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(57)【要約】
　詳細には一続きの技術的組立体である、２つの異なる
熱源で構成される勾配に基づいて固形廃棄物を処理する
ための方法は、任意の種類の固形廃棄物を処理すること
ができ、各々が１つの熱源（４及び５）を有する２つの
チャンバ（２及び３）を備えかつ中に熱勾配が形成され
る反応器（１）によって運転され、後ろに熱交換器（６
）が存在し、熱交換器（６）でガスが急冷されて中和タ
ンク（７）へと継続して移動し、次いで活性炭フィルタ
（８）へと誘導され、順を追って、送風機（９）の動き
により、最終的には、放電下で動作するバーナ（１０）
へと入り、触媒（１１）及び送気管（１２）を通過し、
完全に不活性な状態で大気へと放出される。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの異なる熱源で構成される勾配に基づいて固形廃棄物を処理するための方法であっ
て、
　当該方法は、２つのチャンバ（２及び３）を有する負圧の反応器（１）を含み、該反応
器では、熱分解チャンバ（２）並びに灰及び不活性物質のための溶融チャンバ（３）から
のそれぞれの、電力を制御される熱源（４及び５）によって形成される熱勾配が９００℃
～１６００℃の範囲の温度に達することができ、得られる熱分解ガスが吸引装置（１８）
によって吸引されて熱交換器（６）へと誘導され、そこで、ポンプ（１９）を通る循環水
によって急冷され、ラジエータ（２０）の補助により外部環境中の空気によって冷却され
、前記熱交換器（６）内では、重力によりタンク（２１）まで運ばれる油及び水が濃縮さ
れ、
　冷却後、これらのガスがアルカリ水タンク（７）へと噴射され、ポンプ組立体（２２）
及びフィルタ（２３）の補助により継続的に再循環されてラジエータ（２４）内で冷却さ
れ、
　前記タンク（７）からの流出ガスが送風機（９）により活性炭フィルタ（８）へと吸引
され、放電発生器を有する燃焼器（１０）へと誘導され、
　燃焼後、前記ガスが、ＮＯｘ、ＣＯ及びその他のガスを確実に最大限減少させる触媒（
１１）を通過し、送気管（１２）を通して大気へと放出される、２つの異なる熱源で構成
される勾配に基づいて固形廃棄物を処理するための方法。
【請求項２】
　液化生成物が前記反応器（１）の開口部（１４）を通して注出され、るつぼ（１５）に
供給され、冷却されてガラス化される、請求項１に記載の２つの異なる熱源で構成される
勾配に基づいて固形廃棄物を処理するための方法。
【請求項３】
　前記廃棄物中にニッケル、クロム、鉄その他の鉄類が存在する場合、液化されて前記反
応器（１）の底部に第２のフェーズの液化物質として蓄積し、下側の開口部（１６）を通
してるつぼ（１７）へと注入される、請求項２に記載の２つの異なる熱源で構成される勾
配に基づいて固形廃棄物を処理するための方法。
【請求項４】
　任意選択で、当該方法が灰及び不活性の固体を溶融させずに実施され得、その場合、前
記熱源（５）が作動されない、請求項１に記載の２つの異なる熱源で構成される勾配に基
づいて固形廃棄物を処理するための方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２つの異なる熱源で構成される（熱）勾配（ｇｒａｄｉｅｎｔ）に基づいて
固形廃棄物を処理するための新規な方法に関する。特に、この方法は、固形廃棄物を破壊
することの分野に適用されるコンパクトな方法を含み、この固形廃棄物には、物質を廃棄
するためのブラジル規格のクラスＩで提示される廃棄物が含まれ、これらの廃棄物は、燃
焼性、腐食性、反応性、有毒性及び病原性の特性うちの１つを理由として公衆衛生及び環
境に危険を及ぼすことからそれらの感染特性、物理特性及び化学特性に従って危険と考え
られている。本方法は、負圧で動作する反応器内の、輻射源又は熱誘導によって形成され
る熱勾配によって行われる熱分解によって実施され、その結果、固形残留物が溶融される
ことによって不活性となり、ダイオキシン及びフランなどの複合分子が発生せず、生成さ
れる流出ガスは最小となる。
【０００２】
　本方法は、産業、病院、港湾、空港、船舶、石油プラットフォーム、島（ｉｓｌａｎｄ
）、分譲マンション、及び、廃棄物を完全に廃棄することが効果的及び安全に行われる必
