
JP 6239779 B2 2017.11.29

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　焼結煙道ガスを低温高酸素低湿段の焼結煙道ガス、中温低酸素高湿段の焼結煙道ガス及
び高温高酸素低湿段の焼結煙道ガスに分ける、焼結煙道ガスの廃熱を分類して回収利用に
よる汚染物質排出削減プロセスであって、低温高酸素低湿段の焼結煙道ガスは、焼結機に
導入され、熱風点火と熱風焼結とに用いられ、中温低酸素高湿段の焼結煙道ガスは、脱硫
処理して排出され、高温高酸素低湿段の焼結煙道ガスは、冷却機の排ガスと混合して焼結
機に導入され、熱風焼結に用いられ、
　低温高酸素低湿段の焼結煙道ガスの温度を５０～１００℃、中温低酸素高湿段の焼結煙
道ガスの温度を１００～２５０℃、高温高酸素低湿段の焼結煙道ガスの温度を２５０～３
５０℃とし、
　低温高酸素低湿段の焼結煙道ガスの酸素含有量が１８～２１％であり、中温低酸素高湿
段の焼結煙道ガスの酸素含有量が１１～１５％であり、高温高酸素低湿段の焼結煙道ガス
の酸素含有量が１８～２１％であり、
　低温高酸素低湿段の焼結煙道ガスの湿度が０～４％であり、中温低酸素高湿段の焼結煙
道ガスの湿度が４～１０％であり、高温高酸素低湿段の焼結煙道ガスの湿度が０～４％で
ある焼結煙道ガスの廃熱を分類して回収利用による汚染物質排出削減プロセス。
【請求項２】
　焼結過程の各入熱及び出熱量を計算し、焼結機のＣＦＤ動的熱伝達モデルを作成し、焼
結原料の配合比率、布の厚さ、送風機のスロットル開度及び焼結機の運転速度を調節し、
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焼結機における焼結煙道ガスの温度、酸素ガス及び湿度の分布を制御することにより、焼
結煙道ガスを低温高酸素低湿段の焼結煙道ガス、中温低酸素高湿段の焼結煙道ガス及び高
温高酸素低湿段の焼結煙道ガスに分けることを特徴とする請求項１に記載のプロセス。
【請求項３】
　低温高酸素低湿段の焼結煙道ガスは、除塵して焼結機に導入され、熱風点火と熱風焼結
とに用いられることを特徴とする請求項１又は２に記載のプロセス。
【請求項４】
　高温高酸素低湿段の焼結煙道ガスは、除塵処理して冷却機の排ガスと混合することを特
徴とする請求項１～３のいずれかに記載のプロセス。
【請求項５】
　高温高酸素低湿段の焼結煙道ガスと混合する冷却機の排ガスは、冷却機の排ガス総量に
対して２５～３５％であり、
　焼結機に導入される高温高酸素低湿段の焼結煙道ガスは、焼結煙道ガス総量に対して１
５～２５％であり、
　焼結機に導入される低温高酸素低湿段の焼結煙道ガスは、焼結煙道ガス総量に対して１
５％～２５％であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載のプロセス。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれかに記載のプロセスを実現するためのシステムであって、焼結機
を備え、前記焼結機の風箱が低温高酸素低湿段の風箱、中温低酸素高湿段の風箱及び高温
高酸素低湿段の風箱に分けられ、前記低温高酸素低湿段の風箱がそれぞれ焼結機の点火炉
及び焼結機の熱風シールカバーに接続され、前記中温低酸素高湿段の風箱が脱硫装置に接
続され、前記高温高酸素低湿段の風箱が混合室を介して焼結機のシール熱風フードに接続
され、前記混合室が冷却機にさらに接続されるシステム。
【請求項７】
　前記低温高酸素低湿段の風箱は、除塵装置に接続された後に、それぞれ焼結機の点火炉
及び焼結機の熱風シールカバーに接続され、
　前記中温低酸素高湿段の風箱は、除塵装置に接続された後に、脱硫装置及び煙突に順に
接続され、
