され前記処理室内に吸入されたガス状物質を前記処理室外に排出させる
ガス状物質排出口と、前記処理室内に設けられた貯水槽と、
前記貯水槽の中心からみて前記ガス状物質排出口側の少なくとも一部の水面の少なくとも
気液界面に設置され、前記貯水槽の水面に奔流を発生せしめるための波状多孔質奔流発生
板と、
前記ガス状物質排出口側の水面の上方に設置され、前記奔流により生じる飛沫を受けるた
めの多孔質邪魔板と、
を有し、
前記処理室内に吸入されたガス状物質が前記貯水槽の水と接触することによって浄化され
るようにした、湿式ガス状物質処理装置。
【請求項２】
　前記多孔質邪魔板が、前記貯水槽の静止水面に対して傾斜して設けられてなる、請求項
１記載の湿式ガス状物質処理装置。
【請求項３】
　前記多孔質邪魔板が、複数枚設けられてなる、請求項１又は２記載の湿式ガス状物質処
理装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、飲食店を含む店舗、製造工場や化学工場、プラントなどから排出される排ガ
ス、塗料粉塵、黒煙などの環境に影響を与えるガス状物質を分離除去するようにした湿式
の排ガス処理・除塵などが可能なガス状物質処理装置に関し、特に灯油、重油等の燃焼か
ら発生するカーボン系超微粒子及び塗装などの微細粉塵を効率良く分離回収する湿式ガス
状物質処理装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、水を使った湿式の排ガス処理装置として、スクラバー装置が知られている。従来
のスクラバー装置としては、水や脱臭剤液を排ガスに噴霧するタイプの装置や、排ガスと
水を吸上げて滝のように逆流させ排ガスを水に当てて通過させるタイプの装置や、噴霧ノ
ズルにより噴霧水層を作り、排ガスを噴霧水層とフィルター層とに交互に通すタイプの装
置などがある。また、ロックウール、不織布、金網等に水を散布させながら、排ガスを通
過させて粉塵や水溶性気体を水中に取り込む方式なども採用されているが、排ガス中に霧
状の水分が排出されていて環境上の点からも好ましくないものであった。さらに、例えば
特許文献１に示すようなスクラバー装置も提案されている。
【０００３】
　しかしながら、上記のような従来の装置では、装置が複雑となるため故障し易いという
問題などがあった。また、フィルターを使うタイプの装置ではフィルターを交換する必要
があるし、また、上記のような従来の水を使う装置では、スプレーや送水ポンプなどの個
々の装置が必要となり、メンテナンスにも手間がかかるという問題があった。また、上記
のような従来の水を使う装置では、水を大量に使用する必要があった。さらに、特許文献
１に示すような装置の場合、風量の圧損が大きくなり、排ガスを送るための大きなファン
が必要となるという問題もあった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開平８－１６４３１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記した従来技術の問題に鑑みなされたもので、装置が簡便であり、使用す
る水も従来よりも少量で済み、ガス状物質を送る風量の圧損が少なく、メンテナンスも容
易である湿式ガス状物質処理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するため、本発明の湿式ガス状物質処理装置は、処理室と、前記処理室
に形成され前記処理室内にガス状物質を吸入させるためのガス状物質吸入口と、前記処理
室に形成され前記処理室内に吸入されたガス状物質を前記処理室外に排出させるガス状物
質排出口と、前記処理室内に設けられた貯水槽と、前記貯水槽の中心からみて前記ガス状
