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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃焼物が投入されるとともに空気が導入されて上記投入された燃焼物を燃焼させる一次
燃焼室と、該一次燃焼室の上側に連続して設けられ該一次燃焼室からの燃焼ガスを燃焼さ
せて排気する二次燃焼室とを有した燃焼塔を備えた焼却装置において、
　上記一次燃焼室内に該一次燃焼室を横断して設けられ加熱されて該一次燃焼室内の燃焼
物を着火させる筒状体と、該筒状体内に火炎を放射して該筒状体を加熱する着火バーナと
を備え、
　上記一次燃焼室を構成する燃焼塔の下側の下側壁部を、前壁，後壁及び一対の側壁を備
えて構成し、該一対の側壁を上側から下側に向けて互いに漸次近接するように傾斜形成し
、該一対の側壁の下端間に前後方向に亘る灰が排出される灰排出開口を形成し、該灰排出
開口の下側に上記側壁の下端に連設され灰を受ける樋状の灰受け溝を設け、
　上記筒状体を上記前壁及び後壁間に架設して設け、
　上記灰受け溝に灰を前壁及び後壁の何れか一方側に搬送するスクリューコンベアを配置
し、
　上記一次燃焼室を構成する燃焼塔の上側の上側壁部に、上記筒状体よりも上位に位置し
燃焼物が投入される投入口を設け、該投入口に燃焼物を搬送して該投入口から上記一次燃
焼室内に投入する燃焼物搬送部を設けたことを特徴とする焼却装置。
【請求項２】
　上記筒状体内に空気を送給する筒状体空気送給部を設け、上記筒状体の少なくとも下側
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に該筒状体の長手方向に沿って複数の空気吹出口を設けたことを特徴とする請求項１記載
の焼却装置。
【請求項３】
　上記燃焼物搬送部を、上記燃焼塔の外部に設けられ燃焼物を貯留するホッパと、該ホッ
パの出口と上記投入口との間に設けられ燃焼物が通る通過管と、該通過管内に設けられ上
記ホッパから上記投入口へ燃焼物を搬送するスクリューコンベアとを備えて構成したこと
を特徴とする請求項１または２記載の焼却装置。
【請求項４】
　上記一次燃焼室を構成する燃焼塔の下側の下側壁部に、該一次燃焼室内に外部からの空
気を吹き出す複数の空気吹出口を設けたことを特徴とする請求項１乃至３何れかに記載の
焼却装置。
【請求項５】
　上記一次燃焼室と二次燃焼室とを仕切る仕切壁を設け、該仕切壁に上記一次燃焼室の燃
焼ガスが通過可能な複数のガス通過口を形成し、該複数のガス通過口を上記二次燃焼室内
に燃焼ガスが旋回流となって噴出するように、その軸線を傾斜させて形成したことを特徴
とする請求項１乃至４何れかに記載の焼却装置。
【請求項６】
　上記二次燃焼室を構成する燃焼塔の上部に該二次燃焼室からの排ガスを排出する排出口
を設け、該排出口に連通する管体を該排出口から上記二次燃焼室内に垂設したことを特徴
とする請求項１乃至５何れかに記載の焼却装置。
【請求項７】
　上記二次燃焼室を構成する燃焼塔の壁部に、該二次燃焼室内に外部からの空気を吹き出
す複数の空気吹出口を設けたことを特徴とする請求項５または６記載の焼却装置。
【請求項８】
　上記二次燃焼室からの排ガスと水との熱交換を行う熱交換部を備えたことを特徴とする
請求項１乃至７何れかに記載の焼却装置。
【請求項９】
　上記熱交換部を、上記二次燃焼室からの排ガスが集約される前室と、該前室の下側に設
けられ該前室内の排ガスが降下する多数の降下煙管群と、該降下煙管群の下側に設けられ
該降下煙管群からの排ガスが集約される中間室と、該中間室の上側に設けられ該中間室の
排ガスが上昇する多数の上昇煙管群と、該上昇煙管群の上側であって隔壁を隔てて上記前
室に隣接して設けられ該上昇煙管群からの排ガスが集約される後室と、該後室に接続され
該後室からの排ガスを排気する煙突と、上記降下煙管群及び上昇煙管群を囲繞し水が貯留
されるとともに該降下煙管群及び上昇煙管群を介して排ガスと水との熱交換を行う熱交換
水槽とを備えて構成したことを特徴とする請求項８記載の焼却装置。
【請求項１０】
　上記前室と後室とを隔てる隔壁に該隔壁を開閉して該前室の排ガスを直接後室に流入さ
せる開閉扉を設けたことを特徴とする請求項９記載の焼却装置。
【請求項１１】
　燃焼物が投入されるとともに空気が導入されて上記投入された燃焼物を燃焼させる一次
燃焼室と、該一次燃焼室の上側に連続して設けられ該一次燃焼室からの燃焼ガスを燃焼さ
せて排気する二次燃焼室とを有した燃焼塔を備えた焼却装置において、
　上記一次燃焼室内に該一次燃焼室を横断して設けられ加熱されて該一次燃焼室内の燃焼
物を着火させる筒状体と、該筒状体内に火炎を放射して該筒状体を加熱する着火バーナと
を備え、
　上記二次燃焼室からの排ガスと水との熱交換を行う熱交換部を備え、
