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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　ボイラからの排ガス中の窒素酸化物を除去する脱硝装置と、
　窒素酸化物除去後の排ガス中の熱を回収する空気予熱器と、
　熱回収後の排ガス中の煤塵を除去する集塵器と、
　除塵後の排ガス中の硫黄酸化物を除去する気液接触式の脱硫装置と、
　前記集塵器の前流側の供給部で排ガス中にＳＯ3除去剤を排ガス煙道内に供給するＳＯ3

除去剤供給装置と、
　前記空気予熱器の後流側で、前記ＳＯ3除去剤を排ガス煙道内に供給する供給部の前流
側の排ガス煙道内において、排ガスに水分を供給して湿潤状態とする湿潤状態処理部とを
備えると共に、
　前記湿潤状態処理部が、
　前記排ガスを排出する排ガス煙道と直交する方向に立ち上がる立ち上げ部と、
　前記立ち上げ部内を、ガス上昇通路と、ガス降下通路とに仕切る仕切部と、
　前記仕切部で仕切られた前記ガス降下通路内に、液滴を供給する液滴供給部と、を備え
ることを特徴とする排ガス処理装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記立ち上げ部の下方側にホッパーを備えることを特徴とする排ガス処理装置。
【請求項３】
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　請求項１又は２において、
　前記湿潤状態処理部へ、前記脱硫装置からの脱硫排水又は脱水濾液を供給することを特
徴とする排ガス処理装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか一つにおいて、
　前記集塵器の前側で排ガス中にＨｇ除去剤を供給するＨｇ除去剤供給手段を備えること
を特徴とする排ガス処理装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一つにおいて、
　前記集塵器で回収したＳＯ3除去剤を含む集塵灰の一部を、前記集塵器の前側のＳＯ3除
去剤を供給する近傍の排ガス中に供給する返送ラインを備えることを特徴とする排ガス処
理装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一つにおいて、
　前記ＳＯ3除去剤を供給する供給部と前記集塵器との間に、ガスガスヒータを備えるこ
とを特徴とする排ガス処理装置。
【請求項７】
　ボイラからの排ガス中の窒素酸化物を除去する脱硝装置と、
　窒素酸化物除去後の排ガス中の熱を回収する空気予熱器と、
　熱回収後の排ガスの熱を熱交換するガスガスヒータと、
　熱回収後の排ガス中の煤塵を除去する集塵器と、
　除塵後の排ガス中の硫黄酸化物を除去する気液接触式の脱硫装置と、
　前記空気予熱器の後流側であると共に前記ガスガスヒータの前流側の供給部で排ガス中
にＳＯ3除去剤を排ガス煙道内に供給するＳＯ3除去剤供給装置と、
　前記ガスガスヒータの後流側であると共に前記集塵器の前流側の排ガス煙道内において
、排ガスの一部に水分を供給して湿潤状態とする湿潤状態処理部とを備えると共に、
　前記湿潤状態処理部が、
　前記排ガスを排出する排ガス煙道と直交する方向に立ち上がる立ち上げ部と、
　前記立ち上げ部内を、ガス上昇通路と、ガス降下通路とに仕切る仕切部と、
　前記仕切部で仕切られた前記ガス降下通路内に、液滴を供給する液滴供給部と、を備え
ることを特徴とする排ガス処理装置。
【請求項８】
　請求項７において、
　前記立ち上げ部の下方側にホッパーを備えることを特徴とする排ガス処理装置。
【請求項９】
　請求項７又は８において、
　前記湿潤状態処理部へ、前記脱硫装置からの脱硫排水又は脱水濾液を供給することを特
徴とする排ガス処理装置。
【請求項１０】
　請求項７乃至９のいずれか一つにおいて、
