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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　廃棄物を処理する焼却炉を備えた焼却処理系統と、湿潤系廃棄物を処理するメタン発酵
槽を備えたメタン発酵処理系統と、を備えた複合廃棄物焼却処理システムにおいて、
　前記焼却処理系統にて発生した灰を湿式洗浄する灰洗浄手段と、前記メタン発酵槽にて
発生した発酵ガスからメタンガスと二酸化炭素とを分離するガス分離装置と、を設け、
　前記ガス分離装置により分離回収した二酸化炭素を前記灰洗浄手段に導入し、前記灰を
二酸化炭素の存在下で洗浄するようにし、
　更に前記ガス分離装置が、前記発酵ガスを流通させる処理槽と、該処理槽内を減圧排気
する減圧排気手段と、該処理槽内部に設けられた二酸化炭素吸着剤と、を備え、真空圧力
スイング吸着法により前記発酵ガスに含有される二酸化炭素を前記二酸化炭素吸着剤にて
選択的に吸着、分離するようにしたことを特徴とする複合廃棄物焼却処理システム。
【請求項２】
　前記灰洗浄手段が直列に複数段設けられ、前段側の灰洗浄手段では洗浄溶液による灰の
洗浄にて重金属類、塩素の初期除去が行なわれ、後段側の灰洗浄手段では前記二酸化炭素
存在下での洗浄溶液による洗浄にて重金属類の炭酸塩化及び塩素除去が行なわれるように
したことを特徴とする請求項１記載の複合廃棄物焼却処理システム。
【請求項３】
　前記ガス分離装置で分離回収したメタンガスを前記焼却炉に導入し、該メタンガスを焼
却炉の助燃用燃料又は起動用燃料として用いることを特徴とする請求項１記載の複合廃棄
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物焼却処理システム。
【請求項４】
　前記焼却炉の前段に廃棄物を破砕する破砕機が設けられ、前記ガス分離装置で分離回収
した二酸化炭素を前記破砕機に導入し、該二酸化炭素を破砕機の防爆剤用不活性ガスとし
て用いることを特徴とする請求項１記載の複合廃棄物焼却処理システム。
【請求項５】
　前記ガス分離装置で分離回収した二酸化炭素を溶接用ガスとして利用することを特徴と
する請求項１若しくは４記載の複合廃棄物焼却処理システム。
【請求項６】
　前記ガス分離装置で分離回収した二酸化炭素を植物成長促進剤として利用することを特
徴とする請求項１若しくは４記載の複合廃棄物焼却処理システム。
【請求項７】
　廃棄物を焼却炉にて焼却する焼却処理工程と、湿潤系廃棄物をメタン発酵するメタン発
酵処理工程と、を備えた複合廃棄物焼却処理方法において、
　前記焼却処理工程にて発生した灰を洗浄する灰洗浄工程を備え、
　前記メタン発酵処理工程にて発生した発酵ガスから真空圧力スイング吸着手段により二
酸化炭素を分離し、該分離した二酸化炭素を前記灰洗浄工程に導入し、前記灰を二酸化炭
素の存在下で洗浄するとともに、更に真空圧力スイング吸着手段が、前記ガス分離装置が
前記発酵ガスを流通させる処理槽と、該処理槽内を減圧排気する減圧排気手段と、該処理
槽内部に設けられた二酸化炭素吸着剤と、を備え、真空圧力スイング吸着法により前記発
酵ガスに含有される二酸化炭素を前記二酸化炭素吸着剤にて選択的に吸着、分離するよう
にしたことを特徴とする複合廃棄物焼却処理方法。
【請求項８】
　前記灰洗浄工程では灰の洗浄が段階的に行なわれ、前段側で洗浄溶液による灰の洗浄に
より重金属類、塩素の初期除去が行なわれ、後段側で前記二酸化炭素存在下の洗浄により
重金属類の炭酸塩化及び塩素除去が行なわれることを特徴とする請求項７記載の複合廃棄
物焼却処理方法。
【請求項９】
　前記発酵ガスから分離回収したメタンガスを前記焼却炉に導入し、該メタンガスを焼却
炉の助燃用燃料又は起動用燃料として用いることを特徴とする請求項７記載の複合廃棄物
焼却処理方法。
【請求項１０】
　前記焼却処理工程では、前記廃棄物を破砕した後に焼却するようにし、
　前記メタン発酵処理工程にて分離回収した二酸化炭素を前記破砕における防爆剤用不活