　上記熱交換部を、上記二次燃焼室からの排ガスが集約される前室と、該前室の下側に設
けられ該前室内の排ガスが降下する多数の降下煙管群と、該降下煙管群の下側に設けられ
該降下煙管群からの排ガスが集約される中間室と、該中間室の上側に設けられ該中間室の
排ガスが上昇する多数の上昇煙管群と、該上昇煙管群の上側であって隔壁を隔てて上記前
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室に隣接して設けられ該上昇煙管群からの排ガスが集約される後室と、該後室に接続され
該後室からの排ガスを排気する煙突と、上記降下煙管群及び上昇煙管群を囲繞し水が貯留
されるとともに該降下煙管群及び上昇煙管群を介して排ガスと水との熱交換を行う熱交換
水槽とを備えて構成し、
　上記前室と後室とを隔てる隔壁に該隔壁を開閉して該前室の排ガスを直接後室に流入さ
せる開閉扉を設けたことを特徴とする焼却装置。
【請求項１２】
　上記後室と上記煙突との間に排ガスが通る冷却塔を設けたことを特徴とする請求項１０
または１１記載の焼却装置。
【請求項１３】
　上記一次燃焼室内の温度を測定する温度センサを備え、該温度センサによる温度が所定
の下限温度以下になったならば、上記着火バーナを作動させ、上記温度センサによる温度
が所定の上限温度以上になったら、上記着火バーナを停止する着火バーナ制御部を備えた
ことを特徴とする請求項１乃至１２何れかに記載の焼却装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、牛や鶏等の動物の糞，木材，紙，プラスチック等の廃棄物等の燃焼物を焼却
処理する焼却装置に係り、特に、１つの燃焼塔内の下側に一次燃焼室を有し上側に二次燃
焼室を有した焼却装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来この種の焼却装置としては、例えば、特開平９－４９６１８号公報（特許文献１）
に記載の技術が知られている。これは、図６に示すように、燃焼物Ｗを燃焼させる一次燃
焼室１００と、一次燃焼室１００の上側に連続して設けられ一次燃焼室１００からの燃焼
ガスを燃焼させて排気する二次燃焼室１０１とを有している。一次燃焼室１００には、燃
焼物Ｗがホッパ１０２からスクリューコンベア１０３により投入されてロストル１０４上
に載置され、バーナ１０５によって着火させられて燃焼させられる。燃焼させられた燃焼
ガスは旋回させられながら格子状の遮蔽板１０６を通過して二次燃焼室１０１へ至り、こ
の二次燃焼室１０１で更に燃焼させられて排気させられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平９－４９６１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記従来の焼却装置にあっては、一次燃焼室１００において、燃焼物Ｗはバ
ーナ１０５によって着火させられるが、燃焼物Ｗがホッパ１０２からスクリューコンベア
１０３により投入されてロストル１０４上に載置されるので、燃焼物Ｗがロストル１０４
上で分散し、そのため、燃焼物Ｗに点火する際に、バーナ１０５の火炎がロストル１０４
上の燃焼物Ｗに部分的に当たるのみで、全体に火が回りにくく、燃焼の立ち上げが不十分
になりやすいという問題があった。また、燃焼物Ｗに火が回って全体が燃え上がるように
なっても、スクリューコンベア１０３から次の燃焼物Ｗが投入されたときに、温度が下が
って鎮火しようとした際、再びバーナ１０５を作動させて燃え上がるようにするが、この
場合にも、バーナ１０５の火炎がロストル１０４上の燃焼物Ｗに部分的に当たるのみで、
全体に火が回りにくく、そのため、燃焼物Ｗの安定した燃焼を得難いという問題があった
。特に、燃焼物Ｗを連続的に投入しながら燃焼させる際には、対応が困難になっている。
このことは、二次燃焼室１０１に至る燃焼ガスにもムラが生じ、二次燃焼室１０１での燃
焼にも支障を生じ、燃焼効率を損ねている。
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【０００５】
　本発明は上記の点に鑑みて為されたもので、一次燃焼室の燃焼物の燃焼の立ち上げを円
滑に行うことができるようにするとともに、その後、燃焼物が投入されても燃焼物を安定
的に燃焼させることができるようにして、一次燃焼室での燃焼ガスの発生を安定的に行い
、二次燃焼室での燃焼を確実に行わせることができるようにして、燃焼効率の向上を図っ
た焼却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】
　このような目的を達成するための本発明の焼却装置は、燃焼物が投入されるとともに空
気が導入されて上記投入された燃焼物を燃焼させる一次燃焼室と、該一次燃焼室の上側に