　前記集塵器の前側で排ガス中にＨｇ除去剤を供給するＨｇ除去剤供給手段を備えること
を特徴とする排ガス処理装置。
【請求項１１】
　請求項７乃至１０のいずれか一つにおいて、
　前記集塵器で回収したＳＯ3除去剤を含む集塵灰の一部を、前記集塵器の前側のＳＯ3除
去剤を供給する近傍の排ガス中に供給する返送ラインを備えることを特徴とする排ガス処
理装置。
【請求項１２】
　請求項１１において、
前記返送ラインに、前記集塵灰と前記除去剤とに比重分離する比重分離器を備えることを
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特徴とする排ガス処理装置。
【請求項１３】
　請求項１又は請求項７において、
　前記液滴供給部に、該液滴供給部の周囲に付着する固形物を脱落させる除媒装置を設け
ることを特徴とする排ガス処理装置。
【請求項１４】
　請求項１又は請求項７において、
　前記集塵器と前記脱硫装置の間の排ガス煙道に、前記排ガス中のＳＯ3濃度を監視する
ＳＯ3濃度監視装置を設けることを特徴とする排ガス処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、排ガス中のＳＯ3濃度の変動に追従することができる排ガス処理装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、発電所等のボイラから排出される排ガスに含まれる硫黄酸化物（ＳＯx）の大
部分は二酸化硫黄（ＳＯ2）であるが、一部は共存する燃焼灰や脱硝触媒に担持された酸
化金属の触媒作用などで三酸化硫黄（ＳＯ3）に転化する。ＳＯ3は反応性と腐食性とが高
いことから、従来は設備劣化の防止のためにアンモニアの煙道注入による中和処理が一般
になされている。
　火力発電所の燃料由来の硫黄（Ｓ）分はボイラで燃焼する際に、同燃料中の触媒成分や
脱硝装置の触媒で酸化し、二酸化硫黄（ＳＯ2）から三酸化硫黄（ＳＯ3）成分に転換する
。この転換したＳＯ3濃度は、石炭焚きボイラの排ガス中では最大３０～５０ｐｐｍ程度
、油焚き・重質燃料ではボイラの火炉汚れ状態や燃焼条件にもよるが最大１８０ｐｐｍ前
後にまで達する事もある。
　排ガス中のＳＯ3は、エアヒータ後流の低温設備にて例えば機器腐食や灰付着性増大に
よる閉塞等のトラブルの原因となり、発電プラントユーザのメンテナンスコストを増大さ
せる要因となる。
　また、ＳＯ3は煙突からの紫煙の代表的な原因成分として知られており、紫煙が濃い場
合にはプラント停止を余儀なくされる事がある。
【０００３】
　そこで、従来においては、このＳＯ3の除去対策として、例えば煙道中に、アンモニア
を導入する以外にＣａＣＯ3やＣａ（ＯＨ）2、ＣａＯ等を噴霧したり、活性炭（ＡＣ（Ａ
ｃｔｉｖｅ　Ｃａｒｂｏｎ）；炭素を主成分とする多孔性の不純物吸着材）を噴霧したり
してＳＯxを除去する提案がある（特許文献１及び２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平４－３００６２４号公報
【特許文献２】特開平１０－１１８４４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　また、さらに煙道中において、電気集塵器の前流側に熱回収器としてガスガスヒータ（
ＧＧＨ）を設置する場合においては、そのＧＧＨ入口部に、ＳＯ3除去剤として炭酸カル
シウム（ＣａＣＯ3）粉末を煙道内に噴霧し、ＳＯ3（ＳＯ2）を除去することもある。こ
の提案では、ＳＯ3を含む排ガスをＧＧＨに導き、この熱回収器内部で酸露点を下回る様
に排ガスを冷却させ（例：１８０⇒９０℃）、同時にＧＧＨ熱回収器入口煙道に所定粒径
分布を持ったＣａＣＯ3の粉体を噴霧し、ＧＧＨ内で凝縮したＳＯ3ミストを粉体表面（Ｃ
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ａＣＯ3＋灰）に付着させＳＯ3を除去するようにしている。