物質排出口側の少なくとも一部の水面の少なくとも気液界面に設置され、前記貯水槽の水
面に奔流を発生せしめるための波状多孔質奔流発生板と、前記ガス状物質排出口側の水面
の上方に設置され、前記奔流により生じる飛沫を受けるための多孔質邪魔板と、を有し、
前記処理室内に吸入されたガス状物質が前記貯水槽の水と接触することによって浄化され
るようにした、湿式ガス状物質処理装置である。
【０００７】
　本明細書において、ガス状物質には、排ガス、塗料粉塵、黒煙などの環境に影響を与え
るガス状物質が含まれ、灯油、重油等の燃焼から発生するカーボン系超微粒子及び塗装な
どの微細粉塵も含まれる。
【０００８】
　前記多孔質邪魔板が、前記貯水槽の静止水面に対して傾斜して設けられてなるのが好適
である。
【０００９】
　前記多孔質邪魔板が、複数枚設けられてなるのが好適である。例えば、前記多孔質邪魔
板を２～３枚設けることができる。
【００１０】
　前記波状多孔質奔流発生板が、前記ガス状物質の前記処理室内での流れの上流側に向か
って前記貯水槽の水中に延出する夾雑物除去部を備える構成とすることもできる。
【００１１】
　前記波状多孔質奔流発生板及び前記多孔質邪魔板が、パンチングメタルによって構成さ
れてなるのが好適である。
【００１２】
　前記貯水槽に、ガス状物質中の微粒子を吸着するための吸着物質を入れてなるのが好ま
しい。
【００１３】
　本発明の湿式ガス状物質処理装置を用いることで、前記処理室内に吸入されたガス状物
質が前記貯水槽の水と接触することによって浄化されるようにした湿式ガス状物質処理方
法を行うことができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、装置が簡便であり、使用する水も従来よりも少量で済み、ガス状物質
を送る風量の圧損が少なく、メンテナンスも容易である湿式ガス状物質処理装置を提供す
ることができるという著大な効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明に係る湿式ガス状物質処理装置の一つの実施の形態を示す側断面図である
。
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【図２】図１の湿式ガス状物質処理装置における波状多孔質奔流発生板部分を斜め上から
みた斜視図である。
【図３】図１の湿式ガス状物質処理装置における波状多孔質奔流発生板部分を斜め下から
みた斜視図である。
【図４】本発明に係る湿式ガス状物質処理装置による湿式ガス状物質処理を示す模式的側
断面図である。
【図５】本発明に係る湿式ガス状物質処理装置の別の実施の形態を示す側断面図である。
【図６】本発明に係る湿式ガス状物質処理装置のさらに別の一つの実施の形態を示す側面
一部断面図である。
【図７】図６の湿式ガス状物質処理装置の側面図である。
【図８】図６の湿式ガス状物質処理装置の斜視一部透視図である。
【図９】図６の湿式ガス状物質処理装置を別の方向からみた斜視一部透視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態を添付図面を参照しながら説明する。図１に本発明に係る湿式
ガス状物質処理装置の一つの実施の形態を示す。
【００１７】
　図１～図４において、符号１０は本発明の湿式ガス状物質処理装置である。
【００１８】
　湿式ガス状物質処理装置１０は、処理室１２と、前記処理室１２に形成され前記処理室
１２内にガス状物質Ｇを吸入させるためのガス状物質吸入口１４と、前記処理室１２に形
成され前記処理室１２内に吸入されたガス状物質Ｇを前記処理室１２外に排出させるガス
状物質排出口１６と、前記処理室１２内に設けられた貯水槽１８と、前記貯水槽１８の中
