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(57)【要約】
　【課題】薪、木質系燃料、あるいは、炭化物等の固形
バイオマス燃料をバッチ式で長時間燃焼することができ
、燃焼量の制御、休眠、および、再燃焼の制御が容易に
でき、且つ、クリーンな排ガスが得られるボイラと、該
ボイラを利用した熱効率の高い温風発生装置を提供する
。
【解決手段】断熱性の高い炉内に乾燥した固形バイオマ
ス燃料をバッチ式で投入し、一次燃焼で発生する高い濃
度の排煙を縦型排煙反応塔ダクトに導入し、予備加熱し
た空気で軽量ガスを燃焼する二次燃焼、難燃性のガス類
と煤塵をバーナで燃焼する三次燃焼、および、残留不完
全燃焼分をハニカム型触媒で完全燃焼する四次燃焼によ
る手段によってクリーンな排ガスを得る。排ガス中の一
酸化炭素と煤塵と一次燃焼～四次燃焼の燃焼条件を連動
させて、炉の燃焼量と温風温度を制御する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
木質系燃料、あるいは、炭化物をバッチ式で燃焼する炉であり、該燃焼炉では、高度の不
完全燃焼を示す初期燃焼状態と燃料の炭化が進み軽度の不完全燃焼を示すおき火燃焼状態
にかかわらず、予熱した燃焼空気の供給量を制御することにより燃焼と発熱量の制御をお
こない、最小の燃焼時には休眠状態におくことができ且つ再燃用の火種を維持することが
出来る事を特徴とする、バイオマス暖房用ボイラとその構造。
【請求項２】
該暖房用ボイラでは、一次燃焼室は断熱性の高い炉壁で構成され、排煙口には一次燃焼で
発生する高い濃度の排煙を処理する縦型の反応ダクトが接続され、該ダクトの入り口部に
は二次燃焼用に余熱空気で燃やす軽量ガス燃焼用バーナを設置し、ダクト中段には三次燃
焼用として難燃性のガス類と煤塵を燃やす補助バーナと燃焼ボックス部を設置し、更に、
ダクト最上段に四次燃焼用としてハニカム型酸化触媒による燃焼部が設置されることを特
徴とする、排煙浄化構造。
【請求項３】
　　該反応ダクトの熱容量は低く、容易に８００℃以上に昇温できる保温構造を持ち、該
反応ダクトを通過した高温の排ガスは、外気を加熱する熱交換器を経て２００℃以下に急
激に冷却され、一酸化炭素や煤塵の少ないクリーンな排ガスとなって煙突から放出される
ことを特徴とする、バイオマス暖房用ボイラ。
【請求項４】
温度の低い外気は、炉体天井部の吸引口から供給され、炉室表面、ダクト表面、および、
熱交換で加熱されたのち、外気と混合されて、適切な温度の温風を供給できることを特徴
とする、温風発生機構。
【請求項５】
温風供給フアンは、温風を発生するときの通常運転モードと少なくとも風量の少ないアイ
ドリング運転モードを持ち、アイドリングモードでは発生する温風を炉外へ排出して炉内
の蓄熱を防止し、炉温を安定に維持できることを特徴とする、温風供給方法。
【請求項６】
該ボイラの煙突中の排ガスは、光センサにて一酸化炭素ガスと煤塵成分がモニタされ、該
センサ出力により、吸入ファンによる燃焼空気量の制御と補助バーナによる三次燃焼を制
御できることを特徴とする、燃焼と排煙制御機構。
【請求項７】
　該煙突の排ガスの一部は、燃焼用フアンの吸気口から供給される外気と混合されて、炉
室に供給され、炉室の昇温と省エネルギーに寄与できることを特徴とする、燃焼機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、木材、および、木質系バイオマス、あるいは、炭化物をバッチ式燃焼炉にて
燃焼することが出来、必要に応じて燃焼量を制御でき、クリーンな温風と排気ガスを得る
ことが出来る暖房用ボイラ、および、当該ボイラを利用した温風発生装置に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
木材、ペレット、チップなど木質系バイオマス燃料や炭化物は、人類の歴史とともにふる
くから有用な燃料源として利用されてきており、地球温暖化に関して、炭酸ガス対策上ゼ
ロエミッション型燃料として注目される。木質系材料として、製材端材、木工端材、間伐
材、集成端材、建築廃材、農業廃材、土木廃材等の存在が知られているが、これらを燃料