連続して設けられ該一次燃焼室からの燃焼ガスを燃焼させて排気する二次燃焼室とを有し
た燃焼塔を備えた焼却装置において、
　上記一次燃焼室内に該一次燃焼室を横断して設けられ加熱されて該一次燃焼室内の燃焼
物を着火させる筒状体と、該筒状体内に火炎を放射して該筒状体を加熱する着火バーナと
を備えた構成としている。筒状体は、例えば、セラミックスや金属等の耐熱性の部材で形
成される。
【０００７】
　この焼却装置によれば、最初に燃焼物を燃焼させるときは、一次燃焼室に燃焼物を投入
し、この状態で、着火バーナに点火する。これにより、着火バーナから筒状体内に火炎が
放射され、筒状体が高温に加熱され、燃焼物を着火させる。この場合、筒状体は、一次燃
焼室を横断して設けられているので、筒状体の表面に接触する燃焼物の範囲が広範囲にな
り、そのため、燃焼物の全体に火が回りやすくなり、燃焼物の燃焼の立ち上げが円滑に行
なわれる。そして、燃焼が安定したならば、必要に応じて、着火バーナを停止する。この
場合、一次燃焼室には、空気が導入されるので、燃焼物の燃焼が継続して行われる。
　また、燃焼物が燃焼している最中は、着火バーナを停止しても筒状体の加熱により燃焼
が継続し、燃焼物が投入されても燃焼中の燃焼物の温度が下がりにくいが、もし、下がり
過ぎるようであれば、適時に、再び着火バーナを作動させる。これにより、着火バーナか
ら筒状体内に火炎が放射され、筒状体が高温に加熱されるので、燃焼物の燃焼が継続させ
られる。この場合にも、筒状体は、一次燃焼室を横断して設けられているので、筒状体の
表面に接触する燃焼物の範囲が広範囲になり、そのため、燃焼物の全体に火が回りやすく
なり、燃焼物の燃焼が安定的に行われる。
【０００８】
　一次燃焼室での燃焼により発生する燃焼ガスは二次燃焼室へ至り、この二次燃焼室で更
に燃焼させられて排気させられる。この場合、一次燃焼室での燃焼物の燃焼が安定的に行
われることから、発生する燃焼ガスにムラがなく安定的に二次燃焼室に供給されるので、
二次燃焼室での燃焼が確実に行なわれる。その結果、一次燃焼室での燃焼ガスの発生を安
定的に行い、二次燃焼室での燃焼を確実に行わせることができ、燃焼効率が大幅に向上さ
せられる。
【０００９】
　そして、必要に応じ、上記筒状体内に空気を送給する筒状体空気送給部を設け、上記筒
状体の少なくとも下側に該筒状体の長手方向に沿って複数の空気吹出口を設けた構成とし
ている。筒状体空気送給部の機能は、着火バーナを利用し、着火バーナに燃料を送り込む
ことを停止しエアだけを送り込むようにすることで実現できる。着火バーナの燃焼を停止
させて、筒状体空気送給部により空気を送り込むと、筒状体の少なくとも下側の空気吹出
口から空気が噴き出される。この場合、筒状体はいわば焼玉状態で加熱されているので、
筒状体の周囲の未燃ガスが空気吹出口からの吹き出し空気によってあたかもバーナのよう
に上側に向けて燃え上がり、火炎を放出する。そのため、燃焼物を確実に燃焼させること
ができる。また、この場合、筒状体は、一次燃焼室を横断して設けられているので、筒状
体の表面に接触する燃焼物の範囲が広範囲になり、そのため、筒状体から噴き出される空
気が燃焼物の全体に回りやすくなり、そのため、燃焼物にその下の方から均等に空気が行
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渡って未燃ガスを燃焼させるようになることから、それだけ、燃焼物の燃焼が安定的に行
われる。もし、温度が低くなるようであれば、再度、着火バーナを作動させればよい。
【００１０】
　また、必要に応じ、上記一次燃焼室を構成する燃焼塔の下側の下側壁部を、前壁，後壁
及び一対の側壁を備えて構成し、該一対の側壁を上側から下側に向けて互いに漸次近接す
るように傾斜形成し、該一対の側壁の下端間に前後方向に亘る灰が排出される灰排出開口
を形成し、該灰排出開口の下側に上記側壁の下端に連設され灰を受ける樋状の灰受け溝を
設け、
　上記筒状体を上記前壁及び後壁間に架設して設け、
　上記灰受け溝に灰を前壁及び後壁の何れか一方側に搬送するスクリューコンベアを配置
し、
　上記一次燃焼室を構成する燃焼塔の上側の上側壁部に、上記筒状体よりも上位に位置し
燃焼物が投入される投入口を設け、該投入口に燃焼物を搬送して該投入口から上記一次燃
焼室内に投入する燃焼物搬送部を設けた構成としている。
【００１１】
　これにより、燃焼塔の下側の下側壁部においては、一対の側壁が上側から下側に向けて
互いに漸次近接するように傾斜形成させられているので、燃焼物搬送部により投入口から
投入された燃焼物は、筒状体の上に堆積させられ、徐々に下に移動しながら燃焼させられ
るとともに、燃焼後の灰は、筒状体の側方を通って灰受け溝に落下していく。灰受け溝に
落下した灰は、スクリューコンベアを作動させることにより、排出される。この場合、燃
