
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ゴミなどの都市廃棄物、産業廃棄物、ゴム・プラスチックをベースとする材料を含み、実
質的に炭化水素組成物を含み化学的に結合した炭素のかなりの量を含有している廃棄材料
ならびに都市廃棄物焼却炉及び有毒廃棄物焼却炉からの灰廃棄物等の廃棄材料の処理方法
において、廃棄物を 主としてスラグを含む溶融浴 先端浸漬ラン
ス送入式反応装置の反応槽

（

それによって廃棄物の構成分を前記 ゾーン で送入ガスの遊離酸素とスラグの
熱エネルギーに曝し、 それによって燃焼及び酸化の少なくとも１つにより
十分に破壊してしまう廃棄材料処理方法。
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反応槽に投入するあいだ が
中で乱流状態に維持されており、その乱流状態は、その系の少

なくとも１個の先端浸漬かつ冷却されたランスを用いて、そのスラグ内の遊離酸素含有ガ
スの先端浸漬送入によって達成され、そして
その先端浸漬送入は

ｉ）少なくとも１個の冷却されたランスの送入末端の下側において燃焼／酸化ゾーンを
発生させ、
（ｉｉ）溶融浴上の反応槽空間の下側の領域でスラグの顕著な跳ね上がりを起こしつつ乱
流を発生させ、それによって固化したスラグの保護的被覆が少なくとも１個の冷却された
ランスの下側部分の上に維持され、そして
（ｉｉｉ）廃棄物をスラグ中に引き込み、そしてそれを先端浸漬送入によって生じるスラ
グ中の前記燃焼／酸化ゾーンに循環させ、

燃焼／酸化 中
そして廃棄物は



【請求項２】
廃棄物が粉砕状態であり、該廃棄物を燃焼／酸化ゾーンで又は該ゾーンに隣接する溶融浴
中に投入する請求項１記載の方法。
【請求項３】
廃棄物が塊状であり、反応槽の供給口から溶融浴に投入する請求項１記載の方法。
【請求項４】
反応槽の側壁に設けられたサイホンから、溶融浴中に廃棄物を直接強制的に投入する請求
項１記載の方法。
【請求項５】
溶融浴の温度を１１００℃～１８００℃に維持しつつ、廃棄物を反応槽に投入する請求項
１ないし４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
溶融浴の温度を１１００℃～１４００℃に維持する請求項５に記載の方法。
【請求項７】
廃棄物が、溶融浴の温度を維持できるだけの燃料価を有する請求項１ないし６のいずれか
に記載の方法。
【請求項８】
廃棄物が溶融浴の温度を維持するには不十分な燃料価を有し、該温度を維持するのに十分
な量の燃料を該浴に供給する請求項１ないし６のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
前記燃料が、天然ガス、燃料油、石炭及びそれらの組み合わせから選択される請求項８記
載の方法。
【請求項１０】
廃棄物の投入速度、遊離酸素含有ガスの送入速度及び該ガスの遊離酸素含有量を制御する
ことで温度を維持する請求項１ないし７のいずれかに記載の方法。
【請求項１１】
反応槽に供給される燃料燃焼に要求される酸素分を差し引いた後に少なくとも廃棄物の燃
焼価に等価な化学量論量の遊離酸素を提供するような速度で遊離酸素含有ガスを送入し、
溶融浴から熱エネルギーを抜き取り又は吸収することによって、該溶融浴の温度を維持す
る請求項１ないし７及び請求項１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
溶融浴への遊離酸素含有ガス送入の加えて、該溶融浴より上の反応槽空間に遊離酸素含有
ガスを供給して、該溶融浴から放出されるガスの後燃焼もしくは再燃焼を行い、放出され
た酸化物種を酸化状態に維持する請求項１ないし１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
溶融浴中に送入される遊離酸素含有ガスが、空気、酸素豊富空気及び酸素から選択される
請求項１ないし１２のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
溶融浴より上の反応槽空間に供給される遊離酸素含有ガスが、空気、酸素豊富空気及び酸
素から選択される請求項１２記載の方法。
【請求項１５】
溶融浴より上の反応槽空間に供給される遊離酸素含有ガスが、実質的に完全な後燃焼／再
燃焼を行う上での化学量論的要求量より過剰の酸素を提供するものである請求項１２又は
１４に記載の方法。
【請求項１６】
前記浴より上の反応槽空間に供給される遊離酸素含有ガスが、反応装置の少なくとも一つ
のランスのシュウラド管によって供給される請求項１２、１４及び１５のいずれかに記載
の方法。
【請求項１７】
廃棄物の燃焼／酸化及びスラグ浴より上の反応槽空間での後燃焼／再燃焼によって生じる
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高温ガスを、強制的に該反応槽の排気煙道を介して排出し急冷する請求項１ないし１６の
いずれかに記載の方法。
【請求項１８】
冷却により前記高温ガスの温度を約３００℃以下に下げる請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
前記高温ガスを水の噴霧又はミストに通過させることで気化冷却させることによって冷却
する請求項１７又は１８に記載の方法。
【請求項２０】
前記高温ガスを、流動床ボイラー系での急冷によって冷却する請求項１７又は１８に記載
の方法。
【請求項２１】
廃棄物が元素状金属及び酸素系材料から選択される金属種を含み、放出された揮発可能金
属種を、フューム及び非揮発化学種として、溶融浴のスラグの溶解中に取り込む請求項１
ないし２０のいずれかに記載の方法。
【請求項２２】
廃棄物がフラン類、ダイオキシン類及び PCB類などの有毒有機化化合物を含有し、該化合
物類を熱分解及び／又は燃焼／酸化によって実質的に完全に分解して、有毒有機化合物を
実質的に含有しない放出ガスを提供する請求項１ないし２１のいずれかに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
本発明は、ゴミなどの都市廃棄物、産業廃棄物ならびにゴム及びプラスチックをベースと
する材料などの特殊な廃棄材料等の廃棄材料の処理方法に関する。