として有効に利用することができれば、省エネルギー対策及び地球温暖化対策として大変
有用である。
【０００３】
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現在、木質系燃料の使用方法として、薪ストーブ、ペレットボイラ、ペレット発電機等お
おくの利用方法が知られている。バルクの薪を使う方法では、燃焼状態にあわせて薪燃料
を絶え間なく供給することと、薪の積み上げ方や燃え方に応じて燃焼を管理するために常
に人手が必要であるという不都合がある。規模の大きい薪蒸気機関や薪ストーブでは、燃
料は大きくても５～１０cm程度に切断し機械的手段で連続的な供給がはかられる。また、
排煙には不完全燃焼による煤や一酸化炭素等が排出されるので、環境汚染対策が難しいと
いう欠点がある。
【０００４】
チップやペレット燃料の利用では、燃料の定量供給が可能になるというメリットがあるが
、これらの燃料のかさ密度が低く高密度の熱量が得られないという欠点がある。また、ペ
レット燃料では、チップ化したのち、加熱してペレットの成型に費やす生産エネルギーと
コストが化石エネルギーと比較して無視することが出来ないという問題がある。また、燃
焼に伴い、発煙と環境汚染の発生を伴うので、木質系燃料の使用を安易に広げることに問
題がある。
【０００５】
この改善策として、特許文献１では、暖炉型暖房機の燃焼筺体内の薪の支持板の下に第１
バーナを設置し、更に後方に一対のバーナを設置するなど複雑な燃焼系が提案されている
が、多数のバーナを用いるのは効果的な方法ではないという問題があるうえに、クリーン
な排ガスが得られないという問題がある。特許文献２と特許文献３では、薪燃料を埋薪法
という非常に緩慢な方法で燃焼し発煙を抑制する方法が提案されているが、燃焼初期には
長時間の発煙が発生するのでこれを処理する必要がある上に、必要な発熱量を得るには大
量の酸化触媒と巨大な炉が必要となり、工業的に有用な熱量を取り出すのは困難である。
【特許文献１】特開２００６－１８３９２０号公報
【特許文献２】特開２００４－２４５５６３号公報
【特許文献３】特開２００３－３４３８４０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　解決しょうとする問題点は、バルク状木材や木質系燃料を、連続供給方式で燃焼すると
、燃焼条件を一定に制御して安定に燃焼することができ、規模の大きさに応じて必要な発
熱量を得ることができるが、使用できる燃料は炉に連続供給できるように加工が必要であ
り、燃焼条件を安定にするために燃料の形状や質を一定になるよう加工しなければならな
いという問題がある。また、木質系ボイラでは、熱を有効に利用するための設備とクリー
ンな排ガスを得るための設備を兼ね備えるために、設備が膨大になる上に製造コストや運
転コストが化石エネルギーのガスやオイルの利用に比べて高価になり、利用しにくいとい
う問題がある。
【０００７】
大容量のバルク状木材や木質系の燃料を一度に燃やすのではなく、バッチ式で長期にわた
り燃焼させるには、投入燃料の一部のみを燃焼させながら最終的には全量を燃やすことが
求められる。また、燃焼条件として実用上不可欠な、燃焼状態を自由に変えて必要な燃焼
熱を取出したり、発熱を抑えて休眠状態にしたり、再稼動のためには再燃焼状態にする必
要があるので、燃焼技術として最も難しい問題の一つになっている。
このような、炉の燃焼を自由に制御できて、効率よく温風を取り出し、排ガスをクリーン
に保てるというバッチ式の炉やボイラ、または、有用な小型暖房装置は今までにしられて
いないという問題があった。このように、木質系固体燃料に必要以上の加工やコストを加
えないで、バルクのままで理想的に燃焼できるボイラ技術や応用装置の開発が望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明は、大量の木材及び木質系バルク燃料、または、炭化物をバッチ式炉に投入し長期
間燃焼させて、予熱した燃焼用空気量の制御により、燃焼量や休眠状態を制御し、必要に
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より容易に再燃焼できる構造の燃焼炉を用いて、排煙は、高温の反応性ダクト内で二次ガ
