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(57)【要約】
【課題】廃棄物処理設備の排ガスのダイオキシン類濃度
を安価な構成で確実かつ有効に低減させる。
【解決手段】廃棄物処理炉１０の下流側に、集じん機１
６と、再加熱器１８を含むガス浄化装置と、バグフィル
タ２２とが順に設けられる。集じん機１６は、排ガス中
のダストを除去する。ガス浄化装置は、再加熱器１８に
よる排ガスの再加熱工程を含みながら、排ガス中の有害
物質の除去を行う。バグフィルタ２２は、ガス浄化装置
からの排ガスと活性炭との供給を受け、同排ガス中のダ
イオキシン類を活性炭に吸着除去させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　廃棄物処理設備に設けられ、廃棄物の焼却処理、熱分解処理、又は溶融処理により発生
した排ガスを処理するための装置であって、
　前記排ガス中からダストを除去する集じん機と、
　この集じん機の下流側に設けられ、前記排ガスを浄化するためのガス浄化装置と、
　このガス浄化装置の下流側に設けられ、前記ガス浄化装置から排出される排ガス中のダ
イオキシン類を吸着除去する活性炭が付着可能なろ布を有する吸着用バグフィルタとを備
えることを特徴とする廃棄物処理設備の排ガス処理装置。
【請求項２】
　請求項１記載の廃棄物処理設備の排ガス処理装置において、
　前記ガス浄化装置は、前記排ガスを再加熱する再加熱器を含むことを特徴とする廃棄物
処理設備の排ガス処理装置。
【請求項３】
　請求項２記載の廃棄物処理設備の排ガス処理装置において、
　前記ガス浄化装置は、前記再加熱器の下流側に設けられ、この再加熱器により再加熱さ
れた排ガス中の窒素酸化物及びダイオキシン類を分解するための反応を促進させる触媒を
具備する触媒反応塔を含むことを特徴とする廃棄物処理設備の排ガス処理装置。
【請求項４】
　請求項２または３記載の廃棄物処理設備の排ガス処理装置において、
　前記ガス浄化装置は、前記再加熱器の上流側に設けられ、前記排ガス中の塩化水素、硫
黄酸化物の少なくとも一方を薬品に吸収させる湿式洗浄処理を行うための湿式洗浄塔を含
むことを特徴とする廃棄物処理設備の排ガス処理装置。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の廃棄物処理設備の排ガス処理装置において、
　前記集じん機は、前記排ガス中のダイオキシン類を吸着除去する活性炭が付着可能なろ
布を有する前処理用バグフィルタを含むことを特徴とする廃棄物処理設備の排ガス処理装
置。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載の廃棄物処理設備の排ガス処理装置において、
　前記吸着用バグフィルタの下流側に設けられ、当該吸着用バグフィルタから排出される
排ガス中に残存するダイオキシン類を吸着可能な活性炭を具備する活性炭吸着塔を備える
ことを特徴とする廃棄物処理設備の排ガス処理装置。
【請求項７】
　廃棄物処理設備での廃棄物の焼却処理、熱分解処理、または溶融処理により発生した排
ガスを処理するための方法であって、
　集じん機により前記排ガス中からダストを除去する工程と、
　前記集じん機の下流側で前記排ガスを再加熱する処理及び前記排ガスを浄化するガス浄
化処理を含むガス浄化工程と、
　ダイオキシン類を吸着除去する活性炭が付着可能なろ布を有する吸着用バグフィルタ内
に当該活性炭及び前記ガス浄化処理後の排ガスを導入し、前記吸着用バグフィルタ内で前
記ガス中のダイオキシン類を前記活性炭に吸着除去させる工程とを備えることを特徴とす
る廃棄物処理設備の排ガス処理方法。
【請求項８】
　請求項７記載の廃棄物処理設備の排ガス処理方法において、
　前記ダストを除去する工程では、前記集じん機としてダイオキシン類を吸着除去する活
性炭が付着可能なろ布を有する前処理用バグフィルタを用い、この前処理用バグフィルタ
に前記排ガス及び前記活性炭を導入して当該前処理用バグフィルタ内で前記活性炭に前記