【０００６】
　この際、ＳＯ3は燃料性状、ボイラ炉内の汚れ、脱硝触媒の活性状態によって経時的に
その濃度が変動するが、ＳＯ3濃度のオンライン測定は困難であった事から、従来はＣａ
ＣＯ3の噴霧量は試運転時のＳＯ3濃度を化学分析法で測定し、或いは最大ＳＯ3濃度を想
定して、このＳＯ3濃度に対して過剰に噴霧するケースが多かった。このため、プラント
運転条件が変動して、想定外のＳＯ3濃度に高まった場合には、薬剤不足となり、ＳＯ3除
去性能が低下し、灰付着による圧損上昇や腐食を助長するという問題がある。これに対し
、逆にＳＯ3濃度が想定より低い場合には、過剰に薬剤を注入し無駄なコストを投入する
一因にもなっていた。
【０００７】
　一方、米国の水銀、他大気有害物質基準（Ｍｅｒｃｕｒｙ　ａｎｄ　Ａｉｒ　Ｔｏｘｉ
ｃｓ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ：ＭＡＴＳ）や水俣条約を初めとして水銀規制が強化されつつ
ある。一般的な水銀削減方法として、煙道に活性炭を噴霧する方法が知られているが、水
銀除去に要する活性炭（ＡＣ）のユーティリティーコストは非常に高い事、共存するＳＯ

3濃度が高い場合には、消費活性炭量が大幅に増加し、経済的に不利となる事から、ＳＯ3

を別途アルカリ剤の噴霧等の技術で除去しつつＨｇ除去に必要な活性炭の添加量を最小化
することが切望されている。
【０００８】
　本発明は、前記問題に鑑み、ＳＯ3除去剤の供給量を適正とし、排ガス中のＳＯ3濃度の
変動に追従することができる排ガス処理装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決するための本発明の第１の発明は、ボイラからの排ガス中の窒素酸
化物を除去する脱硝装置と、窒素酸化物除去後の排ガス中の熱を回収する空気予熱器と、
熱回収後の排ガス中の煤塵を除去する集塵器と、除塵後の排ガス中の硫黄酸化物を除去す
る気液接触式の脱硫装置と、脱硫後の排ガスを外部に排出する煙突と、前記集塵器の前流
側の供給部で排ガス中にＳＯ3除去剤を排ガス煙道内に供給するＳＯ3除去剤供給装置と、
前記空気予熱器の後流側で、前記ＳＯ3除去剤を排ガス煙道内に供給する供給部の前流側
の排ガス煙道内において、排ガスの一部に水分を供給して湿潤状態とする湿潤状態処理部
とを備えることを特徴とする排ガス処理装置にある。
【００１０】
　第２の発明は、第１の発明において、前記湿潤状態処理部が、前記排ガスを排出する排
ガス煙道と直交する方向に立ち上がる立ち上げ部と、前記立ち上げ部内を、ガス上昇通路
と、ガス降下通路とに仕切る仕切部と、前記仕切部で仕切られた前記ガス降下通路内に、
液滴を供給する液滴供給部と、を備えることを特徴とする排ガス処理装置にある。
【００１１】
　第３の発明は、第１又は２の発明において、前記立ち上げ部の下方側にホッパーを備え
ることを特徴とする排ガス処理装置にある。
【００１２】
　第４の発明は、第１乃至３のいずれか一つの発明において、前記湿潤状態処理部へ、前
記脱硫装置からの脱硫排水又は脱水濾液を供給することを特徴とする排ガス処理装置にあ
る。
【００１３】
　第５の発明は、第１乃至４のいずれか一つの発明において、前記集塵器の前側で排ガス
中にＨｇ除去剤を供給するＨｇ除去剤供給手段を備えることを特徴とする排ガス処理装置
にある。
【００１４】
　第６の発明は、第１乃至５のいずれか一つの発明において、前記集塵器で回収したＳＯ

3除去剤を含む集塵灰の一部を、前記集塵器の前側のＳＯ3除去剤を供給する近傍の排ガス
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中に供給する返送ラインを備えることを特徴とする排ガス処理装置にある。
【００１５】
　第７の発明は、第１乃至６のいずれか一つの発明において、前記ＳＯ3除去剤を供給す