心からみて前記ガス状物質排出口１６側、すなわち処理室１２内のガス状物質Ｇの流れの
下流側、の水面２０の少なくとも気液界面２２に設置され、前記貯水槽１８の水面２０に
奔流を発生せしめるための波状多孔質奔流発生板２４と、前記ガス状物質排出口１６側の
水面２０の上方に設置され、前記奔流により生じる飛沫を受けるための多孔質邪魔板２６
と、を有し、前記処理室１２内に吸入されたガス状物質Ｇが前記貯水槽１８の水Ｗと接触
することによって浄化されるようにした湿式ガス状物質処理装置である。
【００１９】
　また、処理室１２の中央付近には、気密性ガス状物質誘導板２８が設けられている。気
密性ガス状物質誘導板２８は、ガス状物質吸入口１４側のガス状物質Ｇ１が貯水槽１８の
水Ｗと接触してガス状物質排出口１６側のガス状物質Ｇ２となるように、処理室１２内に
吸入されたガス状物質Ｇの流路を規制して誘導する作用を奏する。従って、本発明では、
気密性ガス状物質誘導板２８を設けるのが好ましい。また、気密性ガス状物質誘導板２８
は、ガス状物質Ｇに当たる壁面３０ａ，３０ｂが貯水槽１８の水面に対して前傾している
構成とされている。図１に示されるθ１は、貯水槽１８の水面と壁面３０ｂとの間の角度
であり、図１の例では、θ１は６０°である。例えば、ガス状物質排出口１６側の気密性
ガス状物質誘導板２８の壁面３０ｂと貯水槽１８の水面との角度θ１は、８０°～５０°
が好ましい。なお、ガス状物質吸入口１４側の気密性ガス状物質誘導板２８の壁面３０ａ
と貯水槽１８の水面との角度も、前傾していればよいもので特別の限定はないが、例えば
、８０°～５０°が好ましい。
【００２０】
　気密性ガス状物質誘導板２８は、図２～図３によく示されるように、フレーム部材３１
に設けられており、ガス状物質Ｇに当たる壁面３０ａ，３０ｂのほかに側面３２ａ，３２
ｂ及び天蓋部３３を有しているが、側面３２ａ，３２ｂは処理室１２の内壁に当接せしめ
られることとなるため、上記したように処理室１２内に吸入されたガス状物質Ｇの流路を
規制して誘導する作用を奏する限り、側面３２ａ，３２ｂを設けない構造としたりするこ
とも可能である。
【００２１】
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　波状多孔質奔流発生板２４は、図２～図３によく示されるように、波状とされており、
多数の孔３４が開穿されている。図示例では波状多孔質奔流発生板２４は、ＳＵＳ製のパ
ンチングメタルを使用した例を示した。例えば、孔３４の直径が３ｍｍ～５ｍｍ程度、開
口率が５０％～６０％程度、波高が１０ｍｍ～２０ｍｍ程度のパンチングメタルが好適に
使用できる。但し、波状多孔質奔流発生板２４は、処理する風量、集塵されるゴミ種類や
大きさなどによって、孔３４の直径を変えたり、波高或いは、折数（波の周期数）を変化
させる。
【００２２】
　前記多孔質邪魔板２６は、気密性ガス状物質誘導板２８に取り付けられており、前記貯
水槽１８の水面２０の静止水面に対して傾斜して設けられている。前記多孔質邪魔板２６
は、図２～図３によく示されるように、多数の孔３６が開穿されている。図示例では多孔
質邪魔板２６は、ＳＵＳ製のパンチングメタルを使用した例を示した。例えば、孔３６の
直径が３ｍｍ～５ｍｍ程度、開口率が５０％～６０％程度、波高が１０ｍｍ～２０ｍｍ程
度のパンチングメタルが好適に使用できる。図１に示されるθ２は、貯水槽１８の水面と
多孔質邪魔板２６との間の角度であり、図１の例では、θ２は３０°である。例えば、貯
水槽１８の水面と多孔質邪魔板２６との間の角度は、４５°～２５°が好ましい。そして
、上記した角度θ１と角度θ２の関係がθ１＞θ２となるのが好適である。
【００２３】
　なお、図示の例では、多孔質邪魔板２６は、ガス状物質吸入口１４側よりもガス状物質