性ガスとして用いることを特徴とする請求項７記載の複合廃棄物焼却処理方法。
【請求項１１】
　前記メタン発酵処理工程にて分離回収した二酸化炭素を溶接用ガスとして用いることを
特徴とする請求項７記載の複合廃棄物焼却処理方法。
【請求項１２】
　前記メタン発酵処理工程にて分離回収した二酸化炭素を植物成長促進剤として用いるこ
とを特徴とする請求項７記載の複合廃棄物焼却処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、都市ごみ、下水汚泥、産業廃棄物等の廃棄物を焼却処理する焼却炉を備えた
焼却処理系統と、湿潤系廃棄物をメタン発酵処理するメタン発酵槽を備えたメタン発酵処
理系統とからなる廃棄物複合焼却処理システム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、廃棄物処理問題の顕在化に伴い、資源を有効利用し循環サイクルを構築すること
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により環境保全及び省資源化を図る廃棄物の複合システムが提案、実用化されている。こ
れは、各種廃棄物を処理する複数の処理系統を有機的に結び付け、ある処理系統で発生し
た生成物を他の処理系統にて有効利用し、系外へ排出される廃棄物を極力抑えるとともに
省エネルギ、省資源化を図るものである。
　例えば、特許文献１では、廃棄物の焼却装置を備えたボイラと、過熱器と、過熱器から
の蒸気により発電する発電設備とを有し、別に、廃棄物から発酵ガスを生成する発酵槽を
設け、該発酵槽からの発酵ガスを前記過熱器の燃料として用いるように構成したシステム
が開示されている。
　このように、廃棄物処理の過程で発生した生成物を有効利用することにより資源の循環
サイクルが形成される。
【０００３】
　また、廃棄物処理にて発生する生成物を別の産業で再利用する方法も種々提案、実用化
されている。廃棄物を焼却処理した際に発生する焼却灰、飛灰等の灰は、セメント原料、
細骨材等の土木資材などとして再利用できる。さらに、特許文献２では、廃棄物をメタン
発酵処理した際に発生する発酵ガスを燃料として発生させた電気、熱、炭酸ガスを植栽物
の栽培工程で消費する資源として利用する方法が開示されている。
　しかし、上記したように廃棄物処理における生成物を他の産業で再利用する場合には、
特に安全性、信頼性の確保が要求されるためこれらを完全に無害化する必要がある。
【０００４】
　廃棄物の焼却処理にて発生する灰は、カドミウム、鉛、亜鉛等の重金属類や塩素分が含
有され、これらの成分は土木資源として再利用する際に品質に悪影響を与えるとともに重
金属類は人体に対しても有害であるため、灰を再利用する場合にも、又埋立する場合にお
いても灰を確実に無害化する処理方法の確立が求められている。
　従来は灰を水で洗浄することにより、重金属類、塩素を除去する方法が広く用いられて
いたが、単に灰を水洗するだけではこれらの有害物質を除去しきれず、灰中に残留してし
まうという問題があった。
【０００５】
　そこで、特許文献３では廃棄物焼却装置で発生する焼却残渣の処理において、炭酸若し
くは炭酸水素塩を含有するキャリア媒体を供給することにより焼却残渣を炭酸塩化し、焼
却残渣に含有される重金属類を固定化する方法を開示している。
　また、特許文献４では、灰の洗浄懸濁液に二酸化炭素を含むガスを吹き込んで撹拌洗浄
することにより、難溶性のフリーデル氏塩が含まれている場合には該フリーデル氏塩を分
解して塩素を溶出させ、さらにガスの吹き込みを停止して、この塩素を含む洗浄懸濁液に
て灰を洗浄することにより灰中の重金属類を溶出させる処理方法が開示されている。
　さらに前記特許文献３、４において、炭酸若しくは炭酸水素塩、二酸化炭素の供給源と
して焼却炉排ガスを用いることが提案されている。
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－２６５８５８号公報