既存の廃棄材料処理方法は、移動火格子型又は回転炉型の焼却炉を用いて、そのような材
料の燃焼を行うものである。その方法は、廃棄材料の可燃物を燃焼させる条件下でその可
燃物と空気とを接触させて、自由流動する固体灰を生成し、燃焼ガスを発生させる。無機
化合物及び金属でできた物などの廃棄材料中の不燃物は、その化合物及び金属に応じて、
支配的な温度が十分であれば酸化して、それらの不燃物又は得られた酸化材料を前記固体
灰と合わせることができる。プラスチックなどの廃棄物中の有機構成物も燃焼もしくは酸
化して、灰中の固体酸化物とＣＯ、Ｈ 2、Ｈ 2Ｏ、ＳＯ 2、Ｈ 2Ｓ、ＨＣｌ、ＨＦ及び窒素酸
化物（ＮＯｘ）などの生成ガスを生成することができる。
移動火格子型焼却炉及び回転炉型焼却炉中で支配的な温度は、通常は６００～１０００℃
の範囲にある。その温度を達成・維持する上で必要なエネルギーは、部分的に廃棄材料の
燃料価によって得られ、通常は廃棄材料に含まれる炭化水素がその燃料価を提供する。こ
の燃料価は通常は不十分であることから、廃棄材料に補助燃料を加え、一緒に燃焼させる
か、あるいは燃料が投入される通常の炉バーナーを用いることで補助燃料を提供する。そ
の燃料としては、石炭、石油又は天然ガスがあり得る。
上記で詳述した生成ガスに加えて、既存の方法では、廃棄材料が関与する分解反応によっ
て更に別のガスが発生する。廃棄材料の性質に応じて、それらのガスには炭化水素が含ま
れ、フラン類、ダイオキシン類及びポリ塩化ビフェニル類（ＰＣＢ）などの複雑な成分も
含まれ得る。更に、煤煙の形での炭素がガス中に浮遊した状態で存在する場合が多い。不
完全分解又は不完全燃焼の結果、ＨＣｌ、ＨＦ及びフラン類、ダイオキシン類及びＰＣＢ
などの化合物が存在するようになり、そのため生成ガスは必然的に非常に有毒なものとな
る。
生成ガスは、高温チャンバに導入される空気により、そのチャンバのアフターバーナーで
更に酸化されて、ＣＯ、Ｈ 2、炭化水素及び炭素が完全燃焼し、Ｈ 2Ｏ及びＣＯ 2を生成す
る。アフターバーナーに更に燃料が要求される可能性があるが、アフターバーナーでの反
応はほぼ下記式のような気－気反応であることから、その反応は比較的遅く、アフターバ
ーナーに対しては大きいチャンバ容量が必要である。しかしながら、アフターバーナーを
用いたとしても、焼却炉及びアフターバーナーにおける条件は、フラン類、ダイオキシン
類及びＰＣＢなどの有毒化合物の生成及び／又は未分解が起こり得るようなものである。
Ｃ＋Ｏ 2＝ＣＯ 2・・（１）
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２ＣＯ＋Ｏ 2＝２ＣＯ 2・・（２）
２Ｃ nＨ m＋２（ｎ＋ 1/4ｍ）Ｏ 2＝２ｎＣＯ 2＋ｍＨ 2Ｏ・・（３）
既存の方法では、生成ガスは、アフターバーナーから出た後で好適な反応槽中で冷却され
る。そうしてそのガスは、廃棄物熱ボイラー中又は放射型・対流式熱交換器中、あるいは
外部水冷系によって冷却することができる。冷却は緩やかに行われ、フラン類及びダイオ
キシン類の生成などの逆反応が起こる場合がある。その逆反応は、冷却時にガスと接触す
る表面の触媒作用によって促進される。冷却前及び冷却中、ガスはかなりの期間にわたり
、そのような有害化合物生成に最適な温度範囲にある。
冷却時には次に、ガスを好適な反応槽及び媒体中での固体濾過及びスクラビング反応に付
して、ＨＣｌ、ＨＦ、ＳＯ 2及びＨ 2Ｓなどの有毒ガス成分を除去することができる。しか
しながら、それは１００％有効ではなく、これらの成分の一部ならびにフラン類、ダイオ
キシン類及びＰＣＢ、更にはＮＯｘなどの他の有毒もしくは有害なガス燃焼生成物が、排
気煙道ガスに含まれる形で環境に放出される。
焼却炉については環境モニタリングが行われ、ガス排出物及び固体廃棄物の両方について
規制が行われている。ガス排出物についての上記の問題に加えて、固体生成物も、有毒も
しくは有害な成分を含有する。前記したように、固体灰廃棄物には酸化された金属が含ま
れる。その灰には、Ａｓ 2Ｏ 3、ＰｂＯ、ＺｎＯ及びＳｂ 2Ｏ 3などの有毒な重金属酸化物が
若干の濃度で常に存在する。更に、灰は本来的に、非常に大きい表面積を持ち、埋立材と
して使用したり、降雨及び／又は地下水との接触のように水と接触するようになると、有
毒な重金属が容易に浸出して、環境中に入り得る。
上記の欠点に加えて、既存の方法の場合には資本コストが高い。つまり、必要な装置は比
較的単純であるが、実質的なスループットに達するためにはその装置は必然的に大きいも
のとなり、アフターバーナー設置の必要性によってコストは高くなる。
本発明は、都市廃棄物及び産業廃棄物の改良された処理方法を提供するものである。廃棄
物は、家庭ゴミ及び病院廃棄物などの有機材料及び／又は無機材料を含んだ都市ゴミから
なるかあるいはそれを含み得るものである。更に廃棄物は、Ａｌ、Ｃｄ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｆ
ｅ、Ｍｎ、Ｐｂ及びＺｎなどの各種金属の化合物、ならびに金属のスクラップ、物品及び
粉末、更には金属を含むペースト及びスラッジなどの広範囲の産業廃棄物からなるか含み
得るものである。産業廃棄物は更に、ポリ塩化ビフェニル、除草剤、殺虫剤などの有機材
料、ならびに廃油、インク、塗料、溶媒、樹脂及びワニスなどの材料をも含み得るもので
ある。廃棄物は更に、既存の方法によって生成するような固体廃棄物灰と、都市廃棄物焼
却炉及び有毒廃棄物焼却炉からの灰をも含み得るものであり、本発明は更に、そのような
廃棄物をより環境的に許容できる形に変換することができるものである。更に、本発明の
方法は、自動車タイヤなどのゴムをベースとする廃棄材料及び車両用バッテリーケースな
どのプラスチックをベースとする材料の廃棄を可能とするものである。
ゴムもしくはプラスチックをベースとする材料を含んでなる廃棄物に関して、本発明は特
に有利である。列記した他の形態の廃棄物同様、ゴム及びプラスチックをベースとする材
料は、相当量の化学的に結合した炭素を有する炭化水素組成物をかなり有するものである
。しかしながら、その材料は非常に多くの場合、結合炭素ではなくカーボンブラックなど
の遊離炭素及び／又は木材粉、粘土、タルク、雲母、金属粉又は炭酸塩及び酸化物などの
