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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　揮発性有機化合物を含有する排ガスを酸化分解処理する処理装置において、
　内管と両端面の閉塞された外管とがガス昇降通路となる間隙部を設けて同軸上に配置さ
れ、両管の一方端において上記間隙部と上記内管内とが連通され、他方端において上記内
管と上記外管端面とが封止され、
　上記内管内は、前記他方端側にガス連通路を残して縦隔壁によって仕切られた２以上の
反応室を有し、上記２以上の反応室の各々に蓄熱材層と触媒層が階層的に設けられ、上記
ガス連通路に揮発性有機化合物を加熱反応させる加熱手段が備えられ、
　上記外管に一対の排ガス出入口部が設けられ、
　上記間隙部が、上記一対の排ガス出入口部のうちの一方から導入された排ガスを上記２
以上の反応室のうちの少なくとも１つに案内する第一ガス通路と、上記２以上の反応室の
うちの少なくとも１つから送り出される浄化された排ガスを上記一対の排ガス出入口部の
うちの他方に案内する第二ガス通路とに分割されていることを特徴とする揮発性有機化合
物の処理装置。
【請求項２】
　上記縦隔壁を上記外管内壁まで延設することにより、上記第一ガス通路と第二ガス通路
が形成されている請求項１記載の揮発性有機化合物の処理装置。
【請求項３】
　上記一対の排ガス出入口部にそれぞれ三方切替弁が設けられ、上記２以上の反応室の各
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々を流れるガスの向きを切り替えるように構成されている請求項１または２記載の揮発性
有機化合物の処理装置。
【請求項４】
　上記触媒作用を有する材料が、白金、パラジウム、鉄、チタン、ジルコニウム、マンガ
ン、銅、コバルト、ニッケル、セリウム、インジウム、タングステン、スズ、マグネシウ
ム、カルシウム、ナトリウムの金属あるいは金属酸化物の群から選択される１種以上のも
のからなる請求項１～３のいずれか１項に記載の揮発性有機化合物の処理装置。
【請求項５】
　上記触媒作用を有する材料として、さらに酸化鉄や酸化アルミニウムとの複合酸化物が
用いられる請求項４記載の揮発性有機化合物の処理装置。
【請求項６】
　上記２以上の反応室の各々に充填される上記蓄熱材が触媒作用を有することにより、前
記加熱手段の前段において有機シリコン化合物を酸化処理するように構成されている請求
項１～５のいずれか１項に記載の揮発性有機化合物の処理装置。
【請求項７】
　浄化された排ガスを上記間隙部に流すことにより、上記充填材の温度を３００～８００
℃の範囲に維持することができるように構成されている請求項１～６のいずれか１項に記
載の揮発性有機化合物の処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は揮発性有機化合物の処理装置に関し、特に、排ガスに含まれる有害成分や悪臭
成分などを酸化分解し、さらに酸化分解によって昇温したガスの熱を蓄熱材によって熱回
収することにより、排ガスを経済的に浄化処理し得る揮発性有機化合物の処理装置に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　様々な産業において、製造工程から排出されるガス中には有害成分や悪臭成分が含まれ
ている場合がある。
【０００３】
　例えば、塗装工場、印刷工場、フィルムのラミネート工場などではトルエン、イソプロ
ピルアルコール（ＩＰＡ）、メチルエチルケトン（ＭＥＫ）、酢酸エチルなどの揮発性有
機化合物（ＶＯＣ：Volatile Organic Compound）を使用しており、製造装置や設備など
からＶＯＣ含有ガスを排出している。
【０００４】
　大気汚染防止の観点から、ＶＯＣを使用する工程においては、環境に与える負荷を低減
させるため、工程から発生するＶＯＣガスをできる限り分解または除去して排出しなけれ
ばならない。
【０００５】
　このようなＶＯＣガス成分を分解または除去するガスの浄化方法としては、ガスを直接
、バーナーなどで燃焼する直接燃焼方式、触媒により燃焼を行う触媒燃焼方式、蓄熱材で
予熱して燃焼させる蓄熱燃焼方式などが知られている。
