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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　炉天井（furnace roof）２２であって、該炉天井は、
　炉１０の上部を横切って延びる複数の細長い天井支持部材２６であって、隣接する該天
井支持部材間に空間が設けられる、複数の細長い天井支持部材２６と、
　隣接する該天井支持部材間の前記空間に設けられる複数の耐火煉瓦２４であって、前記
天井支持部材及び該耐火煉瓦は、前記炉の内部空間１１を覆い、該耐火煉瓦は、前記天井
支持部材の長さに沿って延びる列４７を成して配置され、少なくとも１つの該耐火煉瓦列
は、隣接する前記天井支持部材間に設けられ、該耐火煉瓦はそれぞれ、前記炉の内部に面
する底面、前記炉の内部とは反対側に面する上面、及び該上面と前記底面との間に延びる
一対の対向側面５３を有する、複数の耐火煉瓦とを備え、
　前記天井支持部材はそれぞれ、その長さに沿って延びる対向側部３６を有し、該側部の
各々には、１つの前記耐火煉瓦列の複数の前記耐火煉瓦の前記側面５３と直接接触すると
ともに、前記複数の耐火煉瓦が少なくとも部分的に支持される、支持面５０が設けられ、
前記耐火煉瓦の前記側面５３及び前記天井支持部材の前記側部は、前記天井支持部材の前
記支持面と直接接触する前記耐火煉瓦を、該炉天井の上方から前記耐火煉瓦を持ち上げる
ことによって、隣接する前記天井支持部材間の前記空間から直線的に上方に取り外すこと
ができるような形状になっていて、該耐火煉瓦２４は、該天井支持部材２６の位置変え又
は取り外しを行わずに上方から取り外されるよう構成されている、炉天井。
【請求項２】
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　前記天井支持部材２６はそれぞれ、少なくとも１つの内部クーラント通路４０と、少な
くとも１つのクーラント入口４２と、少なくとも１つのクーラント出口４４とを有し、前
記内部クーラント通路はそれぞれ、入口と出口との間に一続きに延びる、請求項１に記載
の炉天井。
【請求項３】
　前記炉１０は、４つの側壁１２，１４を有する矩形の炉であり、前記天井支持部材は、
前記側壁の対向した対に沿って互いに離間した平行関係で配置される、請求項１に記載の
炉天井。
【請求項４】
　前記炉１０は、円形であり、前記天井支持部材は、前記炉の全体にわたって互いに弦方
向に（chordwise）、又は該炉のセグメントにわたって弦方向に、互いに離間した平行関
係で配置される請求項１に記載の炉天井。
【請求項５】
　前記天井支持部材２６はそれぞれ、互いに端同士を突き合わせた関係で配置される複数
の天井支持ビーム２７を備える、請求項１に記載の炉天井。
【請求項６】
　前記炉天井はアーチ形であり、前記天井支持部材２６はそれぞれ弓形であるか、又は、
前記炉天井は平坦であり、前記天井支持部材はそれぞれ直線状である、請求項１に記載の
炉天井。
【請求項７】
　前記炉を横切って前記炉天井の上に延びる複数の高架支持部材２０をさらに備え、前記
天井支持部材２６は、前記高架支持部材の下に離間している、請求項１に記載の炉天井。
【請求項８】
　前記高架支持部材２０はそれぞれ、前記炉の両側に位置する一対の垂直バックステー１
８間に延びる水平ビームを備える、請求項７に記載の炉天井。
【請求項９】
　前記天井支持部材２６はそれぞれ、その長さに沿った１つ又は複数の点で前記高架支持
部材２０の１つから支持される、請求項７に記載の炉天井。
【請求項１０】
　前記天井支持部材２６及び前記高架支持部材２０は、互いに平行であり、前記天井支持
部材はそれぞれ、その長さに沿った複数の点で前記高架支持部材の１つから支持される、
請求項９に記載の炉天井。
【請求項１１】
　前記天井支持部材２６は、ハンガー６８によって前記高架支持部材２０から支持される
