JP 2007‑17099 A 2007.1.25

(57)【要約】
【課題】
簡単な構成で低コストであり、しかも小型の装置構成に
より小スペースで熱源あるいは駆動源機器と接続して設
置し得る有機質系廃液の燃焼ノズル装置、エネルギー発
生システム及びその燃焼処理方法を提供する。
【解決手段】
中空閉鎖容器と、中空閉鎖容器の中空部にそれぞれ異
なる連通ポートで連通接続された有機質廃液圧送管と、
助燃材圧送管と、空気圧送管と、中空閉鎖容器内に圧送
される有機質廃液と助燃材と空気との混合流体を大気側
へ噴出させる噴出ノズルと、を含む。有機質廃液と助燃
材と空気とを同時に中空閉鎖容器内に圧送し噴出ノズル
から噴出されるそれらの混合流体を燃材として着火燃焼
させる。ほとんどの有機質廃液を確実に燃焼処理し、か
つ、小型、低コストの装置により実現する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
中空閉鎖容器と、
中空閉鎖容器の中空部にそれぞれ異なる連通ポートで連通接続された有機質廃液圧送管と
、助燃材圧送管と、空気圧送管と、
中空閉鎖容器内に圧送される有機質廃液と助燃材と空気との混合流体を大気側へ噴出させ
る噴出ノズルと、を含み、
有機質廃液と助燃材と空気とを同時に中空閉鎖容器内に圧送し噴出ノズルから噴出される
それらの混合流体を燃材として着火燃焼させることを特徴とする有機質系廃液の燃焼ノズ
ル装置。
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【請求項２】
少なくとも有機質廃液と助燃材とは略同じ圧送力で中空閉鎖容器内に圧送されることを特
徴とする請求項１記載の有機質系廃液の燃焼ノズル装置。
【請求項３】
空気は有機質廃液又は助燃材と略同じかあるいはそれらよりも高い圧力で圧送されること
を特徴とする請求項１又は２記載の有機質系廃液の燃焼ノズル装置。
【請求項４】
空気圧送管の中空閉鎖容器との連通ポートは、有機質廃液と助燃材とのそれぞれの中空閉
鎖容器との連通ポートよりも噴出ノズルに対して、より離隔した位置に設定されているこ
とを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載の有機質系廃液の燃焼ノズル装置。
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【請求項５】
中空閉鎖容器の中空部は、空気圧送管の連通ポートが連通する空気室と、有機質廃液圧送
管と、助燃材圧送管の各連通ポートが連通する混合室と、を小通路を中央にしてその両側
に連通接続して設けられていることを特徴とする請求項１ないし４のいずれかに記載の有
機質系廃液の燃焼ノズル装置。
【請求項６】
小通路は、噴出ノズルのノズル孔の芯合わせ方向に長い通路からなる請求項５記載の有機
質系廃液の燃焼ノズル装置。
【請求項７】
小通路を介して空気室から混合室へ空気を圧送する際の空気の流量を調節する調節弁機構
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が設けられていることを特徴とする請求項５又は６記載の有機質系廃液の燃焼ノズル装置
。
【請求項８】
調節弁機構は、ニードルの先端を小通路の入り開口に突入するように進退移動するニード
ル弁装置からなる請求項６又は７記載の有機質系廃液の燃焼ノズル装置。
【請求項９】
すくなくとも有機質廃液圧送管と助燃材圧送管とは、同じ圧縮装置に連通されて有機質廃
液と助燃材とが中空部に圧送されることを特徴とする請求項２ないし８のいずれかに記載
の有機質系廃液の燃焼ノズル装置。
【請求項１０】
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中空閉鎖容器に圧送される助燃材と有機質廃液とが容積比で１：１〜５：１で設定されて
いることを特徴とする請求項１ないし９のいずれかに記載の有機質系廃液の燃焼ノズル装
置。
【請求項１１】
請求項１ないし１０のいずれかの燃焼ノズル装置の噴出ノズル近傍に着火装置を配置し、
発生する燃焼エネルギーを熱源又は動力源として利用することを特徴とするエネルギー発
生システム。
【請求項１２】
中空閉鎖容器に圧送する有機質廃液と助燃材との粘度に対応して噴出ノズルの先端から着
火装置による着火位置までの距離を変更設定する着火位置可変機構を有することを特徴と
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する請求項１１のエネルギー発生システム。
【請求項１３】
それぞれ別個のポートで中空閉鎖容器に連通する供給管を介して有機質廃液と、助燃材と
、空気と、を同時に略同圧で圧送し、
中空閉鎖容器に設けた噴出ノズルから有機質廃液と助燃材と空気との混合流体を噴出させ
、
該噴出流体に着火させることにより燃焼させることを特徴とする有機質系廃液の燃焼処理
方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は有機質系廃液の燃焼ノズル装置、エネルギー発生システム及びその燃焼処理方
法に係り、特に、食品製造分野、発酵工業あるいは畜産業などから排出される残渣液や尿
などの有機系廃液を効果的に処理しかつ処理エネルギーを有効利用し得る装置等に関する
。
【背景技術】
【０００２】
今日、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動が引き起こす都市・生活公害問
題や地球規模の環境問題が深刻になってきており、特に、各種産業から排出される廃棄物
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の処理については公的な規制が適用されるのがほとんどである。廃棄物中の有機質系の廃
液、例えば焼酎製造に伴う廃液、大豆等の煮汁廃液その他の種々の食品加工工程で廃棄さ
れ る 廃 液 、 豚 糞 尿 そ の 他 の 畜 産 糞 尿 廃 液 等 は 、 い ず れ も 高 い Ｂ Ｏ Ｄ (biochemical oxygen
demand:生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 )、 Ｓ Ｓ (suspended solid:水 中 懸 濁 有 機 無 機 物 質 )、 Ｃ Ｏ Ｄ
（ chemical