ス燃焼、三次補助バーナ燃焼、および、四次ハニカム触媒燃焼により、クリーンな排ガス
とし、高い燃焼効率の暖房システムを利用できることを主要な特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
本発明になるボイラでは、木材及び木質系バルク燃料や炭化物をバッチ式で長期間燃焼す
ることができ、安価な主燃料とわずかな補助用のオイル燃料を用いてクリーンな排ガスの
ボイラとして利用でき、温風や温水を発生するのに適した暖房装置が得られるという利点
がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
本発明になる木材及び木質系バルク燃料または炭化物等を長期間安定に燃焼できるボイラ
と、該ボイラを温風発生暖房装置として利用する方法について以下に説明する。
用いることのできる炉の形状やサイズに制限はなく、円柱形、角型いずれでも良いが、目
的の期間にわたり燃焼させるに十分な燃料を投入できる大きさが必要である。必要な炉の
サイズを求めるには、一度に投入できる燃料の全発熱量がよい目安になる。燃料の発熱量
は樹木の種類により異なるが、クヌギ、ヒノキ、杉、カシ、ナラ、ラワン、ベイマツ、カ
ラマツなどで、乾燥木材１kｇが約０．４５リットルの灯油燃料に相当する。したがって
、１トンの乾燥木材は約４５０リットルの灯油燃料の代替エネルギーとして利用できるこ
とになる。
【００１１】
炉室の周辺には、予熱回路を持った燃焼空気用の配管、空気吹き出し口１１、炉室出口に
ある排煙用ダクト２、及び、焚き付け時に発生する炉室の煙を煙突に短絡する煙道を設置
する。炉室の内部は、構造強度や燃料の取り扱の容易さから肉厚の金属で作られることが
多いが、肉厚の金属の炉は、燃焼熱を拡散し局所的な昇温を妨げ、局部的な場所での自由
な燃焼の妨げになる。該炉室内部は、断熱材で構成することにより、燃焼部位の昇温が容
易になるとともに保温性が高いので、着火と燃焼温度の維持が容易になり、種火の維持も
容易になるという特徴がある。このことは、大容量の燃料の燃焼を部分的に進め発熱量を
制御する上で重要な因子の一つとなっている。
【００１２】
大量の木材を炉内に設置するには、燃料を投入するために運び込みやすい大口径の扉が必
要であり、炉内の燃料の設置にも工夫が必要である。炉室には、各木材を垂直に立てかけ
るのが良く、短い木材は上に継ぎ足す要領でよい。燃料は、炉容積の７５～８５％を占め
るまで投入する。しかし、燃料の準備状況によっては、より少ない燃料を用いることもで
きる。
丸材の場合、隙間が大きくなるので、できるだけ稠密構造をとるように並べる。しかし、
角材の場合、燃焼時に空気や燃焼ガスが対流し易いよう、少し隙間をもたせてやるのが肝
要である。例えば、１５ｃｍ角の材木では、密着を避けて約１cmの隙間があれば十分であ
る。また、燃料を積み上げた上部・中心部手前には火が付き易い焚き付け用に細い薪を、
更にチップや枯れ枝などを積む。
必ずしも上に説明するように燃料を設置しなくても燃焼させることができるが、燃料の投
入量が少ないと長期間、または、高い発熱量で炉を燃やし続けることができなくなるので
、使用条件にあわせて燃料を準備するのがよい。
【００１３】
燃料には、良く乾燥した木質燃料を用いることが望ましい。最も望ましいのは絶乾状態の
木質燃料、または、炭などの炭化物であり、木質燃料では木の種類により１５～２０wt％
以下の水分まで乾燥したものがよい。水分の多い燃料は、乾燥し着火するまでに多くの熱
を無駄に消費することになるうえに、不完全燃焼により多くの水分と煙を発生する。煙に
含まれる水分は、水蒸気または水分の多い木酢液として排出することになるが、燃焼効率
が大幅に落ちるうえに、着火と消火に関して燃焼の制御を難くするので、湿った燃料の使
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用を避けることが望ましい。
炉温をあげ燃料の乾燥を促進するため、煙突の排煙１６の一部を循環用ダンパ１７を開い
て燃焼用フアンの吸気口から供給される外気と混合し、炉室に供給して、炉室の昇温と省
エネルギーを促進するのがよい。排煙の循環量は、酸素量が少ないので５０％以下がよく
、より望ましくは３０％以下が好んで用いられる。