焼物は、徐々に下に移動しながら燃焼させられるので、燃焼がムラなく行われる。また、
燃焼物を燃焼物搬送部により投入口から投入し、灰を灰受け溝から排出できるので、燃焼
物を自動供給しつつ、灰を自動排出できるので、長時間の自動運転が可能になる。
【００１２】
　この場合、必要に応じ、上記燃焼物搬送部を、上記燃焼塔の外部に設けられ燃焼物を貯
留するホッパと、該ホッパの出口と上記投入口との間に設けられ燃焼物が通る通過管と、
該通過管内に設けられ上記ホッパから上記投入口へ燃焼物を搬送するスクリューコンベア
とを備えて構成したことが有効である。燃焼物の自動供給を容易に行うことができる。
【００１３】
　また、必要に応じ、上記一次燃焼室を構成する燃焼塔の下側の下側壁部に、該一次燃焼
室内に外部からの空気を吹き出す複数の空気吹出口を設けた構成としている。燃焼塔の下
側の傾斜形成させられた下側壁部から、空気を上向きに噴き出すことができ、そのため、
燃焼物に対して確実に空気を供して、確実に燃焼させることができる。
【００１４】
　更に、必要に応じ、上記一次燃焼室と二次燃焼室とを仕切る仕切壁を設け、該仕切壁に
上記一次燃焼室の燃焼ガスが通過可能な複数のガス通過口を形成し、該複数のガス通過口
を上記二次燃焼室内に燃焼ガスが旋回流となって噴出するように、その軸線を傾斜させて
形成した構成としている。これにより、二次燃焼室に燃焼ガスが旋回流となって噴出する
ので、二次燃焼室での燃焼が確実に行われる。
【００１５】
　更にまた、必要に応じ、上記二次燃焼室を構成する燃焼塔の上部に該二次燃焼室からの
排ガスを排出する排出口を設け、該排出口に連通する管体を該排出口から上記二次燃焼室
内に垂設した構成としている。管体は、例えば、セラミックスや金属等の耐熱性の部材で
形成される。これにより、燃焼ガスの旋回流は、管体周囲においても生じ、管体が加熱さ
れると、管体に接触した燃焼ガスがより一層確実に燃えていく。排ガスは、管体を通って
排出口から排出されていく。
【００１６】
　また、必要に応じ、上記二次燃焼室を構成する燃焼塔の壁部に、該二次燃焼室内に外部
からの空気を吹き出す複数の空気吹出口を設けた構成としている。これにより、二次燃焼
室内に空気が供給されるので、燃焼が確実に行われる。
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【００１７】
　更に、必要に応じ、上記二次燃焼室からの排ガスと水との熱交換を行う熱交換部を備え
た構成としている。排ガスの熱を利用することができ、省力化を図ることができる。
【００１８】
　この場合、必要に応じ、上記熱交換部を、上記二次燃焼室からの排ガスが集約される前
室と、該前室の下側に設けられ該前室内の排ガスが降下する多数の降下煙管群と、該降下
煙管群の下側に設けられ該降下煙管群からの排ガスが集約される中間室と、該中間室の上
側に設けられ該中間室の排ガスが上昇する多数の上昇煙管群と、該上昇煙管群の上側であ
って隔壁を隔てて上記前室に隣接して設けられ該上昇煙管群からの排ガスが集約される後
室と、該後室に接続され該後室からの排ガスを排気する煙突と、上記降下煙管群及び上昇
煙管群を囲繞し水が貯留されるとともに該降下煙管群及び上昇煙管群を介して排ガスと水
との熱交換を行う熱交換水槽とを備えて構成している。排ガスを、降下煙管群及び上昇煙
管群を通して熱交換を行うので、即ち、排ガスを上下に折り返して熱交換を行うので、熱
交換効率が極めて良いものになる。
【００１９】
　また、必要に応じ、上記前室と後室とを隔てる隔壁に該隔壁を開閉して該前室の排ガス
を直接後室に流入させる開閉扉を設けた構成としている。これにより、水と排ガスとの熱
交換を行うときは、開閉扉を閉じる。一方、水と排ガスとの熱交換を行なわないときは、
開閉扉を開ける。この開閉扉の制御により、例えば、常時は、開閉扉を閉じて、熱交換槽
において、水と排ガスとの熱交換を行い、熱交換槽の水の温度が上昇したときに、開閉扉
を開け、熱交換槽の水を沸騰させることなく一定の温度に保持できるようにする。この開
閉扉による制御は、燃焼室側での燃焼制御に比較して応答性が極めて良く、温水制御が容
易になる。
【００２０】
　更に、必要に応じ、上記後室と上記煙突との間に排ガスが通る冷却塔を設けた構成とし
ている。排気が冷却されるので、煙突の劣化が抑制される。
【００２１】
　そしてまた、必要に応じ、上記一次燃焼室内の温度を測定する温度センサを備え、該温
度センサによる温度が所定の下限温度以下になったならば、上記着火バーナを作動させ、
上記温度センサによる温度が所定の上限温度以上になったら、上記着火バーナを停止する
着火バーナ制御部を備えた構成としている。
　これにより、一次燃焼室の温度に応じて自動的に着火バーナが作動して、筒状体が加熱
されるので、一次燃焼室の温度を所定温度範囲内にして燃焼物を燃焼させることができ、