排出口１６側に向かって貯水槽１８の水面との距離が離れていくように（図示例では右上
がり）傾斜した例を示したが、奔流により生じる飛沫を受ける作用を奏するのであれば、
ガス状物質排出口１６側よりもガス状物質吸入口１４側に向かって貯水槽１８の水面との
距離が離れていくように（つまり、図１と同様に図示すれば左上がり）、傾斜させるよう
にしてもよい。
【００２４】
　前記波状多孔質奔流発生板２４は、前記ガス状物質Ｇの前記処理室１２内での流れの上
流側に向かって前記貯水槽１８の水Ｗの中へと延出する夾雑物除去延出部３８を備える。
前記夾雑物除去延出部３８は、波状多孔質奔流発生板２４と一体的に接続されており、図
示の例では、前記貯水槽１８の水Ｗの中へと延出しており、多数の孔４０を有する多孔質
傾斜板とされている。例えば、前記波状多孔質奔流発生板２４の末尾部分を、前記貯水槽
１８の水Ｗの中へと延出する傾斜板となるように構成することができる。夾雑物除去延出
部３８は、貯水槽１８の水面に対して傾斜して設けられる。図示の例では、θ３は３０°
である。夾雑物除去延出部３８の貯水槽１８の水面に対する角度θ３は、例えば、６０°
～２０°が好ましい。
【００２５】
　なお、図３に示すように、フレーム部材３１には、ガス状物質吸入口１４に接続される
開口部４２が形成されている。
【００２６】
　図１において、符号４６はファンであり、モータ４８によって駆動せしめられる。また
、符号５０は脱臭装置であり、内部に水を除去するための加熱ヒータ５２及び塵埃を漉し
とるフィルターなどが備え付けられている。フィルターの例としては、例えば布 を用い
たり、水を含ませたロックウールを用いたりすることなどが挙げられる。このようにして
、ファン４６によって、ガス状物質吸入口１４からガス状物質排出口１６へのガス状物質
Ｇの流れが形成され、ガス状物質Ｇはガス状物質排出口１６から脱臭装置５０へと送られ
、さらに浄化されて、脱臭装置排気口６０から最終的に大気へと放出される。
【００２７】
　前記貯水槽１８には、傾斜板４４が設けられており、水Ｗが汚れてくると排水口５８か
ら排水できるように構成されている。なお、傾斜板４４の傾きは、図示例では、右上がり
の傾斜の例を示したが、傾きを逆とし、左上がりの傾斜とすることも可能である。符号５
９は、排水口５８に取り付けられた止水弁である。
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【００２８】
 　本発明の湿式ガス状物質処理装置１０を用いることで、前記処理室１２内に吸入され
たガス状物質Ｇが前記貯水槽１８の水Ｗと接触することによって浄化されるようにした湿
式ガス状物質処理方法を行うことができる。
【００２９】
　より具体的には、本発明の湿式ガス状物質処理装置を用いた湿式ガス状物質処理方法は
、ガス状物質中の水溶性の物質については貯水槽１８の水Ｗでトラップし、ガス状物質中
の沈殿物・スラリー状・固形物については、貯水槽１８に沈下させて分離し、ガス状物質
中の粒子状の物質は、貯水槽１８に入れた吸着物質で吸着分離させるようにした分離回収
方法を行うことができる。
【００３０】
　本発明の湿式ガス状物質処理装置１０の作用を図１～図４に基づいてさらに具体的に説
明する。
【００３１】
　製造工場や化学工場、プラントなどから排出されるガス状物質Ｇは、ガス状物質吸入口
１４から処理室１２内へと流入し、ガス状物質排出口１６へと向かう。
【００３２】
　処理室１２内部は、気密性ガス状物質誘導板２８によって、ガス状物質吸入口１４側と
ガス状物質排出口１６側に仕切られているため、ガス状物質Ｇが内部に吸入されると、図
４に示されるように、貯水槽１８の水面２０は、静止状態と比べて、ガス状物質吸入口１