排ガス中のダイオキシン類を吸着除去させることを特徴とする廃棄物処理設備の排ガス処
理方法。
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【請求項９】
　請求項７または８記載の廃棄物処理設備の排ガス処理方法において、
　前記ガス浄化工程は、前記ガス浄化処理として、再加熱した排ガス中の窒素酸化物及び
ダイオキシン類を分解するための反応を触媒により促進させる処理を含むことを特徴とす
る廃棄物処理設備の排ガス処理方法。
【請求項１０】
　請求項７～９のいずれかに記載の廃棄物処理設備の排ガス処理方法において、
　前記ガス浄化工程は、前記ガス浄化処理として、前記排ガス中の塩化水素、硫黄酸化物
の少なくとも一方を薬品に吸収させる湿式洗浄処理を含み、その湿式洗浄工程の後に前記
排ガスを再加熱する処理を行うものであることを特徴とする廃棄物処理設備の排ガス処理
方法。
【請求項１１】
　請求項７～１０のいずれかに記載の廃棄物処理設備の排ガス処理方法において、
　前記吸着用バグフィルタから排出される排ガスを活性炭吸着塔内に導入して当該排ガス
中に残存するダイオキシン類を吸着除去する工程をさらに含むことを特徴とする廃棄物処
理設備の排ガス処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、廃棄物焼却炉や廃棄物溶融炉を具備する廃棄物処理設備において発生する排
ガスを処理するための技術に関するものであって、特にダイオキシン類濃度の低減に寄与
し得るものである。
【背景技術】
【０００２】
　廃棄物焼却炉や廃棄物溶融炉といった廃棄物処理炉を具備する廃棄物処理設備では、当
該廃棄物処理炉から排出される排ガス中の窒素酸化物、ダイオキシン類（ポリ塩化ジベン
ゾーパラージオキシンとポリ塩化ジベンゾーフランの総称）、塩化水素、硫黄酸化物等を
除去する浄化処理を行うための排ガス処理装置がさらに装備される（特許文献１）。この
ような排ガス処理装置を備える廃棄物処理設備の従来例を図４に示す。
【０００３】
　図において、廃棄物処理炉８０から排出される高温排ガスは、廃熱ボイラ８２及び減温
塔８４にて適当な温度まで降下し、まず、集じん用のバグフィルタ８６に導入される。こ
のバグフィルタ８６は前記排ガス中のダストを除去して後段の装置での目詰まり等のトラ
ブルを未然に防ぐ。このバグフィルタ８６から排出された排ガスは、後段の再加熱器８８
にて適当な温度まで再加熱されてから触媒反応塔９０に導入される。この触媒反応塔９０
には、前記ダイオキシン類の分解反応を促進するための触媒が充填されており、当該反応
によって前記ダイオキシン類が炭酸ガスや水に分解される。さらに、当該触媒反応塔９０
に導入される排ガスにアンモニアが添加されることにより、高効率での窒素酸化物の同時
除去も可能になる。このようにして浄化処理された排ガスは、誘引送風機９２及び煙突９
４を通じて系外に排出される。
【特許文献１】特開２００２－２４３１２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、前記排ガス中におけるダイオキシン類濃度（特に毒性換算濃度：ＴＥＱ）の規制
が強化されており、その低減が重要な課題となっている。その解決手段として、前記図４
に示されるバグフィルタ８６の上流側に活性炭を吹き込んで前記排ガスとともに前記バグ
フィルタ８６中に導入し、このバグフィルタ８６中で前記活性炭に前記ダイオキシン類を
吸着除去させる方法が考えられる。この方法によれば、前記バグフィルタ８６での前記活
性炭によるダイオキシン類の吸着除去と、前記触媒反応塔９０でのダイオキシン類の分解
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反応による除去とにより、前記排ガス中のダイオキシン類の濃度の大幅な低減が期待でき
る。
【０００５】
　しかしながら、前記方法を採用しても、実際に前記触媒反応塔９０から排出される排ガ