oxygen

demand： 化 学 的 酸 素 要 求 量 ） 値 を 有 し 、 そ の ま ま の 状 態 で 河 川 へ 放

流することは禁じられている。しかも、これらの廃液は種々の有機成分を含み、分離ある
いは分解処理が困難で、しかも長期の放置により酸化が大きく進んで処理を困難にしてい
る場合が多い。さらに、焼却処理場の建設や埋め立て処理地の確保はしだいに困難となっ
ている。
【０００３】
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一例として、焼酎粕の処分では、その含水量が９０〜９５％含まれる高濃度廃液である
ために固液分離が困難であり、有効な処理方法が模索されている。近年のエネルギー危機
の中で、高含水有機性廃棄物から容易にエネルギーを回収できる手段としてメタン発酵が
注目されており、この発酵は、高含水量、高濃度廃液を処理でき、ランニングコストが安
い点で有利である。この方法では、含水率の高い有機系廃棄物の嫌気性発酵による処理が
行なわれているものの、この処理には多大のエネルギー投入が必要で、実用化に難点があ
る。一方、レストラン等から排出される汚泥の焼却処理についての方法及び装置が特開平
７ ‑９ １ ６ ３ ６ 号 に お い て 提 案 さ れ て い る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ７ ‑９ １ ６ ３ ６ 号 、 ０ ０ ０ ５ 、 図 １ 、 図 ２
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
上記の特許文献１の方法ないし装置は、油水分離槽の上部に浮遊して溜まった油脂分を
多く含む有機物からなる「スカム」の処理において、槽中の中間層の汚水の一部に界面活
性剤等の添加剤を加えてこれを発泡容器に供給し、この発泡容器内で多数の気泡を形成さ
せて該気泡を燃焼室に供給することにより、気泡中の水分を蒸発させるとともに、スカム
や固形分残渣の可燃混合物を燃焼させ、灰燼化した固形分を回収するようにしたものであ
る。しかしながら、特許文献１の装置では、燃焼に先立って気泡を発生しやすくするため
の攪拌破砕装置や界面活性剤、並びに気泡発生装置としての発泡容器が必要であり、シス
テムが複雑化し高コストとなる。また、気泡容器での気泡発生のために水没させたチャン
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バに形成したパンチング孔の細孔を汚水に通過させる必要があるが、この際に目詰まりを
生じやすく燃焼の前の気泡発生について装置運転時の管理が必要で、煩雑であった。また
、汚水投入から燃焼までの間に複数の処理を必要とするから処理量が大きく制約され、そ
のぶん一次あるいは二次貯留槽を大型化させてコストや設置スペースについて不利であっ
た。特に、ボイラやタービン等の機器の熱源としてシステム化する際には、汚水の燃焼工
程のみに要する設備が長大化し、海浜沿い等の限られた地域でしか設置することが困難で
あった。さらに、その燃焼工程においては、燃焼中のガスバーナ１１の火炎に気泡化され
た汚水と空気をあてて燃焼させるものであるから、十分な燃焼力を保持するために供給さ
れるバーナの重油やガス等の燃焼用燃料コストが高くつくという問題があった。さらに、
燃焼用の気泡送出スリット９ｇ部分で、汚水が目詰まりしない確実性はなく、依然として
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装置稼働中のメンテナンス等を複数の装置あるいは部品について頻繁に行なう必要があっ
た。
【０００５】
本発明は上記従来の課題に鑑みてなされたものであり、その１つの目的は簡単な構成で低
コストであり、しかも小型の装置構成により小スペースでボイラやタービンその他の熱源
あるいは駆動源機器と接続して設置し得る有機質系廃液の燃焼ノズル装置、エネルギー発
生システム及びその燃焼処理方法を提供することにある。また、本発明の他の目的は、燃
焼用燃費コストを大幅に低減できる有機質系廃液の燃焼ノズル装置、エネルギー発生シス
テム及びその燃焼処理方法を提供することにある。さらに、本発明の他の目的は、簡単な
構造により装置のメンテナンスや管理を簡単に行なえる有機質系廃液の燃焼ノズル装置、
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エネルギー発生システム及びその燃焼処理方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記の目的を達成するために、本発明は、中空閉鎖容器１２と、中空閉鎖容器の中空部
にそれぞれ異なる連通ポート３０〜３４で連通接続された有機質廃液圧送管１４と、助燃
材圧送管１６と、空気圧送管１８と、中空閉鎖容器内に圧送される有機質廃液と助燃材と
空気との混合流体を大気側へ噴出させる噴出ノズル２０と、を含み、有機質廃液と助燃材
と空気とを同時に中空閉鎖容器１２内に圧送し噴出ノズル２０から噴出されるそれらの混
合流体を燃材として着火燃焼させることを特徴とする有機質系廃液の燃焼ノズル装置１０
から構成される。同一の中空閉鎖容器の中空部に対し、同時に複数の異なる連通ポートを
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介して有機質廃液と助燃材と空気とを圧送し、混合させて外部に噴出させる。比較的に大
きな連通ポート孔から閉鎖容器内部に流体を導入させ、十分に混合した混合流体を比較的
に小さな噴出ノズルから噴射させることで有機廃液や助燃材等の流動の際の目詰まりをし
ないようにさせつつ、燃焼に適した微粒子状ミストを確実に生成させてほとんどあらゆる
有機廃液の燃焼、あるいは燃焼処理を実現する。また、単位時間当たりの処理量が多く、
かつ、確実に処理できる。また、同一閉鎖容器内に圧送するだけであるから、特別の設備