不活性無機材料等の粒子状充填材もかなりの割合で含む。遊離炭素は廃棄物の燃焼価を非
常に高くする。更に他の充填材も、本発明の方法によって容易に燃焼／酸化し、処理する
ことができる。
本発明の方法においては、廃棄物材料を先端浸漬ランス（ top-submerged lancing）送入
式反応装置の反応槽に投入する。この反応槽は、装置の少なくとも１個の先端浸漬ランス
を用いて、遊離酸素含有ガスを反応槽内へ先端浸漬送入することによって乱流状態に維持
されている溶融スラグ浴を有する。廃棄物はスラグ浴に取り込まれ、スラグ浴内で先端浸
漬送入によって生じている燃焼／酸化ゾーンに循環される。廃棄物は燃焼／酸化ゾーンで
の送入ガス中の遊離酸素分及びスラグの熱エネルギーに曝されることで、酸化及び／又は
分解する。すなわち、この反応装置は、スラグ浴が、廃棄物の燃焼及び分解時の酸素及び
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熱エネルギー移動のための移動媒体もしくは触媒として作用する条件を提供するものであ
る。
廃棄物が微粉砕状態である場合は、遊離酸素含有ガスの先端浸漬送入を行うランスによっ
て、燃焼／酸化ゾーンであるいはそのゾーンに隣接する箇所で、スラグ浴中に送入するこ
とができる。廃棄物はそのガス中に飛沫同伴させることができる。別法として、必要に応
じて、廃棄物を、ランスの別の経路を介して酸素を投入するスラグ浴に供給することがで
き、その場合、廃棄物は窒素などの不活性キャリアガスに飛沫同伴させる。更に別の代替
法では、燃焼／酸化ゾーン又はそのゾーンに隣接する箇所あるいはそのゾーンから離れた
箇所で、装置の更に別のランスを介して、例えば不活性飛沫同伴ガスとともに廃棄物を供
給することができる。
廃棄物が塊状である場合、あるいは粗すぎてランスを介して供給できない粒子の状態であ
る場合には、反応槽の送入口からスラグ浴に投入することができる。最も好ましくは、反
応槽にガスロック送入チャンバを設け、それを介して廃棄物を送入口に供給する。しかし
ながら、ある代替配置では、反応槽の周囲側壁に組み込まれたサイホンを介してスラグ浴
中に廃棄物を直接強制送入する操作が可能な廃棄物送入システムを反応槽に設ける。
少なくとも廃棄物が反応槽中で燃焼している間、スラグは約１１００～１８００℃、好ま
しくは１１００～１４００℃の温度に維持され得る。廃棄物の燃焼価がそれには不十分で
ある場合、好適な燃料をスラグ浴に供給して、温度をその範囲内に維持する。好適な燃料
には、天然ガス、燃料油及び石炭などがある。天然ガス、燃料油又は粒子状石炭の場合、
燃料のスラグ浴への投入は、酸素含有ガスの先端浸漬投入に用いられるランスを介して、
あるいは別の先端浸漬投入ランスを介して行うことができる。石炭又は燃料油の場合、燃
料は別法として、廃棄物供給に使用される投入口などの反応槽の送入口又はサイホンを介
して加えることができる。後者の場合、石炭は塊状もしくは粒子状であることができ、必
要に応じて、石炭もしくは燃料油を廃棄物と混和して、廃棄物とともに供給することがで
きる。
廃棄物の燃料価が、１１００～１８００℃のスラグ浴温度に必要な燃料価を超える場合、
反応槽への廃棄物及び燃料の相対供給速度、スラグ中への遊離酸素含有ガス投入速度の適
切な制御及び／又はガス中の遊離酸素含有量の適切な低減によってそのような温度を維持
することができる。しかしながら、燃料燃焼に要求される酸素分を差し引いた後に少なく
とも廃棄物の燃焼価に等価な化学量論量の遊離酸素を提供するような速度で遊離酸素含有
ガスを送入することで、廃棄物及び燃料の供給を、廃棄物のスループットを最適なものと
する速度に維持することが好ましい。従って後者の場合、スラグ浴から熱エネルギーを抜
き取りもしくは吸収して、その温度を要求される範囲に保持することが必要になる場合が
ある。熱エネルギーの抜き取りは、反応槽内に設けられ、外部供給源から冷却水又はスチ
ームが循環する水冷式又はスチーム式の熱交換器によって行うことができる。熱交換器は
好ましくは、必要に応じて上下できるようにする。更に、熱エネルギーの抜き取りは、反
応槽の外側の周囲スチール筐体に、あるいは直接反応槽内に冷媒の水を噴霧することで行
うことができる。更にその上、あるいは別法として、スラグを反応槽から排出して造粒し
た後に、スラグ形成流又は再循環スラグなどの低エネルギー供給原料ストックをスラグ浴
に加えることで、スラグ浴内で熱エネルギーを吸収することができる。同様に、水を添加
するかあるいは他の固体廃棄物とともに加えられたペースト及びスラッジなどの適当な廃
棄物中の存在している水を添加するかして、廃棄物流と共に水を供給することで熱エネル
ギーを反応槽内で吸収することができる。
本発明による方法においては、廃棄物の燃焼／酸化は主としてスラグ浴の上側領域で起こ
る。関与する主要な反応は、既存の方法に関して上記で詳細に説明した反応（１）～（３
）である。それらの反応は、既存の方法と比較して本発明の方法における方が、より有効
かつより完全に進行する。しかしながら、これらの反応及び廃棄物の構成物の分解によっ
て生じる一部の不完全燃焼のガス及び炭化水素がスラグ浴から放出される場合がある。こ
れが当てはまる場合、一形態として本発明の方法は、スラグ浴より上の反応槽空間での可
燃性放出ガスの再燃焼もしくは後燃焼を利用して、それらのガスの反応槽中でのほぼ完全
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な酸化を行うものである。説明を容易にするため放出される炭化水素をメタンとして表現
した場合に関与する反応には以下のものがある。
２ＣＯ＋Ｏ 2＝２ＣＯ 2

２Ｈ 2＋Ｏ 2＝２Ｈ 2Ｏ
ＣＨ 4＋２Ｏ 2＝ＣＯ 2＋２Ｈ 2Ｏ
そうして全ての反応は反応槽中で起こり、反応槽を出るガスはほぼ完全に反応して、Ｈ 2

Ｏ及びＣＯ 2などの無害な物質になる。条件は、実質的に、フラン類、ダイオキシン類及
びＰＣＢ類などの複雑な分子種がガス中に残留しないようなものとする。
後燃焼に要求される遊離酸素は、廃棄物及び燃料の燃焼／酸化に対する酸素要求量より多
い、化学量論的に過剰な遊離酸素を含む先端浸漬投入によって供給されるガスによって、
たとえそのガスがスラグ層内に残留するとしても、提供することもできる。その場合、一