４側で高さｔ１（例えば５ｍｍ程度）だけ若干水位が下がって下降水位５４となる。一方
、前記ガス状物質排出口１６側では、高さｔ２（例えば１０ｍｍ程度）だけ若干水位が上
がって上昇水位５６となる。
【００３３】
　そして、ガス状物質吸入口１４側のガス状物質Ｇ１は、波状多孔質奔流発生板２４を介
して、貯水槽１８の水Ｗに接触しながら、ガス状物質排出口１６側に向かい、ガス状物質
Ｇ２となる。このとき、波状多孔質奔流発生板２４によって、前記貯水槽１８の中心から
みて前記ガス状物質排出口１６側、すなわち処理室１２内のガス状物質Ｇの流れの下流側
、の水面２０では、ファン４６によって吸気されたガス状物質Ｇを含む空気とファン４６
によって吸い上げられる水とが、波状多孔質奔流発生板２４の孔にぶつかり、抜けようと
して激しく奔流となる。この際に、気泡や飛沫も生じる。また、大きなゴミなどの夾雑物
などがガス状物質Ｇ中に含まれている場合には、波状多孔質奔流発生板２４の夾雑物除去
延出部３８によって除去される。
【００３４】
　奔流により、飛沫が生じるが飛沫の水滴６２は、水面２０の上方に設置された多孔質邪
魔板２６に当たって跳ね返され、貯水槽１８へと戻される。これにより、ファン４６の方
には飛び散る水滴６２が入ることがない。
【００３５】
　このようにして、ガス状物質Ｇは、貯水槽１８の水Ｗと接触することによって浄化され
る。黒煙や油煙、塗料など粒子の大きいものは水Ｗによって除去される。そして、ガス状
物質排出口１６側のガス状物質Ｇ２はガス状物質排出口１６から排出され、脱臭装置５０
へと送られる。脱臭装置５０では、加熱ヒータ５２によって加熱されたフィルターをガス
状物質Ｇが通過する際に、有機ガスや臭いが除去され、殺菌もされることとなる。このよ
うにして、脱臭装置排気口６０から最終的に大気中へと放出される。
【００３６】
　また、ガス状物質吸入口１４から吸入されるガス状物質Ｇが高温であっても、上述した
水Ｗの奔流によって冷やされてファン４６を通過する。このため、耐熱ファンでなくとも
使用することができる。
【００３７】
　このように、本発明の方法では、ガス状物質を送る風量の圧損が少なく、また水の抵抗



(7) JP 2017-104843 A 2017.6.15

10

20

30

40

50

も少ないため、大きなファン（大電力）を必要とせず、コンパクトに製作が可能である。
また、使用する水も少量でよく、水や塵埃を漉しとるフィルターを通して循環させれば、
フィルターの交換のみで長時間運転が可能である。
【００３８】
　本発明の湿式ガス状物質処理装置によれば、灯油、重油等の燃焼から発生するカーボン
系超微粒子を効率良く分離回収することができ、除塵も可能である。
　本発明の湿式ガス状物質処理装置では、水溶性ガス成分を水中に効率よく溶解させるこ
とができる。
　更には、上述のように加熱ヒータを用いた脱臭装置と組み合わせることで、脱臭殺菌も
可能となる。
【００３９】
　図５に本発明に係る湿式ガス状物質処理装置の別の実施の形態を示す。図５において、
符号６４は、本発明の別の実施の形態に係る湿式ガス状物質処理装置である。湿式ガス状
物質処理装置６４は、上述した湿式ガス状物質処理装置１０に循環濾過装置６６を取付け
たものである。循環濾過装置６６は、循環ポンプ６８によって貯水槽１８の水を循環水タ
ンク７０へと循環させるように構成されており、フィルター７２によって濾過された水が
循環水タンク７０へと戻される。また、循環水タンク７０へは、給水口７４から水が自動
供給されるようにされており、循環水タンク７０内の水が一定量となるように維持される
。
【００４０】
　ガス状物質中に含まれる塗料は、水に浮いて膜になるが、循環濾過装置６６を取付けた