【００１４】
炉室に燃料および焚き付けの準備ができたならば点火作業に移る。薪燃料に点火するには
、大量の空気が必要なので、前扉に設けた点火用小扉を明け、また、炉室から煙が煙突に
直行できるように設けられている煙道扉を開き、燃焼空気フアン１０を最大に回転して最
大量の空気を炉室に導入し、炉内の空気の流れを活発にする。
次に、排煙ダクト中段にある補助バーナ４を点火し、ダクトの余熱を開始する。補助バー
ナの安定な動作を確認したならば、薪燃料の点火作業に移る。
更に、点火用小窓から、用意した焚き付けに応じて、マッチ、ライター、トーチバーナ等
適切なものを使って焚き付けに点火する。点火後、十分に焚き付けが燃え出し、煙が煙突
に抜けることや薪燃料に着火したのを確認した後、点火用小窓を閉め、煙道を閉じる。こ
れにより、炉室の煙は排煙ダクトを経て煙突へ抜けることになる。炉室用の覗き窓から火
が薪燃料に着火したのを確認しておくのがよい。この段階で煙突の排煙がクリーンでない
ならば排煙センサによりフアン１０の速度は適切なレベルに制御される。
【００１５】
本発明による燃焼方法で大量の木材をバッチ式で長期間燃焼させるにあたり、燃料の燃焼
状態は時間とともに大きく変化する。焚き付け開始後の燃焼状態を、「初期燃焼状態」、
「おき火燃焼状態」、「休眠状態」、および、「再燃焼状態」に分けることができる。
【００１６】
初期燃焼状態では、燃料に着火して火炎が燃え上がるのは燃料の一部にすぎなく、その周
辺では温度不足と酸素不足のため火炎は見られず煙を出して燻ぶり続けており、所謂不完
全燃焼の状態が大部分を占めている。初期燃焼状態ではこのように不完全燃焼による煙の
発生が多く、煙は高濃度になっている。この状態で、燃焼フアン１０の回転数を上げ燃焼
空気を増やすと、燃焼は一層加速されて煙の発生は一層増加する。他方、燃焼空気を減ら
すと、酸素不足のため発煙が減り、火は消える方向に進み火力は落ちる。
【００１７】
煙には燃焼し易い軽量ガス類の、水素、メタン、エタン類、および、一酸化炭素等の他に
、空気より重いフエノール類、ピッチ類、煤、煤塵等が多量に含まれている。フエノール
類、ピッチ類、煤、煤塵等は、着火しにくい上に、熱分解するのが容易でない難燃成分で
ある。本発明では、この様な排煙を完全に燃焼させ、熱分解を促進させてクリーンな排煙
を得るための燃焼システムと、経済性に優れたボイラを提供するものである。
【００１８】
排煙を浄化し、クリーンにするため、長い縦型の排煙ダクトを設け、排煙処理用の高温反
応塔を考案した。その方法の第一は、炉室内の一次燃焼による排煙は、初めに、排煙ダク
ト２の最下部の煙道入り口に設置された二次燃焼部にはいり、燃焼効率を上げるために、
高温空気によって二次燃焼をおこなう。フアン１から炉内に導入される空気は、炉室の燃
焼炎や煙によって加熱された予熱用配管内を通過し、高温になって二次燃焼用空気となっ
て排煙ダクトの最下部でノズル１３から吹き出し、着火しやすい軽量ガス類を中心に二次
燃焼を起こさせ、「ガス燃焼部」を形成する。軽量ガスが燃えることにより、ガス燃焼部
のダクト温度が高温になるとともに、難燃成分のフエノール類、ピッチ類、煤、煤塵等が
加熱されて次の三次燃焼部へ移行する。
【００１９】
二次燃焼部で燃え残った難燃成分のフエノール類、ピッチ類、煤、煤塵等は、補助オイル
バーナの高温燃焼ボックス部１４に入り、酸素過剰気味のオイルバーナ炎～９００℃の火
炎のもとで、より強い燃焼条件下で強力に酸化される。この過程は三次燃焼と呼び、難燃
性のフエノール類、ピッチ類、未分解の煤類、煤塵などを酸化分解する。この燃焼過程は
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二次燃焼過程と密接に関連して、効果的な熱分解を進めるものである。
三次燃焼用のバーナには、ガスバーナ、灯油バーナ、リサイクルオイルバーナ、重油バー
ナ等いずれのバーナも使用することができるが、小型で使いよく、安定動作に優れた燃料
費の低いものが好んで用いられる。
【００２０】
三次燃焼を経ると大部分の排煙の酸化分解が進むが、火炎による反応場では化学反応が必
ずしも均一に起こるわけではなく、一部の未反応部分や未分解部分が残り易い。従って、