、請求項９に記載の炉天井。
【請求項１２】
　前記クーラント入口４２及び前記クーラント出口４４の少なくとも一方は、前記天井支
持部材２６の、炉天井２２の縁３８にある第１の端２８に近接して位置する、請求項２に
記載の炉天井。
【請求項１３】
　前記クーラント入口４２及び前記クーラント出口４４の両方は、前記天井支持部材の、
炉天井２２の縁３８にある前記第１の端２８に近接して位置付け、クーラント通路４０が
Ｕ字形に入り口４２から天井支持部材２６の第２の端３０へ延びて出口４４へ戻るように
する、請求項２に記載の炉天井。
【請求項１４】
　前記天井支持部材２６の少なくともいくつかの両側部３６には、前記支持面５０が設け
られ、前記支持面はそれぞれ、前記側部の一方の上側部分４９と下側部分５１との間の移
行部を形成するショルダを備えることにより、前記天井支持部材の前記側部の前記上側部
分間の幅が前記天井支持部材の前記側部の前記下側部分間の幅よりも短いようになってい
る、請求項１に記載の炉天井。
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【請求項１５】
　前記側部の前記下側部分５１は、互いに平行であり、且つ前記耐火煉瓦２４の側面５３
と係合する、請求項１４に記載の炉天井。
【請求項１６】
　前記炉天井の前記煉瓦２４の少なくともいくつかには、前記天井支持部材２６のショル
ダと係合するショルダ５２が設けられる、請求項１４に記載の炉天井。
【請求項１７】
　前記天井支持部材２６はそれぞれ、前記炉天井の上面と同一平面上にある上面３２を有
する、請求項１６に記載の炉天井。
【請求項１８】
　前記天井支持部材２６はそれぞれ、その上面３２と下面３４との間で測定される、前記
炉天井の厚さよりも短い高さを有することにより、前記天井支持部材の前記下面が前記炉
天井の下面に対し嵌め込まれるようになり、前記天井支持部材の前記下面と前記炉天井の
前記下面との間の空間６０は、耐火材料６２で充填される、請求項１７に記載の炉天井。
【請求項１９】
　前記耐火材料６２は、前記天井支持部材の前記下面のスロットに差し込まれる、請求項
１８に記載の炉天井。
【請求項２０】
　炉天井２２の複数の耐火煉瓦２４を支持する支持部材２６であって、細長く、第１の端
２８、第２の端３０、及びその長さに沿って延びる一対の対向側部３６を有し、該側部そ
れぞれには、前記耐火煉瓦を支持する支持面５０が設けられ、該支持部材は、前記側部の
一方の上側部分４９と下側部分５１との間の移行部を形成するショルダを備えることによ
り、前記ショルダの近くにおいて、前記天井支持部材の前記側部の前記上側部分間の幅が
前記天井支持部材の前記側部の前記下側部分間の幅よりも短いようになっていて、かつ、
前記天井支持部材の前記側部は、前記天井支持部材の前記支持面と直接接触する前記耐火
煉瓦を、該天井の上方から前記耐火煉瓦を持ち上げることによって、隣接する前記天井支
持部材間の前記空間から直線的に上方に取り外すことができるような形状になっていて、
該耐火煉瓦２４は、該天井支持部材２６の位置変え又は取り外しを行わずに上方から取り
外されるよう構成されている、炉天井の複数の耐火煉瓦を支持する支持部材。
【請求項２１】
　少なくとも１つの内部クーラント通路４０、少なくとも１つのクーラント入口４２、及
び少なくとも１つのクーラント出口４４をさらに備え、前記内部クーラント通路はそれぞ
れ、入口と出口との間に一続きに延びる、請求項２０に記載の支持部材。
【請求項２２】
　前記側部３６の下側部分５１は上側部分４９より高さがより高い、請求項２１に記載の
支持部材。
【請求項２３】
　前記側部３６の前記下側部分は互いに平行である、請求項２１に記載の支持部材。
【請求項２４】
　前記側部３６の上側部分４９は、使用において、前記支持部材の上面３２が前記支持部
材に支持された耐火煉瓦２４の上面と同一平面上になるように寸法