やコストは圧縮機以外には種火用バーナのみでよく、装置自体を小型で構成しうるうえに
、製造コストも極めて低廉でよい。閉鎖容器の形状やサイズは任意に設定できるが、同時
に廃液と助燃材と空気を注入するから、相互の圧送管内に他の圧送管からの流体を流入さ
せないようにするとよい。
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【０００７】
その際、少なくとも有機質廃液と助燃材とは略同じ圧送力で中空閉鎖容器１２内に圧送さ
れるようにするとよい。圧送力について多少の差圧が生じても燃焼反応は生じる。このと
き、噴出ノズル（例えば噴出ノズルのノズル孔の径は数ミリメートルに設定する）は、大
気に開放されているので、有機質廃液、助燃材（廃食油）、空気の混合流体は大気へ放出
される。
【０００８】
また、空気は有機質廃液又は助燃材と同じかあるいはそれらよりも高い圧力で圧送される
ようにしてもよい。空気と、有機質廃液と助燃材とはそれぞれ同一圧力で中空閉鎖容器の
中空部に圧送されると圧力バランスは安定し、ひいては燃焼自体を安定させる点でより好
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ましい。
【０００９】
さらに、空気圧送管１８の中空閉鎖容器１２との連通ポート３４ａ〜３４ｄは、有機質廃
液と助燃材とのそれぞれの中空閉鎖容器との連通ポート３０、３２よりも噴出ノズル２０
に対して、より離隔した位置に設定させるとよく、目詰まりの原因を生じさせやすい大き
な粒子の固形物を含む有機廃液や廃食油等を低圧側により近い位置に設定して混合作用と
目詰まり防止機能を行なえる。空気が、下流側の場合で、空気の圧力が高い場合は、空気
のみが噴出ノズルから噴出されやすくなる。したがって、この場合は少なくとも有機廃液
と助燃材と略同じ圧送力で空気を中空部に圧送供給させる必要がある。
【００１０】
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また、中空閉鎖容器１２の中空部は、空気圧送管１８の連通ポート３４ａ〜３４ｄが連通
する空気室３８と、有機質廃液圧送管１４と、助燃材圧送１６管の各連通ポート３０，３
２が連通する混合室４０と、を小通路３６を中央にしてその両側に連通接続して設けると
好ましい。
【００１１】
その際に、小通路３６は、噴出ノズル２０のノズル孔２０ａの芯合わせ方向に長い通路か
らなるように構成するとより好ましい。
【００１２】
また、小通路３６を介して空気室３８から混合室４０へ空気を圧送する際の空気の流量を
調節する調節弁機構４４を設けるとよい。
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【００１３】
また、調節弁機構４４は、ニードルの先端を小通路３６の入り開口３６ａに突入するよう
に進退移動するニードル弁装置５０から構成するとよい。
【００１４】
また、すくなくとも有機質廃液圧送管１４と助燃材圧送管１６とは、同じ圧縮装置６６に
連通されて有機質廃液と助燃材とが中空部に圧送されるようにするとなおよい。
【００１５】
また、中空閉鎖容器１２に圧送される助燃材と有機質廃液とは容積比で１：１〜５：１で
設定するとよい。
【００１６】
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また、本発明のエネルギー発生システムは、上記したいずれかの燃焼ノズル装置１０の噴
出ノズル２０近傍に着火装置２２を配置し、発生する燃焼エネルギーを熱源又は動力源と
して利用するように構成するとよい。
【００１７】
また、中空閉鎖容器１２に圧送する有機質廃液と助燃材との粘度に対応して噴出ノズル２
０の先端から着火装置２２による着火位置までの距離を変更設定する着火位置可変機構７
４を有するようにするとよい。
【００１８】
さらに、本発明は、それぞれ別個のポート３０〜３４ｄで中空閉鎖容１２に連通する供給
管６４を介して有機質廃液と、助燃材と、空気と、を同時に略同圧で圧送し、中空閉鎖容
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器１２に設けた噴出ノズル２０から有機質廃液と助燃材と空気との混合流体を噴出させ、
該噴出流体に着火させることにより燃焼させることを特徴とする有機質系廃液の燃焼処理
方法から構成される。
【発明の効果】
【００１９】
本発明の有機質系廃液の燃焼ノズル装置は、中空閉鎖容器と、中空閉鎖容器の中空部に
それぞれ異なる連通ポートで連通接続された有機質廃液圧送管と、助燃材圧送管と、空気
圧送管と、中空閉鎖容器内に圧送される有機質廃液と助燃材と空気との混合流体を大気側
へ噴出させる噴出ノズルと、を含み、有機質廃液と助燃材と空気とを同時に中空閉鎖容器
内に圧送し噴出ノズルから噴出されるそれらの混合流体を燃材として着火燃焼させる構成
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であるから、簡単な構成で低コストであり、しかも小型の装置構成により小スペースでボ
イラやタービンその他の熱源あるいは駆動源機器へ駆動エネルギーを供給させることがで
きる。また、基本的にどのような特性の有機廃液でも燃焼させることができるから、河川
放流に頼らざるを得なかった焼酎廃液、大豆煮汁や、地中吸い込み、貯留、埋め立て処理
等しか対策がなかった動物糞尿処理等について、効果的に処理ができ、しかもエネルギー
源として有効活用しうる。さらに、燃焼用燃費コストを大幅に低減でき、しかも、簡単な
構造により故障が少なく、しかも、装置のメンテナンスや管理を簡易に行なえる。
【００２０】
また、少なくとも有機質廃液と助燃材とは略同じ圧送力で中空閉鎖容器内に圧送される構
成とすることにより、相互の圧送管への逆流を防ぎ、両者の投入量バランスを安定させて