【特許文献２】特開２００３－２３８８７号公報
【特許文献３】特開２０００－１５７９５３号公報
【特許文献４】特開平１０－１２８３０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　廃棄物焼却処理により発生した灰を無害化処理するに際し、従来は特許文献３に代表さ
れるように、灰に含有される重金属類等の有害物質を固定化して無害化する方法が広く用
いられていた。しかし、近年の有害物質排出基準は厳しくなる傾向にあり、セメント原料
、細骨材等の土木資材などとして資源化を図る場合には、安全性、信頼性を確保するため
に重金属類の溶出基準とともに含有量についても低減することが要求されている。従って
、重金属類を多量に含む灰については灰中に封じ込めるだけでは不十分であり、重金属類
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を積極的に分離して重金属類含有量の低い資材を提供する必要がある。
【０００８】
　特許文献４では、灰の洗浄懸濁液中に二酸化炭素を導入してフリーデル氏塩を溶出した
後に塩素により重金属類を除去する方法が提案されているが、洗浄懸濁液に二酸化炭素を
導入することにより灰に含有される重金属類も同時に炭酸塩化してしまい、灰中に固定化
されて残留してしまう惧れがある。これにより、塩素による重金属類の除去が円滑に行な
われず、重金属類の含有量を低減することは困難であった。
　また、排ガスを用いて炭酸塩化する方法では、排ガス中の煤塵や腐食成分が洗浄装置に
悪影響を及ぼす惧れがあり、一方、外部から炭酸塩化用の二酸化炭素を供給するとコスト
が嵩むという問題があった。
　従って、本発明は上記従来技術の問題点に鑑み、廃棄物焼却処理により発生した灰から
重金属類、塩素を確実に除去し、且つ灰処理用薬剤を外部から供給することなくシステム
内で供給できる複合廃棄物焼却処理システムを提供することを目的とする。
【０００９】
　また、他の目的として、廃棄物焼却炉を備えた焼却処理系統とメタン発酵槽を備えたメ
タン発酵処理系統からなる複合廃棄物焼却処理システムを構築するにあたって、これらの
処理系統にて発生する生成物を有効利用し、環境保全の観点から資源の有効利用及び排出
物の減量化が可能である複合廃棄物焼却処理システム及び方法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】
【００１０】
　そこで、本発明はかかる課題を解決するために、廃棄物を処理する焼却炉を備えた焼却
処理系統と、湿潤系廃棄物を処理するメタン発酵槽を備えたメタン発酵処理系統と、を備
えた複合廃棄物焼却処理システムにおいて、
　前記焼却処理系統にて発生した灰を湿式洗浄する灰洗浄手段と、前記メタン発酵槽にて
発生した発酵ガスからメタンガスと二酸化炭素とを分離するガス分離装置と、を設け、
　前記ガス分離装置により分離回収した二酸化炭素を前記灰洗浄手段に導入し、前記灰を
二酸化炭素の存在下で洗浄するようにし、
　更に前記ガス分離装置が、前記発酵ガスを流通させる処理槽と、該処理槽内を減圧排気
する減圧排気手段と、該処理槽内部に設けられた二酸化炭素吸着剤と、を備え、真空圧力
スイング吸着法により前記発酵ガスに含有される二酸化炭素を前記二酸化炭素吸着剤にて
選択的に吸着、分離するようにしたことを特徴とする。
　
【００１１】
　本発明によれば、上記したように灰を水等の洗浄溶液にて懸濁洗浄する際に、二酸化炭
素を供給して二酸化炭素存在下で洗浄することにより、灰に含有される難溶性のフリーデ
ル氏塩を炭酸塩化し、塩素の溶出を促進することが可能となる。また、洗浄溶液にて洗い
落とせない重金属類も二酸化炭素の導入によって炭酸塩化するため、灰中で固定化されて
無害化することができる。このように、灰を洗浄溶液にて洗浄する際に二酸化炭素の存在
下で洗浄することにより、重金属類、塩素を確実に除去でき、灰の無害化が可能で、灰を
再利用に適した資材とすることができる。