要がある任意の場所で使用され得る。
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【背景技術】
【０００３】
　汚染問題は複雑な問題であり、また、クラスＩの危険と考えられる生成物の生成量、消
費量、さらには廃棄量が大幅に増加していることから、ヨーロッパ連合、アメリカ合衆国
、アフリカ及びブラジルなどの世界の様々な地域で特定の法律を策定する必要があり、現
在適用されており、これらの地域では、環境法により、強行な手法が選択されて実施され
ているか否かに関わらず今にでも起こり得るような環境破壊を防止することを目的として
、すべてのクラスの固形廃棄物を適切に廃棄するための規格を順守することが求められる
。
【０００４】
　本明細書では、種々の方面又は態様を考慮しているが、より本発明に関係する埋め立て
地、堆肥化及び焼却が強調される。
【０００５】
　基本的に、焼却は廃棄物／残留物を燃焼させることに基づき、特定の場所で受け入れら
れる技術である。その理由は、焼却では投資の規模が大きくなるからであり、これは、特
に有毒性の残留物を処理する場合、燃焼により発生する汚染性のガス排出物を厳重に制御
することが必要となることが理由である。一般的な見方では、焼却装置は、有毒性の残留
物を完全に溶解せずに別の形態へと単に変質させるのみであり、これらの形態のうちのい
くつかは元の物質よりも強い有毒性を有する。
【０００６】
　最新の従来技術では、固形廃棄物を処理することに関連するいくつかの文献に期待がか
けられており、これには、ブラジル特許第Ｐｌ　０１０４０６０－０号（２０００年９月
１５日付け　米国特許仮出願第６０／２３３２０５号に関連する優先権）すなわち「Ｍｅ
ｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｉｎｃｉｎｅｒａｔｉｏｎ　ｒｅｇａｒｄｉｎｇ　
Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｒｅｓｉｄｕｅ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ」などがある。この文献
は、排出生成物及び廃棄物流れの変化に反応して焼却温度を制御するための新規の方法を
提供し、この方法により、焼却及びそれにより発生する排出物が高い信頼性をもってより
厳重に制御される。その結果として、運転コスト及び資本コストが大幅に低減される。
【０００７】
　ブラジル特許第Ｐｌ　０６０１６９０－１号、すなわち「Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｓｙ
ｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ａｎｄ　Ｄｉｓｐｏｓａｌ　ｏｆ　Ｓｏｌｉｄ
　Ｗａｓｔｅ」では、その回収方法、処理方法及び廃棄方法を統合すること；環境賠償責
任が発生することを回避すること；目的地にまで運ばれる最中及びその後で、効率及び効
果を向上させて再使用可能な生成物の量を増大させること、を目的としている。これには
、処理プラントで残留物を受け取ること；同残留物を予め選択すること；有機材料を細か
く切ること；堆肥化を加速させること；焼却を行うこと；ガス、灰及び液体流出物を処理
すること；社会全体のために原材料及び再使用可能な生成物を作ること、が伴われる。
【０００８】
　ブラジル特許第Ｐｌ　０８０３０３６－７号、すなわち「Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ｓｏ
ｌｉｄ　Ｗａｓｔｅ　Ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ａ　Ｐｌａｓｍａ　Ｔｅ
ｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｒｅａｃｔｏｒ」が、燃焼器（炉用、燃焼用及びバーナ用の反応器及
びチャンバ（ｆｕｒｎａｃｅ，　ｃｏｍｂｕｓｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｂｕｒｎｅｒ　ｒｅａ
ｃｔｏｒ　ｏｒ　ｃｈａｍｂｅｒ））と、アフターコンバスタ（ａｆｔｅｒ－ｃｏｍｂｕ