より一層安定的に燃焼を行わせることができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、一次燃焼室内に着火バーナで加熱される筒状体を横断して設けたので
、筒状体であることからその表面に接触する燃焼物の範囲が広範囲になり、そのため、燃
焼物の全体に火が回りやすくなり、燃焼物の燃焼の立ち上げを円滑に行なうことができる
ようになる。また、燃焼物が燃焼している最中は、着火バーナを停止しても筒状体の加熱
により燃焼が継続し、燃焼物が投入されても燃焼中の燃焼物の温度が下がりにくいが、も
し、下がり過ぎるようであれば、適時に、再び着火バーナを作動させると、同様に、筒状
体が高温に加熱されるので、燃焼物の燃焼が継続させられる。この場合にも、筒状体は、
一次燃焼室を横断して設けられているので、筒状体の表面に接触する燃焼物の範囲が広範
囲になり、そのため、燃焼物の全体に火が回りやすくなり、燃焼物の燃焼が安定的に行わ
れる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施の形態に係る焼却装置を示す図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は
右側面図である。
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【図２】本発明の実施の形態に係る焼却装置を示す図であり、（ａ）は背面図、（ｂ）は
左側面図である。
【図３】本発明の焼却装置をその作用とともに示す正面断面図である。
【図４】本発明の焼却装置を示す図であり、（ａ）は焼却装置の作用とともに示す側面断
面図、（ｂ）は筒状体の横断面図である。
【図５】本発明の焼却装置をその別の作用とともに示す正面断面図である。
【図６】従来の焼却装置の一例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、添付図面に基づいて、本発明の実施の形態に係る焼却装置について詳細に説明す
る。
　図１乃至図５には、実施の形態に係る焼却装置Ｓを示している。この焼却装置Ｓは、燃
焼塔１を備えた焼却部Ｓａと、熱交換部Ｓｂとを備えて構成されている。
【００２５】
　焼却部Ｓａの燃焼塔１は、燃焼物Ｗが投入されるとともに空気が導入されてこの投入さ
れた燃焼物Ｗを燃焼させる一次燃焼室２と、この一次燃焼室２の上側に連続して設けられ
一次燃焼室２からの燃焼ガスを燃焼させて排気する二次燃焼室３とを有している。一次燃
焼室２及び二次燃焼室３は、耐火材料で形成されており、外側面に断熱材が付設されてい
る。また、燃焼塔１は金属製の覆い部材４で覆われている。
【００２６】
　図３乃至図５に示すように、燃焼塔１と覆い部材４との間には外部から導入される空気
が一時的にためられる空気室５が形成されている。空気室５は、一次燃焼室２と二次燃焼
室３との連接部に対応する部分が仕切８により仕切られており、また、一次燃焼室２を構
成する燃焼塔１の下側の下側壁部６と上側の上側壁部７との連接部に対応する部分も仕切
９により仕切られており、下から順に、第１空気室１１，第２空気室１２及び第３空気室
１３に分けられている。第１空気室１１，第２空気室１２及び第３空気室１３には、吸気
ブロア１０により空気管１４を通して空気が供給される。
【００２７】
　一次燃焼室２を構成する燃焼塔１の下側の下側壁部６は、前壁１５と、後壁１６と、前
壁１５及び後壁１６の左右に夫々連設される一対の側壁１７とを備えて構成されている。
一対の側壁１７は、上側から下側に向けて互いに漸次近接するように傾斜形成されており
、この一対の側壁１７の下端間に前後方向に亘る灰が排出される灰排出開口１８が形成さ
れている。この灰排出開口１８の下側には、側壁１７の下端に連設され灰を受ける樋状の
灰受け溝１９が設けられている。
【００２８】
　一次燃焼室２と二次燃焼室３との間には、一次燃焼室２と二次燃焼室３とを仕切る仕切
壁２０が設けられている。仕切壁２０には、一次燃焼室２の燃焼ガスが通過可能な複数の
ガス通過口２０ａが形成されており、この複数のガス通過口２０ａは、二次燃焼室３内に
燃焼ガスが旋回流となって噴出するように、その軸線を傾斜させて形成されている。
【００２９】
　二次燃焼室３を構成する燃焼塔１の上部中央には、二次燃焼室３からの排ガスを排出す
る排出口２１が設けられている。排出口２１の二次燃焼室３内側には、この排出口２１に
連通する管体２２が、排出口２１から二次燃焼室３内に向けて垂設されている。この管体
２２は、例えば、セラミックスや金属等の耐熱性の部材で形成される。二次燃焼室３には
、二次燃焼室３に供給される燃焼ガスに点火するための点火バーナ２３が付設されている
。
　また、排出口２１の外側には排出口２１からの排気ガスを熱交換部Ｓｂに導く耐火部材