　また、本発明ではメタン発酵処理系統にて発生した発酵ガスから分離精製し、回収した
二酸化炭素を利用しているため、外部から二酸化炭素を供給することなくシステム内で発
生した二酸化炭素を有効利用でき、且つ前記回収される二酸化炭素は高濃度であるため、
排ガス等を利用する場合に比べて炭酸塩化の反応効率が高く、効果的な無害化処理とする
ことができる。
【００１２】
　また、前記灰洗浄手段が直列に複数段設けられ、前段側の灰洗浄手段では洗浄溶液によ
る灰の湿式洗浄にて重金属類、塩素の初期除去が行なわれ、後段側の灰洗浄手段では前記
二酸化炭素存在下での洗浄溶液による湿式洗浄にて重金属類及び塩素分の炭酸塩化と塩素
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の除去が行なわれるようにしたことを特徴とする。
　これは、灰洗浄において先に炭酸塩化工程を行なうと、灰に含有される重金属類が固定
化されて高濃度で灰中に残存してしまう惧れがあるため、本発明のように先ず重金属類の
大部分を重金属類初期除去工程にて溶出させた後に炭酸塩化工程を行なうことにより、灰
中の重金属類含有量を低減するとともに、塩素含有量を低減することが可能となる。
【００１３】
　また、前記ガス分離装置で分離回収したメタンガスを前記焼却炉に導入し、該メタンガ
スを焼却炉の助燃用燃料又は起動用燃料として用いることを特徴とする。
　本発明によれば、前記発酵ガスから分離精製し、回収したメタンガスを利用しているた
め、外部から燃料ガスを供給することなくシステム内で発生したメタンガスを有効利用で
きコスト削減が図れ、また前記回収されるメタンガスは高濃度であるため、燃焼効率が高
く、且つ排ガス発生量が少ないため後段の排ガス処理設備にかかる負荷を軽減することが
できる。
【００１４】
　特に本発明は、前記ガス分離装置が、前記発酵ガスを流通させる処理槽と、該処理槽内
を減圧排気する減圧排気手段と、該処理槽内部に設けられた二酸化炭素吸着剤と、を備え
、真空圧力スイング吸着法により前記発酵ガスに含有される二酸化炭素を前記二酸化炭素
吸着剤にて選択的に吸着、分離するようにしたために、前記発酵ガスに含有される二酸化
炭素を真空圧力スイング吸着法により選択的に分離、回収することにより、濃度の高い二
酸化炭素、メタンガスを得ることが可能である。
【００１５】
　また、前記焼却炉の前段に廃棄物を破砕する破砕機が設けられ、前記ガス分離装置で分
離回収した二酸化炭素を前記破砕機に導入し、該二酸化炭素を破砕機の防爆剤用不活性ガ
スとして用いることが好ましく、さらに、前記ガス分離装置で分離回収した二酸化炭素を
溶接用ガス若しくは植物成長促進剤として利用することが好適である。
　前記ガス分離設備で分離したメタンガスと二酸化炭素は高濃度で高品質なガスとなるた
め、システム内若しくは他の産業にて有効利用することができる。
　これらの発明のごとく、ガス化処理系統とメタン発酵処理系統とを有機的に結合して生
成物を有効利用することにより、資源の循環サイクルが形成され、資源の有効利用及び排
出物の減量化が達成できる。
【００１６】
　また方法の発明として、廃棄物を焼却炉にて焼却する焼却処理工程と、湿潤系廃棄物を
メタン発酵するメタン発酵処理工程と、を備えた複合廃棄物焼却処理方法において、
　前記焼却処理工程にて発生した灰を洗浄する灰洗浄工程を備え、
　前記メタン発酵処理工程にて発生した発酵ガスから真空圧力スイング吸着手段により二
酸化炭素を分離し、該分離した二酸化炭素を前記灰洗浄工程に導入し、前記灰を二酸化炭
素の存在下で洗浄するとともに、更に真空圧力スイング吸着手段が、前記ガス分離装置が
前記発酵ガスを流通させる処理槽と、該処理槽内を減圧排気する減圧排気手段と、該処理
槽内部に設けられた二酸化炭素吸着剤と、を備え、真空圧力スイング吸着法により前記発
酵ガスに含有される二酸化炭素を前記二酸化炭素吸着剤にて選択的に吸着、分離するよう
にしたことを特徴とする。
　
【００１７】