付けられている、請求項２１に記載の支持部材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、耐火性の炉天井を支持及び冷却するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　高温炉は、耐火煉瓦から成る天井構造を有する。煉瓦は、金属ハンガーによってハンガ
ービームから支持される。ハンガーの数を減らすことができるように煉瓦を互いに連結さ
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せるいくつかのシステムが既知である。しかしながら、このようなハンガーの多くは、通
常は炉天井から突出しているため、天井に塵埃が付かないようにすることが困難であり、
そのため、天井の耐火性物質（refractory）から熱を除去することが妨げられ、したがっ
てその耐用年数が縮まる。
【０００３】
　概して、炉天井懸架システムは、天井を構成する耐火煉瓦を冷却する手段を含まない。
１つの例外は、１９２２年１月３１日に発行された米国特許第１，４０４，８４５号（Ga
tes）に開示されているシステムである。この特許は、クーラントが循環する相互接続さ
れた管状部材の格子を有する炉「アーチ」を開示している。クーラントの入口は、長手方
向管状部材に設けられ、クーラントの出口は、横方向管状部材に設けられている。アーチ
を構成する耐火煉瓦は長手方向管状部材から支持されるようにノッチ付きであり、横方向
管状部材の端は炉壁上に置かれることにより、天井を支持する。
【０００４】
　Gates特許は、アーチを構成する２つの異なる構成を示している。Gates特許の図１に示
される一方の構成では、管状部材１５が上方から煉瓦間の溝路に挿入されるため、煉瓦を
懸架状態で保持するためにウェッジ又は充填材（filler:フィラー）の使用が必要となる
。Gates特許の図４に示される第２の構成では、煉瓦の各対間に冷却管が必要である。
【０００５】
　Gates特許のシステムは、従来のハンガーシステムに勝る利点をいくつか提供している
が、横方向管状部材及び長手方向管状部材の格子は、炉天井から塵埃を除去する能力を妨
害し得る。埃は断熱の原因であり、除去されなければ煉瓦を高温にしてその寿命を縮める
ため、天井の寿命を最大にするためにこれを一掃することが必要である。さらに、Gates
特許の炉アーチの耐火煉瓦は、上方から交換することができず、炉の内部から交換しなけ
ればならないため、炉の冷態停止が必要となり生産量が低下すると思われる。
【０００６】
　さらに、Gates特許により開示されているように壁上で天井を支持することは、壁煉瓦
を交換するために天井を取り外すか又は他の方法で支持しなければならず、これは通常、
天井修理よりもはるかに頻繁に行われなければならないため、望ましくない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来技術のこれらの欠点に対処するために、耐火煉瓦の交換を容易にした、耐火性の炉
天井を支持及び冷却する改良型システムを提供することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、炉にわたって延びる複数の細長い天井支持部材を備え、炉天井の煉瓦が天井
の上方から取り外し可能であるように天井支持部材の側部の支持面により支持される、炉
の天井を支持するシステムを設けることにより、従来技術の欠点を克服する。天井支持部
材には、クーラント入口とクーラント出口との間で冷却流体を循環させる少なくとも１つ
の内部クーラント通路が設けられることが好ましい。好ましい実施形態では、天井支持部
材はこのようにして、煉瓦の支持及び冷却両方の二重目的を同時に果たす。
【０００９】
　本発明によるシステムでは、ハンガーを個々の煉瓦に取り付ける必要がなくなり、炉を
冷態停止させずに煉瓦を上方から取り外して交換することができるため、修理手順が大幅