ことにより、装置の運転中に貯水槽１８の水が奔流している間に循環ポンプ６８で循環濾
過装置６６へと送られ濾過される。フィルター７２を通過した水は浄化されており、そし
て、減った量だけ水を循環水タンク７０へと供給するようにすれば、水の消費が極端に少
なくなる。貯水槽１８の水に落ちた粒子は比較的大きいため、フィルター７２を不織紙で
作製すれば、濾し取ることが可能である。このように構成すれば、装置も簡単でフィルタ
ーも廉価であるため、効果的である。
【００４１】
　図６～図９に、本発明に係る湿式ガス状物質処理装置のさらに別の実施の形態を示す。
図６～図９において、符号７６は、湿式ガス状物質処理装置である。湿式ガス状物質処理
装置７６は、処理室７８と、前記処理室７８に形成され前記処理室７８内にガス状物質を
吸入させるためのガス状物質吸入口８０と、前記処理室７８に形成され前記処理室７８内
に吸入されたガス状物質を前記処理室７８外に排出させるガス状物質排出口８２と、前記
処理室内に設けられた貯水槽８４と、前記貯水槽８４の中心からみて前記ガス状物質排出
口８２側の少なくとも一部の水面の少なくとも気液界面に設置され、前記貯水槽８４の水
面に奔流を発生せしめるための波状多孔質奔流発生板８６と、前記ガス状物質排出口８２
側の水面の上方に設置され、前記奔流により生じる飛沫を受けるための多孔質邪魔板８８
ａ，８８ｂと、を有し、前記処理室７８内に吸入されたガス状物質が前記貯水槽８４の水
と接触することによって浄化されるようにした湿式ガス状物質処理装置である。
【００４２】
　図６～図９の例では、貯水槽８４に水が入っていない状態を示しているが、波状多孔質
奔流発生板８６が前記貯水槽８４の中心からみて前記ガス状物質排出口８２側の少なくと
も一部の水面の少なくとも気液界面に設置される構成は、図１に示した実施の形態と同様
である。また、波状多孔質奔流発生板８６は図２に示される波状多孔質奔流発生板２４と
同様のパンチング板で構成している。
【００４３】
　多孔質邪魔板８８ａ，８８ｂは、図示例では２枚が、前記貯水槽８４の静止水面に対し
て傾斜して設けられており、２枚が同じ傾斜角度で設置されている。前記貯水槽８４の水
面と多孔質邪魔板８８ａ，８８ｂそれぞれとの間の角度は、図示例では３０°である。ま
た、多孔質邪魔板８８ａ，８８ｂは、図２に示される多孔質邪魔板２６と同様のパンチン
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グ板で構成している。
【００４４】
　また、処理室７８内には、気密性ガス状物質誘導板９０が設けられており、処理室７８
内を仕切る仕切板の役目を果たす。気密性ガス状物質誘導板９０は、図２に示される気密
性ガス状物質誘導板２８と同様の作用を果たす。
【００４５】
　図６～図９の例では、図１に示される脱臭装置５０同様の脱臭装置９２が上部に設置さ
れており、図１に示される脱臭装置排気口６０と同様の脱臭装置排気口９４が前記脱臭装
置９２には設けられている。
【００４６】
　装置の下部には、キャスター部材９６が設けられており、容易に移動可能とされている
。また、符号９８はファンを動かすためのモータであり、図１に示されるモータ４８と同
様である。
【００４７】
　符号１００は電磁弁であり、貯水槽８４へ水を給水するための弁である。符号１０２は
循環水タンクとしての水位センサータンクである。水位センサータンク１０２は貯水槽８
４の水位を管理して給水するタンクであり、図５に示した循環水タンク７０と同様の作用
を果たす。符号１０４は、循環ポンプとして、貯水槽８４内の水を汲み上げてゴミを取っ
たりして浄化するための浄化用水中ポンプであり、図５に示される循環ポンプ６８と同様
の作用を果たす。
【００４８】