10

混合流体の構成比を一定化させ、安定した燃焼を保持させることができる。
【００２１】
また、空気は有機質廃液又は助燃材と略同じかあるいはそれらよりも高い圧力で圧送され
るようにすることにより、有機質廃液又は助燃材の空気圧送管側への逆流を防止すると同
時に、十分な酸素量の供給と噴出ノズル側への圧送を確実に行なうことが可能である。
【００２２】
また、空気圧送管の中空閉鎖容器との連通ポートは、有機質廃液と助燃材とのそれぞれの
中空閉鎖容器との連通ポートよりも噴出ノズルに対して、より離隔した位置に設定された
構成とすることにより、有機質廃液と助燃材がより噴出ノズルに近接した位置、すなわち
、低圧側の外気に近い位置にそれらの有機質廃液や助燃材が注入される結果、圧送空気が
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有機廃液を送風しやすい状態となる。そして、目詰まり等を生じにくくさせることができ
、安定した燃焼を持続させることができる。
【００２３】
また、中空閉鎖容器の中空部は、空気圧送管の連通ポートが連通する空気室と、有機質廃
液圧送管と、助燃材圧送管の各連通ポートが連通する混合室と、を小通路を中央にしてそ
の両側に連通接続して設けられた構成であるから、有機質廃液と助燃材をより噴出ノズル
に近接した低圧側に近い位置に注入させて、目詰まり等を生じにくくさせる上に、コンプ
レッサ等の空気圧供給源から受けた空気をビーム状に混合室側に圧送でき、噴出ノズル側
への圧送力を確保しうる。また、ノズルの直前に混合室があるので、この部分で圧力変動
をある程度緩和でき、燃焼を安定させることができる。
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【００２４】
また、小通路は、噴出ノズルのノズル孔の芯合わせ方向に長い通路からなる構成であるか
ら、小通路からのビーム状の空気は混合室で他の要素と混合して混合流体とし、流れのエ
ネルギーを大幅に損なわずにそのままノズル孔から外部に噴出されてエネルギーロスを少
なくしつつ良質の微粒子状ミストを発生させることができる。
【００２５】
また、小通路を介して空気室から混合室へ空気を圧送する際の空気の流量を調節する調節
弁機構が設けられた構成とすることにより、混合室で生成される混合流体中の空気量の調
整を処理対象の有機質廃液や、あるいは助燃材の特性に対応して自在に調節設定すること
が可能である。