に単純化されるとともにその時間及び費用が減る。さらに、本発明の好ましいシステムで
は、クーラント入口及び出口が天井支持部材に設けられることにより、Gates特許におけ
るようなクーラント搬送用クロス部材が必要なくなる。
【００１０】
　一態様では、本発明は、炉の内部空間をほぼ覆う天井であって、炉天井は、炉の上部に
わたって延びる複数の細長い天井支持部材であって、隣接する天井支持部材間に空間が設
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けられる、複数の細長い天井支持部材と、隣接する天井支持部材間の空間に設けられる複
数の耐火煉瓦であって、天井支持部材及び耐火煉瓦は、内部空間をほぼ完全に覆い、耐火
煉瓦は、天井支持部材に沿って延びる列を成して配置され、少なくとも１つの耐火煉瓦列
は、隣接する天井支持部材間に設けられ、耐火煉瓦はそれぞれ、炉の内部に面する底面、
炉の内部とは反対側に面する上面、及び上面と底面との間に延びる一対の対向側面を有す
る、複数の耐火煉瓦とを備え、天井支持部材はそれぞれ、そのほぼ全長に沿って延びる対
向側部を有し、側部の少なくとも一方には、１つの耐火煉瓦列の複数の耐火煉瓦の側面と
直接接触するとともに、複数の耐火煉瓦が少なくとも部分的に支持される、支持面が設け
られ、耐火煉瓦の側面及び天井支持部材の側部は、天井支持部材の支持面と直接接触する
耐火煉瓦を、天井の上方から耐火煉瓦を持ち上げることによって、隣接する天井支持部材
間の空間から取り外すことができるような形状になっている、炉の内部空間をほぼ覆う天
井を提供する。
【００１１】
　別の態様では、本発明は、炉天井の複数の耐火煉瓦を支持する支持部材であって、細長
く、第１の端、第２の端、及びそのほぼ全長に沿って延びる一対の対向側部を有し、側部
それぞれには、耐火煉瓦を支持する支持面が設けられ、支持面は、側部の一方の上側部分
と下側部分との間の移行部を形成するショルダを備えることにより、天井支持部材の側部
の上側部分間の幅が天井支持部材の側部の下側部分間の幅よりも短いようになっている、
炉天井の複数の耐火煉瓦を支持する支持部材を提供する。
【００１２】
　次に、本発明を、添付図面を参照して、例示のためにだけ記載する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　図１は、４つの鉛直方向に延びる壁を有する矩形の炉１０の一部を概略的に示し、壁は
内部空間１１を囲み、耐火材料から形成されていることが好ましい。側壁１２、１４、及
び端壁１６の一部を図１に示す。本発明の好ましい実施形態は、矩形の炉に関連して説明
されるが、本発明に具現される原理は種々の形状の炉、例えばほぼ円筒状の側壁を有する
円形の炉に適用することもできることが理解されるであろう。
【００１４】
　炉１０の側壁１２及び１４は、「バックステー」と一般に呼ばれる鉛直ビーム（vertic
al beams：縦梁）１８で支持される。これらのバックステーは、炉１０の両側に沿って対
になっている。一対のバックステー１８のみが図１に示されているが、このような対が側
壁１２及び１４の長さに沿って離間して複数あることが好ましいことが理解されるであろ
う。バックステーの各対間には水平桁２０が水平方向に延びる。バックステー１８及び桁
２０は、Ｉビームを構成するものとして図面に示されている。しかしながら、他の断面を
有するビームも適している場合がある。
【００１５】
　炉１０の開放した上部は、天井２２でほぼ完全に覆われ、天井２２は、図面に示す好ま
しい実施形態ではアーチ形であり、複数の耐火煉瓦２４及び複数の細長い支持部材２６を
備える。しかしながら、天井は必ずしもアーチ形とは限らず、その代わりに平坦であって
もよいことが理解されるであろう。実際には、本発明による支持システムを用いる利点は
、アーチ形の天井よりも平坦な天井での方が大きくすることができる。これは、アーチ形