ス中のダイオキシン類濃度にはかなり変動幅があり、当該濃度がバグフィルタ８６の出口
での濃度を上回る場合も少なからず生じ得ることが確認されている。これは、触媒反応塔
９０内の触媒の劣化による除去能力の低下や、前記バグフィルタ８６の後段での前記再加
熱器８８による排ガスの再加熱がダイオキシン類の再合成を引き起こし、却って当該ダイ
オキシン類の濃度を上昇させること等があるためであると考えられる。この再加熱は、前
記触媒反応塔９０での反応、すなわち、窒素酸化物及びダイオキシン類の分解のための反
応を促進させるために必要なものである。
【０００６】
　また、前記ダイオキシン類の最終濃度を安定させる手段として、前記触媒反応塔９０の
後段に活性炭吸着塔を設置することが考えられるが、この活性炭吸着塔は、建設コストが
高く、また、活性炭の劣化具合その他の操業条件によって前記ダイオキシン類の吸着性能
が変動しやすいことから安定性に劣るという欠点がある。
【０００７】
　本発明は、このような事情に鑑み、安価な構成でダイオキシン類濃度を有効かつ確実に
低減させることができる廃棄物処理設備の排ガス処理装置及び方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するための手段として、本発明は、廃棄物処理設備に設けられ、廃棄物
の焼却処理、熱分解処理、または溶融処理により発生した排ガスを処理するための装置で
あって、前記排ガス中からダストを除去する集じん機と、この集じん機の下流側に設けら
れるガス浄化装置と、このガス浄化装置の下流側に設けられ、前記ガス浄化装置から排出
される排ガス中のダイオキシン類を吸着除去する活性炭が付着可能なろ布を有する吸着用
バグフィルタとを備えるものである。
【０００９】
　この装置によれば、前記排ガスは、前記集じん機によるダスト除去処理を受けた後、前
記ガス浄化装置によるガス浄化処理を受ける。このガス浄化装置において、仮に排ガス中
のダイオキシン類濃度の低減率の低下（例えば再加熱器が前記排ガスを再加熱することに
よって前記排ガス中でダイオキシン類を再合成させることによるダイオキシン類濃度の上
昇）が生じたとしても、このガス浄化装置の後段に設けられる吸着用バグフィルタのろ布
の表面に活性炭が付着し、この活性炭が前記ガス浄化装置から排出される排ガス中に含ま
れるダイオキシン類を吸着除去することが可能であるため、最終的にこの排ガス処理装置
から排出される排ガスでのダイオキシン類濃度を安定的にきわめて低い値に安定させるこ
とができる。
【００１０】
　従来の廃棄物処理設備では、ガス浄化装置での目詰まりの要因となるダストの除去を目
的としてバグフィルタが設置され、その関係から当該バグフィルタは必ず前記ガス浄化装
置の前段に配置される。従って、このバグフィルタに活性炭を供給してダイオキシン類吸
着機能を与えても、このバグフィルタの後段での前記ガス浄化装置における排ガスの再加
熱等に起因して最終的なダイオキシン類濃度を不安定にさせるおそれがある。これに対し
、本発明に係る排ガス処理装置では、前記ガス浄化装置の上流側に設けられるダスト除去
用の集じん機とは別に、当該排ガス処理装置の下流側に吸着用バグフィルタが設けられる
ため、この吸着用バグフィルタが最終のダイオキシン類濃度を安定的にきわめて低い値に
抑える。しかも、この吸着用バグフィルタの構造は例えば活性炭吸着塔に比べて簡素であ
り、その建設コストは低い。
【００１１】
　前記再加熱器を含むガス浄化装置としては、前記再加熱器の下流側に設けられ、この再
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加熱器により再加熱された排ガス中の窒素酸化物及びダイオキシン類を分解するための反
応を促進させる触媒を具備する触媒反応塔を含むものや、前記再加熱器の上流側に設けら
れ、前記排ガス中の塩化水素、硫黄酸化物の少なくとも一方を薬品に吸収させる湿式洗浄
処理を行うための湿式洗浄塔を含むものが挙げられる。いずれの場合も、排ガスの浄化の