　また、前記灰洗浄工程では灰の洗浄が段階的に行なわれ、前段側で洗浄溶液による灰の
洗浄にて重金属類、塩素の初期除去が行なわれ、後段側で前記二酸化炭素存在下の洗浄に
より重金属類の炭酸塩化及び塩素除去が行なわれることを特徴とする。
　また、前記発酵ガスから分離回収したメタンガスを前記焼却炉に導入し、該メタンガス
を焼却炉の助燃用燃料又は起動用燃料として用いることを特徴とする。
　さらに、前記焼却処理工程では、前記廃棄物を破砕した後に焼却するようにし、
　前記メタン発酵処理工程にて分離回収した二酸化炭素を前記破砕における防爆剤用不活
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性ガスとして用いることを特徴とする。
　さらにまた、前記メタン発酵処理工程にて分離回収した二酸化炭素を溶接用ガスとして
用いても良いし、前記二酸化炭素を植物成長促進剤として用いるようにしても良い。
【発明の効果】
【００１８】
　以上記載のごとく本発明によれば、灰を洗浄溶液にて洗浄する際に二酸化炭素の存在下
で湿式洗浄することにより、重金属類を炭酸塩化し、塩素を除去することで確実に灰を無
害化することができる。このとき、前記二酸化炭素として発酵ガスから分離した二酸化炭
素を用いることにより、外部から二酸化炭素を供給することなくシステム内で発生した二
酸化炭素を有効利用でき、且つ前記回収される二酸化炭素は高濃度であるため、排ガス等
を利用する場合に比べて炭酸塩化の反応効率が高く、効果的な無害化処理が行なわれる。
　また、前記灰洗浄手段にて、先ず重金属類の大部分を重金属類粗除去工程にて粗取りし
た後に炭酸塩化工程を行なうことにより、灰中の重金属類含有量を低減するとともに、塩
素含有量を低減することが可能となる。
【００１９】
　さらに、前記発酵ガスから分離回収したメタンガスを焼却炉の助燃用燃料又は起動用燃
料として用いることにより、外部から燃料ガスを供給することなくシステム内で発生した
メタンガスを有効利用できコスト削減が図れ、また前記回収されるメタンガスは高濃度で
あるため、燃焼効率が高く、且つ排ガス発生量が少ないため後段の排ガス処理設備にかか
る負荷を軽減することができる。
　さらにまた、メタン発酵処理系統で発生した発酵ガスに含有される二酸化炭素を真空圧
力スイング吸着法により選択的に分離精製することにより、濃度の高い二酸化炭素を回収
することができる。
　本発明によれば、ガス化処理系統とメタン発酵処理系統とを有機的に結合して生成物を
システム内若しくは他の産業にて有効利用することにより、資源の循環サイクルが形成さ
れ、資源の有効利用及び排出物の減量化が達成できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施例を例示的に詳しく説明する。但しこの実施
例に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は特に特定的な記載
がない限りは、この発明の範囲をそれに限定する趣旨ではなく、単なる説明例に過ぎない
。
　本発明において処理対象とされる廃棄物は、焼却処理系統で処理される廃棄物、例えば
都市ごみ、下水汚泥、産業廃棄物等と、メタン発酵処理系統で処理される湿潤系廃棄物、
例えば浄化槽汚泥、し尿、家畜糞尿、厨芥ごみ等が挙げられる。特に、本実施例では焼却
処理系統で処理される廃棄物は低カロリー又は高含水率の低質ごみとする。
　図１は本発明の実施例に係る複合廃棄物焼却処理システムの全体構成図、図２は図１に
示したＶＰＳＡ装置の概略構成を示す図である。
【実施例】
【００２１】
　図１に示されるように、本実施例に係る複合廃棄物焼却処理システムは、低質ごみを処
理するための焼却炉１０を含む焼却処理系統と、湿潤廃棄物を処理するためのメタン発酵
槽３０を含むメタン発酵処理系統が組み合わされた構成となっている。
　前記焼却処理系統は、低質ごみを加熱して焼却する焼却炉１０と、該焼却炉１０の排ガ
ス出口と流路を介して接続されるボイラ１１と、ボイラ１１の蒸気送出口と流路を介して