部の後燃焼はスラグ浴内部で起こり得るが、スラグ浴の上での後燃焼を完結するための過
剰の遊離酸素の一部が浴から放出される。しかしながら、スラグ浴の上での気－気混和、
つまり不完全燃焼したガス及び炭化水素の遊離酸素への曝露を最大とするには、後燃焼用
の酸素を浴上の反応槽空間に供給することが好ましい。浴上への遊離酸素の供給は、酸素
を反応槽空間中に直接供給する独立のランス又は送入手段を利用して行うことができる。
しかしながら、好ましくは、フロイド（ Floyd）に対する米国特許５２５１８７９号及び
オーストラリア特許６４０９５５号に対応するＰＣＴ明細書ＷＯ９１／０５２１４（ＰＣ
Ｔ／ＡＵ９０／００４６６）号に開示されているようなランスを使用することでその空間
に直接酸素を供給する。
ＷＯ９１／０５２１４号に開示のランスにより、延びた管状シュラウドを介して延長した
第１の延長管を介して、スラグ浴中への遊離酸素含有ガスの先端浸漬送入を行うことがで
きる。そのシュラウドは、第１の管周囲のその管に沿った流路を決定するものであり、第
１の管の下側の放出末端より上で終了している。浴中への遊離酸素含有ガスの先端浸漬送
入用にスラグ浴中に挿入された第１の管の放出末端とともに、シュラウドの下側末端及び
それが規定する流路の下側開放末端は、スラグ浴の上表面より上に距離を隔てて配置され
ている。酸素又は遊離酸素含有ガスは、ランスの上側末端で、その流路に供給されて、流
路に沿って流れ、流路の下側開放末端から、浴より上の反応槽空間中に放出される。後燃
焼用に遊離酸素を提供するのに加えて、流路を通る気流は、ランスの有効な冷却を行う。
少なくともランスの主管、すなわちこの直前の段落で言及した第１の管を水冷するようラ
ンスを調整し、それによって先端浸漬送入のための遊離酸素含有ガスを供給することが好
ましい。この目的のために、ランスを、フロイドらに対する米国特許５３０８０４３号に
従ったものとすることができる。それは特に、その米国特許に開示のランスにもＷＯ９１
／０５２１４号の開示に従って機能するシュラウドを設けることができるからである。水
冷ランスの使用は、溶融スラグの腐食作用及び熱劣化に対してランスを更に保護し、それ
によって純粋な酸素又は高レベルに酸素豊富の空気の先端浸漬送入及び１８００℃までの
高い浴温の使用が容易になるという利点を有する。
ＷＯ９１／０５２１４号及び米国特許５３０８０４３号の各特許は、本願の譲受人に譲渡
されており、各特許の開示についてはここで参照することで、本発明に包含される。
後燃焼は、専らスラグ浴より上の反応槽空間で起こる場合であっても、浴への熱エネルギ
ーの移動をもたらす。つまり、スラグ浴における必要な運転温度１１００℃～１８００℃
を維持するには、それを考慮することが必要である。しかしながら後燃焼は、放出ガスの
完全な燃焼／酸化を確保するだけでなく、スラグ浴へのその熱エネルギーの移動によって
、燃料消費を低減することができるという利点を有する。
スラグ浴への遊離酸素含有ガスの先端浸漬送入は、スラグを乱流状態に維持するためのも
のである。乱流は、浴より上の反応槽空間の下側の領域でのスラグの顕著な跳ね上がりを
起こすためである。そのような跳ね上がりは最も好ましくは、浴中の要求される送入位置
まで先端浸漬ランスを下げる前に開始しており、それによってランスの下側部分が跳ね上
がったスラグで被覆されるようになる。スラグ被覆は、ランスを通過して供給される遊離
酸素含有ガスの冷却効果によって固化し、それによって固体のスラグ被覆が維持されて、
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それが溶融スラグの腐食作用及び熱劣化からランスを保護することになる。しかしながら
跳ね上がりはまた、浴より上の反応槽空間でのスラグとガスの間の液－気接触、つまり、
要求される燃焼／酸化反応の完結を最大とするものである。後燃焼は最も好ましくは、ス
ラグの跳ね上がりが起こる反応槽空間の下側領域で行われる。乱流はまた、反応槽に投入
される新鮮な廃棄物をスラグ浴内に引き込む上でも役立ち、その新鮮廃棄物が浴中で、ラ
ンスを介して供給される遊離酸素含有ガスの先端浸漬送入によって生じるスラグ中の燃焼
ゾーンに循環するのにも役立つ。
反応装置の少なくとも一つの先端浸漬ランスによって送入される遊離酸素含有ガスとして
は、空気、酸素又は酸素豊富空気があり得る。後燃焼のための酸素も、空気、酸素又は酸
素豊富空気であり得る。各場合において、ＮＯｘの発生が低減されることから、ガスは好
ましくは酸素である。上記したように、廃棄物の燃料価を補足する必要がある場合、燃料
としては天然ガス、燃料油及び／又は石炭があり得る。最も好ましくは、燃料はランスか
ら、あるいは２本以上ある場合には少なくとも一つのランスからスラグ浴中に送入して、
遊離酸素含有ガスの先端浸漬送入を行う。そのような燃料の送入により、スラグで発生す
る乱流によるゾーンへの廃棄物循環を生じると共に、ランスもしくは各ランスによって発
生する燃焼ゾーンでの燃料の高濃度化が促進しされる。
浴のスラグはシリカをベースとするスラグであり、生石灰、マグネシア、アルミナ、酸化
ナトリウム、酸化カリウム、酸化鉄及び酸化マグネシウムなどの１以上の他の酸化物を溶
解状態で含んでいる。スラグの流動性を適切なレベルに維持して、その組成と、従って要
求されるスラグ温度１１００～１８００℃に相対するその融点についての制御を行うこと
で、乱流及び跳ね上がりの発生を促進することができる。
本発明の方法による廃棄物の燃焼／酸化においては、廃棄物中の金属価は、対象とする金
属に応じて、反応槽ガス又はスラグ中で確認される。Ｐｂ、Ｓｂ、Ａｓ及びＣｄ及び／又
はそれらの酸化物などの揮発性の金属及び／又は酸化物は実質的に完全に揮発し、ガス中
で確認されるが、Ｚｎ又はその酸化物の一部も揮発し得る。放出されたこれら金属の元素
蒸気はガス中で後酸化によって酸化される。Ｆｅ及びＡｌならびに残留しているＺｎなど
の非揮発性の金属及びその酸化物は、酸素系材料としてスラグ浴に取り込まれる。更に、
最初にガラスとして廃棄物中に存在する金属価はスラグ浴によって溶融され、取り込まれ
て、いずれの金属の酸化物も、対象とする金属に応じて、浴中に保持されるか、あるいは
放出される。
セルロース、リグノセルロース、植物性物質もしくは動物性物質からなる他の廃棄物、プ