る供給部と前記集塵器との間に、ガスガスヒータを備えることを特徴とする排ガス処理装
置にある。
【００１６】
　第８の発明は、ボイラからの排ガス中の窒素酸化物を除去する脱硝装置と、窒素酸化物
除去後の排ガス中の熱を回収する空気予熱器と、熱回収後の排ガスの熱を熱交換するガス
ガスヒータと、熱回収後の排ガス中の煤塵を除去する集塵器と、除塵後の排ガス中の硫黄
酸化物を除去する気液接触式の脱硫装置と、脱硫後の排ガスを外部に排出する煙突と、前
記空気予熱器の後流側であると共に前記ガスガスヒータの前流側の供給部で排ガス中にＳ
Ｏ3除去剤を排ガス煙道内に供給するＳＯ3除去剤供給装置と、前記ガスガスヒータの後流
側であると共に前記集塵器の前流側の排ガス煙道内において、排ガスの一部に水分を供給
して湿潤状態とする湿潤状態処理部とを備えることを特徴とする排ガス処理装置にある。
【００１７】
　第９の発明は、第８の発明において、前記湿潤状態処理部が、前記排ガスを排出する排
ガス煙道と直交する方向に立ち上がる立ち上げ部と、前記立ち上げ部内を、ガス上昇通路
と、ガス降下通路とに仕切る仕切部と、前記仕切部で仕切られた前記ガス降下通路内に、
液滴を供給する液滴供給部と、を備えることを特徴とする排ガス処理装置にある。
【００１８】
　第１０の発明は、第８又は９の発明において、前記立ち上げ部の下方側にホッパーを備
えることを特徴とする排ガス処理装置にある。
【００１９】
　第１１の発明は、第８乃至１０のいずれか一つの発明において、前記湿潤状態処理部へ
、前記脱硫装置からの脱硫排水又は脱水濾液を供給することを特徴とする排ガス処理装置
にある。
【００２０】
　第１２の発明は、第８乃至１１のいずれか一つの発明において、前記集塵器の前側で排
ガス中にＨｇ除去剤を供給するＨｇ除去剤供給手段を備えることを特徴とする排ガス処理
装置にある。
【００２１】
　第１３の発明は、第８乃至１２のいずれか一つの発明において、前記集塵器で回収した
ＳＯ3除去剤を含む集塵灰の一部を、前記集塵器の前側のＳＯ3除去剤を供給する近傍の排
ガス中に供給する返送ラインを備えることを特徴とする排ガス処理装置にある。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、ＳＯ3除去剤を供給する領域において、排ガスに水分を供給して積極
的に湿潤状態としているので、供給されたＳＯ3除去剤の粉体表面近傍界面において、水
が介在した温度勾配が生じ、ＳＯ3除去剤の粉体表面で排ガス中のＳＯ3が吸収される化学
反応を積極的に促進させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、実施例１に係る排ガス処理装置の概略図である。
【図２】図２は、炭酸カルシウムが湿潤状態となった模式図である。
【図３】図３は、実施例２に係る排ガス煙道の概略図である。
【図４】図４は、実施例２に係る排ガス処理装置の概略の流れ図である。
【図５】図５は、実施例３に係る排ガス処理装置の概略の流れ図である。
【図６】図６は、実施例４に係る排ガス処理装置の概略の流れ図である。
【図７】図７は、実施例５に係る排ガス処理装置の概略の流れ図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２４】
　以下に添付図面を参照して、本発明の好適な実施例を詳細に説明する。なお、この実施
例により本発明が限定されるものではなく、また、実施例が複数ある場合には、各実施例
を組み合わせて構成するものも含むものである。
【実施例１】
【００２５】
　図１は、実施例１に係る排ガス処理装置の概略図である。
　図１に示すように、本実施例に係る排ガス処理装置１０Ａは、ボイラ１１からの排ガス
１２中の窒素酸化物を除去する脱硝装置１３と、窒素酸化物除去後の排ガス１２中の熱を
回収する空気予熱器１４と、熱回収後の排ガス１２中の煤塵を除去する電気集塵器(以下