【０００６】
　上記触媒燃焼方式の装置概略を図６に示す。
【０００７】
　同図に示す触媒燃焼装置は、中温（２５０～３５０℃程度）で用いられるものであり、
排ガス導入口５０から導入された排ガスＥＧは、炉室５１内に配置されたヒータ５２によ
って加熱された後、触媒５３に導入されて酸化分解され、排ガス排出口５４から放出され
るようになっている。
【０００８】
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　触媒５３で排ガスＥＧを酸化分解するのに用いられた熱は直接燃焼方式に比べて低温で
ある。
【０００９】
　直接燃焼方式または触媒燃焼方式において、希薄な可燃成分を処理する場合に望まれる
ことは、放出される排ガス温度を低下させると共に、消費エネルギー量を抑制してランニ
ングコストを低減させることである。
【００１０】
　一方、蓄熱燃焼方式は上記した他の燃焼方式と比較してイニシャルコストは高いものの
、高い熱回収率を得ることができ（一般に８５％以上）、上記触媒燃焼方式に比べ消費エ
ネルギーを半分程度に抑制できるという利点がある。
【００１１】
　図７は従来の蓄熱燃焼方式の装置概略を示したものである。
【００１２】
　同図において、蓄熱燃焼方式では炉室５５に対して二塔のガス流路を設けており、バー
ナー５６で排ガスを燃焼浄化した後、浄化部の下流側にセラミックハニカムなどの蓄熱材
５７を設置することで排熱を吸収するように構成されている。そして、ガス供給方向を反
転させる（実線矢印で示すＡ方向から破線矢印で示すＢ方向）ことで、蓄熱材５７に保持
された熱を再び炉室５５で利用し、反対側に設けられた蓄熱材５８で排熱を回収する操作
を繰り返す（例えば特許文献１参照）。
【００１３】
　なお、図中、５９は排ガス導入口（または排ガス排出口）、６０は排ガス排出口（また
は排ガス導入口）である。
【００１４】
　上記触媒燃焼方式に用いられる接触酸化分解反応用触媒としては、低温で高い酸化分解
活性を有するもの、具体的には、白金などの貴金属を活性成分としこれをアルミナなどの
触媒担体に担持させたものが使用されている。
【００１５】
　これらのいわゆる貴金属系触媒は、有機シリコン等の被毒物質に影響されやすく、排ガ
ス中にこれらの被毒物質が微量に混入するだけでも酸化活性が大きく低下するという欠点
を有している。しかし、有機シリコン化合物に対し、充分に優れた耐久性を有する触媒の
開発はなされていないのが現状である。
【００１６】
　そこで触媒劣化防止のため、触媒前段に吸着材を設置することにより有機シリコン化合
物を吸着除去する方法が広く採用されている。
【特許文献１】特開平１１―４４４１６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　しかしながら、一般に、吸着材によって有機シリコン化合物を除去する方法は、吸着材
における吸着量が飽和に達すると吸着材の交換、または再生による吸着物の除去が必要と
なるため、浄化システムの必要性能を維持するには吸着材を定期的に交換しなければなら
ずランニングコストが高くつくという問題があった。
【００１８】
　一方、酸化分解過程において昇温されたガスの熱を回収し未処理ガスの予熱源として再
利用する、蓄熱燃焼方式によるガス浄化処理方法は、ランニングコストの面では他のガス
浄化処理方法よりも有利であるが、省エネルギーに有効な上記蓄熱燃焼方式も、下記に示
す課題を有している。
【００１９】
　すなわち、蓄熱燃焼方式でガスの保持している熱を有効に吸収しようとしても、顕熱蓄
熱材の熱容量が限られているため、高い熱効率を得るためには多量の顕熱蓄熱材が必要と
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なり、結果として装置重量や大きさが拡大してしまい設置場所が限られること。加えて、
大きな熱容量を有するため、装置が安定するまでに時間がかかるということである。
【００２０】
　本発明は、従来の燃焼式ガス浄化装置における課題を考慮してなされたものであり、軽
量、コンパクトに構成することによりイニシャルコスト、ランニングコストを抑制して省
エネルギー化を実現することのできる揮発性有機化合物の処理装置を提供するものであり