ラスチック及び他の炭化水素物質のいずれであっても、結合炭素含有物質は、本発明の方
法によって容易に処理することができる。その性質に応じて、これらの形態の廃棄物は、
容易に燃焼／酸化及び／又は分解反応もしくは熱分解することができる。そのような廃棄
物は、そのような効果が浴から放出できるＣＯ、ＣＯ 2、Ｈ 2、Ｈ 2Ｏ及び短鎖炭化水素ガ
ス生成物あるいは炭素煤煙に廃棄物を変化させるまで、スラグ浴中にとどまる。
ＣＯ、Ｈ 2及び短鎖炭化水素などの放出ガスならびに煤煙は次に、後燃焼酸素による燃焼
／酸化に曝されて、主としてＣＯ 2及びＨ 2を生じる。しかしながら、廃棄物中にハロゲン
化物が存在すると、それらはガス中でハロゲン化水素蒸気として確認されることになる。
本発明の方法はバッチ操作で行うことができるか、あるいは連続もしくは半連続式に行う
ことができる。バッチ操作では、廃棄物の連続投入物を処理して、スラグ浴の量を大きく
してから、抜き取りを適切に行ってその量を減らして初期レベルに戻すようにすることが
できる。連続操作では、廃棄物を反応槽に連続的に投入し、スラグを連続的に抜き取るこ
とができる。半連続操作では、廃棄物を連続的に投入し、スラグは必要に応じて時々抜き
取ることができる。抜き取ったスラグについては、造粒及び／又はさらなる処理を行って
、例えば建築材料への使用又はショットブラスティングなどのエンジニアリング目的に利
用することができる。別法として、スラグを顆粒とし、埋立材として用い、一方で前記し
たように、少なくとも一部のスラグを、浴温制御のための低エネルギー供給原料ストック
として反応槽に再循環することができる。スラグはガラス状の相であり、ほぼ無孔性であ
って、溶解物中の酸化物の活性は低くなっている。スラグは風化及び溶解プロセスに対し
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てほぼ不活性であることから、埋立材としての使用又は建築材料への使用に好適である。
反応槽は、封止送入穴もしくはサイホン送入穴、スラグ抜き取り用の閉鎖可能な抜き取り
穴、ならびにスラグ浴より上の反応槽空間からのガスの放出のための排気煙道以外、材料
が外に出ないように閉鎖されている。煙道を介して抜き取られた高温ガスは、急速冷却操
作を受ける。これは、フラン類及びダイオキシン類などの有害分子種の再形成の危険性を
回避するためのものである。ただし、そのような再形成は起こりにくいものである。急冷
により、関与する複雑な反応が起こるには時間が不十分となり、しかもガスにそのような
化学種が実質的に含まれないようにする。
高温ガスの急冷は、適切な方法であればいずれの方法であっても行うことができるが、好
ましくは実際の操作上最も短時間に、約３００℃以下、例えば１５０℃～３００℃まで温
度を下げる。高温ガスを冷却することができる一つの簡便な方法は、ガスを水の微細ミス
トに通過させて、急速な気化冷却を行うものであり、それにはＨＦ及びＨＣｌなどの水溶
性成分を溶液中に取り込むという利点もある。別法は、新鮮な高温ガスに曝される前に、
熱交換器を通って再循環して冷却される流動床ボイラー系の熱交換媒体を形成している、
砂又は粒状スラグなどの好適な材料の粒子床を通過させるというものである。これらの各
種急冷法はそれぞれ、ガスを迅速に、例えば約３００℃以下に冷却して、構成成分のガス
間で更に反応が起こるのを効果的に防止することができる。
冷却後、ガスを静電沈殿槽又はバグハウスなどで濾過して、粒子フュームを除去すること
ができる。フュームはほとんどの場合、ＰｂＯ、ＺｎＯならびにあらゆるＡｓ 2Ｏ 3及びＳ
ｂ 2Ｏ 3などの重金属酸化物、更には炭素煤煙を含んでいる。濾過したフュームは、通常の
手段によって処理して金属を回収することができる。
濾過後、通常の方法を用いて、ガスをスクラビング反応に供して、ＨＦ、ＨＣｌ、ＳＯ 2

及びＳＯ 3などの酸を除去することができる。得られたガスは、Ｈ 2Ｏがスクラビング操作
で凝縮していることから実質的にＣＯ 2からなり、有害・有毒化合物が実質的にないこと
から、安全に排出することができる。後者の点に関しては、先端浸漬送入ガス及び後燃焼
ガスとして酸素を使用することで、ＮＯｘの発生を最小化することができる。更に、それ
にも拘わらず、あるいは酸素の代わりに空気もしくは酸素豊富空気を使用したために発生
したＮＯｘは、スクラビング操作で実質的に除去することができる。
本発明の方法は、既存の方法に勝る多くの優位性を提供するものである。先端浸漬ランス
送入式反応装置は、一定の廃棄物処理速度に関して、既存の方法に必要な装置と比較して
コンパクトでありながら、しかもその資本コスト及び運転コストも相対的に低い。既存の
方法のように、単に灰残渣を生成するのではなく、本発明の方法はスラグ生成物を形成し
、その生成物はガラス相であることから、あらゆる生成灰を包含し、フュームを形成する
ことができない重金属を固溶体中に保持する。
本発明の方法においては、ほとんどの重金属をフューム生成物中に除去することができる
。フューム生成物は、その生成物を金属回収操作で処理できるだけ豊富にそのような金属
を含有している。それとは対照的に、既存の方法は重金属のフューム生成物形成の効率が
非常に低く、それらの金属のかなりの量が、取り扱いが困難な灰残渣中に、単に遊離状態
で取り込まれる。
本発明の方法によって生じるガス状生成物は、フラン類、ダイオキシン類及びＰＣＢ類な
どの有毒化合物を非常に低量とし、通常は本質的に存在しないようにすることができる。
既存の方法とは対照的に、これは、反応槽中の先端浸漬送入及び反応槽中での後燃焼によ
る有効な燃焼／酸化により、正の調節（ positive control）で行うことができる。更に、
排気煙道を介して抜き取られるガスは重金属及びヒドロキシハライドを含有し、これらは
高レベルの効率で容易に除去して、有毒・有害成分を実質的に含有しない排出可能な残渣
ガスを得ることができる。この点に関しては、上記したように、酸素を用いることでＮＯ
ｘの濃度を低下させることができ、酸素を使用しているにも拘わらず、又は空気もしくは
酸素豊富空気の使用のために排気煙道を介して抜き取られたガス中に存在するＮＯｘ化合
物は容易に除去することができる。
本発明は遊離炭素を含まない廃棄物に適用可能であるが、同様に、車両タイヤ及び充填材