40

【００２６】
また、調節弁機構は、ニードルの先端を小通路の入り開口に突入するように進退移動する
ニードル弁装置からなる構成であるから、例えば操作部分を外部に突設させておくことに
より、ニードルの進退移動のみで高精度でかつ微調整の空気流量調整設定を行える。
【００２７】
また、すくなくとも有機質廃液圧送管と助燃材圧送管とは、同じ圧縮装置に連通されて有
機質廃液と助燃材とが中空部に圧送される構成とすることにより、中空部から相互の圧送
管側に媒体が逆流して注入量バランスを損なうことなく、安定した、確実な燃焼処理を実
現し得る。
【００２８】
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また、中空閉鎖容器に圧送される助燃材と有機質廃液とが容積比で１：１〜５：１で設定
されている構成とすることにより、噴出ノズルから噴出される微粒子状ミストの燃焼を維
持することができる。
【００２９】
また、本発明の有機質系廃液のエネルギー発生システムは、請求項１ないし１０のいずれ
かの燃焼ノズル装置の噴出ノズル近傍に着火装置を配置し、発生する燃焼エネルギーを熱
源又は動力源として利用する構成であるから、廃棄物を簡易な構成で燃焼して廃棄物処理
を簡易に行なえるうえに、その際に発生する燃焼エネルギーを利用して熱源あるいは動力
源に対してエネルギー供給を行なえ、有価物として機能し得る。
【００３０】
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また、中空閉鎖容器に圧送する有機質廃液と助燃材との粘度に対応して噴出ノズルの先端
から着火装置による着火位置までの距離を変更設定する着火位置可変機構を有する構成で
あるから、有機質廃液や助燃材の粘度に対応した最良の燃焼点で着火させて効率のよい火
炎生成を行なって燃焼効率を向上させることができる。
【００３１】
また、本発明の有機質系廃液の燃焼処理方法によれば、それぞれ別個のポートで中空閉鎖
容器に連通する供給管を介して有機質廃液と、助燃材と、空気と、を同時に略同圧で圧送
し、中空閉鎖容器に設けた噴出ノズルから有機質廃液と助燃材と空気との混合流体を噴出
させ、該噴出流体に着火させることにより燃焼させる構成であるから、簡単な構成で、し
かも小型の装置構成により小スペースで熱源あるいは駆動源機器へ駆動エネルギーを供給
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させることができる。また、基本的にどのような特性の有機廃液でも燃焼させることがで
きるから、河川放流に頼らざるを得なかった焼酎廃液、大豆煮汁や、地中吸い込み、貯留
、埋め立て処理等しか対策がなかった動物糞尿処理等について、効果的に処理ができ、し
かもエネルギー源として有効活用しうる。さらに、燃焼用燃費コストを大幅に低減できる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
以下、添付図面を参照しつつ本発明を実施するための最良の形態について説明する。図１
ないし図４は、本発明の有機質系廃液の燃焼ノズル装置の第１実施形態を示している。本
発明の有機質系廃液の燃焼ノズル装置は、食品製造分野、発酵工業分野あるいは畜産業な
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どから排出される残渣液や尿などを効果的に燃焼し、さらにその燃焼エネルギーを簡易に
有効利用し得る装置であり、特に、装置構成が極めて簡単で、小型であり、製造ならびに
メンテナンスコストを低廉に保持させ、さらに、燃焼用の燃料を大幅に節約することので
きる装置である。本発明の有機質系廃液の燃焼ノズル装置が処理対象とする有機質系廃液
は、焼酎廃液（焼酎滓）、大豆等の煮汁廃液その他の種々の食品加工工程で廃棄される廃
液、豚、鶏、牛等の糞尿その他の畜産糞尿廃液その他の有機質系廃液であり、予め例えば
フィルタプレスや遠心分離機等で有機固形物、無機固形物を除去した後の廃液（前処理後
の廃液）であり、最終的に大気側に噴出させる噴出ノズルの少なくとも開口径以上の大き
さの固形物を除いた後の廃液の処理を行なう。
【００３３】
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図１は、本発明の有機質系廃液の燃焼ノズル装置１０を含む燃焼装置１１０の概略構成説
明図であり、図において、本発明の有機質系廃液の燃焼ノズル装置１０は、中空閉鎖容器
１２と、中空閉鎖容器の中空部にそれぞれ別の通路で連通接続された有機質廃液圧送管１
４と、助燃材圧送管１６と、空気圧送管１８と、中空閉鎖容器の一端側に設けられた噴出
ノズル２０と、を含む。そして、噴出ノズル２０から有機質廃液と、助燃材と、空気との
混合流体が外部あるいは大気側、例えば燃焼室１５０側に噴出されて着火手段２２により
着火されて燃焼する。
【００３４】
図において、中空閉鎖容器１２は、有機質系廃液の燃焼ノズル装置１０の主要な部分を構
成する構造体であり、その中空内部に同時に略同圧圧送される空気と処理すべき有機質廃
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液と助燃材とを受け入れて混合流体として噴出ノズル２０から微粒子のミスト状態で噴出
させる燃焼用流体発生手段である。実施形態において、中空閉鎖容器１２は、耐熱素材か
らなる閉鎖ケースからなり、例えばステンレス製で形成されて全体としては中空の円筒形
状で構成されている。実施形態では、この中空閉鎖容器のサイズは例えば直径３ｃｍ、長
さ１０ｃｍ程度の小型の円筒状ケース体から構成されているが、それ以上か、それ以下の
サイズでもよい。
【００３５】
実施形態において、中空閉鎖容器１２は、円筒の両端壁１２１と、周壁１２２と、を有す
る円筒形状で構成され、複数の構成要素を一体的に組み付け接合させて構成されている。
図１、図３において、円筒形状の一端（１２１ａ）側に混合流体を噴出させる噴出ノズル
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２０を形成し、そのノズル孔を介して中空内部と外部とを連通させている。噴出ノズル２
０は微粒子状ミスト発生構造を有しており、実施形態では、中空内部との連通路をいった
ん絞ってオリフィス状出口２０ａを形成し、このオリフィス状出口から外部方向に向けて
出口をしだいに拡大するようにテーパ流路２６を設けて構成している。すなわち、微粒子
状ミスト発生構造は、オリフィス状出口２０ａを有するオリフィス部２４と、これに連続
して拡大するテーパ流路２６と、を有している。オリフィス状出口２０ａは、有機質系廃
液と助燃材と空気との混合流体の外部への出口で最も狭い流路部分であり、実施形態では
、このオリフィス状出口２０ａがノズル孔とされる。本実施形態において、オリフィス状
出口２０ａは、例えば直径１〜２ｍｍ程度に設定されており、５ｍｍ直径程度の各連通ポ
ートから圧送される流体が目詰まりなく安定して確実に閉鎖容器内部に注入する一方、中
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空部で混合した混合流体をノズル孔からの低圧開放により確実に微粒子状ミスト化して燃
焼を促進させることができる。実施形態では最狭小通路としてのオリフィス状出口２０ａ
よりも内側となる端壁１２１ａの部分には漏斗状にしだいに進行方向（中空閉鎖容器の内
側から外側に向けて）に向けて通路を小さくする拡小テーパ流路２８が設けられてその拡
小テーパ流路２８の先端部がオリフィス状出口２０ａに連続して設けられている。拡大テ
ーパ流路２６は、高圧高速の混合流体がオリフィス状出口２０ａの出口開口（２０ａ）か
ら放出される際に発生する微粒子状のミストをその流路を拡大させつつ拡散させるように
外部に向けて放出案内する手段である。実施形態において、オリフィス状出口２０ａの流
路中心線ｒ１は中空閉鎖容器の円筒軸線ｃ１に一致するように形成されており、したがっ
て、混合流体は該円筒軸線上あるいはこれに沿って噴出ノズル２０から噴出される。
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【００３６】
中空閉鎖容器１２の周壁１２２には各圧送管の連通接続用の複数のポートが設けられてい
る。実施形態において、図２、３、４に示すように、噴出ノズル２０寄り側の周壁１２２
において、直径方向に対向する位置に２個の第１、第２連通ポート３０，３２が、並びに
それらから噴出ノズル２０に対してより離隔する位置に４個の第３、第４、第５、第６連
通ポート３４ａ、３４ｂ、３４ｄ、３４ｅの計６個の連通ポートが円筒容器の半径方向に
貫通するように設けられている。各連通ポート３０〜３４は、中空閉鎖容器１２の中空部
にそれぞれ異なる位置に設けられて連通する連通手段であり、周壁１２２の壁を貫通する
方向にそれぞれ孔３０ｐ〜３４ｅｐを形成して中空内部と各圧送管とをそれぞれ別の流路
で連通させる。本実施形態では各連通ポートは、閉鎖容器本体の連通孔に一端側を連通接
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続し、他端側の一部を容器の半径方向に突設させたポート用金具で構成されている。第１
連通ポート３０には有機質系廃液圧送管１４が連結接続され、第２連通ポート３２には助
燃材圧送管１６が連結接続され、さらに第３から第６の連通ポートにはそれぞれ空気圧送
管１８が連結接続されている。これらの連通ポートの孔は本実施形態では例えば５ｍｍ程
度に設定されている。例えば、実施形態程度の全体サイズで有機質系廃液が流入する混合
室容積が１．２ｃｍ