の天井が少なくとも部分的に自立型であり、一般的に平坦な天井よりも少ない煉瓦ハンガ
ーを有するからである。天井２２は、材料を投入するか又は電極を受け入れるための開口
（図示せず）を有するように形成することができることも理解されるであろう。
【００１６】
　細長い天井支持部材２６は、炉１０の上部にわたって延び、隣接する天井支持部材２６
間には空間が設けられる。炉１０が矩形である、図面に示す好ましいシステムでは、天井
支持部材２６は、図２に示すように、炉１０の対向した側壁１２、１４に沿って互いに離
間した平行関係で配置されるか、又は端壁１６と平行であってもよい。
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【００１７】
　本発明の好ましい実施形態では、天井支持部材２６はそれぞれ、天井支持部材２６を形
成するように端同士を突き合わせて互いに平行関係で配置される一対の天井支持ビーム２
７から成る。天井支持ビーム２７はそれぞれ、第１の端２８、第２の端３０、上面３２、
下面３４、及び一対の対向側面３６を有する。上面３２、下面３４、及び側面３６は、本
明細書において、天井支持部材２６の上面、下面、及び側面とも呼ばれる。図面に示す天
井支持部材２６は、端同士を突き合わせて配置される２つの天井支持ビーム２７を備える
が、その代わりに、天井支持ビーム２６は、炉１０の端から端まで延びる１つのビーム２
７から成っていてもよく、又は天井支持部材２６それぞれが、端同士を突き合わせて配置
される３つ以上の天井支持ビーム２７から成っていてもよいことが理解されるであろう。
【００１８】
　各天井支持ビーム２７の第１の端２８は、炉天井２２の外縁３８に近接して位置し、炉
１０の側壁１２又は１４上で少なくとも部分的に支持され得る。しかしながら、天井支持
ビーム２７は、必ずしも炉の側壁１２又は１４上で支持されるとは限らないことが理解さ
れるであろう。むしろ、ビーム２７は、炉天井２２の上方に位置する支持部材からの懸架
等、他の手段によって完全に支持することができる。
【００１９】
　天井支持部材２６それぞれに、少なくとも１つの内部クーラント通路４０が設けられる
ことが好ましく、内部クーラント通路４０を通して、天井２２の支持部材２６及び耐火煉
瓦の温度を所望の範囲内に維持するために、水等の液体クーラントが循環される。内部ク
ーラント通路４０は、クーラント入口４２とクーラント出口４４との間で一続きに延びる
。天井支持部材２６が複数の天井支持ビーム２７から成る本発明の好ましい実施形態では
、各ビーム２７に、内部クーラント通路４０、入口４２、及び出口４４が設けられること
が好ましい。
【００２０】
　天井支持ビーム２７のクーラント入口４２及び４４の場所は可変である。例えば、図１
に示すように、入口４２は、天井２２の縁３８にある天井支持ビーム２７の第１の端２８
に近接して位置することができ、出口４４は、天井支持ビーム２７の第２の端３０に設け
られる。しかしながら、クーラント入口４２及びクーラント出口４４の両方を天井支持部
材２６の第１の端２８に近接して位置付けて、クーラント通路４０がＵ字形に入口４２か
ら天井支持部材２６の第２の端３０へ延びて出口４４へ戻るようにすることが好ましい場
合がある。入口４２及び出口４４の場所が炉の縁にあることは、炉天井の上部から配管接
続部が離れているため好ましいであろう。
【００２１】
　図２に示すように、隣接する天井支持部材２６間の空間には、本明細書では参照符号２
４で全体的に示される耐火煉瓦が充填される。しかしながら、図面は、図２において参照
符号２４ａ、２４ｂ、及び２４ｃで示される３つの異なる形状の煉瓦を示している。煉瓦
２４は、天井支持部材２６に沿って延びる列４７（図１）を成して配置され、煉瓦２４の
少なくとも１列は、天井支持部材２６の隣接する各対間に設けられる。図面に示す好まし
い実施形態では、２列又は３列の耐火煉瓦２４が、天井支持部材２６の隣接する対間で支