　前記高温高酸素低湿段の風箱は、除塵装置に接続された後に、混合室に接続されること
を特徴とする請求項６に記載のシステム。
【請求項８】
　前記除塵装置は、サイクロン除塵機、バッグ除塵機又は電気バッグ除塵機のうちの１種
又は２種以上の組み合わせであり、
　前記脱硫装置は、循環流動床半乾式脱硫装置、ＳＤＡ脱硫装置又は湿式脱硫装置のうち
の１種又は２種以上の組み合わせであることを特徴とする請求項６又は７に記載のシステ
ム。
【請求項９】
　前記焼結機の頭部と尾部とにいずれもハウジングが設けられ、前記ハウジングのシール
方式が負圧ラビリンスシールであることを特徴とする請求項６～８のいずれかに記載のシ
ステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冶金業界の焼結生産の技術分野に属し、焼結煙道ガスの廃熱を分類して回収
利用プロセス・システムに関し、具体的には、焼結煙道ガスの廃熱を分類して回収利用に
よる汚染物質排出削減プロセスおよびそのシステムに関し、より具体的には、煙道ガスの
異なる温度、酸素ガス濃度及び湿度の排出特徴に基づく焼結煙道ガスの廃熱を分類して回
収利用による汚染物質排出削減プロセスおよびそのシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　鉄鋼産業は高汚染産業に属し、鉄鉱石の焼結生産過程で大量の煙道ガスが発生し、例え
ば、１台の４９５ｍ２焼結機の通常運転の場合、１時間当たりの煙道ガス排出量は１２０
万標準立方メートル（Ｎｍ３／ｈ）以上であり、また、我が国の焼結機の漏風率が高く（
４０％～５０％）及び固形物の循環率が高いため、相当量の空気が焼結混合物層を通過せ
ず、１トンの焼結鉱を生産する毎に約４０００～６０００ｍ３の煙道ガスが発生する。焼
結煙道ガスは、主に煙道ガス量が大きく、温度が高く、粉塵混入量が多く、ＣＯ含有量が
高く、二酸化硫黄（ＳＯ２）の濃度が低く、含水量が高く、腐食性ガス及びダイオキシン
類物質を含む等の特徴を有するものであり、焼結煙道ガスは排出源が集中し、総量が高い
ため、局地の大気品質への影響が大きく、深刻な環境汚染問題になるため、環境保護と排
出削減の効果を達成するように、焼結煙道ガスに対して汚染物質の浄化を行う必要がある
。
【０００３】
　鉄鋼焼結のエネルギー消費量は、鉄鋼生産のエネルギー消費総量に対して約８％～１０
％であり、鉄鋼生産において製鉄に次いで二番目に高い。５２％の熱量が顕熱として焼結
機の主煙道（２４％）と冷却機（２８％）から大気へ排出され、統計によると、我が国の
焼結工程における廃熱利用率が３０％未満であり、焼結煙道ガスの利用率がほぼゼロであ
る。焼結過程の熱源の約８０％が固体燃料の燃焼から由来であるが、現在、我が国の焼結
工程が国外の先進レベルに比べて平均的に２０キログラム標準炭／トン（ｋｇｃｅ／ｔ）
も上回り、中小型製鉄所の格差がもっと大きく、約２５ｋｇｃｅ／ｔ上回り、国内外の各
工場間の格差も大きい。従って、我が国の焼結作業は、省エネルギーについて潜在力が極
めて大きく、焼結工程の省エネルギーを図ることは、鉄鋼生産の１トンの鉄鋼あたりのエ
ネルギー消費量の低下、生産コストの削減に対して重要な意味を持っていることである。
そこで、固体燃料消費量の低下と煙道ガス顕熱の利用は、焼結工程のエネルギー消費量を
低下させるための主なる方針である。
【０００４】
　焼結過程は全体的に言うと酸化過程であり、酸素ガスが燃料の燃焼に用いられる以外に
、焼結鉱の鉱化をサポートする必要がなり、循環煙道ガスの酸素含有量が１８％未満であ
る場合、焼結鉱の各物理的及び化学的指標が急激に低下するため、循環煙道ガスにおける
酸素含有量を確保しなければならない。焼結混合物の燃焼過程で、その含有水分が完全に
脱除されて水蒸気の形態で焼結煙道ガスに入られ、水蒸気の含有量が焼結鉱の各物理的及