ために再加熱工程が必要であり、その再加熱がダイオキシン類の再合成を招く可能性があ
るため、前記ガス処理装置の下流側の吸着用バグフィルタの設置はきわめて有効である。
【００１２】
　前記集じん機は、前述のように、排ガス中のダストを除去することを主目的とするもの
であるから、例えばこの集じん機に電気集じん機を適用することも可能であるが、当該集
じん機は、前記排ガス中のダイオキシン類を吸着除去する活性炭が付着可能なろ布を有す
る前処理用バグフィルタを含むことが、より好ましい。この構成では、当該集じん機が前
記ダストの除去機能に加えてダイオキシン類除去機能を有するため、ダイオキシン類濃度
のより一層の低減を図ることが可能である。
【００１３】
　本発明では、前記吸着用バグフィルタの下流側に、当該吸着用バグフィルタから排出さ
れる排ガス中に残存するダイオキシン類を吸着除去可能な活性炭を具備する活性炭吸着塔
が設けられてもよい。この活性炭吸着塔は、最終ダイオキシン類濃度をさらに低下させる
ことが可能である。また、当該活性炭吸着塔は前記吸着用バグフィルタによるダイオキシ
ン類除去を補完できるものであればよいので、簡易かつ小型のもので十分であり、大幅な
コストの増大を生じさせない。
【００１４】
　また本発明は、廃棄物処理設備での廃棄物の焼却処理、熱分解処理、または溶融処理に
より発生した排ガスを処理するための方法であって、集じん機により前記排ガス中からダ
ストを除去する工程と、前記集じん機の下流側で前記排ガスを再加熱する処理及び前記排
ガスを浄化するガス浄化処理を含むガス浄化工程と、ダイオキシン類を吸着除去する活性
炭が付着可能なろ布を有する吸着用バグフィルタ内に当該活性炭及び前記ガス浄化処理後
の排ガスを導入し、前記吸着用バグフィルタ内で前記排ガス中のダイオキシン類を前記活
性炭に吸着除去させる工程とを備えるものである。
【００１５】
　前記ダストを除去する工程では、前記集じん機としてダイオキシン類を吸着除去する活
性炭が付着可能なろ布を有する前処理用バグフィルタを用い、この前処理用バグフィルタ
に前記排ガス及び前記活性炭を導入して当該前処理用バグフィルタ内で前記活性炭に前記
排ガス中のダイオキシン類を吸着除去させることが、より好ましい。
【００１６】
　また、前記ガス浄化工程は、前記ガス浄化処理として、再加熱した排ガス中の窒素酸化
物及びダイオキシン類を分解するための反応を触媒により促進させる処理を含むものであ
ってもよいし、前記ガス浄化処理として、前記排ガス中の塩化水素、硫黄酸化物の少なく
とも一方を薬品に吸収させる湿式洗浄処理を含み、その湿式洗浄工程の後に前記排ガスを
再加熱する処理を行うものであってもよい。
【００１７】
　また、前記吸着用バグフィルタから排出される排ガスを活性炭吸着塔内に導入して当該
ガス中に残存するダイオキシン類を吸着除去する工程をさらに含むことにより、最終ダイ
オキシン類濃度のより一層の低減を図ることが可能である。
【発明の効果】
【００１８】
　以上のように、本発明によれば、ガス浄化装置のさらに下流側に吸着用バグフィルタが
設けられることにより、安価な構成で確実にダイオキシン類濃度を有効かつ安定的にきわ
めて低濃度にまで低減させることができる効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
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　以下、本発明の好ましい実施の形態を、図面を参照しながら説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る廃棄物処理設備の全体構成を示す。この廃棄
物処理設備は、その前段側から順に、廃棄物処理炉１０と、廃熱ボイラ１２と、減温塔１
４と、集じん機１６と、再加熱器１８及び触媒反応塔２０を具備するガス浄化装置と、吸
着用バグフィルタ２２と、誘引送風機２４と、煙突２６とを備える。前記廃棄物処理炉１