、また、有機シリコン化合物含有排ガスに対し、より長時間、高い浄化率を維持すること
のできる揮発性有機化合物の処理装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明は、揮発性有機化合物を含有する排ガスを酸化分解処理する処理装置において、
　内管と両端面の閉塞された外管とがガス昇降通路となる間隙部を設けて同軸上に配置さ
れ、両管の一方端において上記間隙部と上記内管内とが連通され、他方端において上記内
管と上記外管端面とが封止され、
　上記内管内はガス連通路を残して縦隔壁によって仕切られた２以上の反応室を有し、上
記各反応室に蓄熱材層と触媒層が階層的に設けられ、上記ガス連通路に揮発性有機化合物
を加熱反応させる加熱手段が備えられ、
　上記外管に一対の排ガスの出入口が設けられ、
　上記間隙部が、上記ガス出入口部から導入された排ガスを上記反応室に案内する第一ガ
ス通路と、上記反応室から送り出される浄化された排ガスを上記ガス出入口部に案内する
第二ガス通路とに分割されている揮発性有機化合物の処理装置である。
【００２２】
　本発明において、上記縦隔壁を上記外管内壁まで延設することにより、上記第一ガス通
路と第二ガス通路を形成することができる。
【００２３】
　本発明において、上記ガス出入口部にそれぞれ三方切替弁を設け、上記反応室を流れる
ガスの向きを切り替えるように構成することができる。
【００２４】
　本発明において、上記触媒作用を有する材料は、白金、パラジウム、鉄、チタン、ジル
コニウム、マンガン、銅、コバルト、ニッケル、セリウム、インジウム、タングステン、
スズ、マグネシウム、カルシウム、ナトリウムの金属あるいは金属酸化物の群から選択さ
れる１種以上のものを使用することができる。
【００２５】
　本発明において、上記触媒作用を有する材料は、上記した単独物質のみならず、さらに
酸化鉄や酸化アルミニウムとの複合酸化物を用いることができる。
【００２６】
　本発明において、上記反応室に充填される上記蓄熱材が触媒作用を有することにより、
揮発性有機化合物、例えば、有機シリコンを酸化処理するように構成することができる。
【００２７】
　本発明において、浄化された排ガスを上記間隙部に流すことにより、上記充填材の温度
を３００～８００℃の範囲に維持することができる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、軽量、コンパクトに構成することによりイニシャルコスト、ランニン
グコストを抑制して省エネルギー化を実現することがきる。
【００２９】
　また、反応室に充填する蓄熱材が触媒作用を有する本発明によれば、有機シリコン化合
物含有排ガスに対し、より長時間、高い浄化率を維持することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】



(5) JP 5130008 B2 2013.1.30

10

20

30

40

50

　以下、図面に示した一実施形態に基づいて本発明を説明する。
【００３１】
　図１は本発明に係る揮発性有機化合物の処理装置の構成を示した縦断面図である。
【００３２】
　同図において、処理装置１は、管状の反応容器（内管）２と管状の外側容器（外管）３
とを同軸上に配置した二重管構造からなり、反応容器２内の反応室４には、蓄熱材層とし
ての第一充填材５および触媒層としての第一触媒材６と、同じく蓄熱材層としての第二充
填材７および触媒層としての第二触媒材８とが中間仕切板（縦隔壁）９を隔ててその両側
に充填されており、蓄熱式触媒燃焼方式によるＶＯＣ分解処理装置を構成している。
【００３３】
　反応容器２内の下部には図示しない支持材が格子状（平面から見て）に設けられており
、充填された第一および第二充填材５，７の底部を支えるようになっている。なお、第一
触媒材６は第一充填材５上に、第二触媒材８は第二充填材７上に積層置される。
【００３４】
　また、上記反応容器２内の第一および第二触媒材６，８を加熱しＶＯＣガスを酸化分解
させるため、第一および第二触媒材６，８との間のガス連通路中に加熱手段１０が備えら
れている。
【００３５】
　上記外側容器３は天板３ａと底板３ｂを有する筒体に形成され、反応容器２はその外側