び化学的指標に影響を与え、水蒸気の含有量が８％を超える場合、焼結鉱の各指標がいず
れも低下してしまう。
【０００５】
　焼結煙道ガスの廃熱は主に以下の利用形態によって利用されている。１．燃料ガスの消
費量を節約するように、焼結煙道ガスを回収して、点火、保温炉燃焼用空気として使用す
る。２．熱風焼結を行って焼結鉱の品質を改善する。３．廃熱ボイラで煙道ガスの廃熱を
回収して蒸気を生成し、生成された蒸気は混合物の予熱に用いられており、固体燃料の消
費量を低下させるだけでなく、焼結過程における過湿現象を軽減させることができる一方
、蒸気は蒸気タービンによって発電することができる。
【０００６】
　ＣＮ　１０１８９３３８４Ａは、煙道ガスによって焼結鉱中の高温空気を分類して収集
し、冷却機の排ガスと混合し、焼結機の熱風カバー内に導入し、熱風焼結に携わる。この
発明は、焼結鉱中の燃料の十分な燃焼に有利であり、且つ焼結鉱の品質を向上させ、固体
燃料を節約することができる。しかしながら、焼結煙道ガスが分類して利用されず、焼結
煙道ガスの廃熱の利用率が低く、循環煙道ガスの酸素ガス含有量、湿度の焼結鉱の品質及
び歩留りに対する影響が配慮されていない。ＣＮ　１０１０２４１４３は、焼結機の主煙
道から一部の煙道ガスを取って焼結機上部のシールカバー内に戻させて循環させるととも
に、焼結機の燃焼に必要な酸素ガスを補給し、残りの煙道ガスを脱硫処理して排出するも
のである。この発明は、循環煙道ガスの酸素含有量が高いので、焼結鉱中の燃料の十分な
燃焼に有利である。しかしながら、焼結煙道ガスの廃熱資源の利用率が低く、煙道ガスの
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湿度の焼結鉱に対する影響が配慮されていない。ＣＮ　１０１８３２５７２Ｂは、焼結機
の主煙道尾部の風箱から煙道ガスを導出して廃熱ボイラによって熱交換した後に、脱硫除
塵処理して排出し、この発明は誘引ファンを省き、圧力差によって煙道ガスを導入して熱
交換するが、汚染物質の排出削減の作用を果たしていない。ＣＮ　１０４１３２５５０Ａ
は、焼結機の主煙道を３段に分け、高温中間硫黄含有量段の煙道ガスを吸引して焼結機の
台車シールカバー内に戻して循環させるとともに、焼結機の燃焼に必要な酸素ガスを補給
し、この発明は煙道ガス循環によって省エネルギー・排出削減の目的を達成し、焼結煙道
ガスの硫黄を容易に除去することができるが、排ガスの循環量が小さく、省エネルギー・
排出削減の効果が低く、且つ煙道ガス湿度の焼結鉱生産に対する影響が配慮されていない
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記の課題に鑑み、本発明は、焼結工程の熱量分布を研究し、焼結煙道ガスの酸素ガス
含有量及び湿度の焼結鉱に対する影響を配慮し、焼結煙道ガスの廃熱を分類して回収し、
一部の冷却機の排ガスと組み合わせて回収利用し、更に省エネルギー・排出削減を実現す
る製鉄所の廃熱利用プロセスを提供する。
【０００８】
　従って、本発明は、従来技術の欠陥に対して、焼結鉱の品質及び歩留りを確保する前提
で、廃熱を分類して利用し、汚染物質の総量を減少させるとともにその濃度を制御するこ
とができる焼結煙道ガスの廃熱利用及び汚染物質排出削減プロセス並びにシステムを提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を実現するために、本発明は下記の技術的手段を採用している。
　焼結煙道ガスの廃熱を分類して回収利用による汚染物質排出削減プロセスは、焼結煙道
ガスの温度、酸素含有量及び湿度の排出特徴に基づいて、焼結機の主煙道の各風箱の焼結
煙道ガスを、低温高酸素低湿段の焼結煙道ガス、中温低酸素高湿段の焼結煙道ガス及び高