接続される蒸気タービン１２と、蒸気タービン１２の駆動軸に連結された発電機１３と、
ボイラ１１のガス送出口と流路を介して接続される減温塔１４と、該減温塔１４の後段に
順に設けられたバグフィルタ１５及び脱硝装置１６と、から構成される。
【００２２】
　また、前記焼却処理系統は、前記焼却炉１０、ボイラ１１、減温塔１４、バグフィルタ
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１５にて発生、回収された灰を湿式洗浄して灰中の重金属類を除去する第１水洗装置２１
と、該水洗した灰に二酸化炭素を導入して灰中の塩素を除去し、重金属類を炭酸塩化して
灰を無害化する第２水洗装置２２と、水洗した灰を脱水する脱水機２３と、脱水した灰を
乾燥させる乾燥装置２５と、脱水により発生した水分を処理する排水処理設備２４と、か
らなる灰処理系統を備えている。
　一方、前記メタン発酵処理系統は、湿潤系廃棄物をメタン発酵するメタン発酵槽３０と
、メタン発酵槽３０にて発生した発酵ガスから二酸化炭素３５を分離し、クリーンなメタ
ンガス３４と二酸化炭素３５とを回収するＶＰＳＡ（真空圧力スイング吸着法）装置３１
と、メタンガスを燃料ガスとして発電を行なうガスエンジン３２と、該ガスエンジン３２
に連結された発電機３３と、から構成される。
【００２３】
　また、本実施例では、前記蒸気タービン１２及び前記発電機１３にて発電した電力、及
び前記ガスエンジン３２及び発電機３３で発電した電力を、前記ＶＰＳＡ装置３１に送給
する送電ラインが設けられている。
　さらに、前記ＶＰＳＡ装置３１で分離回収したメタンガス３４は、前記焼却炉１０の助
燃用燃料又は起動用燃料として焼却炉１０に送給されるようになっている。また、該メタ
ンガス３４は、前記乾燥装置２５にも送給される。
　前記ＶＰＳＡ装置３１で分離回収した二酸化炭素３５は、前記第２水洗装置２２に送給
される。また、二酸化炭素３５は、前記焼却炉１０の前処理として設けられた破砕機３６
に送給して、防爆用不活性ガス４２として利用しても良い。さらにまた、二酸化炭素３５
を溶接用原料４０や植物成長促進剤４１等として再利用するようにしても良い。
【００２４】
　ここで、前記焼却炉１０は、廃棄物を焼却処理する装置であれば何れでも良く、例えば
ストーカ炉、気泡型流動床炉、循環型流動床炉、ロータリーキルン炉等が挙げられる。
　また前記焼却炉１０は、燃焼用空気を供給する空気導入口と、起動用或いは助燃用の補
助バーナが設けられている。該補助バーナには前記ＶＰＳＡ装置３１で分離精製した高濃
度のメタンガスが供給される。
　前記脱硝装置１６は、排ガス中のＮＯｘを除去する装置であり、好適にはＳＣＲを用い
る。ＳＣＲ（Selective Catalytic Reactor）は選択触媒還元脱硝装置であり、排ガスに
含まれるＮＯ、ＮＯ２等のＮＯｘにアンモニアガスまたはアンモニア水を吹きつけ、ＳＣ
Ｒ触媒で反応させることにより、ＮＯｘをＮ２とＨ２Ｏに分解する装置である。
【００２５】
　前記第１水洗装置２１は、焼却処理系統にて発生した灰を洗浄溶液により懸濁洗浄する
装置である。
　前記第２水洗装置２２は、前記第１水洗装置２１の後段に配設され、前記灰を二酸化炭
素の存在下で洗浄溶液により懸濁洗浄する装置である。本実施例では、前記洗浄溶液とし
て水を利用しているが、酸又はアルカリ等を添加して夫々の処理に適した条件とすること
が好ましい。また、前記第１水洗装置２１及び前記第２装置は夫々複数段設ける構成とし
ても良い。
　灰の洗浄において、前記第１水洗装置では水洗により灰中に含有される溶解性の重金属
類を溶出除去する重金属類粗除去工程を行う。溶出した重金属類は回収し、再利用するこ
とが好適である。また、前記第２水洗装置では二酸化炭素の存在下で灰を水洗することに
より灰の炭酸塩化を行い、含有重金属類を炭酸塩の形成によって封じ込め、また難溶性の
フリーデル氏塩を溶解し、水中に塩素を溶出する。（下記式（１）参照））