「集塵器」という)１５と、除塵後の排ガス１２中の硫黄酸化物を除去する気液接触式の
脱硫装置１６と、脱硫後の排ガスを外部に排出する煙突１７と、集塵器１５の前流側の供
給部Ｘで排ガス１２中にＳＯ3除去剤３１を排ガス煙道内に供給するＳＯ3除去剤供給部３
２と、空気予熱器１４の後流側で、ＳＯ3除去剤３１を排ガス煙道２０内に供給する供給
部Ｘの前流側の排ガス煙道２０内において、排ガス１２の一部に水分を供給して湿潤状態
とする湿潤状態処理部４１とを備えるものである。
　図１中、符号Ｆはボイラに供給する燃料、Ａは空気、２５は集塵器１５からの集塵灰、
２６は脱硫排水、２７は脱硫排水２６から石膏２８を分離するベルトフィルタ、２９はベ
ルトフィルタ２７で石膏２８を分離した脱水濾液を図示する。
【００２６】
　本実施例では、排ガス煙道２０に設けた湿潤状態処理部４１において、外部から供給す
る水として排ガス１２中に脱水濾液２９の一部２９ａを用いている。
【００２７】
　本実施例では、排ガス煙道２０に排ガスの一部を湿潤状態とする湿潤状態処理部４１を
設けているので、排ガス１２に細かく噴霧された水分量が増大すると共にガス温度も低下
する。
【００２８】
　ここで、本実施例では、ＳＯ3除去剤として炭酸カルシウム（ＣａＣＯ3）を用いる場合
について、以下説明する。
　図２は、炭酸カルシウムが湿潤状態となった模式図である。
　先ず、湿潤状態処理部４１を通過した排ガス１２は、排ガス１２中に噴霧された水が蒸
発過程の状態で介在するので、この状態の排ガス１２に炭酸カルシウム（ＣａＣＯ3）が
供給されると、炭酸カルシウムの表面に水が介在することで、湿潤状態となる。よって、
この水が介在することにより、水膜境膜５１でおおわれた炭酸カルシウム（ＣａＣＯ3）
表面上で化学反応が促進され易くなる。
【００２９】
　ここで、排ガス１２のガス温度は、空気予熱器１４を通過した後であるので、脱硝装置
１３を通過した後の排ガス１２のガス温度が例えば３５０℃の場合、例えば１８０℃程度
となる。
　図２に示すように、水膜５１で覆われた湿潤状態のＣａＣＯ3の水膜境膜５１の外面ガ
ス境膜５２では、ガス温度と同じ１８０℃程度であるが、水膜境膜５１では７０℃（水の
湿球温度）程度となり、この温度差によって両境膜に大きな温度勾配が生じる。
　この温度勾配によって、炭酸カルシウムに侵入するガス状のＳＯ3を含む排ガス１２は
、酸露点温度（１４０～１５０℃）よりも低くなる。
【００３０】
　この結果、ガス中のＳＯ3が凝縮されたミスト状のＳＯ3になると共に、この凝縮したミ
スト状のＳＯ3がさらに炭酸カルシウムとの化学反応により硫酸カルシウム（ＣａＳＯ4）
となり取り込まれ、排ガス１２中からＳＯ3が除去される。
【００３１】
　このように、本発明では、ＳＯ3除去剤３１として炭酸カルシウムを供給する領域にお
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いて、排ガス１２に脱水濾液２９の一部２９ａを供給して積極的に湿潤状態としているの
で、供給された炭酸カルシウムの表面では、水が介在した温度勾配が生じ、炭酸カルシウ
ムの表面で排ガス１２中のＳＯ3が硫酸カルシウムとなる化学反応が積極的に行われる。
【００３２】
　これに対して、炭酸カルシウムを供給する領域を、湿潤状態としない場合には、水が介
在しないので、この温度勾配が生ずることがない。この結果、酸露点を通過するような状
態とならず、ガス状のＳＯ3と炭酸カルシウムとの化学反応のみが進行することとなる。
　この結果、従来の場合では、多量に炭酸カルシウムを供給する必要があるが、本実施例
の場合には、この炭酸カルシウムの供給量を大幅に低減することができる。
【００３３】
　なお、本実施例では、ＳＯ3除去剤として、炭酸カルシウム（ＣａＣＯ3）を用いた説明
したが、本発明は、これに限定するものではなく、例えば消石灰（Ｃａ（ＯＨ）2）や生