温高酸素低湿段の焼結煙道ガスに分け、低温高酸素低湿段の焼結煙道ガスは、焼結機に導
入され、熱風点火と熱風焼結に用いられ、中温低酸素高湿段の焼結煙道ガスは、脱硫処理
して排出され、高温高酸素低湿段の焼結煙道ガスは、冷却機の排ガスと混合して焼結機に
導入され、熱風焼結に用いられる。
【００１０】
　本発明は、焼結過程の各入熱及び出熱量を計算し、焼結機のＣＦＤ動的熱伝達モデルを
作成し、焼結原料の配合比率、布の厚さ、送風機のスロットル開度及び焼結機の運転速度
を調節し、焼結機における焼結煙道ガスの温度、酸素ガス及び湿度の分布を制御すること
により、低温高酸素低湿段の焼結煙道ガス、中温低酸素高湿段の焼結煙道ガス及び高温高
酸素低湿段の焼結煙道ガスを詳細調節して風箱から導出し、焼結機の焼結煙道ガスの領域
結合排出を行い、省エネルギー・排出削減の目的を達成する。具体的には、本発明は、焼
結原料の配合比率、布の厚さ、送風機のスロットル開度及び焼結機の運転速度を変えるこ
とによって、焼結層の通気性と高温保持時間を変え、焼結層に対して廃熱で熱量補給を行
って熱量分布を変えことにより、焼結煙道ガスの温度、酸素ガス及び湿度の分布を調節し
て、焼結煙道ガスを低温高酸素低湿、中温低酸素高湿、高温高酸素低湿という３つの排出
段に分け、その温度、酸素含有量及び湿度分布の特徴に基づいて分類して処理する。焼結
煙道ガスを回収利用することにより、焼結鉱に熱量を補給するだけでなく、燃焼していな
い一酸化炭素を再燃焼させるとともに焼結機に入れられた焼結煙道ガスが高温でダイオキ
シンを分解させることで、汚染物質の浄化を実現する。また、高温によって窒素酸化物の
排出量を低下させることもできる。焼結煙道ガスの廃熱を分類して利用することにより、
燃料を節約し、且つ煙道ガスの循環において、単位焼結鉱の焼結過程における汚染物質の
排出量を減少させることができる。
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【００１１】
　好ましくは、低温高酸素低湿段の焼結煙道ガスは、除塵して焼結機に導入され、熱風点
火と熱風焼結に用いられる。
　好ましくは、中温低酸素高湿段の焼結煙道ガスは、除塵及び脱硫処理して、ＳＯ２が国
家排出標準に達する次第に排出される。
【００１２】
　好ましくは、高温高酸素低湿段の焼結煙道ガスは、除塵処理して冷却機の排ガスと混合
する。
　本発明は、焼結機の主煙道の頭部と尾部の風箱（即ち、焼成完了点の位置における左右
風箱）の煙道ガスを導出して除塵した後、焼結冷却機から引き出された冷却煙道ガスと混
合室で混合して焼結台車の焼結混合物層に循環させて回収利用し、焼結煙道ガスの廃熱を
十分に利用することが図れる。
【００１３】
　また、上記プロセスによって焼結機の煙道ガスの酸素ガス濃度と湿度を制御し、焼結鉱
の品質と歩留りを確保することができる。
　好ましくは、低温高酸素低湿段の焼結煙道ガスの温度が５０～１００℃、例えば５５℃
、６０℃、６５℃、７０℃、７５℃、８０℃、８５℃、９０℃又は９５℃であり、中温低
酸素高湿段の焼結煙道ガスの温度が１００～２５０℃、例えば１１０℃、１２０℃、１３
０℃、１４０℃、１５０℃、１６０℃、１７０℃、１８０℃、１９０℃、２００℃、２１
０℃、２２０℃、２３０℃又は２４０℃であり、高温高酸素低湿段の焼結煙道ガスの温度
が２５０～３５０℃、例えば２６０℃、２７０℃、２８０℃、２９０℃、３００℃、３１
０℃、３２０℃、３３０℃又は３４０℃である。
【００１４】
　好ましくは、低温高酸素低湿段の焼結煙道ガスの酸素含有量が１８～２１％、例えば１
８．２％、１８．４％、１８．６％、１８．８％、１９％、１９．２％、１９．４％、１
９．６％、１９．８％、２０％、２０．２％、２０．４％、２０．６％、２０．８％、２