で形成された煙道管２４が接続されている。
【００３０】
　また、一次燃焼室２を構成する燃焼塔１の下側の下側壁部６において、側壁１７には一
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次燃焼室２内に第１空気室１１を通して外部からの空気を斜め上向きに吹き出す複数の空
気吹出口２５が設けられている。また、一次燃焼室２を構成する燃焼塔１の上側の上側壁
部７には、一次燃焼室２内に第２空気室１２を通して外部からの空気を旋回させて吹き出
す複数の空気吹出口２６が設けられている。更に、二次燃焼室３を構成する燃焼塔１の壁
部に、二次燃焼室３内に外部からの空気を吹き出す複数の空気吹出口２７が設けられてい
る。
【００３１】
　一次燃焼室２内には、一次燃焼室２を横断して設けられ加熱されて該一次燃焼室２内の
燃焼物Ｗを着火させる筒状体３０と、筒状体３０内に火炎を放射して該筒状体３０を加熱
する着火バーナ３１とが備えられている。筒状体３０は、例えば、セラミックスや金属等
の耐熱性の部材で形成される。この筒状体３０は、図４（ａ）に示すように、一次燃焼室
２を構成する燃焼塔１の下側の下側壁部６において、前壁１５及び後壁１６間に架設して
設けられている。筒状体３０の少なくとも下側に筒状体３０の長手方向に沿って複数の空
気吹出口３２が設けられている。図４（ｂ）に示すように、空気吹出口は、筒状体３０の
上下方向中心線Ｐに対して４５°の角度で下方に向けて開設されている。
【００３２】
　後壁１６側には、着火バーナ３１が設けられている。着火バーナ３１は、灯油などの液
体燃料を空気により噴射するとともに液体燃料に点火して、火炎を生成する。また、筒状
体３０内に空気を送給する筒状体空気送給部３５が設けられている。実施の形態では、筒
状体空気送給部３５の機能は、着火バーナ３１を利用し、着火バーナ３１に燃料を送り込
むことを停止しエアだけを送り込むようにすることで実現している。
【００３３】
　また、図３乃至図５に示すように、灰受け溝１９には、灰を前壁１５及び後壁１６の何
れか一方側（実施の形態では後壁１６側）に搬送するスクリューコンベア３６が配置され
ている。スクリューコンベア３６は、電動モータ３７で回転駆動され、灰受け溝１９内に
落下した灰を前壁１５の外側の排出口３８から排出する。
【００３４】
　更に、一次燃焼室２を構成する燃焼塔１の上側の上側壁部７には、筒状体３０よりも上
位に位置し燃焼物Ｗが投入される投入口４０が設けられている。そして、図１及び図２に
示すように、この投入口４０に燃焼物Ｗを搬送して投入口４０から一次燃焼室２内に投入
する燃焼物搬送部４１が設けられている。燃焼物搬送部４１は、燃焼塔１を覆う覆い部材
４の外部に設けられ燃焼物Ｗを貯留するホッパ４２と、ホッパ４２の出口と投入口４０と
の間に設けられ燃焼物Ｗが通る通過管４３と、通過管４３内に設けられホッパ４２から投
入口４０へ燃焼物Ｗを搬送するスクリューコンベア４４と、スクリューコンベア４４を駆
動する電動モータ４５とを備えて構成されている。
【００３５】
　次に、熱交換部Ｓｂについて説明する。図３及び図４に示すように、熱交換部Ｓｂは、
二次燃焼室３から煙道管２４を通して排気される排ガスと水との熱交換を行う。熱交換部
Ｓｂは、二次燃焼室３からの排ガスが集約される前室５０と、前室５０の下側に設けられ
前室５０内の排ガスが降下する多数の降下煙管群５１と、降下煙管群５１の下側に設けら
れ降下煙管群５１からの排ガスが集約される中間室５２と、中間室５２の上側に設けられ
中間室５２の排ガスが上昇する多数の上昇煙管群５３と、上昇煙管群５３の上側であって
隔壁を隔てて前室５０に隣接して設けられ上昇煙管群５３からの排ガスが集約される後室
５４と、後室５４に接続され該後室５４からの排ガスを排気する煙突５５と、降下煙管群
５１及び上昇煙管群５３を囲繞し水が貯留されるとともに降下煙管群５１及び上昇煙管群
５３を介して排ガスと水との熱交換を行う熱交換水槽５６とを備えて構成されている。
【００３６】
　また、前室５０と後室５４とを隔てる隔壁には、隔壁を開閉して前室５０の排ガスを直
接後室５４に流入させる開閉扉５７が設けられている。この開閉扉５７は、電動駆動によ
り適時に開閉させられる。
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　更に、後室５４と煙突５５の下端との間には、排ガスが通る冷却塔５８が設けられてい
る。冷却塔５８の上側には、適時に開閉され開時に空気を導入して排ガスを冷却できる冷
却扉５８ａが設けられている。冷却塔５８と煙突５５との間には排ガスを吸引して煙突５
５に送給する排出ブロア５９が設けられている。
　また、前室５０及び後室５４上部には、熱交換水槽５６の上部と導管６１を介して接続