石灰（ＣａＯ）等を用いることでも同様の効果が得られる。
【実施例２】
【００３４】
　次に、本発明の実施例２に係る排ガス処理装置について、図３及び４を参照して説明す
る。図３は、実施例２に係る排ガス煙道の概念図である。図４は、実施例２に係る排ガス
処理装置の概略の流れ図である。なお、実施例１と同様の部材については、同一符号を付
してその説明は省略する。ここで、図４は図１に示す排ガス処理装置の要部のみを示し、
その他は省略している（以下の実施例でも同様）。
　図３及び４に示すように、本実施例の排ガス処理装置１０Ｂにおいては、湿潤状態処理
部４１として、ボイラ１１からの排ガス１２を排出する排ガス煙道２０と直交する方向に
立ち上がる立ち上げ部４２と、この立ち上げ部４２内を、ガス上昇通路２０Ａとガス降下
通路２０Ｂとに仕切る逆Ｌ字状の仕切部４３と、この仕切部４３で仕切られたガス降下通
路２０Ｂ内に、液滴４４ａを供給する液滴供給部４４と、液滴供給部４４の後流側の供給
部Ｘで、排ガス煙道２０内部にＳＯ3除去剤３１を供給するＳＯ3除去剤供給部３２とを備
える。また、本実施例では、３区画１５－１～１５－３の集塵器１５で回収した未反応Ｓ
Ｏ3除去剤３１を含む集塵灰２５の一部２５ａを、前記集塵器１５の前側のＳＯ3除去剤３
１を供給する近傍の排ガス１２中に供給する返送ライン３５を設けてＳＯ3除去剤供給部
３２から供給されるＳＯ3除去剤３１に合流させ、排ガス煙道２０内に噴霧するようにし
ている。
　なお、本実施例では、集塵灰２５の一部２５ａの供給をＳＯ3除去剤３１に合流させて
、排ガス煙道２０内に噴霧しているが、集塵灰２５の一部２５ａを別ラインで別途独立し
て排ガス煙道２０内に噴霧するようにしてもよい。
【００３５】
　本実施例では、排ガス煙道２０を仕切部４３で仕切られるので、排ガス１２の一部１２
ａは立ち上げ部４２内のガス上昇通路２０Ａとガス降下通路２０Ｂとを通過する。このガ
ス降下通路２０Ｂを通過する際、液滴供給部４４から脱水濾液２９ａが噴霧され、液滴４
４ａが排ガス１２ｂ中に同伴される。これにより、この分岐された排ガス１２の一部１２
ａは湿潤状態の排ガス１２ｂとなる。
【００３６】
　液滴供給部４４は、脱水濾液２９ａを噴霧する噴霧ノズル等を用いて、微細な液滴を噴
霧するようにしている。当該噴霧ノズルとしては液滴を微細化できる二流体ノズル等が適
用できると考えられる。但しこれに限定するものではない。
【００３７】
　この湿潤状態となった排ガス１２ｂは仕切部４３の下方側を通過した排ガス１２と合流
される。
【００３８】
　また、本実施例では、立ち上げ部４２の排ガス煙道２０の底面側にホッパー４５を備え
、液滴４４ａを噴霧する際や、ノズル近傍に付着する固形物４６が落下して、煙道内に堆
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積するのを防止している。なお、ホッパー４５に底部にはロータリーバルブ４７を設け、
この固形物４６を定期的に除去するようにしている。
　ここで、固形物４６を構成する物質としては、脱水濾液２９ａ中のＣａイオン、ＳＯ4

イオン、Ｃｌイオン等が蒸発し塩状になったものや反応石膏・未反応炭酸カルシウムの一
部や同伴する燃焼灰の混合物が挙げられる。
【００３９】
　本実施例では、液滴を噴霧する際には、立ち上げ部４２の下降通路２０Ｂ内に噴霧して
おり、排ガス煙道２０内のガス流れ方向（図中左右方向）と同一方向に噴霧していない。
　このように、同一方向に噴霧するとノズル周囲や周辺構造物に付着・脱落する粗大な固
形物４６が煙道内に堆積し液滴の噴霧運転を阻害する事もあるため、これを防止するため
に、立ち上げ部の下降流に沿って液滴４４ａを噴霧するようにしている。尚、ノズル周囲
に付着する固形物４６は液滴の微細化を阻害する事もあるため、除媒装置を設置して間欠
的な槌打又は除媒空気等によって脱落させてもよい。
【００４０】