２

で設定されており、例えばこの場合には、連通ポートの孔（空気室

あるいは混合室との連通孔）の径Ｄｐは５ｍｍ〜７ｍｍ程度に設定するとよい。
【００３７】
さらに、図３にも示すように、中空閉鎖容器１２の中空内部は、中間に小通路３６を介
してこの小通路３６に連通するように空気室３８と混合室４０とを配して構成されている
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。小通路３６は空気室３８側に圧送供給された空気を混合室４０側に供給する空気の通路
であり、実施形態において、円筒状の中空閉鎖容器の中間位置において円筒の軸線上にそ
の中心軸線を位置させた細長い空気の通路からなる。そして、この小通路３６と両端の空
気室３８及び混合室４０は、円筒状の閉鎖容器１２の内部にダンベル状の中空部を一体的
に形成するように、該閉鎖容器１２は組み付け接合されている。すなわち、空気室３８及
び混合室４０は小通路３６の両端に連通接続されて、該少通路６から段付き状にそれぞれ
拡大した短円筒形状の中空部からなり、空気室３８、小通路３６、混合室４０は直線列状
に配置されていてそれらの中心線は噴出ノズル２０のノズル孔（オリフィス状出口）と芯
合わせ位置となるように形成されている。噴出ノズル２０に近い室が有機廃液と助燃材と
が同時に略同圧で圧送される混合室４０であり、混合室４０は噴出ノズル２０の拡小テー
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パ流路２８の内側空隙と（拡小テーパ流路の最大径部分）連通しており、これによって、
混合室４０内とノズル孔２０ａ並びに容器１２外部とを連通させている。４２は、中空閉
鎖容器の本体に噴出ノズル２０部分を組み付けた際の気密のためのパッキンである。混合
室４０には、第１及び第２の連通ポート３０，３２が円筒容器の直径方向の両端位置に連
通接続されて有機廃液並びに助燃材を圧送する。前記したように、これらのポートの孔は
略同じ直径で構成され略同圧で圧送されて流入する。これは混合室４０内で充填圧力の差
があれば高いほうの圧力で流入する廃液あるいは助燃材が低圧で圧入されるもののほうの
ポートの孔から各圧送管内に流入し一部の流体を逆流させて、混合室内でのそれらの混合
バランスを崩すおそれがあるからである。その意味では、厳密には、有機廃液及び助燃材
の圧送力は混合室内での他のポート孔への圧入が生じない程度の圧力で、という意味であ
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って、同圧あるいは同圧でなくともよいが、いずれにしても大気圧以上の圧力により、混
合室内でのそれらの混合バランスを崩さない程度の圧力差を許容限度として任意に設定で
きる。空気室３８は空気が圧送されて流入する室であり、混合室の直径と例えば略同一径
であって一端を閉鎖容器の円筒の他端側に延長し開放した空間で形成されている。なお、
この閉鎖容器の本体の他端側開放部は当然のことながら外部に対しては閉鎖されており、
本実施形態では、後述する調節弁機構を介して気密閉鎖されている。図２に示すように周
方向に９０度ずつずらした位置に設定した第３〜第６ポート３４ａ〜３４ｄから空気室３
８内に圧力空気が導入される。本実施形態では空気室３８に圧送された空気は小通路３６
を通って混合室４０を経由し、さらに低圧開放端側のオリフィス状出口２０ａに向けて直
線状に流れる。一方、混合室内の有機廃液と助燃材とは円筒容器の半径方向に貫通するよ

30

うに混合室４０に流入しそれぞれが高速流体で一気に混合されて混合流体としてオリフィ
ス状出口２０ａから噴出される。
【００３８】
図１、３において、円筒状の閉鎖容器の他端側には調節弁機構４４が設けられ、この調
節弁機構４４の要素を介して円筒の他端側は閉鎖されている。調節弁機構４４は、小通路
３６を介して空気室３８から混合室４０へ空気を圧送する際の空気の流量を調節する空気
流量調節手段であり、本実施形態では中空閉鎖容器の直径よりも小さな直径の軸体ホルダ
４６とホルダの先端に取り付けたニードル弁４８と、を含むニードル弁装置５０を有して
いる。軸体ホルダ４６は閉鎖容器１２の円筒軸と軸の方向を同じとするように中空閉鎖容
器の空気室３８の延長部３９の内壁に形成されためねじ孔５２に螺合され、小通路３６の
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流路軸方向に螺進退自在に移動するボルト軸体から構成されている。この軸体ホルダ４６
は、閉鎖容器本体開放端側の内壁に取り付けられたパッキン５４を密着摺動自在に貫通し
て閉鎖容器１２の内外を気密閉鎖する。軸体ホルダ４６の円筒軸体の一部は外部に突出し
て設けられ、その突出端には操作突周５６が形成されている。軸体ホルダ４６の外部突出
部分が操作摘み部５８を形成する。軸体ホルダ４６はその外部突出側の反対側の端部にニ
ードル弁４８を固定している。ニードル弁４８は、その先端が小通路３６の入り開口３６
ａに突入するように進退移動し、空気圧送用の第３の連通ポート３４ａ〜３４ｄから圧送
される空気の空気室３８から小通路３６への流入量を調節する。この場合、ニードル弁４
８の先端はニードルの軸心に向けて尖っており、したがって、小通路３６の入り開口３６
ａに近接する際にニードルの先端尖り部表面と入り開口３６ａとの隙間が尖り部の周囲に
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均等に形成されるから安定した流れで空気が小通路３６内に入り、混合室４０側に流入す
る。
【００３９】
有機質廃液圧送管１４は、前述したとおりの、焼酎廃液（焼酎滓）、大豆等の煮汁廃液そ
の他の種々の食品加工工程で廃棄される廃液、豚、鶏、牛等の糞尿その他の畜産糞尿廃液
その他の有機質系廃液（例えば含水率９０％以上程度のもの）を圧送する管路手段であり
、例えば合成樹脂あるいは金属管から構成するとよい。有機質系廃液圧送管１４は廃液タ
ンク６０に接続され流量調整用のレギュレータ６２を介して設定された流量の廃液が圧送
される。廃液タンク６０は種々の工程や事業所から排出される前処理後の有機系廃液の貯
留タンクであり、コンプレッサからの空気圧供給管６４を介してコンプレッサ６６に接続

10

されている。
【００４０】
助燃材圧送管１６は、空気と有機系廃液とともに中空閉鎖容器内に圧送される助燃材を圧
送する管路手段であり、流量調整用レギュレータ６８を介して助燃材タンク７０に接続さ
れている。そして、助燃材タンク７０は空気圧供給管６４を介して廃液側に圧送力を供給
駆動すると同じコンプレッサ６６に接続されている。ここに、助燃材は、中空閉鎖容器内
で空気と有機廃液とともに混合されて噴射ノズル２０から微粒子状ミストとして外部に噴
出される際の燃焼補助あるいは補助燃料手段であり、この微粒子状ミストに着火させた際
に生ずる燃焼反応媒体の構成要素である。具体的には、例えば油類などの、水に不溶の可
燃性の液体や、可燃性ガスなどを含む。より詳しくは、助燃材としては、例えば灯油、重