持される（図２）。
【００２２】
　天井支持部材２６の側面３６の少なくとも一方それぞれには、複数の耐火煉瓦２４が直
接接触するとともに少なくとも部分的に支持される、支持面５０が設けられる。好ましく
は、側面３６の両方に、天井支持部材２６のほぼ全長に沿って延びる支持面５０が設けら
れる。
【００２３】
　図面に示す好ましい実施形態では、各支持面５０は、側面３６の上側部分４９と下側部
分５１との間の移行部を形成するショルダである。図面に示す好ましい実施形態では、上
側部分４９及び下側部分５１は、互いに平行且つほぼ平坦であり、ショルダ５０は上側部
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分４９と下側部分５１との間で外方に延びる。したがって、側面３６の上側部分４９間で
測定される天井支持部材２６の幅は、側面の下側部分５１間で測定される天井支持部材２
６の幅よりも短い。
【００２４】
　図２に示すように、天井支持部材２６と直接接触する煉瓦２４ａ又は２４ｂはそれぞれ
、天井支持部材２６の側面３６と嵌まり合う形状の側面５３を有する。図面に示す好まし
い実施形態では、煉瓦２４ａ及び２４ｂの側面５３はそれぞれ、支持部材２６のショルダ
５０上に直接支持される嵌め合いショルダ５２を有するため、煉瓦２４ａ及び２４ｂの上
側部分が煉瓦２４ａ及び２４ｂの下側部分よりも広い横断面を有する。煉瓦２４に関して
本明細書で用いられる場合、「直接支持される」という用語は、これらの煉瓦が天井支持
部材２６の支持面と直接接触することによって少なくとも部分的に支持されることを意味
することが意図される。
【００２５】
　したがって、煉瓦２４ａ及び２４ｂの側面５３と天井支持部材２６の側面３６とは、支
持部材２６の側面３６と直接接触する煉瓦２４ａ及び２４ｂを上方から持ち上げることに
よって、隣接する支持部材２６間の空間から取り外すことができるような形状になってい
る。いくつかの好ましい実施形態では、煉瓦２４はそれぞれ、上方から個別に取り外し可
能であってもよいが、一群の煉瓦２４を同時に取り外さなければならない実施形態もある
。しかしながら、支持部材の位置変え又は取り外しを行わずに煉瓦を上方から取り外すこ
とができることが理解されるであろう。煉瓦２４を上方から取り外すことを補助するため
に、煉瓦２４それぞれの上面に、煉瓦を上方から取り外すために引っ掛けることができる
少なくとも１つの穴７０（図４）が設けられることが好ましい。穴７０は、かぎ状端を有
する工具（図示せず）で煉瓦２４を吊り上げることができるように、水平方向の孔７２（
図４）と交わっていることが好ましい場合がある。
【００２６】
　上述のように、隣接する天井支持部材２６間には少なくとも１列の煉瓦２４がある。通
常の設備では、隣接する天井支持部材２６間には最大２列の耐火煉瓦２４がある。隣接す
る天井支持部材間に１列の煉瓦２４しかない場合、煉瓦２４は、隣接する支持部材２６の
ショルダ５０上で支持されるショルダ５２が一対の対向する側面５３に設けられたＴ字形
である（図示せず）。図２の右側部分におけるように、隣接する天井支持部材間に２列の
煉瓦２４ａがある場合、列のそれぞれが天井支持部材２６の１つと直接接触する。
【００２７】
　炉天井２２の一部では、冷却要件が少ないため、隣接する天井支持部材２６間の間隔を
大きくすることができる。これは、図２の左側に概略的に示される。隣接する天井支持部
材２６間の間隔が比較的大きい領域では、天井支持部材２６のいずれとも直接接触しない
少なくとも１列の煉瓦２４ｃがある。これらの煉瓦２４ｃは、ウェッジ形であり、ショル
ダ５２が設けられた側面５３を有するとともに天井支持部材２６によって直接支持される
煉瓦２４ｂの列間に設けられる。ウェッジ形の煉瓦２４ｃは、天井支持部材２６によって
間接的に支持され、下方に向かって内方に収束する面５６を有することが好ましく、煉瓦