三次燃焼による未燃焼分は、四次燃焼過程で更に緻密で厳密な熱処理を行う必要がある。
この目的のために、排煙を、高温になったセラミックス製ハニカム酸化触媒の微細な反応
セルを通過させることにより、均一に燃焼し、熱分解して、微量の難燃成分も完全に燃焼
できるように、反応温度、反応場、および、触媒の性能を工夫した。
二次燃焼から四次燃焼を経た高温の排ガスは、フインチュウブ熱交換器に入り外気を加熱
して急激に温度が下がり200℃以下になって煙突から排出される。この排ガスを急冷する
機構により、燃料にフェノール類とハロゲン類が混入しているとき発生しやすいダイオキ
シン類を安全に熱分解することができる。
【００２１】
油煙、有機溶剤、一酸化炭素、臭気等を浄化するには触媒の利用が知られているが、木質
系の排煙は、炭化水素類、フエノール類、ピッチ類、油煙、カーボン、塵埃等を大量に含
んでおり、これらを浄化処理するのは、ジーゼルエンジンの排ガス処理以上に困難な課題
が多い。しかし、以下に説明するように、耐熱性のハニカム触媒を用いることにより、均
一な高温の反応場を確保できたことと、７００℃～８００℃の高温と酸化雰囲気下で高濃
度の油煙、煤、塵埃類を浄化することができた。このこうな耐熱性ハニカム触媒にはジー
ゼルエンジン用として圧損の低いＳｉＣ製のハニカムフイルターが知られているが、当該
目的に有用な触媒の一つとして酸化金属製の触媒ハニカムが経済的にも有用である。例と
して、長峰製作所製NAハニカムをあげることができる。
【００２２】
一次燃焼～四次燃焼過程を経た排煙濃度の高い初期燃焼過程の排煙で、一酸化炭素は10ｐ
ｐｍ以下に、煤塵濃度は0.1ｇ/Nm3以下に抑制することができた。大気汚染防止法による
環境基準の一酸化炭素は１０ｐｐｍ以下とされ、重油ボイラ等（当該ボイラに比べ排ガス
がはるかに多い４０，０００Ｎｍ３/hクラス）の煤塵排出基準は０．３０ｇ/Nm３（一般
地域）である。このように、本発明になるバイオマスボイラでは、環境基準として求めら
れる指定数値以下のクリーンな排ガスが得られるようになった。　
【００２３】
炉への燃焼空気の供給量が限界を超えると、煙は高濃度になり、排煙ダクトを通過後も完
全な燃焼状態が得られず、一酸化炭素、ピッチ類、煤煙等を煙突から排出する原因となる
。この場合、炉は燃焼能力を超えており、当該ダクトの排煙浄化限界を超えているので、
燃焼空気の供給量を抑制する必要がある。
【００２４】
煙突の排煙を光センサでモニタし煤煙量や一酸化炭素の量が基準値を超える過燃焼状態に
なると、燃焼は炉能力の上限に達したとして、最大燃焼量として律則される。この場合、
吸入フアンの速度は許容最大値に達しているので、速度を下げて燃焼空気を減らすととも
に燃焼量を下げることによりクリーンな排煙条件を満たすことができる。また、温風の温
度と設定温度との差を基準にして、燃焼量、つまり、燃焼フアンの速度を制御する。燃焼
フアンの許容最大速度が昇温速度の限界とすることにより、安定な燃焼条件とクリーンな
排ガスを得るために必要な制御系を完成することができる。
【００２５】
煙の多い初期燃焼状態が２４～３６時間継続すると、炉はおき火燃焼状態に移行する。こ
の状態では、大部分の薪燃料の表面が炭化しており、空気が当たると容易に赤化して燃焼
する状態になっていて、炭火燃焼と薪燃焼の混合状態になり、後になるほど炭火燃焼の割
合が増え、油煙や煤煙等の発生は少なくなる。このため、おき火燃焼では一酸化炭素成分
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が増えるが煤塵量は少なく排煙のクリーン化は容易になる。二次燃焼ガスは減少しガス燃
焼部の温度は低くなり、排煙もクリーンになるため三次燃焼用の補助バーナの使用は間歇
的になり使用時間は半減するが、四次燃焼のハニカム触媒の温度が約７００℃以上になる
ことが望ましい。このように、おき火燃焼状態では、上に示した排煙処理に関する二次燃
焼、三次燃焼、及び、四次燃焼を経ることにより、クリーンな排気ガスを容易に維持する
ことができる。
【００２６】
炉の燃焼量を低くして、外気に比べて温風の温度差を数℃上げる程度になると、燃焼用空
気の吹き込み量は僅かになる。この場合、補助バーナは休止し、ガス燃焼部における二次