０から排出される排ガスは、前記誘引送風機２４の吸引力によって前記各装置を順に通り
、前記煙突２６から系外に排出される。
【００２１】
　前記廃棄物処理炉１０は、図略のコンベアにより搬入されるゴミ等の廃棄物を焼却処理
、熱分解処理、または溶融処理するためのものであり、この廃棄物処理炉１０には、廃棄
物焼却炉、廃棄物溶融炉、またはガス化溶融炉といった周知の処理炉がそのまま適用され
る。この廃棄物処理炉１０からは、ダイオキシン類や窒素酸化物といった有害物質を含む
高温の排ガスが排出される。
【００２２】
　前記廃熱ボイラ１２は、前記廃棄物処理炉１０から排出される高温排ガスの熱を回収し
、他の機関に供給する。前記減温塔１４は、前記廃熱ボイラ１２から排出される排ガスに
冷却水を噴霧してその冷却を行う。これら廃熱ボイラ１２及び減温塔１４は、前記排ガス
の温度を次の集じん機１６の使用に適した温度まで降下させる。
【００２３】
　前記集じん機１６は、前記排ガス中に含まれるダストを回収して後段での目詰まり等の
トラブルを防ぐためのものであり、この集じん機１６には電気集じん機の適用も可能であ
る。しかし、この実施の形態では、当該集じん機１６にさらにダイオキシン類除去機能も
付加させるべく、当該集じん機１６に前処理用バグフィルタが使用される。
【００２４】
　この前処理用バグフィルタは、適当なハウジング内に織布または不織布からなるろ布（
バグ）が装着されたものであり、従来から周知のものがそのまま適用可能である。そして
、この前処理用バグフィルタの上流側に活性炭及び消石灰が吹き込まれる。これらの活性
炭及び消石灰は、前記排ガスとともに前記前処理用バグフィルタ内に導入され、その前記
ろ布の表面に付着した状態で、前記排ガス中のダイオキシン類、硫黄酸化物、塩化水素、
水銀等の吸着除去を行う。
【００２５】
　前記活性炭及び前記消石灰は予め前記ろ布上に仕込まれたものであってもよい。しかし
、この場合でも、前記前処理用バグフィルタの使用中にその上流側に適宜前記活性炭及び
消石灰が吹き込まれることが、好ましい。この吹き込みは、当該バグフィルタの浄化機能
を長期にわたって享受することを可能にする。また、主としてダイオキシン類の除去のみ
を目的とするのであれば前記消石灰を省いて前記活性炭の供給のみを行うようにしてもよ
い。また、消石灰の代わりに重曹などのナトリウム系の薬剤が用いられてもよい。
【００２６】
　前記前処理用バグフィルタがダイオキシン類除去機能を発揮するのに好ましい入口温度
は１７０℃以下である。しかし、この前処理用バグフィルタに対しては必ずしもダイオキ
シン類の極微量化が要求されないので、前記入口温度が２００℃程度でも支障はない。よ
って、前記触媒反応塔２０の下流側でガス冷却を要する場合でもその冷却度合いは少なく
て済み、その分熱損失が低く抑えられる。また、前記集じん機１６に電気集じん機が使用
される場合には、その入口温度の許容範囲はさらに広がることになる。
【００２７】
　前記集じん機１６の出口温度は前記入口温度よりも低くなる。この集じん機１６の出口
から排出される排ガスは、再加熱器１８で適当な温度まで再加熱される。その目標温度は
、後段の触媒反応塔２０での反応を活性化し得る温度、具体的には１８０～２３０℃程度
に設定される。その再加熱された排ガスは前記触媒反応塔２０内に導入される。この触媒
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反応塔２０内では、同塔２０内に装填された触媒が前記排ガス中のダイオキシン類を炭酸
ガスや水等に分解させる反応を起こさせる。さらに、当該ガスにアンモニアが添加される
ことにより、当該アンモニアが当該ガス中の窒素酸化物と反応して当該窒素酸化物を分解
させることが可能になる。
【００２８】
　この触媒反応塔２０内での反応はダイオキシン類濃度を低減させるが、その前段での再
加熱器１８による再加熱が前記排ガス中でのダイオキシン類の再合成を引き起こす場合や
、触媒反応塔２０の触媒の劣化等により所定のダイオキシン類の分解率が得られない場合