１％、２１．２％、２１．４％、２１．６％又は２１．８％であり、中温低酸素高湿段の
焼結煙道ガスの酸素含有量が１１～１５％、例えば１１．２％、１１．４％、１１．６％
、１１．８％、１２％、１２．２％、１２．４％、１２．６％、１２．８％、１３％、１
３．２％、１３．４％、１３．６％、１３．８％、１４％、１４．２％、１４．４％、１
４．６％又は１４．８％であり、高温高酸素低湿段の焼結煙道ガスの酸素含有量が１８～
２１％、例えば１８．２％、１８．４％、１８．６％、１８．８％、１９％、１９．２％
、１９．４％、１９．６％、１９．８％、２０％、２０．２％、２０．４％、２０．６％
、２０．８％、２１％、２１．２％、２１．４％、２１．６％又は２１．８％である。
【００１５】
　好ましくは、低温高酸素低湿段の焼結煙道ガスの湿度が０～４％、例えば０．３％、０
．６％、０．９％、１．２％、１．５％、１．８％、２．１％、２．４％、２．７％、３
％、３．３％、３．６％又は３．９％であり、中温低酸素高湿段の焼結煙道ガスの湿度が
４～１０％、例えば４．５％、５％、５．５％、６％、６．５％、７％、７．５％、８％
、８．５％、９％又は９．５％であり、高温高酸素低湿段の焼結煙道ガスの湿度が０～４
％、例えば０．３％、０．６％、０．９％、１．２％、１．５％、１．８％、２．１％、
２．４％、２．７％、３％、３．３％、３．６％又は３．９％である。
【００１６】
　好ましくは、廃熱資源を最大限に利用するために、高温高酸素低湿段の焼結煙道ガスと
混合する冷却機の排ガス（即ち、冷却機の排ガスの中温段（煙道ガス温度が約２５０℃）
）は冷却機の排ガスの総量に対して２５～３５体積％であり、例えば２５．２～２９体積
％、２６～３１体積％、２９．５～３２．４体積％、３０．０％体積等であってもよい。
【００１７】
　好ましくは、廃熱資源を最大限に利用するために、焼結機に導入する高温高酸素低湿段
の焼結煙道ガスは焼結煙道ガス総量に対して１５～２５体積％であり、例えば１５．３～
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１８．５体積％、１７～２３体積％、２０．５～２２体積％、２３．０体積％等であって
もよい。高温高酸素低湿段の焼結煙道ガスは、焼結機の焼成完了点での左右風箱に位置し
、約風箱総数の１／６～１／４を占める煙道ガスである。
【００１８】
　好ましくは、廃熱資源を最大限に利用し、汚染制御施設の運転コストを節約するために
、焼結機に導入する低温高酸素低湿段の焼結煙道ガスは焼結煙道ガス総量に対して１５％
～２５％であり、例えば１５．３～１８．５％、１７～２３％、２０．５～２２％、２３
．０％等であってもよい。低温高酸素低湿段の煙道ガスは焼結機頭部の点火と保温段に位
置し、約風箱総数の１／５を占める。
【００１９】
　前記焼結煙道ガス総量とは、焼結機主煙道の各風箱における焼結煙道ガスの体積の合計
である。
　本発明は、上記のようなプロセスを実現するシステムであって、風箱が低温高酸素低湿
段の風箱、中温低酸素高湿段の風箱及び高温高酸素低湿段の風箱に分けられた焼結機を備
え、前記低温高酸素低湿段の風箱はそれぞれ焼結機の点火炉及び焼結機の熱風シールカバ
ーに接続され、前記中温低酸素高湿段の風箱が脱硫装置に接続され、前記高温高酸素低湿
段の風箱が混合室を介して焼結機の熱風シールカバーに接続され、前記混合室に、さらに
冷却機が接続されるシステムを提供する。
【００２０】
　好ましくは、前記低温高酸素低湿段の風箱は、除塵装置に接続された後に、それぞれ焼
結機の点火炉及び焼結機の熱風シールカバーに接続される。
　好ましくは、前記中温低酸素高湿段の風箱は、除塵装置に接続された後に、脱硫装置及
び煙突に順に接続される。
【００２１】