20

油、軽油、ガソリン等の液体燃料や、天然ガス、液化石油ガス、都市ガス等の気体燃料を
含む流体燃料である。好ましくは、家庭、飲食物提供業者、学校、事業所、その他の施設
などから排出される食用油や古くなった食用油などの廃食油が資源のリサイクルと廃棄物
量の削減を通じて環境保護にも資する点でよい。
【００４１】
コンプレッサ６６は、少なくとも空気圧送管１８に接続されて高圧空気を発生供給する空
気圧発生駆動手段であり、本実施形態では流量計７２を介設させた空気圧供給管６４の一
端側が連通接続されている。そして、４個の連通ポート３４ａ〜３４ｄにそれぞれ接続さ
れた空気圧送管１８ａ〜１８ｄは、Ｎ位置で相互に連通接続されており、このＮ位置に空
気圧供給管６４ａの他端側が共通に連通するように接続されている。したがって、各連通
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ポート３４ａ〜３４ｄから同圧の空気が空気室３８内に圧送供給される。さらに、本実施
形態において、該コンプレッサ６６には他の空気圧供給管６４ｂ、６４ｃを介してそれぞ
れ廃液タンク６０並びに助燃材タンク７０にも連通接続しており、これによって、空気圧
送管１８、有機質廃液圧送管１４ならびに助燃材圧送管１６のそれぞれが同じ空気圧発生
駆動手段に接続されて、略同空気圧力を加えて圧送する。これによって、混合室４０内で
の圧力差による他のポートへの逆流を生じさせないとともに、略同圧の空気圧で空気室３
８内に圧送するから過度の高圧により小通路３６から空気のみが噴出ノズルから噴出され
て燃焼を生起させにくくすることなく、適切な微粒子ミストを発生させて燃焼を好適に維
持させることができる。なお、空気圧送管１８からの空気室３８への圧力は、有機質廃液
又は助燃材と同じかあるいはそれらよりも高い圧力で圧送される必要がある。空気圧送管
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１８、有機質廃液圧送管１４ならびに助燃材圧送管１６からの圧力は少なくとも大気圧よ
りも高い圧力である必要がある。ただし、大気圧との関係で大幅に高圧で設定する必要は
なく、連通ポート３０〜３４から閉鎖容器の中空部へのある程度の吐出力があればよい。
好ましくは、圧力Ｐは１＜Ｐ＜１０気圧程度であるとよい。１０気圧以上の圧力とすると
廃液、助燃材、空気量の空気室あるいは空気を受け入れた混合室での混合状態が微妙な圧
力差で大きく変動するおそれが高く、燃焼に好ましい条件で噴出ノズルから噴出させるた
めの設定を不必要に困難にするおそれがある。空気圧送管１８、有機質廃液圧送管１４な
らびに助燃材圧送管１６のそれぞれに同じ空気圧を供給するためには、必ずしもそれぞれ
の管が同じコンプレッサに接続されている必要はなく、別々の発生駆動手段により略同圧
の設定により空気を圧送するようにしてもよい。
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【００４２】
これによって、燃焼ノズル装置１０の噴出ノズル２０近傍に着火装置２２を配置し、発
生する燃焼エネルギーを熱源又は動力源として利用することができる。この場合、図１に
おける燃焼室１５０内の着火装置２２による着火はそれに必要な程度の極めて弱いパイロ
ットバーナでよく、したがって、燃料消費量もわずかの量である。
【００４３】
次に本実施形態の作用について図１、図３を主に参照して説明すると、例えば有機廃液を
焼酎廃液とし、助燃材に廃食油を用いる場合、同圧発生装置としてのコンプレッサ６６か
らの圧縮空気は空気圧供給管６４ａ、６４ｂ、６４ｃを介してそれぞれ空気室３８及び混
合室４０に連通ポート３０〜３４を介して高圧で圧送される。この際、空気は流量計７２

10

、有機廃液及び助燃材は流量調整レギュレータ６２，６８によりそれぞれ流量を調節され
て供給される。空気室３８及び混合室４０には略同圧の圧送力で空気、有機廃液、助燃材
が同時に供給されており、それらの混合流体はすべて混合室４０から噴出ノズル２０を介
して低圧の外部（外気）側へ噴出される。小通路３６を介して空気室３８から混合室４０
へ流入する空気量はニードル弁装置５０を介して装置の外部から手動の摘み操作で可能と
なっている。小通路３６から混合室側に出る空気は直線状の小通路により案内されて直線
状かつビーム状となって混合室に流出しその流出方向のエネルギーを大幅に減殺されるこ
となくオリフィス状出口２０ａから低圧大気側に微粒子状ミストが放出される。この際、
混合室４０内には空気流れ方向と直交、あるいは略直交方向から圧送される有機廃液及び
助燃材と高速に混合される。図２のように、本実施形態では有機廃液と助燃材とは混合室