燃焼と触媒による四次燃焼により排ガスはクリーンに保たれていることが多い。
【００２７】
次に、炉の熱出力を最小にする休眠状態について説明する。本発明になるボイラの利用に
あたり、熱出力の制御の可否が重要な要素の一つになっている。電気、ガス燃料、石油燃
料等は、必要なときに点火と消火を繰り返すことができるが、バッチ式固体燃料を使用す
るボイラでは、燃焼と消火を短時間に繰り返すことはできない。したがって、炉の燃焼状
態を休眠させたり再燃焼させたりする機能が大変重要な機能になる。
【００２８】
初期燃焼状態とおき火燃焼状態のいずれにおいても炉室内は正圧になっていて、燃焼空気
フアンを停止すると排煙がファンを逆流する。この逆流に打ち勝つようにフアンの回転速
度を調整し、十分時間が経過すると、例えば30～60分後、フアンは最低の速度または停止
状態に近づく。また、フアン１０の動作を最低速度に保つことにより、炉は休眠状態に入
り、後に燃焼空気を炉内に供給するまで休眠状態を維持できる。この様に、炉の休眠状態
の間わずかな吸気を続けることにより火種は保存されており、必要になって燃焼空気を供
給すると、容易に再燃焼をはかることができる。しかし、休眠時間が何日にもわたり長く
なると火種は維持されるが小さくなるので、再燃焼時に燃え上がるまで時間がかかる傾向
がある。短期に再燃焼の効果をあげたい時、燃焼し易い焚き付けを追加投入することによ
り急速に再燃させることが出来る。
【００２９】
温風の発生と取り出し方法は、重要である。温風フアン８で炉の天井開口部２０から外気
を吸入し、炉室の周囲２０１とダクトの周囲２０２で加温できる２つの流路を設ける。一
般に炉室部の表面温度とダクト部の表面温度や熱交換量は異なるので、熱量のバランスを
図るため外気の分流量は炉室の後方上部に設置したダンパ１８により調節する。
【００３０】
炉室天井部で加温された外気は、更に炉側面のフインチュウブ熱交換器を経て加温され炉
室側面の下部に達し１００℃以下の熱風２０１となる。熱風２０１は、炉体正面のルーバ
２２から取り入れたミキシング用外気２２と混合して、適切な温度の温風２２０となる。
他方、炉室天井部で加温された外気２０は、排気ダクト部を経て熱風２０２となり、ダク
ト側面のダンパ２１１から吸入される外気２１と混合され、適切な温度の温風２１０とな
り、温風フアン８により炉外へ供給される。
【００３１】
温風フアン８を停止すると、炉には蓄熱作用が働き、炉室の表面温度やダクトの表面温度
が異常に上昇する。このような蓄熱による異常温度上昇の発生を防ぐには温風フアン８を
常に動かしておくことにより、異常昇温を防ぐことができる。つまり、温風フアン８には
、温風を発生するときの燃焼時の通常運転モードと、風量の少ない非燃焼時のアイドリン
グ運転モードをもたせ、アイドリングモードでは発生する温風を炉外へ排出して炉内の蓄
熱を防止することにより、容易に安定な炉温と温風を維持できることがわかった。
【００３２】
二次燃焼に灯油バーナを利用した場合のエネルギー配分について説明する。炉の燃料投入
量を１バッチ当たり1,000ｋｇにたいして、１バッチ当たり10日燃焼させる場合、日量40
万ｋcalの発熱量になる。この熱量は灯油換算で日量４５Lに相当する。補助バーナのオイ
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ル消費量は、１日に平均12時間炉を運転するとし、小型の灯油バーナ（1.5リットル/時）
を用いて、点火時間は平均50％で間歇的に灯油を焚くので、灯油を日量約1.5L/h x 12ｈ 
x 0.5 = ９L使用することになる。したがって、小型炉（１,000kg/バッチ）が発生する全
熱量にたいし、薪燃料は４５/（４５＋９）＝８３％の熱量を代替できることになる。ま
た、中型炉（２，０００ｋｇ/バッチ）の場合、蒔により発生する全熱量は灯油換算で日
量９０L相当であり、同じ小型バーナを利用できるので、９１％が薪燃料で代替される。
このように、本発明の固体バイオマスボイラはエネルギー分野における代替効果が大きい
。
【００３３】
炉の燃焼期間は、燃料の消費量に依存する。暖房温度や加熱するハウスのサイズによるの
で、灯油相当量の発熱エネルギーで判断するのがよい。薪燃料５００～８００ｋｇを１日