　３ＣａＯ・Ａｌ２Ｏ３・ＣａＣｌ２・１０Ｈ２Ｏ＋ＣＯ２（ｇ）＋Ｈ２Ｏ（ｌ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　ＣａＣＯ３＋２ＨＣｌ　　　　…（１）
　このように、二酸化炭素の存在下で灰を湿式洗浄することにより、容易に且つ効果的に
重金属類、塩素を無害化することができ、灰を再利用に適した資材とすることができる。
【００２６】
　前記メタン発酵槽３０は、湿潤系廃棄物が供給されて嫌気性条件下にてメタン菌により
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廃棄物中に含有される有機物を分解し、発酵残渣と、メタン及び二酸化炭素を主成分とす
る発酵ガスを生成する装置である。
　前記発電機３３は、ガスエンジン式の他、ガスタービン式発電装置、燃料電池式発電装
置、ガスエンジン－蒸気タービン式発電装置、ガスタービン－蒸気タービン式発電装置、
燃料電池－スチームタービン式発電装置、燃料電池－ガスエンジン－スチームタービン式
発電装置等にすることも可能である。
【００２７】
　前記ＶＰＳＡ装置３１は、例えば図２に示す構成を有するものが用いられる。前記メタ
ン発酵槽３０にて発生した発酵ガス中には、主成分となるメタンガス３４、二酸化炭素３
５の他にも硫化水素等の硫黄系不純物、シロキサン等の有機珪素系不純物、水などが含有
されている。従って本実施例ではメタンガス、二酸化炭素を分離するほか、これらの不純
物も除去し、ガス精製する構成となっている。
【００２８】
　具体的には前記ＶＰＳＡ装置３１は、複数設けられ並列に連結されている吸着塔３０１
と、該吸着塔３０１の下方側から上方側へ発酵ガスを流通させるブロア３０３、と、これ
ら吸着等内を減圧排気する真空ポンプ３０４と、これら吸着塔３０１の下方側と上方側と
を仕切るように塔内に配設され、シロキサン、Ｈ２Ｓ、Ｈ２Ｏ等の目的とする不純物を吸
着する吸着剤３０２と、複数設けられ並列に連結されている吸着塔３０５と、前記吸着塔
３０５の下方側から上方側へ流通した発酵ガスを前記吸着塔３０５の下方側から上方側へ
流通させるブロア３０７と、これら吸着塔３０５を減圧排気する真空ポンプ３０８と、前
記吸着塔３０５の下方側と上方側とを仕切るように塔内に配設され、二酸化炭素を吸着す
る二酸化炭素吸着剤３０６と、排気された吸着塔３０５内のガスを該吸着塔３０１の一方
側から他方側へ再び流通させるとともに、さらに前記吸着塔３０１の他方側から一方側へ
再び流通させる排気再送給手段であるサージタンク３０９と、を備えるものである。
【００２９】
　発酵ガスの処理は、まずバルブとブロワ３０３の操作により該発酵ガスを吸着塔３０１
に導入し、該吸着塔３０１内（圧力１ａｔａ前後　）にて吸着剤３０２を通過させてシロ
キサン、Ｈ２Ｓ、Ｈ２Ｏ等の目的とする不純物を分離除去する。吸着剤３０２の吸着能力
が飽和状態に近づいたら吸着塔３０１内を前記真空ポンプ３０４により減圧排気し（０．
１ａｔａ程度）、前記吸着剤３０２に吸着除去された不純物を離脱して、吸着塔３０１よ
り排出して回収し、吸着剤３０２を再生する。
　次に前記吸着塔３０１から送出されたガスを前記吸着塔３０５に導入し、該吸着塔３０
５内（圧力１ａｔａ前後）にて吸着剤３０６を通過させてＣＯ２を分離し、吸着塔３０５
からサージタンク３０９内に回収する。上記と同様に、吸着剤３０６の吸着能力が飽和状
態に近づいたら吸着塔３０５内を前記真空ポンプ３０８により減圧排気し（０．１ａｔａ
程度）、前記吸着剤３０６に吸着除去されたＣＯ２を離脱して、吸着塔３０５よりサージ
タンクに回収し、吸着剤３０６を再生する。また、前記吸着塔３０５の上部から送出され
た精製ガスは、純度の高いメタンガスとして回収される。
【００３０】
　次に、本実施例の作用を説明する。
　まず低質ごみは破砕機３６により所定径以下まで破砕された後、前記焼却炉１０に投入
される。該焼却炉１０では、起動時には前記ＶＰＳＡ装置３１から送給されるメタンガス