　好ましくは、前記高温高酸素低湿段の風箱は、除塵装置に接続された後に、混合室に接
続される。
　本発明に係る除塵装置は、焼結煙道ガス中の粒径が大きい粒子を除去することに用いら
れ、好ましくは、前記除塵装置は、サイクロン除塵機、バッグ除塵機又は電気バッグ除塵
機のうちの１種又は２種以上の組み合わせである。
【００２２】
　好ましくは、前記脱硫装置は、循環流動床半乾式脱硫装置、ＳＤＡ脱硫装置又は湿式脱
硫装置のうちの１種又は２種以上の組み合わせである。
　好ましくは、前記焼結機の頭部と尾部とにいずれもハウジングが設けられ、前記ハウジ
ングは、焼結煙道ガスに対してシール作用を果たし、そのシール方式が負圧ラビリンスシ
ールである。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明は、煙道ガス温度、酸素含有量及び湿度の排出特徴に基づき、焼結煙道ガスを分
類して循環させ、焼結鉱の品質と歩留りが影響を受けないことを確保し、汚染物質の排出
総量を低下させる。且つ、焼結煙道ガスの循環システムを合理的に配置することによって
、異なる温度段の廃熱品質と熱的特性に基づき、焼結煙道ガスを分類して回収し、段階的
に利用し、焼結低温廃熱の回収効率を向上させる。本発明に係るプロセスは、省エネルギ
ーで環境に優しく、焼結煙道ガスの廃熱利用と煙道ガスの排出削減制御を実現することが
できる。
【００２４】
　本発明に係るプロセスは、熱力学パラメータ及び操作条件を調整し、モジュール化操作
を行うことによって、焼結機の領域結合排出を実現し、従来の廃熱利用プロセスに比べて
、以下の利点を有する。
【００２５】
　１、熱量補給を制御して、焼結層の高温段の保持時間を変え、焼結機の各風箱の酸素ガ
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ス濃度、湿度及び温度のカップリング分布を調節し、焼結煙道ガスの廃熱をセグメント化
して利用することにより、廃熱の利用効率を合理的に向上させる。酸素ガス含有量及び湿
度の焼結鉱に対する影響を配慮し、循環煙道ガスの酸素含有量と含水量を確保し、風補給
ファンの使用を減少させる。
【００２６】
　２、焼結煙道ガスを循環させ、熱風点火と熱風焼結とを行い、一酸化炭素を再燃焼させ
ることにより、工程のエネルギー消費量を低下させ、焼結工程のエネルギー消費量を８％
程度（約４．５～５ｋｇｃｅ／ｔ－ｓ）低下させることができる。
【００２７】
　３、焼結煙道ガスを焼結機に循環させ、高温でダイオキシンが分解され、窒素酸化物が
触媒によって吸収され、ダイオキシン類物質の濃度を３０％以上低下させ、煙道ガス排出
総量を２０％以上減少させることで、環境保護に寄与する。
【００２８】
　４、廃熱ボイラが取り付けられていない焼結機に応用すると、省エネルギーの効果がよ
り著しく、廃熱ボイラ装置の投資を節約することができる。
　５、ガス総量を大幅に減少させ、焼結用の電気除塵機と脱硫装置の負荷を著しく軽減さ
せ、環境保護施設の運転費用を低下させる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
　［図１］本発明に係る具体的な実施例１のシステム模式図である。
　［図２］本発明に係る焼結煙道ガスの温度、湿度が焼結機長さによって変化するパター
ンを示す図である。
【００３０】
　［図３］本発明に係る焼結煙道ガスの温度、Ｏ２濃度が焼結機長さによって変化するパ
ターンを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、図面を参照しながら具体的な実施形態によって本発明の技術的手段を更に説明す
る。
　具体的な実施例：
　図１に示すように、前記システムは、焼結機１を備え、○1～○4が低温高酸素低湿段の