容器３より外径が小さく形成されていることにより、両者の間に筒状の間隙部が形成され
、この筒状の間隙部が後述するガス通路となっている。なお、反応容器２の上端は上記天
板３ａの内壁に接続されており、反応容器２の下端は上記底板３ｂの内壁から所定距離離
れた状態で浮いている。
【００３６】
　外側容器３における直径方向両側壁には第一ガス出入口部１１および第二ガス出入口部
１２が備えられ、第一ガス出入口１１は第一ガス通路１３を通じて第一反応室４ａと連通
し、第二ガス出入口部１２は第二ガス通路１４を通じて第二反応室４ｂと連通している。
【００３７】
　上記中間仕切板９は、図１のＸ－Ｘ矢視断面である図２に示すように、反応容器２内で
は第一および第二触媒材６と８を仕切ってはいるものの、ガス連通路１５を連通させるた
め、高さが第一および第二触媒材６，８から僅かに突出する程度に規制されている。
【００３８】
　一方、反応容器２と外側容器３との隙間については導入するガスのすべてを第一反応室
４ａ（または第二反応室４ｂ）に案内する必要があるため、隙間を完全に遮断している。
【００３９】
　図１において、第一ガス出入口部１１には第１三方切替弁１６が設けられ、第二ガス出
入口部１２には第２三方切替弁１７が設けられ、反応室４に導入する排ガスの流れ方向を
切り替えることができるようになっている。
【００４０】
　具体的には、両三方切替弁１６および１７を操作することにより、排ガスの流れる方向
を白抜き矢印で示すＡ方向か、または黒塗り矢印で示すＢ方向かのいずれかに切り替える
ことができるようになっている。
【００４１】
　上記第一および第二触媒材６，８は、白金、パラジウム、鉄、チタン、ジルコニウム、
マンガン、銅、コバルト、ニッケル、セリウム、インジウム、タングステン、スズ、マグ
ネシウム、カルシウム、ナトリウムの金属あるいは金属酸化物の群から選択される１種以
上の触媒材を使用することができる。
【００４２】
　また、上記した物質単独のみならず、酸化鉄や酸化アルミニウムとの複合酸化物を使用
することもできる。
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【００４３】
　また、第一および第二触媒材６，８は、平面から見てハミカム状または格子状のガス通
路が形成されている成形ブロックから構成することができる。
【００４４】
　また、蓄熱材からなる上記第一および第二充填材５，７は、例えばセラミックから構成
することができるが、触媒作用を有するものであっても良い。その場合、コージライトや
セラミック担体に、上記触媒材で説明した金属あるいは金属酸化物の群から選択される触
媒材を添着したものを使用することができる。
【００４５】
　第一および第二充填材５，７は、平面から見て格子状またはハニカム状のガス通路が形
成されている成形ブロックから構成することができる。
【００４６】
　また、上記加熱手段１０としてはガスヒータ、電気ヒータ等の加熱器を用いることがで
きるが、安全性、安定性、コンパクト性、高温化、省エネルギーの観点から電気ヒータを
用いることが好ましい。
【００４７】
　次に、上記構成を有する処理装置１の動作について説明する。
【００４８】
　(ａ)　排ガスの流れをＡ方向に切り替えた場合
　排ガスの流れ方向がＡ方向に切り替えられた場合、排ガスは第１三方切替弁１６から処
理装置１内に導入され、反応容器２と外側容器３との間隙を流れ、第一ガス通路１３から
第一充填材５に導入される。それにより、排ガス中の有機シリコン化合物が吸着・分解除
去される。
【００４９】
　有機シリコンが除去された後の排ガスは、さらに、第一触媒材６、次いで中間仕切板９
を挟んで他方側の第二触媒材８に導かれ、酸化触媒により排ガス中のＶＯＣが燃焼分解さ
れる。
【００５０】
　燃焼分解により浄化され、高温となった排ガスは第二充填材７を通り、第二ガス通路１
４から第２三方切替弁１７を通って外部に排出される。
【００５１】
　この時、第二充填材７は、触媒による燃焼分解によって高温となった燃焼排ガスにより
加熱される。これにより、第二充填材７はその触媒作用によりその第二充填材７に吸着し
ている有機シリコンを分解し、同時に排ガスの燃焼による熱を蓄積する。
【００５２】
　(ｂ)　排ガスの流れをＢ方向に切り替えた場合