１０時間燃焼して、発熱量によりバッチあたり７日、１０日、２０日と自由に運転するこ
とができた。
当該ボイラや温風発生器を利用すると、木酢液と木灰が炉低に集まる。木酢液の量は樹種
や乾燥状態によるが、よく乾燥した建築材料１トン当たり約１０リットル程度が得られた
。また、炉を１バッチ分燃焼すると、木灰が炉底の灰取皿に燃料の１～２ｗｔ％たまる。
木酢液はビニールハウス内や耕作地の消毒に利用され、木灰は、肥料として利用される。
【００３４】
本発明になるバイオマスボイラと温風発生機は、グリーンハウス、ビニールハウス、畜舎
等の農業用、乾燥設備などの工業用、病院、老人ハウス、学校、保育所等の公共施設、寒
冷地では家屋、作業所、融雪用等の暖房用として、柔軟に使用されることがみこまれる。
【００３５】
測定方法
燃焼排ガス成分の測定には光明理化学工業（株）の燃焼管理テスタＳＥＭ－１０３を用い
て、ガス温度〔０～１２００℃〕、酸素（０．０～２２．０％）、一酸化炭素（０～２０
００ｐｐｍ）、一酸化窒素（０～２０００ｐｐｍ）を測定した。また、煤塵濃度はスモー
クテスタ（ＫＡＮＥ　ＭＳＰ）を用いＪＩＳ　Ｚ　８８０８法による煤塵量をバッカラッ
カ指数から求めた。
【実施例】
【００３６】
以下、本発明を実施例に基づいて更に具体的に説明するが、以下に説明する内容は、あく
まで一つの例であり、本発明が、以下に述べる内容によって、何ら限定されるものではな
い。
【００３７】
図1は本発明になる木材または木質系バイオマスあるいは炭化物燃料の燃焼用のボイラと
温風発生機能を備えた温風暖房装置の概念図である。
【００３８】
炉室１は1.１m3の容積をもっており、建材用木材である5寸角、5寸ｘ10寸角の乾燥した建
築端材を燃料として約７００ｋｇを投入した。同じ材料を焚き付け用に太さ３～5ｃｍ程
度に割った薪を約2ｋｇ中央上部に置き、更に、小枝と古新聞数枚をこれらの薪の間に置
き、正面の炉室扉を閉じた。
【００３９】
先ず、吸入フアン１０を最大速度に設定して最大量の燃焼空気を炉室に導入し、炉室と煙
突をつなぐ短絡路となる煙道を開き、炉内の空気の流れを活発にした。次に、補助バーナ
を点火し、ダクトの余熱を開始する。バーナの安定な動作を確認したのち、炉室扉の点火
用小窓を開き、カセットガストーチバーナにて焚き付けに点火した。炉内に火が広がり、
薪に着火するのを待ちながら、排煙ダクト中段にある補助バーナ４を点火し、バーナボッ
クスの上段に設けた触媒７やダクトの予熱をすすめ、薪への着火を確認した後、着火用小
窓を閉じて煙道を閉じた。
【００４０】
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燃焼空気フアンからの燃焼空気１１は炉内の薪燃料の燃焼を促進するが、着火初期の初期
燃焼状態では炉本体の温度、ひいては、薪の温度や薪の乾燥状態が十分に進行していない
ので、燃焼が安定するまで１０～15分程度そのままで燃焼状態を維持してやる必要がある
。排煙の強さが維持されているならば着火は順調に進んでいる目安になる。この時期、煙
突から出る煙は目視出来るほど濃いのが普通なので、直ちに燃焼空気フアンの速度を定常
値（～５０％能力）に下げ、ガス燃焼部１３の二次燃焼温度が600～8５0℃、触媒燃焼部
１５の四次燃焼温度が700～8５0℃になるように燃焼空気フアンの速度を下げた。この操
作により、煙突の排煙１６は目視できない程度に透明になった。この間、着火から２０～
３０分経過していた。
【００４１】
排気ダクトで高温燃焼した排煙は、水平接続ダクト１５を経てフインチューブ熱交換器５
に達し、この中で急速に冷却されて煙突６へ排出する。煙突への排出温度は１００℃～１
５０℃であった。排煙温度がこのように低いのは、燃焼熱が効率よく外気の加熱に使われ
ており、燃焼熱が高効率で温風に変換されていることを示している。
【００４２】
　燃焼ガスモニターにて煙突からの排ガスの温度と排ガス成分を、クリーンな排ガスを得
るうえで最も厳しい着火後から4時間後の初期燃焼状態における測定値を以下に示す。
二次燃焼温度：８３４℃、　四次燃焼温度：７９２℃、　外気：2５℃、　温風：40℃、
煙突排気：１０４℃、
酸素：２０．４％、　ＣＯ：０ｐｐｍ、　ＮＯ：０ｐｐｍ、　煤塵：＜０．０６ｇ/Nm3

【００４３】