され、熱交換水槽５６内の圧力を調整する水膨張室６０が設けられている。熱交換水槽５
６には、水を給水する給水口（図示せず）と、加温された温水を取り出す温水取出口（図
示せず）とが設けられている。
【００３７】
　更に、一次燃焼室２内，二次燃焼室３内の温度を検出する温度センサが設けられている
。また、水温を検出する水温センサ，煙突５５の排気温度を検出する排気温センサ，着火
バーナ３１の温度を検出する火炎温センサ等、種々の温度センサが設けられており、これ
らの温度センサの温度検出に基づいて、手動あるいは自動の各種制御を行うことのできる
制御部（図示せず）を備えている。制御部は、特に、装置が稼働中において、一次燃焼室
２の温度センサによる温度が所定の下限温度以下になったならば、着火バーナ３１を作動
させ、温度センサによる温度が所定の上限温度以上になったら、着火バーナ３１を停止す
る着火バーナ制御部を備えている。また、制御部は、連続あるいは間欠に、あるいは、手
動により適時に、灰受け溝１９内に落下した灰を搬送するスクリューコンベア３６を作動
させる機能を備えている。更に、制御部は、連続あるいは間欠に、あるいは、手動により
適時に、燃焼物搬送部４１のスクリューコンベア４４を作動させて、燃焼物Ｗを搬送する
。この場合、一次燃焼室２に燃焼物Ｗの堆積の上限を検知するリミットスイッチを設け、
このリミットスイッチの検知に基づいて燃焼物搬送部４１のスクリューコンベア４４の作
動を停止させることができる。燃焼物Ｗの搬送は、燃焼物Ｗの燃焼量と、燃焼物Ｗの供給
量とが、過不足ないように調整される。
【００３８】
　従って、この実施の形態に係る焼却装置Ｓによれば、最初に燃焼物Ｗを燃焼させるとき
は、一次燃焼室２に燃焼物Ｗを投入し、この状態で、着火バーナ３１に点火する。これに
より、着火バーナ３１から筒状体３０内に火炎が放射され、筒状体３０が高温に加熱され
、燃焼物Ｗを着火させる。この場合、筒状体３０は、一次燃焼室２を横断して設けられて
いるので、筒状体３０の表面に接触する燃焼物Ｗの範囲が広範囲になり、そのため、燃焼
物Ｗの全体が加熱されてこれに火が回りやすくなり、燃焼物Ｗの燃焼の立ち上げが円滑に
行なわれる。
【００３９】
　そして、燃焼が安定したならば、必要に応じて、着火バーナ３１を停止する。この際、
一次燃焼室２には、空気吹出口２５，２６から空気が導入されるので、燃焼物Ｗの燃焼が
継続して行われる。この場合、燃焼塔１の下側の傾斜形成させられた下側壁部６の空気吹
出口２５から、空気を上向きに噴き出すことができ、そのため、燃焼物Ｗに対して確実に
空気を供給して、確実に燃焼させることができる。
　また、図４に示すように、着火バーナ３１の燃焼を停止させて、筒状体空気送給部３５
により空気が送り込まれるので、筒状体３０の下側の空気吹出口３２から空気が噴き出さ
れる。この場合、筒状体３０はいわば焼玉状態で加熱されているので、筒状体３０の周囲
の未燃ガスが空気吹出口３２からの吹き出し空気によってあたかもバーナのように上側に
向けて燃え上がり、火炎を放出する。そのため、燃焼物Ｗを確実に燃焼させることができ
る。また、この場合、筒状体３０は、一次燃焼室２を横断して設けられているので、筒状
体３０の表面に接触する燃焼物Ｗの範囲が広範囲になり、そのため、筒状体３０から噴き
出される空気が燃焼物Ｗの全体に回りやすくなり、そのため、燃焼物Ｗにその下の方から
均等に空気が行渡って未燃ガスを燃焼させるようになることから、それだけ、燃焼物Ｗの
燃焼が安定的に行われる。
【００４０】
　また、燃焼物Ｗが燃焼している最中は、着火バーナ３１を停止しても筒状体３０の加熱
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により燃焼が継続し、燃焼物Ｗが投入されても燃焼中の燃焼物Ｗの温度が下がりにくいが
、もし、下がり過ぎるようであれば、例えば一次燃焼室２の温度が１５０℃以下になった
とき、温度センサの温度検知に基づくなどして適時に、再び着火バーナ３１を作動させる
。これにより、着火バーナ３１から筒状体３０内に火炎が放射され、筒状体３０が高温に
加熱されるので、燃焼物Ｗの燃焼が継続させられる。この場合にも、筒状体３０は、一次
燃焼室２を横断して設けられているので、筒状体３０の表面に接触する燃焼物Ｗの範囲が
広範囲になり、そのため、燃焼物Ｗの全体に火が回りやすくなり、燃焼物Ｗの燃焼が安定
的に行われる。
【００４１】
　そして、一次燃焼室２での燃焼により発生する燃焼ガスは二次燃焼室３へ至り、点火バ
ーナ２３による点火により、この二次燃焼室３で更に燃焼させられて排気させられる。こ
の場合、二次燃焼室３内に空気吹出口２７から空気が吹き出されるので、燃焼が確実に行
われる。また、この場合、一次燃焼室２での燃焼物Ｗの燃焼が安定的に行われることから
、発生する燃焼ガスにムラがなく安定的に二次燃焼室３に供給されるので、二次燃焼室３