　排ガスの流れ方向がＡ方向からＢ方向に切り替えられた場合は、Ａ方向に切り替えられ
た場合と逆の経路で、上記排ガスの流れをＡ方向とする場合と同様な処理を実行する。
【００５３】
　この時、第二充填材７の蓄熱と新たに導入される排ガスとの熱交換によって排ガスは昇
温され、蓄熱は第二触媒材８および第一触媒材６での燃焼分解に有効に利用される。
【００５４】
　ＶＯＣガスを触媒で酸化燃焼分解させる場合の温度は、触媒の耐熱性やランニングコス
トの面から２５０～３５０℃で制御するのが一般的であるが、この温度範囲では排ガス中
に有機シリコン化合物が微量でも含まれていると、顕著に触媒の酸化活性の低下を引き起
こす。
【００５５】
　触媒の寿命を考慮すると、酸化触媒の前段に有機シリコンの吸着、分解作用のある前処
理触媒を設置する必要があるが、２５０～３５０℃の中温では有機シリコンを酸化分解で
きないため、前処理触媒の寿命も時間の問題となる。
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【００５６】
　有機シリコン化合物を有効に除去するには有機シリコン化合物が酸化分解し得る温度に
高めることが必要である。すなわち、有機シリコン化合物を酸化分解するためには高温で
あることが望ましく、有機シリコン化合物の分解性と吸着性、触媒の耐久性を考慮すると
３００～８００℃の範囲であることが望ましい。さらに望ましくは、４００～６００℃に
加熱維持することであり、この温度範囲であれば、より経済的にＶＯＣ排ガスを分解処理
できる。
【００５７】
　上記高温領域で酸化分解処理する場合、耐熱性と分解性の面から、パラジウム系および
マンガンや銅の酸化物を使用することが好適である。詳しくは、無機バインダー中に例え
ばパラジウム系金属触媒材をスラリー状に分散させ、その中に蓄熱材としての担体を含浸
させ、エアーパージによって乾燥させることにより所定量のパラジウム系金属触媒材を添
加する。
【００５８】
　このように、本発明の処理装置１は二重管構造をなし、内側管となる反応容器２内に反
応室が設けられているため、保温性および蓄熱性に優れており、高温で有機シリコンを含
むＶＯＣを分解処理する場合においてヒータ消費電力が少なくて済み、非常に経済的なシ
ステムを構築することができる。
【実施例】
【００５９】
　以下、実施例を用いて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限
定されるものではない。なお、本発明の評価は、図３に示す既存のＶＯＣ濃縮酸化分解処
理装置（以下既存処理装置と略称する）２０の酸化分解部２１に対し、図１に示した処理
装置１を適用することにより行った。
【００６０】
　既存処理装置２０の構成について説明すると、既存処理装置２０は、エンドレスの繊維
状活性炭シート（以下、活性炭シートと呼ぶ）２２を複数のローラ２３に架設して周回さ
せるようになっており、その活性炭シート２２の吸着部分にＶＯＣ含有ガスを導入するこ
とによってＶＯＣを吸着し、浄化された清浄空気は、ブロア２４を介して外気に放出され
る。
【００６１】
　上記活性炭シート２２の周回経路には脱着部２５が設けられ、この脱着部２５には脱着
ヒータ２６によって加熱された空気が導入され、活性炭シート２２に吸着したＶＯＣを脱
離する。
【００６２】
　したがって活性炭シート２２を吸着部と脱着部２５の間で周回させることによってＶＯ
Ｃ含有ガスを連続的に吸着し、脱着することができるようになっている。
【００６３】
　脱着部２５から出た高濃度のＶＯＣガスは、触媒熱交換器２７を通し、さらに触媒ヒー
タ２８で加熱し、酸化触媒２９に導入して触媒酸化を行なう。
【００６４】
　酸化触媒２９を経た高温ガスは上記触媒熱交換器２７にて脱着部２５から送り出された
ガスと熱交換されて温度が下げられ、さらに、脱着熱交換器３０において、ブロア３１か
ら供給される脱着用空気と熱交換され、装置外部に排出される。
【００６５】
　このように既存処置装置２０は、連続回転する吸着材（ここでは活性炭シート）に吸着
されたＶＯＣを高温のガスで脱着処理することにより得られる濃縮ガスを、酸化分解処理
するものであり、吸着濃縮ガスの酸化分解過程において昇温されたガスの熱を、熱交換器
によって脱着用ガスの熱源として回収するようになっている。