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としてのカーボンブラックを有するプラスチック製品を引用して例示したように遊離炭素
を含む廃棄物にも適用可能である。遊離炭素が存在する場合、それによって廃棄物の燃料
価が上昇し、従って燃料としての石炭、燃料油又は天然ガスの使用の要求は低減する。更
に、上記で詳述したようなゴム材料及びプラスチック材料に存在する他の粒状充填材も本
発明の方法によって処理することができる。そのような他の充填材は、容易に燃焼／酸化
することができるか、あるいはその組成に応じて、簡単にスラグ浴に溶かすことができる
。燃焼／酸化する場合、充填材からの金属価は、対象の金属に応じて、放出ガスもしくは
スラグで確認することができ、炭酸塩の場合のＣＯ 2などの他の成分は高温ガスで確認す
ることができる。実際、車両バッテリー容器を構成しているプラスチック廃棄物の場合、
本発明の方法は、バッテリーの内容物を他の廃棄物の場合同様に燃焼／酸化させることが
できることから、廃棄された車両バッテリーを完全に処理することができるものである。
本発明は更に、廃熱エネルギーの回収に適用して、必要に応じてそのエネルギーを利用す
ることができるものである。排気煙道を介して反応槽から抜き取られる生成高温ガスの冷
却で、かなりの廃熱エネルギーを回収することができる。回収された廃熱エネルギーは必
要に応じて、廃棄物の予備加熱及び／又は先端浸漬送入及び／又は後燃焼に使用されるガ
スの予備加熱に利用することができる。そのような利用は、例えば廃棄物の燃料価が比較
的低い場合に有効なものとなり得るものであり、しかも要求されるスラグ浴温を維持する
のに必要な燃料のレベルを最小化するものである。更に、特に高い燃料価を有する廃棄物
の場合、廃熱エネルギーを、使用している熱交換器から回収して、スラグ浴温がそのよう
な要求される温度を超えないようにすることができる。
本発明の方法の更に別の重要な利点は、有毒・有害成分を安全な形に取り込んだスラグを
形成することから得られるものである。被処理廃棄物と比較して、更には既存の方法によ
って得られる灰残渣と比較しても、スラグの体積を小さくすることができる。そのように
、本発明の方法によって達成される体積低減によって、かなりの利益が得られる。
本発明の方法を更に詳細に説明するため、添付の図面について言及する。
図１は、本発明の方法を実施するのに好適な先端浸漬ランス送入式反応装置の第１の実施
態様を示す図である。
図２は、そのような反応装置の第２の実施態様を示す図である。
図１には、反応槽１２、先端浸漬送入ランス１４及びオフガス冷却系１６を有する反応装
置１０を示してある。反応槽１２は、通常はスチール外壁を有する耐火性ライニングされ
た容器１８を有する。容器１８はチャンバ２０を規定し、チャンバ内での操作時には、溶
融スラグ浴２２が形成される。操作時に発生するガスは、ガス空間すなわち浴２２より上
のチャンバ２０の部分を通過し、排気煙道２４を介して排出することができる。反応槽１
２には、通常は閉鎖された抜き取り口２６があり、それによって必要時に浴２２からスラ
グを抜き取ることができる。更に、反応槽１２には屋根１２ａに送入口２８があり、それ
によって送入弁３０の制御下に送入材料を投入することができる。送入口２８にはガスロ
ック（不図示）があって、放出ガスがそこから出ていくのを防止するようになっている。
送入口２８に加えて、反応槽１２には更に、反応槽の片側に位置するサイホン３２もある
。サイホン３２は永久的に開放されていて、浴２２のスラグ上側表面２２ａは露出してい
る。サイホン３２の位置では、開口部３４が容器１８の主側壁３６に形成されていて、開
口部３４の箇所では、壁３６の下側端３６ａは容器１８の底部壁３８より上に隔てられて
位置している。開口部３４を通ると、容器には外側障壁４０があり、それは開口部３４の
各側面で壁３６につながっていて、底壁３８から上方に端部３６ａより上に位置する障壁
上側端部４０ａまで突出している。
ランス１４は反応槽１２の屋根１２ａにある開口部から下方に突出しており、その開口部
にはチャンバ２０からガスが逃げ出すのを防止するシールが施されている。反応槽１２の
上には支持系（不図示）があって、必要に応じてランスを上下させることができる。図示
の配置においては、ランスは米国特許５３０８０４３号に従ってものであり、シュラウド
管４４及び補助冷却系４６として主導管系４２を有している。
導管系４２は、ランスの上側末端１４ａから下側放出末端１４ｂまで伸びている。系４２
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は中心導管４８と、導管４８から外側方向に３つの同心導管５０、５１及び５２を有する
。末端部１４ａでは、導管４８が、燃料としての粒状固体及びコネクタ４８を介して送入
源からの飛沫同伴ガスが送られてくるよう調整されている。固体は、導管４８の排出端に
あるバッフル５４を介して末端部１４ｂで分散させることができる。
ランス１４の末端部１４ｂでは、導管５０及び５２は、バッフル５４を囲み該バッフルと
連携して作用するランス先端５６によって閉じられている。導管５１は先端５６よりわず
かに上方を末端としていることで、冷媒水を系４２を通して循環させることができる。そ
うして、コネクタ５８を介して水をランス１４の末端部１４ａに供給して、導管５０と５
１の間に流し落とし、次に、先端５６の先端表面を通って導管５１と５２の間を上昇させ
て、コネクタ５９から排出することができる。更に、ランス１４の末端部１４ａにはコネ
クタ６０があり、それによって遊離酸素含有ガスを先端浸漬送入用に供給することができ
る。コネクタ６０から、ガスは導管４４と５０の間を下方に流れてバッフル５４と先端５
６の間の輪状発散隙間を通って末端部１４ｂで排出されて、浴２２での燃焼／酸化ゾーン
、浴２２での乱流及びスラグが飛散したスラグ上領域２３を形成する。
シュラウド管４４は、ランス１４の隣接する末端部１４ａから排出末端１４ｂより上に位
置する中間高さの位置まで延びている。シュラウド管４４は、導管系４２周囲で輪状流路
を規定して、その流路は下側端部が開放端となっている。管４４の上側末端にはコネクタ
４４ａがあり、それによって遊離酸素含有ガスを流路に供給して、その流路の下側開放末