での燃焼が確実に行なわれる。その結果、一次燃焼室２での燃焼ガスの発生を安定的に行
い、二次燃焼室３での燃焼を確実に行わせることができ、燃焼効率が大幅に向上させられ
る。
【００４２】
　更に、この場合、一次燃焼室２と二次燃焼室３を仕切る仕切壁２０に複数のガス通過口
２０ａが形成され、このガス通過口２０ａは二次燃焼室３内に燃焼ガスが旋回流となって
噴出するように、その軸線を傾斜させて形成されているので、二次燃焼室３に燃焼ガスが
旋回流となって噴出することになり、そのため、二次燃焼室３での燃焼が確実に行われる
。
　更にまた、二次燃焼室３の排出口２１に管体２２が垂設されているので、燃焼ガスの旋
回流は、管体２２の周囲においても生じ、管体２２が加熱されると、管体２２に接触した
燃焼ガスがより一層確実に燃えていく。排ガスは、管体２２を通って排出口２１から排出
されていく。
【００４３】
　そしてまた、燃焼塔１の下側の下側壁部６においては、一対の側壁１７が上側から下側
に向けて互いに漸次近接するように傾斜形成させられているので、燃焼物搬送部４１によ
り投入口４０から投入された燃焼物Ｗは、筒状体３０の上に堆積させられ、徐々に下に移
動しながら燃焼させられるとともに、燃焼後の灰は、筒状体３０の側方を通って灰受け溝
１９に落下していく。灰受け溝１９に落下した灰は、スクリューコンベア３６を作動させ
ることにより、排出される。この場合、燃焼物Ｗは、徐々に下に移動しながら燃焼させら
れるので、燃焼がムラなく行われる。また、燃焼物Ｗを燃焼物搬送部４１により投入口４
０から投入し、灰を灰受け溝１９から排出できるので、燃焼物Ｗを自動供給しつつ、灰を
自動排出できるので、長時間の自動運転が可能になる。
【００４４】
　熱交換部Ｓｂにおいては、図３に示すように、前室５０と後室５４とを隔てる隔壁に設
けた開閉扉５７を閉じた状態では、排ガスが、前室５０，降下煙管群５１，中間室５２，
上昇煙管群５３，後室５４及び冷却塔５８を通って、煙突５５から排気されていく。この
過程で、熱交換水槽５６では降下煙管群５１及び上昇煙管群５３を介して排ガスと水との
熱交換が行われ、湯が生成される。この場合、排ガスを、降下煙管群５１及び上昇煙管群
５３を通して熱交換を行うので、即ち、排ガスを上下に折り返して熱交換を行うので、熱
交換効率が極めて良いものになる。また、後室５４と煙突５５との間に排ガスが通る冷却
塔５８を設けたことから、排気が冷却されるので、排出ブロア５９や煙突５５の劣化が抑
制される。
【００４５】
　また、必要に応じ、図５に示すように、前室５０と後室５４とを隔てる隔壁に設けた開
閉扉５７を開ける。例えば、熱交換槽５６の水の温度が上昇し、水温センサが設定温度（
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例えば７０℃～８０℃）になったことを検知したとき、開閉扉５７を開け、熱交換槽５６
の水を沸騰させることなく一定の温度に保持できるようにする。この開閉扉５７による制
御は、燃焼室側での燃焼制御に比較して応答性が極めて良く、温水制御が容易になる。ま
た、この場合、冷却塔５８の冷却扉５８ａを開にし、排気ガスを冷却する。例えば、開閉
扉５７を開けると、８００℃～９００℃の排気ガスが放出され、そのままであると排出ブ
ロア５９を傷めやすいが、冷却扉５８ａを開けることにより外気が導入され例えば排気ガ
スを８０℃～１２０℃程度まで下げることができ、これにより、排出ブロア５９の保護が
図られる。
【符号の説明】
【００４６】
　Ｓ　焼却装置
Ｓａ　焼却部
Ｓｂ　熱交換部
　Ｗ　燃焼物
　１　燃焼塔
　２　一次燃焼室
　３　二次燃焼室
　４　覆い部材
　５　空気室
　６　下側壁部
　７　上側壁部
　８　仕切
　９　仕切
１０　吸気ブロア
１１　第１空気室
１２　第２空気室
１３　第３空気室
１４　空気管
１５　前壁
１６　後壁
１７　側壁
１８　灰排出開口
１９　灰受け溝
２０　仕切壁
２０ａ　ガス通過口
２１　排出口
２２　管体
２３　点火バーナ
２４　煙道管
２５　空気吹出口
２６　空気吹出口
２７　空気吹出口
３０　筒状体
３１　着火バーナ
３２　空気吹出口
３５　筒状体空気送給部
３６　スクリューコンベア
３７　電動モータ
４０　投入口
４１　燃焼物搬送部
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４２　ホッパ
４３　通過管
４４　スクリューコンベア
４５　電動モータ
５０　前室
５１　降下煙管群
５２　中間室
５３　上昇煙管群
５４　後室
５５　煙突
５６　熱交換水槽
５７　開閉扉
５８　冷却塔
５８ａ　冷却扉
５９　排出ブロア
６０　水膨張室
６１　導管

【図１】 【図２】
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