ｓｔｏｒ）と、ガス処理装置（ｇａｓ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ）と、その排気装置（ｅｘｈ
ａｕｓｔｉｏｎ）（送気管）とから構成される伝統的な組立体及び構成を提示している。
しかし、この方法はその独自の特徴によりほかの方法とは異なっており、最も重要な特徴
はその文献で説明されている反応器を、プラズマ技術を用いて使用することである。
【０００９】
　したがって、本明細書で言及する従来技術の文献は燃焼の効果について言及するもので
あるが、これはガスを過剰に発生させることから濾過システムに対する投資が大きくなる
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ことを意味し、常に効果的であるというわけでない。
【００１０】
　対して、提案される本発明は燃焼を利用せず、代わりに２つの異なる熱源を利用するも
のであり、２つの対のチャンバ内部の温度が頂部の９００℃から底部の１６００℃との間
で変化し、それにより勾配が形成され、すべての固体が完全に液化される。
【発明の概要】
【００１１】
　本分野において特別な知識を有する本発明者が、従来技術、その欠点及び制限を認識し
、深い調査及び研究を行って、２つの異なる熱源で構成される勾配に基づいて固形廃棄物
を処理するための本方法を創案した。本方法は自動で運転される一続きの技術的組立体に
関連し、この組立体は、２つの反応的及び／又は誘導的な熱源によって形成される熱勾配
に基づいて任意の種類の固形廃棄物を加工処理することが可能であり、また、上記組立体
又は補助設備において燃焼を行う必要はなく、又は空気が存在することも必要ない。２つ
の対のチャンバで構成される熱反応器の内部の温度は、頂部の９００℃から底部の１６０
０℃まで及び、それにより勾配が形成され、すべての固形物が完全に液化され、鉄系物質
又は砂などの不活性物質でも完全に液化され、同様に、その固体の副生成物として商業利
用のセラミックマトリックスを有する、やはり反応器の底部で不活性となる感染性物質、
病理学的物質及び有機塩素類物質でも完全に液化される。本方法は熱分解であり、大気圧
未満で行われることから、ガスが漏洩することはなく、したがって、高温の酸素が存在せ
ず、ダイオキシン又はフランの生成につながることはない。反応器内部で生成されるガス
は冷却タイプの熱交換器へと吸引されてそこで急冷され、次いで、油／水を分離するよう
に処理され、特にアルカリ性の浸積タンク内で中和される。活性炭に基づくフィルタによ
り、排出物レベルが環境基準を確実に満たすようになる。本方法の最後で、放電技術に基
づく小さいバーナが、Ｈ２及びＣＯなどの可燃性の残留ガスを燃焼させるのに使用され、
さらには複合分子を破壊するのにも使用される。安全のために、本方法の生成物には燃焼
触媒が加えられ、ガスが送気管へと誘導される。
【００１２】
　要約すると、本発明は最も広く認められる一般的な利点として以下の利点を提供する。
【００１３】
　　機能性：これは、自動で運転されるコンパクトな装置により得られ、ドアを介して誰
でも反応器へ処理されるべき廃棄物を供給することができ、廃棄物を処理することが選択
的である必要はない。
【００１４】
　　物流性：廃棄物を迅速かつ安全に処理することにおいて、都合がよくかつ実用的であ
る。
【００１５】
　　環境性：分類に関係なくすべての物質／廃棄物／残留物を処理することから、すべて
の環境基準を満たすことができ、灰を発生させることもなく、ガス排出物を減少させ、無
毒にすることができる。
【００１６】
　　経済性：外部委託のサービスを雇うコストよりもコストが低減され、また、システム
が自動化されることにより、熱分解の消費電力を最小にすることができる。
【００１７】
　　安全性：使用者が廃棄物／残留物の割り当てを完全に制御することから、このサービ
スを行う外部委託のための不規則な作業により不都合が発生する危険性がなくなる。
【００１８】
　以下、１つの添付図面を参照しながら本発明を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】２つの異なる熱源で構成される勾配に基づいて固形廃棄物を処理するための方法