端でランス１４の外側に排出することができる。
冷却系４６は、ランス１４の隣接する末端１４ａから、シュラウド管４４の長さの大半の
部分に沿って延びている。系４６は、シュラウド管４４周囲の上側末端で閉じている内管
６４と、管６４周囲の上側末端及び管４４周囲の下側末端で閉じている外管６５を有して
いる。コネクタ６６により、冷媒流体を供給して管６４と４４の間を下方に流し、次に管
６４と６５の間を上昇させて、コネクタ６７から排出させることができる。
オフガス冷却系１６は、商品名「フラックスフロー（ FLUXFLOW）」としてエー・アールス
トロム社（ A. Ahlstrom Corporation）から市販されているような流動床ボイラーを有し
てなる。系１６は、排気煙道２４の出口に設けられ、筐体６８を有し、その筐体が断面の
広がったチャンバ７０を規定している。反応槽１２から出てくる高温ガスは筐体６８を通
過して上方に放出され、チャンバ７０内の粒状熱交換媒体７２の床を流動状態に維持する
上で役立つ。熱交換媒体が高温ガスから熱エネルギーを抜き取り、一方で、水又はスチー
ムがチャンバ７０内の冷却コイル７４を循環して、系から熱エネルギーを抜き取る。冷却
されたガスは筐体６８の上側末端から出て、セパレータ（不図示であるが、通常はサイク
ロンを有する）に送られる。飛沫同伴固体は、セパレータによって冷却されたガスから除
去され、導管７６を介してチャンバ７０の流動床に循環されるか、あるいは更に先の処理
操作に送られる。
反応装置１０を用いた操作では、溶融スラグ浴２２は、ランス１４による遊離酸素含有ガ
ス及び燃料の先端浸漬送入によって形成される。スラグ温度は、被処理廃棄物に好適で、
浴２２にかなりのレベルの乱流を形成するのに好適な１１００～１８００℃に調節する。
好ましくは、スラグを跳ね上げさせて、送入酸素と系４２の導管５０、５１及び５２を通
って循環する冷媒によって固化したスラグで、少なくとも導管系４２の下側部分にスラグ
の被覆を行って、ランス１４上に保護スラグ被膜を形成する。
スラグを好適な温度でしかも乱流状態にしながら、都市廃棄物及び／又は産業廃棄物など
の被処理廃棄物を反応槽１２に投入する。廃棄物の投入は、投入口２８及び又はサイホン
３２を介して行う。
投入口２８を介して供給される廃棄物は、浴２２上に落下し、乱流によって溶融スラグ中
に引き込まれて、ランス１４の末端１４ｂの下側にある燃焼／酸化ゾーン６２に循環され
る。同様に、サイホン３２中に投入される廃棄物は、浴の乱流によって溶融スラグ中に引
き込まれ、ゾーン６２に循環する。ゾーン６２では、炭化水素系成分などの廃棄物の可燃
物が燃焼してガス反応生成物の発生及びスラグ中への残留灰取り込みが起こる。金属など
の酸化可能な構成分は酸化される。金属酸化物などの酸素系化合物及び発生する酸化物は
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、高温炉ガス中に放出されるか、あるいはスラグによって溶解物中に取り込まれる。
ランス１４の導管系４２を介して浴２２中に遊離酸素含有ガスの先端浸漬送入を行う際、
シュラウド管４４を介して、遊離酸素含有ガスが、浴２２の上のチャンバ２０のガス空間
中に排出される。その結果、浴２２への熱エネルギーの移動が生じて、廃棄物の燃焼／酸
化によって生じるＨ 2、ＣＯ及び炭化水素などの可燃性ガスが後燃焼される。更に、浴２
２から放出される金属蒸気も酸化される。
後燃焼による補助を受けて反応槽１２中で支配的となり得る１８００℃までの高温により
、反応槽１２に投入される廃棄物の実質的に完全な燃焼／酸化が確保される。そうして、
煙道２４を通る高温ガスはほぼＨ 2Ｏ、ＣＯ 2及び酸化物フュームから構成され、フラン類
、ダイオキシン類及びＰＣＢ類などの有毒もしくは有害な炭化水素を本質的に含有しない
。しかしながら、そのような高温であっても、ランス１４は、スラグの腐食作用及び熱劣
化に対して実質的に保護されている。そのような保護は、先端浸漬送入及び後燃焼用に供
給されるガスの冷却効果と、導管系４２を通って循環する水及び冷却系４６を通って循環
する冷媒流体によって行われる冷却によって維持することができる。
煙道２４を通過する高温ガスは、オフガス冷却系１６に入る。系１６のチャンバ７０内で
は、流れ込む高温ガスが熱交換媒体７２を流動状態に維持し、その後筐体６８の上側末端
から放出される。冷媒の水又はスチームはコイル７４を通って循環し、チャンバ７０から
熱エネルギーを抜き取る。その際、高温ガスは流動媒体７２に熱エネルギーを与え、後者
は熱エネルギーをコイル７４に移動させる。そうして高温ガスはチャンバ７０中で急速に
冷却され、好ましくは筐体６８から排出される時には温度が約３００℃以下となっている
。
系１６に進入する高温ガス中の固体及びフュームは、流動媒体７２によって実質的に完全
に吸収される。特に、フュームは媒体７２の粒子を被覆する傾向にあり、酸化物蒸気及び
金属蒸気はその粒子表面に凝縮する。粒子部分は反応槽１２に落下し得るものであり、被
覆物は通常再揮発する。しかしながら、それ自体で揮発しない場合には粒子はスラグの溶
解物中に取り込まれ、従ってチャンバ７０への補給粒子の供給が必要となる場合がある。
更に、一部の粒子は冷却ガス中への飛沫同伴のために筐体６８の上側末端から排出される
が、それは必要に応じて再循環させることができる。
前述のように、冷却されたガスは、導管（不図示）を介して筐体６８からサイクロンなど
のセパレータに送られる。媒体７２の飛沫同伴粒子は、必要に応じて導管７６を介してチ
ャンバ７０に再循環させることができる。冷却されたガスは、飛沫同伴固体を除去されて
セパレータを通過し、次に前述のような濾過及びスクラビング操作に供される。
次に図２に関してであるが、この図に示した反応装置は多くの点で図１の装置１０に類似
している。従って相当する場合には、同じ参照符号を用い、説明は、異なっている点に限
定する。
図２の装置１０においては、排気煙道２４の形状と、煙道を通る高温ガスを冷却するため
の配置が異なっている。図示のように、煙道２４には図１同様最初の上昇部分２４ａがあ
り、それは下方に方向を変えた部分２４ｂにつながっている。部分２４内には、少なくと
も１本の水の冷却ミストを発生させる噴霧導管８０が突出しており、そこを高温ガスが通