温風用フアン８（最大定格３０００ｍ３/ｈ）を駆動すると、約２０℃の外気は炉室天井
部中央の吸入孔２０より流入して炉室天井表面２０１で加温され、一部はフインチュウブ
５にて更に加温され約７０℃の熱風となり、また一部はダクト部表面で加温されて熱風と
なった。それぞれの熱風は途中で外気２１＆２２と混合して約４０℃の温風２５として炉
外に供給された。熱風の温度は吸入孔のダンパ２０と炉の燃焼量で決まり、温風の温度は
熱風と外気との混合量で決まる。混合ダンパ２２＆２１１の開閉量は自動および手動で調
節できる構造を用いた。
【００４４】
比較例１
二次燃焼効果を調べるため、二次燃焼用ガス燃焼バーナへの予備加熱燃焼空気を停止して
運転を続けた。その結果、排ガスの一酸化炭素は５ｐｐｍに、煤塵量は０．１ｇ/Nm3に増
加した。
【００４５】
比較例２
三次燃焼部の補助バーナの効果を調べるため、補助バーナの点火を中止し、燃焼運転を続
けた。その結果、３０分後には三次燃焼部のバーナボックス部と触媒部の温度が低下し、
触媒の目詰まりが進行し、ダクト機能が損なわれた。
【００４６】
比較例３
　四次燃焼部の効果を調べるため、四次燃焼用の触媒７を取り除き、燃焼運転を行った。
その結果、排ガスの一酸化炭素は１０ｐｐｍ、煤塵は0.１ｇ/Nm3と増加した。
【００４７】
　四次燃焼部の触媒から出た排ガスの温度は700℃以上であるが、フインチュウブ熱交換
器を出ると、排ガスの温度は200℃以下になり、フインチュウブ内で急速に冷却されるこ
とがわかった。
【００４８】
　このように、炉内における一次燃焼１２、反応性ダクト最下部における二次燃焼１３、
補助バーナによる三次燃焼１４、および、ハニカム触媒による四次燃焼１５を経ることに
より、固形バイオマスの燃焼排気をクリーンな排ガスにできるシステムが得られた。おき
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火燃焼状態になると、排ガスの煙濃度は大幅に減少し、補助バーナの点火時間は、大幅に
短縮され、バッチ平均で、約５０％であった。
フエノール類等ハロゲンイオンが共存するとダイオキシン生成の危険があるとされるが、
この場合にも十分な高温分解を経た排ガスが、フインチュウブの熱交換器を経て安全でク
リーンな排ガスが得られるシステムが構築された。
【００４９】
本発明になるボイラと温風発生器は、安価な木質系固形燃料、特に、製材所端材、木工所
端材、集成材端材、廃建材、間伐材等を、バッチ式で安全に燃焼することができるうえに
、廃材の環境問題の解決に貢献し、温暖化ガスの自然循環可能な環境に優しい暖房装置と
しての利用が期待される。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
本発明によれば、石油系化石燃料に代わって、安価な木質系固形燃料をバッチ式で燃焼す
ることができるボイラとして、農業用ビニールハウス、花卉栽培用グリーンハウス、公衆
浴場、病院、老人ホーム、学校、集会所、家畜飼育場、畜舎、乾燥場、融雪用等に広く利
用されることが期待される。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の薪、木質系燃料、あるいは、炭化物等の木質系固形バイオマス燃料を燃
やしてクリーンな排ガスが得られる、バッチ式燃焼ボイラを組み合わせた温風発生装置の
構造概念図
【符号の説明】
【００５２】
　　１　　炉室
　　２　　ダクト
　　３　　バーナボックス
　　４　　バーナ
　　５　　フインチューブ熱交換器
６    煙突
７    ハニカム触媒
８    温風フアン
１０    燃焼空気用フアン
１１    炉内燃焼空気
１２　 炉内燃焼排ガス
１３    二次燃焼用ノズルと二次燃焼部
１４    三次燃焼部
１５    四次燃焼後排煙
１６    排煙
１７    排煙循環部
２０　　外気導入部１
２１    外気導入部２
２２    外気導入部3
２０１  炉室表面部エアーカーティンの流れ
２２０　炉室表面部熱風
２０２　ダクト表面部エアーカーティンの流れ
２１０　ダクト表面部熱風
２５     温風供給部
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