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を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　本発明の主題である、２つの異なる熱源で構成される勾配に基づいて固形廃棄物を処理
するための本方法は、任意のクラスの固形廃棄物を加工処理することができる一続きの技
術的組立体に関連し、各々が１つの熱源（４及び５）を有する２つのチャンバ（２及び３
）を備えかつ中に熱勾配が形成される反応器（１）を通して運転され得、その後ろには熱
交換器（６）が存在し、熱交換器（６）でガスが急冷されて中和タンク（７）へと移動さ
せられ、さらにガスが活性炭フィルタ（８）へと誘導され、送風機（９）の動作を通して
、最終的には、放電下で動作するバーナ（１０）へと入り、触媒（１１）及び送気管（１
２）を通過し、そこで完全に不活性な状態で大気へと流出される。
【００２１】
　より詳細には、図１のフローチャートによる本方法は熱勾配を使用するという原理に基
づく。廃棄物がドア（１３）を介して供給された後で、主チャンバ（２）内で加工処理さ
れるべき物質が反応器（１）の中央へと移動させられ、主チャンバ（２）内においてその
物質が１２００℃の最高温度で適度な輻射の影響を受け、９００℃で運転され得るが、こ
れは本方法の残留物及び節電に応じて変化する。したがって、１２００℃で空気が実質的
に存在しない中で、固形残留物が熱分解されて少量のガスが生成され、このステップで生
成される灰が重力により第２のチャンバ（３）へと誘導される。チャンバ（２）は、熱源
（４）の補助により、９００℃～１２００℃の範囲で熱を発生させることができ、したが
って電力を計算することにより最適化を行うことができ、灰、ガス又は加熱された不活性
物質を生成させるような不活性残留物を完全に熱分解させることができる。熱源（５）に
よって補助される溶融チャンバ（３）では、自動制御される電力により主チャンバ（１）
からの灰及び不活性物質が１４００℃～１６００℃の範囲内の温度で液化され、加工処理
されるべき物質に応じて熱源（５）が調整される。液化された生成物が反応器（１）の開
口部（１４）を介して注ぎ出され、るつぼ（１５）に入れられ、冷却されてガラス化され
る。この副生成物は有毒性に関して不活性特性を有する。廃棄物中にニッケル、クロム、
鉄及びその他の金属などの鉄類が存在する場合、それらも液化され、またそれらは密度が
高いことから、反応器（１）の底部に第２のステージの液化物質が形成され、これらが下
側の開口部（１６）を通してるつぼ（１７）へと注入される。一方で、熱分解によって発
生するガスが吸引装置（１８）によって吸引され、それにより反応器（１）が負圧で動作
し、ガスが熱交換器（６）へと誘導され、そこでガスが、ポンプ（１９）を通る循環水に
よって急冷され、さらにラジエータ（２０）の補助により外部環境中の空気によって冷却
される。熱交換器（６）内では、重力によりタンク（２１）まで運ばれる油及び水が濃縮
される。これらのガスは冷却されると、濃縮苛性ソーダを有するアルカリ水タンク（７）
へと噴射され、さらに冷却され、ｐｈが中和されて処理される。このタンク（７）内の水
は、ポンプ組立体（２２）及びフィルタ（２３）の補助により継続的に再循環されて、次
いでラジエータ（２４）で冷却されてそれ自体によりタンク（７）へと戻る。さらに、タ
ンク（７）からの流出ガスが送風機（９）により活性炭フィルタ（８）へと吸引され、活
性炭フィルタ（８）により、粒子状物質、並びに、ダイオキシン及びフランなどの環境に
有害な複合分子を完全に低減することが促進される。これらのガスは活性炭フィルタ（８
）を通過した後に燃焼器（１０）へと順方向に移動させられ、そこで可燃性ガスが酸化さ
れる。燃焼器（１０）は燃焼を補助するための放電発生器を有し、それにより、大気が存
在する中でこれらのガスが完全に燃焼するようになる。最後に、燃焼された後、これらの
ガスが、ＮＯｘ、ＣＯ及びその他のガスを確実に最大限減少させる触媒（１１）を通過し
、送気管（１２）を通して大気へと放出される。
【００２２】
　任意選択で、経済性のために、本方法は灰及び不活性の固形物質を溶融させずに実施さ
れてもよく、その場合には熱源（５）が作動されない。この場合、灰及び不活性生成物は
本方法の副生成物となる。
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