があり、これらの場合には前記触媒反応塔２０の出口でのダイオキシン類濃度が不安定に
なる。しかし、この実施の形態に係る装置では、前記触媒反応塔２０の後段に配置される
吸着用バグフィルタ２２がダイオキシン類除去機能を発揮することにより、最終のダイオ
キシン類濃度、すなわち、煙突２６から大気に放散されるガス中のダイオキシン類濃度は
、確実に規定値以下まで抑えられる。
【００２９】
　この吸着用バグフィルタ２２も、前記前処理用バグフィルタと同様、適当なハウジング
内に織布または不織布からなるろ布（バグ）が充填されたものであり、従来から周知のも
のがそのまま適用可能である。前記ろ布の表面には活性炭が付着可能であり、この活性炭
が前記吸着用バグフィルタ２２内に導入される排ガス中のダイオキシン類を吸着除去する
。この活性炭も、前記前処理用バグフィルタと同様、予めろ布の表面に仕込まれていても
よいし、吸着用バグフィルタ２２の上流側に吹き込まれてもよい。
【００３０】
　この吸着用バグフィルタ２２は、従来設備で用いられている活性炭吸着塔に比べると構
造が簡素で安価なものであり、しかも、当該吸着用バグフィルタ２２のろ布の表面に付着
する活性炭が前記排ガス中のダイオキシン類を確実に吸着除去する。
【００３１】
　従来の設備におけるバグフィルタは、前記触媒反応塔２０等を含むガス浄化装置での目
詰まりの原因となるダストの除去を主目的として用いられる関係上、前記集じん機１６の
ように前記ガス浄化装置の上流側にのみ設置されるため、この上流側のバグフィルタに活
性炭を吹き込んで当該バグフィルタにダイオキシン類除去機能を付与したとしても、当該
バグフィルタの後段での排ガスの再加熱がダイオキシン類の再合成を引き起こしたり、触
媒反応塔２０内の触媒が劣化したりして、最終的なダイオキシン類濃度を不安定にするお
それがある。これに対し、図１に示される装置では、前記ガス浄化装置の前段でダスト除
去を行う集じん機１６とは別に、当該ガス浄化装置の触媒反応塔２０のさらに後段に吸着
用バグフィルタ２２が設置されているため、この吸着用バグフィルタ２２への活性炭の供
給によってダイオキシン類の最終濃度を安定的にきわめて低い値に抑えることが可能であ
る。
【００３２】
　本発明は、ガス浄化装置において再加熱処理が行われる場合に有効である。この再加熱
処理を含むガス浄化装置は、前記のような触媒反応塔２０を具備するものに限られない。
図２は、第２の実施の形態に係る廃棄物処理設備を示し、この廃棄物処理設備の排ガス処
理装置には、前記再加熱処理を必要とする湿式洗浄塔２８が含まれる。この湿式洗浄塔２
８は、同塔２８内に導入される排ガスと所定の吸収薬品（一般には水酸化ナトリウム）と
を接触させて同薬品に前記が集中の塩化水素や硫黄酸化物を吸収させるためのものであり
、同塔２８内では、当該塩化水素等の吸収のために前記排ガスを飽和温度とほぼ同等の温
度（一般には６０℃から８０℃までの範囲内の温度）まで冷却する操作が行われる。従っ
て、この湿式洗浄塔２８から排出される排ガスの温度は過度に低くなっており、当該湿式
洗浄塔２８の下流側で排ガスが再加熱される必要がある。
【００３３】
　なお、図２には、前記湿式洗浄塔２８及び再加熱器１８の下流側にさらに触媒反応塔２
０が配置されたものが示されているが、当該触媒反応塔２０が省略されて前記湿式洗浄塔
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２８のすぐ後段に吸着用バグフィルタ２２が配置される装置においても、前記湿式洗浄塔
２８から排出される排ガスを前記吸着用バグフィルタ２２の使用に適した温度（例えば１
５０～１８０℃）までは再加熱する必要が生じる。
【００３４】
　図３は、第３の実施の形態に係る廃棄物処理設備を示す。この設備における排ガス処理
装置では、前記バグフィルタ２２のさらに後段にダイオキシン類除去用の活性炭吸着塔３
０が付加されている。この活性炭吸着塔３０内には、活性炭が所定の保持部材に保持され