２４ｂの下方に向かって外方に広がる面５８と合わさる。煉瓦２４ｃに関して本明細書で
用いられる場合、「間接的に支持される」という用語は、これらの煉瓦が天井支持部材２
６によって支持されるが、天井支持部材２６の支持面と直接接触しないことを意味するこ
とが意図される。図面に示す煉瓦２４は全て、炉天井２２の上方から取り外し可能である
ことが理解されるであろう。
【００２８】
　図面に示す好ましい実施形態では、煉瓦２４及び天井支持部材２６は、天井支持部材２
６の上面３２が炉天井２２の上面とほぼ同一平面上にあるように構成される。これは、天
井２２の上部が清潔で塵埃がないように保つのに役立つ。別の好ましい実施形態では、天
井支持部材２６はそれぞれ、その上面３２と下面３４との間で測定した場合、炉天井２２
の厚さよりも短い高さを有するため、各天井支持部材２６の下面３４が炉天井の下面に嵌
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る溝路が形成される。この溝路６０には、例えば成型可能材料の栓の形態の耐火材料を充
填することにより、天井支持部材２６の下面３４が炉内の高い熱流束を直接受けないよう
保護することが好ましい。耐火材料は、炉の動作中に摩滅することや、凍結したスラグ及
び／又は埃の付着により交換されることがあることが理解されるであろう。
【００２９】
　耐火材料６２を溝路６０内により良好に保つために、耐火材料６２は、各天井支持部材
２６の下面３４に形成されるダブテール形のスロット（図示せず）に差し込まれてもよい
。
【００３０】
　好ましい実施形態の炉天井２２は、炉の側壁１２と１４との間にアーチ状に延びる。し
たがって、天井支持部材のそれぞれが弓形である。図面に示す好ましい実施形態では、天
井支持部材２６はそれぞれ、炉１０の端から途中まで延び、炉１０の端からほぼ中間まで
延びることが好ましい。図１に示すように、天井支持部材２６は、一対の天井支持部材の
第２の端３０が互いに近接するように互いに端同士を突き合わせて対になっており、対に
なった支持部材２６がともに炉１０の全長にわたって延びるように互いに接合されている
ことが好ましい。
【００３１】
　天井支持部材は、図面に示す好ましい実施形態では水平桁２０である複数の高架支持部
材によって、炉の上方から支持される。上述のように、桁２０は、炉１０の幅にわたって
天井２２及び天井支持部材２６の上に延びる。好ましくは、天井支持部材２６はそれぞれ
、その長さに沿った１つ又は複数の点で桁２０の１つから支持される。より好ましくは、
天井支持部材２６及び桁２０は互いに平行であり、天井支持部材２６はそれぞれ、その長
さに沿った２つ以上の点で桁２０から支持される。図面に示すように、天井支持部材は、
金属棒から成ることが好ましいハンガー６８によって桁２０から支持される。
【００３２】
　天井支持部材２６は、好ましい実施形態では桁２０から吊り下げられるものとして示さ
れているが、天井支持部材を支持する代替的な構成は複数あり、このような代替的な構成
は本発明のいくつかの実施形態で好ましい場合があることは理解されるであろう。例えば
、天井支持部材２６に対して垂直に延びる支持部材等、他のタイプの高架支持部材を用い
ることができる。
【００３３】
　本発明は、或る特定の好ましい実施形態に関して説明してきたが、これらに限定されな
い。むしろ、本発明は、添付の特許請求の範囲内に入り得る全ての実施形態を含む。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明による好ましいシステムを組み込んだ炉天井の概略横断面図である。
【図２】図１の炉天井の一部の長手方向断面図である。
【図３】図２に示す天井支持部材の１つの拡大断面図である。
【図４】図２に示す耐火煉瓦の拡大図である。
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