過して急冷される。ミストの冷却効果は図１の系１６に類似した効果を与え、高温ガスを
３００℃以下に急冷することができる。ミストは更に、フューム及び酸化物蒸気の少なく
とも一部を凝縮させるものであり、しかも一方で、それは高温ガス中に存在するハロゲン
化水素の少なくとも一部を溶液中に取り込ませるものである。
高温ガスの冷却を行う方法が異なる点を除いて、図２の装置１０を用いた操作は、図１の
装置を参照して述べたものと本質的に同じである。
図１及び図２のそれぞれの反応槽に関しては、ランス１４の導管系４２から先端浸漬送入
によって浴２２中に送入される遊離酸素含有ガスは、空気、酸素豊富空気又は酸素である
ことができる。酸素は、ＮＯｘの発生が低減し、浴２２の必要温度を達成する上で役立つ
ことから、最も好ましい。同じことが、シュラウド管４４を介して浴２２より上での後燃
焼用に供給される遊離酸素含有ガスに当てはまる。
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ランス１４の中央導管４８を介して供給される燃料は、燃料油、天然ガス又は粒状石炭で
あることができる。しかしながら、それに加えて、あるいは代替燃料として、燃料を投入
口２８を介して供給することができる。必要に応じて、投入口２８により、燃料として塊
状石炭を用いることができる。更に必要に応じて、スラグ形成流構成分又は補給スラグ粒
を投入口２８を介して投入することができる。
浴２２中への先端浸漬送入により、浴２２中においてかなりの乱流を発生・維持すること
ができ、しかもランス１４の排出末端１４ｂから下に燃焼／酸化ゾーン６２を形成するこ
とができる。乱流は、投入口２８及び／又はサイホン３２を介して供給される廃棄物が浴
２２中に引き込まれて、その中で循環してゾーン６２に到達できるようにするものでなけ
ればならない。好ましくは乱流は、浴２２からのスラグをチャンバ２０の後燃焼ゾーン中
に跳ね上げて、スラグとガスとの液－気接触及び浴２２への熱エネルギー移動を最大とす
ることができるようなものとする。
容器１８の壁３６から成る外周内部の浴２２で発生する乱流は、壁２６と壁４０の間のサ
イホン３２内にある浴２２の部分まで広がる。そうして、乱流の作用によって、サイホン
３２のところで反応槽１２に投入された廃棄物が引き込まれる。しかしながら、乱流は好
ましくは、サイホン３２内の浴２２の表面２２ａでのスラグの跳ね上がりが起こらないよ
うなものとする。必要に応じて送入スクリューなどの供給装置をサイホンに設けて、反応
槽１２への廃棄物の投入を促進することができる。
本発明の方法について更に説明するため、以下の実施例の説明を行う。

既存方法の有毒廃棄物焼却炉からの灰を含有する廃棄物を、図２による反応槽中で溶解す
ることで処理した。灰は、都市廃棄物の燃焼から得られたものであり、灰状固体と細かく
分かれた部分燃焼／部分酸化した炭化水素、炭素及び金属酸化物含有分の混合物であり、
取り扱いの困難な形態のものであった。
総量５００ｋｇの灰を混和機中で水と混和して固めた。次にそれを、投入口２８に設けら
れ炉ガスの漏出を防ぐシールを施した回転式供給機を用いて反応槽に供給した。反応槽に
はスラグ浴２２があり、それは静止状態で直径５００ｍｍ、深さ５００ｍｍであった。し
かしながら、湿潤灰廃棄物を投入する前に、ランス１４による先端浸漬送入によって浴内
にかなりの乱流を発生させ、それによってスラグ温度を１２３０℃とした。先端浸漬送入
はランスを用いて空気からなる遊離酸素含有ガスで行い、燃料として軽油を送入して着火
した。空気と油の投入速度は、廃棄物の投入及び溶解時の温度を１２３０℃に維持しなが
ら、油の燃焼に十分な酸素量が得られるようなものとした。
廃棄物は、６時間かけて投入・溶解した。この操作中、スチールくず８５ｋｇ及び生石灰
２０ｋｇを融剤としてスラグ浴に投入した。廃棄物構成分の燃焼／酸化及び燃料の燃焼に
よって廃棄物の溶解時に発生するガスは、スラグ浴より上の反応槽空間で、後燃焼もしく
は再燃焼した。後燃焼は、ランス１４のシュラウド管４４を介して、浴より上で、その空
間内に投入される空気によって行った。後燃焼用に供給される空気の量は、酸化された状
態の放出ガス中の全ての金属価の完全な後燃焼及び維持に必要な酸素より化学量論的に過
剰な量を維持するようなものとした。シュラウド管４４の下側末端は、静止状態ではスラ
グ表面の高さに近い位置にあり、それによって、先端浸漬送入によって発生する乱流がス
ラグの跳ね上がりを起こしている反応槽空間の領域で後燃焼が行われた。
溶解時に発生した高温炉ガスは、排気煙道部分２４ａ及び２４ｂを介して反応槽空間から
放出された。煙道２４の部分２４ｂにおいては、ガスを急冷するのに十分な水ミストの発
生により、気化冷却によって、ガスが冷却されて約１５０℃となった。水ミストにより、
フュームその他の凝集可能物又は水溶性物はほぼ全て凝縮し、ガスはその結果実質的にＣ
Ｏ 2からなるものとなった。次に、冷却されたガスを濾過・スクラビングして、最終的な
排出可能なガスを大気中に放出した。
総量でスラグ５３０ｋｇとフューム１４ｋｇが得られた。廃棄物灰、スラグ及びフューム
の組成は以下の通りであった。
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実施例



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
溶解の最終段階として、スラグを炉から抜き取り、造粒した。粒状スラグについて有毒成
分浸出を行って、それが建築材料としてのスラグの使用又は埋立材としての処分に関する
全ての要件を満足していることを認めた。
冷却、濾過及びスクラビング後の煙道ガスは、大気への放出に好適なものであることが認
められた。そのガスは、金属価又は炭化水素の含有量が無視できるだけのものであること
が認められた。廃棄物灰は相当量の有毒炭化水素を含有していたが、排出された煙道ガス
は本質的に炭化水素を含有せず、フラン類、ダイオキシン類及びＰＣＢ類などの有毒成分
を検出できるだけの量では含有しないことが認められた。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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