風箱であり、○5～○18が中温低酸素高湿段の風箱であり、○19～○22が高温高酸素低湿
段の風箱であり、前記低温高酸素低湿段の風箱○1～○4が除塵装置に接続された後に、そ
れぞれ焼結機１の点火炉２及び焼結機１の熱風シールカバー４に接続され、前記中温低酸
素高湿段の風箱○5～○18が除塵装置に接続された後に、脱硫装置９及び煙突１０に順に
接続され、前記高温高酸素低湿段○19～○22が除塵装置８に接続された後に、混合室６を
介して焼結機１の熱風シールカバー４に接続され、前記混合室６に、さらに冷却機７が接
続される。
【００３２】
　図１に示すように、一台の面積が２００ｍ２の焼結機１（該焼結機に主排風機が１台配
置され、主排気量が１００万ｍ３／ｈ）において、該焼結機尾部の○19～○22風箱の高温
高酸素低湿段の風箱における焼結煙道ガス（２５０℃～３５０℃、１８万ｍ３／ｈ）を循
環パイプによって導出し、除塵機８と誘引ファンを通過して還流させ、誘引ファンによっ
て抜き取られた冷却機７からの排ガス（１８万ｍ３／ｈ、２００℃）と混合室６に入って
混合し、焼結機１の熱風シールカバー４内に循環させ、焼結機頭部の○1～○4風箱の低温
高酸素低湿段の風箱における焼結煙道ガス（５０℃～１００℃、１８万ｍ３／ｈ）を循環
パイプによって導出し、除塵機と誘引ファンを通過して還流させ、焼結機１の点火炉２と
熱風シールカバー４内に循環させて回収利用する。焼結機中部の○5～○18風箱の中温低
酸素高湿段の風箱における焼結煙道ガスを循環パイプによって導出し、除塵機と誘引ファ
ンを通過して還流させた後、脱硫装置９で脱硫し、最後に煙突１０を介して排出する。
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【００３３】
　該実施例によれば、焼結用の主排風機が排出する煙道ガス総量を２０％以上減少させ、
冷却機排ガスの排出量を３０％減少させ、１トンの焼結鉱あたりのエネルギー消費量を４
．５～５ｋｇｃｅ／ｔ－ｓ節約することができる。
【００３４】
　本発明は上記実施例によって実施構想を説明したが、唯一の構造特徴及び方法ではない
。本発明は上記の詳細な構造特徴及び方法に限定されるものではなく、即ち、本発明は、
上記の詳細な構造特徴及び方法によって実施しなければならないものではないことを、出
願者が声明する。本発明に対するあらゆる改良、本発明に使用される各部材に対する等価
置換及び補助部材の追加、具体的な形態の選択等は、いずれも本発明の保護範囲と開示範
囲に属することを、当業者は了承すべきである。
【００３５】
　以上、本発明の好ましい実施形態を詳しく説明したが、本発明は上記実施形態の詳細な
内容に限定されるものではなく、本発明の技術的構想範囲内に、本発明の技術的手段に対
して複数の簡単な変更を行うことができ、これらの簡単な変更がいずれも本発明の保護範
囲に属する。
【００３６】
　ただし、上記の具体的な実施形態に説明された各具体的な技術的特徴は、矛盾しない場
合に、いずれかの適当な方式によって組み合わせることができ、不要な重複を回避するた
めに、本発明は可能なあらゆる組み合わせ方式を別途に説明しない。
【００３７】
　また、本発明の様々な実施形態は、任意に組み合わせることができ、本発明の構想を逸
脱しない限り、本発明に開示されている内容に属すべきである。
　符号の説明
　１　　　焼結機
　２　　　点火炉
　３　　　ハウジング
　４　　　熱風シールカバー
　５　　　誘引ファン
　６　　　混合室
　７　　　冷却機
　８　　　除塵装置
　９　　　脱硫装置
　１０　　煙突
　○1～○4　低温高酸素低湿段の風箱
　○5～○18　中温低酸素高湿段の風箱
　○19～○22　高温高酸素低湿段の風箱
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