　また、符号１０６は、フィルターとして、ゴミ取り用の網籠であり、図５に示されるフ
ィルター７２と同様の作用を果たす。網籠１０６と浄化用水中ポンプ１０４は、ゴミ取り
用フィルターボックス１０８内に設けられており、ゴミ取り用フィルターボックス１０８
の上部には開閉扉１１０が設けられており、網籠１０６に溜まったゴミを捨てられるよう
になっている。符号１１２は排水口である。
【００４９】
　図６～図９の実施の形態では、多孔質邪魔板を２枚設けている。ガス状物質の浄化処理
の基本的な作用は図１や図５に示した実施の形態と同様である。また、図６～図９の実施
の形態における貯水槽８４の水が循環濾過される作用についても図５に示した実施の形態
と基本的に同様である。
【００５０】
　図６～図９の実施の形態では、吸引されたガス状物質は気密性ガス状物質誘導板９０の
下を潜り抜け、その際に引き込まれる水と一緒に波状多孔質奔流発生板８６にぶつかり、
波状多孔質奔流発生板８６の孔を通り抜けるために、激しい水しぶきと気泡が発生する。
さらにそのしぶきは上部の多孔質邪魔板８８ａ，８８ｂに当たって下に激しい雨のように
降り注ぐ。この多孔質邪魔板を２枚にすることで、圧損も少なく、水をよく遮断する効果
がある。
【００５１】
　飲食店などの店舗の厨房に設置する場合には、本発明の湿式ガス状物質処理装置のサイ
ズを小さくしたものを用いるようし、製造工場や化学工場、プラントに設置する場合には
、湿式ガス状物質処理装置のサイズを大きくしたものを用いるようにすればよい。飲食店
などの店舗に設置する場合には、調理に伴い生じる排煙などを効果的に分離除去すること
ができる。また、湿式ガス状物質処理装置のサイズを小さくすれば、飲食店でも或いは工
場や施設でも、卓上に置いて卓上用としての使用も可能である。このように、本発明の湿
式ガス状物質処理装置は、排煙や排ガスが生じる様々な場所に設置することで、浄化処理
を行うことが可能である。
【００５２】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。上記形態は例示であり、本発
明の特許請求の範囲に記載された技術的思想と実質的に同一な構成を有し、かつ同様な作
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用効果を奏するものは、いかなるものであっても本発明の技術的範囲に包含される。
【符号の説明】
【００５３】
１０，６４，７６：本発明の湿式ガス状物質処理装置、１２，７８：処理室、１４，８０
：ガス状物質吸入口、１６，８２：ガス状物質排出口、１８，８４：貯水槽、２０：水面
、２２：気液界面、２４，８６：波状多孔質奔流発生板、２６，８８ａ，８８ｂ：多孔質
邪魔板、２８，９０：気密性ガス状物質誘導板、３０ａ，３０ｂ：壁面、３１：フレーム
部材、３２ａ，３２ｂ：側面、３３：天蓋部、３４，３６，４０：孔、３８：夾雑物除去
延出部、４２：開口部、４４：傾斜板、４６：ファン、４８，９８：モータ、５０，９２
：脱臭装置、５２：加熱ヒータ、５４：下降水位、５６：上昇水位、５８，１１２：排水
口、５９：止水弁、６０，９４：脱臭装置排気口、６２：水滴、６６：循環濾過装置、６
８：循環ポンプ、７０：循環水タンク、７２：フィルター、７４：給水口、９６：キャス
ター部材、１００：電磁弁、１０２：水位センサータンク、１０４：浄化用水中ポンプ、
１０６：網籠、１０８：ゴミ取り用フィルターボックス、１１０：開閉扉、Ｇ：ガス状物
質、Ｇ１：ガス状物質吸入口側のガス状物質、Ｇ２：ガス状物質排出口側のガス状物質、
Ｗ：水、θ１，θ２，θ３：角度。

【図１】 【図２】
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