　このように、液滴微細化の阻害を防止した結果、常に細かい液滴のみを排ガス煙道２０
の軸方向（図中左右方向）に送ることができ、後流側に供給されるＳＯ3除去剤３１を湿
潤状態にする際に、固形分４６の影響を排除するようにしている。なお、固形分は、排ガ
ス煙道２０の底部側に設けたホッパー４５に鉛直方向にそのまま落下する。
【００４１】
　この結果、細かい液滴を噴霧するので、細かい液滴を含む排ガス１２ｂ中に炭酸カルシ
ウムを供給することで、炭酸カルシウムが湿潤状態となる。
　この結果、供給された炭酸カルシウムは、従来のようなドライ状態ではなく、湿潤状態
とすることができ、排ガス１２中のＳＯ3が吸収され化学反応の反応性が促進されること
となる。
【００４２】
　本実施例では、液滴供給の水として脱水濾液２９ａを用いているが、これに限定されず
、例えば石膏２８を分離する前の脱硫排水２６の一部を用いるようにしてもよい。その際
、水を用いて石膏スラリー濃度を調整するようにしてもよい。
【００４３】
　そして、湿潤状態となった排ガス中にＳＯ3除去剤３１として炭酸カルシウムが供給さ
れると、炭酸カルシウムが湿潤状態となり、実施例１で説明したように、化学反応により
排ガス中のＳＯ3の除去性を向上させることができる。
【００４４】
　本実施例では、電気集塵器１５で捕集した集塵灰２５の一部を集塵灰供給ラインにより
、煙道中に再度返送するようにしている。
　これは、ＳＯ3除去剤供給部３２から炭酸カルシウムを大量に供給しているので、未反
応の炭酸カルシウムが集塵灰２５中に捕集されることとなる。よって、この捕集された未
反応の炭酸カルシウムを再利用するために返送するものであり、これにより、フレッシュ
の炭酸カルシウムの供給量を低減できる。なお、湿潤状態処理部４１で湿潤状態とし化学
反応により排ガス中のＳＯ3の除去性を向上させることができるので、この未反応炭酸カ
ルシウムを含む集塵灰の一部返送量も低減することができる。
【００４５】
　また、電気集塵器１５出口（脱硫装置１６入口）又は煙突出口等の後流側において、排
ガス中のＳＯ3濃度を監視し、ＳＯ3濃度が上昇したと判断した場合、１）ＣａＣＯ3の供
給量を増大する対応、２）集塵灰２５の一部２５ａのリサイクル量を増大する対応、３）
脱水濾液２９ａの水の噴霧量を適度に増大する対応等がある。
　ここで、１）及び２）の量を増大する対応の場合には、集塵器１５での負荷が増大する
ので、脱水濾液２９ａの供給量を適度に増大させて、排ガス１２中のＳＯ3濃度が上昇し
た場合にも迅速に対応することができる。
　この結果、排ガス中のＳＯ3濃度の変動に追従することができる。
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【実施例３】
【００４６】
　次に、本発明の実施例３に係る排ガス処理装置について、図５を参照して説明する。図
５は、実施例３に係る排ガス処理装置の概略の流れ図である。なお、実施例１又は２と同
様の部材については、同一符号を付してその説明は省略する。
　図５に示すように、本実施例の排ガス処理装置１０Ｃでは、実施例２において、さらに
集塵器１５の前側で排ガス中にＨｇ除去剤６１を供給するＨｇ除去剤供給部６２を備え、
排ガス中のＳＯ3の除去を行うと共に排ガス中の水銀を除去するようにしている。なお、
Ｈｇ除去剤の供給は、集塵器１５の前流側で、ＳＯ3除去剤３１を排ガス煙道２０内に供
給する供給部Ｘの後流側としている。
　ここで、Ｈｇ除去剤６１としては、活性炭（ＡＣ）を例示することができる。
【００４７】
　本実施例では、湿潤状態処理部４１を設けることで、排ガス１２中のＳＯ3濃度が低減
されるので、水銀除去の活性炭（ＡＣ）の必要活性炭量が低減され、Ｈｇ除去に必要な活
性炭の添加量の最小化を図ることができる。
【００４８】
　また、本実施例では、ＳＯ3除去剤３１及びＨｇ除去剤６１を排ガス１２中に供給する