３４を燃料として補助バーナにより着火され、さらに該メタンガス３４を助燃用燃料ガス
として用いて、廃棄物が焼却処理される。焼却炉１０から排出した排ガスはボイラ１１に
送給され、ここで熱回収される。ボイラ１１は、排ガスから回収された熱で水を加熱して
蒸気を発生させる。該蒸気は蒸気タービン１２に送給され、このタービンを回転させ、発
電機１３を駆動させることにより発電を行なう。蒸気タービン１２から排出された蒸気は
、復水器に送給され、ここで水に戻されボイラに再び供給される。前記発電機１３により
発電した電気は、前記ＶＰＳＡ装置３１に送電される。
　前記ボイラ１１を通過した排ガスは減温塔１４に送給され、後段のバグフィルタ１５に
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送給できる温度まで水噴霧等により減温される。減温された排ガスはバグフィルタ１５に
送給され、ここでダストや塩酸分が除去された後、脱硝装置１６にて触媒との接触等によ
りＮＯｘが除去されて煙突１７より大気放出される。
【００３１】
　前記焼却炉１０、ボイラ１１、減温塔１４、バグフィルタ１５で回収された主灰、飛灰
を含む灰は、第１水洗装置２１で水洗され、重金属類の大部分が洗い流された後、第２水
洗装置２２にて前記ＶＰＳＡ装置３１から供給される二酸化炭素の存在下で水洗され、灰
中の塩素を溶出し、重金属類が固定化される。
　このようにして、灰中の重金属類、塩素が溶出、固定化されて無害化された灰は脱水機
２３にて脱水された後に前記メタンガス３４を燃料とする乾燥装置２５にて乾燥され、セ
メント原料や細骨材等として再利用される。
　また、前記脱水後の排水は、排水処理装置２４により各種有害成分を除去され、放流基
準まで浄化された後に放流される。
【００３２】
　一方、湿潤系廃棄物は、前記メタン発酵槽３０内にてメタン発酵され、メタンガス３４
、二酸化炭素３５を主成分とする発酵ガスと発酵残渣に分解されて、発酵残渣は前記固形
廃棄物とともに焼却炉１０にて処理される。前記発酵ガスは、前記ＶＰＳＡ装置３１に送
給され、ここで硫黄系不純物、有機珪素系不純物等を分離除去されるとともに、高純度の
メタンガス３４と二酸化炭素３５とに分離精製される。
　そして、前記メタンガス３４は前記焼却炉１０の起動用燃料、助燃用燃料として、又は
ガスエンジン３２の燃料ガスとして、又は乾燥装置２４の燃料ガスとして用いられる。
　また、前記二酸化炭素３５は、前記第２水洗装置２２に送給され、灰中の塩素、重金属
類の無害化に利用される。また、該二酸化炭素３５は前記破砕機３６に送給され、防爆用
不活性ガス４２として利用することもできる。さらにまた、該二酸化炭素３５は、溶接工
場に搬送されて溶接用ガス４０として利用することもでき、また植物工場に搬送されて植
物成長促進剤４１として利用することもできる。
　本実施例によれば、焼却処理系統とメタン発酵処理系統とを有機的に結合して生成物を
有効利用することにより、資源の循環サイクルが形成され、資源の有効利用及び排出物の
減量化が達成できる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の実施例に係る複合廃棄物焼却処理システムの全体構成図である
【図２】図１に示したＶＰＳＡの概略構成を示す図である。
【符号の説明】
【００３４】
　１０　　焼却炉
　１１　　ボイラ
　１２　　蒸気タービン
　１３　　発電機
　１４　　減温塔
　１５　　バグフィルタ
　１６　　脱硝装置
　２１　　第１水洗装置
　２２　　第２水洗装置
　２３　　脱水機
　２４　　排水処理設備
　２５　　乾燥装置
　３０　　メタン発酵槽
　３１　　ＶＰＳＡ装置
　３２　　ガスエンジン
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　３３　　発電機
　３４　　メタンガス
　３５　　二酸化炭素

【図１】 【図２】
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