【００６６】
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　図４は、上記既存処理装置２０による処理内容をフロー図で示したものであり、図５は
本発明の処理装置１による処理内容をフロー図で示したものである。
【００６７】
　なお、両図において活性炭シート２２およびその駆動機構については説明を簡単にする
ため省略している。
【００６８】
　いずれの装置も、図３の脱着部２５で脱着されたＶＯＣガスを触媒で酸化分解すること
とし、所定の濃度および温度のＶＯＣガスを発生させて触媒層に供給し、その時の各部位
の温度、および触媒ヒータ２８、脱着ヒータ２６の使用電力を測定した。
【００６９】
　評価にはＩＰＡを用い、触媒層に供給したガス条件（図４、図５の部位（２）における
）は、濃度２０００ｐｐｍ、風量０．７ｍ３／ｍｉｎ、温度１００℃とした。
【００７０】
　また、触媒制御温度は既存処理装置（比較例）を２７０℃とし、本発明の処理装置（実
施例）を５００℃とした。その結果、脱着ガス熱交換後の排ガスの処理ガスに対する除去
率９５％以上であった。
【００７１】
　評価に用いた触媒は、実施例はパラジウム系、比較例は白金で、どちらもハニカム触媒
であり、ＳＶを２００００～２５０００ｈｒ－１とした。
【００７２】
　実施例の処理装置１は、外側容器が直径４００ｍｍ、高さ５３０ｍｍのものを用い、反
応容器には直径２２０ｍｍの蓄熱材と酸化触媒を、各々高さが２００ｍｍと５０ｍｍのも
のを充填した。なお、蓄熱材はコージライト系のハニカム体を用いた。
【００７３】
　各処理装置による評価結果を表１に示す。
【００７４】
【表１】

【００７５】
　なお、図４および図５に示す部位（１）～（５）は、表１のフロー図番号の（１）～（
５）に対応している。
【００７６】
　（１）は触媒ヒータ制御温度、（２）は脱着ヒータ制御温度、（３）は触媒熱交換器（
充填材・触媒材）入口温度、（４）は触媒熱交換器（充填材・触媒材）出口温度、（５）
は排ガス温度を示している。
【００７７】
　上述した処理ガス条件において、触媒制御温度が比較例では２６７℃に対し実施例では
５００℃であり、２００℃以上高いにも関わらず、全ヒータ電力は、比較例が２．７６ｋ
Ｗに対して実施例が１．２６ｋＷであり、５０％以上も電力消費量を節約できることが検
証された。
【００７８】
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　これは、実施例の処理装置が、比較例に比べ保温および蓄熱性に優れており、それによ
り、触媒電力を大幅に削減することができることを示している。
【００７９】
　したがって、本発明の処理装置をＶＯＣ濃縮酸化分解処理装置に適用した場合に省エネ
ルギー効果のあることが確認された。
【００８０】
　また、実施例の処理装置は、触媒ヒータを５００℃の高温で制御することにより、ＶＯ
Ｃ排ガス中に有機シリコン化合物が微量に含まれる場合でも有機シリコン化合物を酸化分
解できる。その結果、触媒寿命を大幅に延長することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】本発明の処理装置の構成を示す縦断面図である。
【図２】図１のＸ－Ｘ矢視縦断面図である。
【図３】既存のＶＯＣ濃縮酸化分解処理装置の構成を示すブロック図である。
【図４】図３に示すＶＯＣ濃縮酸化分解処理装置の概略フロー図である。
【図５】本発明によるＶＯＣ濃縮酸化分解処理装置の概略フロー図である。
【図６】従来の触媒燃焼方式の構成を示す概略説明図である。
【図７】従来の蓄熱燃焼方式の構成を示す概略説明図である。
【符号の説明】
【００８２】
　１　　処理装置
　２　　反応容器
　３　　外側容器
　４　　反応室
　４ａ　第一反応室
　４ｂ　第二反応室
　５　　第一充填材
　６　　第一触媒材
　７　　第二充填材
　８　　第二触媒材
　９　　中間仕切板
　１０　加熱手段
　１１　第一ガス出入口部
　１２　第二ガス出入口部
　１３　第一ガス通路
　１４　第二ガス通路
　１５　ガス連通路
　１６　第１三方切替弁
　１７　第２三方切替弁
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