返送ライン３５を設けているが、この返送ラインにＳＯ3除去剤３１及び前記Ｈｇ除去剤
６１を含む集塵灰２５の一部２５ａを、フライアッシュ２５ｂと、ＳＯ3除去剤３１及び
Ｈｇ除去剤６１の分離物２５ｃとに比重分離する比重分離器６３を備えている。そして、
比重分離したフライアッシュ２５ｂを除いたＳＯ3除去剤３１及びＨｇ除去剤６１の分離
物２５ｃを排ガス１２中に供給するようにしている。これにより、ＳＯ3除去及びＨｇ除
去の際に未反応のＳＯ3除去剤３１及びＨｇ除去剤６１のみを再利用することができる。
【実施例４】
【００４９】
　次に、本発明の実施例４に係る排ガス処理装置について、図６を参照して説明する。図
６は、実施例４に係る排ガス処理装置の概略の流れ図である。なお、実施例１乃至３と同
様の部材については、同一符号を付してその説明は省略する。
　図６に示すように、本実施例の排ガス処理装置１０Ｄでは、実施例３において、さらに
集塵器１５の前側にガスガスヒータ（ＧＧＨ）熱回収器６５を設けており、排ガス１２の
熱を回収して、熱回収した後の熱媒を例えばボイラ発電効率向上のために低圧タービン側
給水加熱用に供給し、冷却された熱媒を、再度ガスガスヒータ（ＧＧＨ）熱回収器６５に
戻し循環(循環ラインは省略する）するようにしている。
【００５０】
　このガスガスヒータ（ＧＧＨ）熱回収器６５を通過する際、さらに排ガス温度が低下す
るので、ガスガスヒータ（ＧＧＨ）熱回収器６５を通過した後の排ガス１２中の凝縮した
ＳＯ3ミストを、排ガス中に同伴される未反応の炭酸カルシウム（ＣａＣＯ3）と反応させ
て、さらにＳＯ3の除去効率を向上させるようにしている。
【実施例５】
【００５１】
　次に、本発明の実施例５に係る排ガス処理装置について、図７を参照して説明する。図
７は、実施例５に係る排ガス処理装置の概略の流れ図である。なお、実施例１乃至４と同
様の部材については、同一符号を付してその説明は省略する。
　図７に示すように、本実施例の排ガス処理装置１０Ｅは、ボイラからの排ガス１２中の
窒素酸化物を除去する脱硝装置１３と、窒素酸化物除去後の排ガス１２中の熱を回収する
空気予熱器１４と、熱回収後の排ガスの熱を熱交換するガスガスヒータＧＧＨと、熱回収
後の排ガス１２中の煤塵を除去する集塵器１５と、除塵後の排ガス中の硫黄酸化物を除去
する気液接触式の脱硫装置１６と、脱硫後の排ガスを外部に排出する煙突１７と、空気予
熱器の後流側であると共にガスガスヒータ（ＧＧＨ）熱回収器６５の前流側の供給部Ｙで
、排ガス中にＳＯ3除去剤３１を排ガス煙道２０内に供給するＳＯ3除去剤供給部３２と、
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ガスガスヒータ（ＧＧＨ）熱回収器６５の後流側であると共に集塵器１５の前流側の排ガ
ス煙道２０内において、排ガス１２の一部を湿潤状態とする湿潤状態処理部４１とを備え
るものである。
【００５２】
　本実施例では、ガスガスヒータ（ＧＧＨ）熱回収器６５の後流側に湿潤状態処理部４１
を設置するので、ガスガスヒータ（ＧＧＨ）熱回収器６５通過後の排ガス１２のガス温度
は１００℃となっているが、水露点以上の排ガス１２中に噴霧することにより、ガスガス
ヒータ（ＧＧＨ）熱回収器６５を通過した後の排ガス中に残存するＳＯ3を未反応の炭酸
カルシウムで反応させて、さらにＳＯ3の除去効率を向上させるようにしている。
【符号の説明】
【００５３】
　１０Ａ～Ｅ　排ガス処理装置
　１１　ボイラ
　１２　排ガス
　１３　脱硝装置
　１４　空気予熱器
　１５　電気集塵器(集塵器)
　１６　脱硫装置
　２６　脱硫排水
　２９　脱水濾液
　３１　ＳＯ3除去剤
　３２　ＳＯ3除去剤供給装置
　４１　湿潤状態処理部
　４２　立ち上げ部
　４３　仕切部
　４４　液滴供給部
　４４ａ　液滴
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