た状態で複数段にわたり装填されている。この活性炭吸着塔３０の付加は、最終ダイオキ
シン類濃度の低減化をより確実なものにする。一般に、活性炭吸着塔はバグフィルタと比
べると高価であるが、図示の活性炭吸着塔３０は、前記吸着用バグフィルタ２２のさらに
下流側に補完的に設けられるものであるので、小型かつ安価なもので十分であり、その建
設コストを低く抑えることが可能である。
【実施例１】
【００３５】
　前記図１に示される廃棄物処理設備が次の温度条件下で操業される。
　集じん機１６の出口温度（再加熱器１８の入口温度）：１８０～２００℃。
　再加熱器１８の出口温度（触媒反応塔２０の入口温度）：１９０～２１０℃。
　触媒反応塔２０の出口温度（吸着用バグフィルタ２２の入口温度）：１７０℃以下。
【００３６】
　この操業により、ダイオキシン類についての最終濃度（吸着用バグフィルタ２２の出口
濃度）は、毒性換算濃度で０．０１ｎｇ－ＴＥＱ／Ｎｍ３以下の範囲に安定する。
【００３７】
　なお、前記触媒反応塔２０の下流側に吸着用バグフィルタ２２が備えられ、かつ、その
吸着用バグフィルタ２２の設定温度が１７０℃以下の低い温度に設定されている場合には
、その触媒反応塔２０と吸着用バグフィルタ２２との間に、排ガスを冷却するための図略
の排ガス冷却装置が設けられる必要がある。これは、下記の実施例２及び実施例３につい
ても同様である。
【実施例２】
【００３８】
　前記図２に示される廃棄物処理設備が次の温度条件下で操業される。
　集じん機１６の出口温度（湿式洗浄塔２８の入口温度）：１７５℃以下。
　湿式洗浄塔２８の出口温度（再加熱器１８の入口温度）：６０～７０℃。
　再加熱器１８の出口温度（触媒反応塔２０の入口温度）：１７０～１８０℃。
　触媒反応塔２０の出口温度（吸着用バグフィルタ２２の入口温度）：１７０℃以下。
【００３９】
　この操業により、ダイオキシン類についての最終濃度（吸着用バグフィルタ２２の出口
濃度）は、毒性換算濃度で０．００５ｎｇ－ＴＥＱ／Ｎｍ３以下の範囲に安定する。
【実施例３】
【００４０】
　前記図３に示される廃棄物処理設備が次の温度条件下で操業される。
　集じん機１６の出口温度（再加熱器１８の入口温度）：１８０～２００℃。
　再加熱器１８の出口温度（触媒反応塔２０の入口温度）：１９０～２１０℃。
　触媒反応塔２０の出口温度（吸着用バグフィルタ２２の入口温度）：１７０℃以下。
【００４１】
　この操業により、ダイオキシン類についての最終濃度（吸着用バグフィルタ２２の出口
濃度）は、毒性換算濃度で実質上ゼロに抑えられる。
【比較例】
【００４２】
　前記図４に示される廃棄物処理設備が次の温度条件下で操業される。
　バグフィルタ８６の出口温度（再加熱器８８の入口温度）：１５０～１７０℃。
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　再加熱器８８の出口温度（触媒反応塔２０の入口温度）：１９０～２１０℃。
　触媒反応塔２０の出口温度：１９０～２１０℃。
【００４３】
　この操業では、ダイオキシン類についての最終濃度（触媒反応塔２０の出口濃度）が毒
性換算濃度にして０．００５～０．１ｎｇ－ＴＥＱ／Ｎｍ３の範囲で変動する。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る廃棄物処理設備のフロー図である。
【図２】本発明の第２の実施の形態に係る廃棄物処理設備のフロー図である。
【図３】本発明の第３の実施の形態に係る廃棄物処理設備のフロー図である。
【図４】従来の廃棄物処理設備のフロー図である。
【符号の説明】
【００４５】
　１０　廃棄物処理炉
　１２　廃熱ボイラ
　１４　減温塔
　１６　集じん機
　１８　再加熱器
　２０　触媒反応塔
　２２　吸着用バグフィルタ
　２４　誘引送風機
　２６　煙突
　２８　湿式洗浄塔
　３０　活性炭吸着塔

【図１】 【図２】
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