20

内で同一直線上を対向方向から衝突するように供給され、相互にぶつかり合いながら混合
し、さらにこれに直交方向から空気室からの空気が圧送される。これによって、噴出ノズ
ルのオリフィス状出口２０ａの内側部分で大きな圧力となるとともに，この出口２０ａを
出ると混合流体は一気に圧力を開放され、例えば１２０度の開き角に設定されたテーパ流
路２６の拡大壁に案内されて微粒子状ミストとして外部に拡大するように噴出される。こ
の微粒子状ミストが燃材とされる。そして、噴出ノズルの先端近傍に予め設置したパイロ
ットバーナ等の着火装置２２を介して着火し、例えば燃焼室１５０内で燃焼する。上記の
ように、同時に同圧で圧入した有機廃液と助燃材と空気とを混合流体とし、この状態で外
部に噴出させて微粒子状ミスト状態で着火させるから、有機廃液の特性、例えば粘度、繊
維質成分や油分の多寡いかんにかかわらず基本的にどのような有機廃液も燃焼処理可能で
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ある。また、このため、廃棄物として環境負荷を増加させていたものを燃料の一部として
機能させ、熱源あるいは動力源として駆動力を供給することができる。なお、廃食油と有
機廃液との混合比は、体積比で例えば１：１から１：５程度の範囲であるとよく、廃食油
のほうが有機廃液よりも少ないと安定した燃焼が得られにくい。
【００４４】
なお、図５に示すように、有機廃液と助燃材とはすれ違い状に混合室内に流入するよう
に各連通ポート３０，３２を混合室に連通接続させてもよく、例えば同圧空気を上流側の
空気室から圧送して混合流体として噴出ノズルから外部に噴出させるようにするとよい。
【００４５】
上記のような有機質系廃液の燃焼ノズル装置は、例えば図６に示すような熱源機器やエネ
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ルギー発生装置に連結接続させて熱源あるいは動力源として利用できる。例えば図６の例
では、噴出ノズル２０の近傍に着火装置２２を配置した燃焼ノズル装置１０に、タービン
や発電機を接続し、工業用の各種動力源に用いることができる。また、ボイラや暖房ある
いは蓄熱装置などに接続して、高温、高圧蒸気を発生させ、さらには熱交換等を介して室
内空調機器への熱源機器として利用することができる。この場合、混合室４０からは空気
と有機廃液と助燃材との混合流体、特に助燃材を予め流体中に混合させた状態の微粒子ミ
スト状態で燃焼させるから、噴出ノズル先端からの着火装置による着火位置までの距離に
より燃焼効率を変動させる。すなわち、有機廃液には高粘度、あるいは粘度を有するもの
が多く、噴出の際の粒子の到達距離もそれぞれ異なる。したがって、燃焼物としてのこれ
らの廃液及び助燃材の到達位置付近が最も火力が強くなる。このため、有機廃液の種類あ
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るいは使用する助燃材によって、ノズル先端から着火位置までの距離を可変設定するとよ
い。図９において、噴出ノズル２０の前方近傍に着火位置可変機構７４が設けられている
。着火位置可変機構７４は、トーチ部７６と、燃焼雰囲気から離隔された位置に設置され
たガス貯留用タンク７８と、タンクを移動させる案内フレーム上を直線状に進退移動する
スライダ８０と、スライダとラック・ピニオン結合された伝達部８２と、駆動モータ８４
と、を含む。モータ駆動力でスライダ８０を移動させることにより、噴出ノズル２０の先
端位置からのトーチ部７６による着火位置を可変設定し最適の燃焼条件で有機廃液を燃焼
させる。特に、中空閉鎖容器に圧送する有機質廃液と助燃材との粘度に対応して噴出ノズ
ルの先端からの着火位置を設定するとよい。
【００４６】

10

次に、本発明の第２実施形態について図７、８に基づき説明するが、前記した第１実施形
態と同一部材には同一符号を付し、その詳細な説明は省略する。この第２実施形態の有機
質系廃液の燃焼ノズル装置１１は、中空閉鎖容器１２の中空部が空気室と混合室のように
２分割されて連通された構造ではなく、閉鎖した一端壁側寄り位置から他端側の噴出ノズ
ル２０に連通する直状円柱形状の中空室８６となっており、この中空室の円柱状空隙より
少し小さな径で中空室の壁面との間に周状に連通する周状空隙８８を形成するように円筒
管９０を収容させている。円筒管９０の一端側は噴出ノズルの拡小テーパ流路２８の入口
部分に臨む位置に配置されるとともに、他端側は円柱状空隙の終端部との間に合流空隙９
２を形成するように終端部から少し控えた位置に設定してある。そして、この円筒管９０
の周方向複数個所には複数の空気注入孔９４が穿孔されている。また、空隙８８に連通す
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るように空気圧送管に接続された４個の連通ポート３４ａ〜３４ｄが設けられている。連
通ポート３４ａ〜３４ｄから圧送される圧縮空気は複数の空気注入孔９４を介して円筒管
９０の内部に流入する。
【００４７】
また、合流空隙９２に連通するように廃液圧送管としての第１連通ポート９６、助燃材圧
送管としての第２連通ポート９８が本実施形態ではＹ字状に該合流空隙９２に連通するよ
うに形成されている。円筒管９０の一端側開口は合流空隙９２に臨んで連通しており、か
つ、合流空隙９２は円筒管９０の中空内部にのみ連通するように形成されている。これに
よって、略同圧の圧送力で有機廃液と助燃材が同時に合流空隙９２に圧送され、低圧側の
装置外部側に向けて円筒管の中空部を通って噴出ノズル２０側に流れる。有機廃液と助燃
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材が円筒管９０内の中空部を直線状に流動する際、複数の空気注入孔９４から圧縮空気が
圧入され、これらの３つの要素が混合した混合流体の状態で噴出ノズル２０側に至り、さ
らに、装置外部に微粒子状ミスとなって噴出される。なお、図９中、１００は中空閉鎖容
器本体と噴出ノズル２０との組み付け接合時の気密用パッキン、１０２は、円筒管９０と
噴出ノズル内部側との接合気密パッキン、１０４は中空閉鎖容器本体と他端延長部との接
合用気密パッキン、１０６は、他端延長部と円筒管９０との組み付け接合時の気密パッキ
ンである。
【００４８】
なお、噴出ノズル２０の構造に関し、図１０に示すように最狭隘部分であるオリフィス状
出口２０ａの手前の内部側入口部分を拡小テーパ流路とせずに、断面円弧状凹部としても
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よい。
【００４９】
上記の第２実施形態の有機質系廃液の燃焼ノズル装置においても、例えば図６に示すよう
な熱源機器やエネルギー発生装置に連結接続させて熱源あるいは動力源として利用できる
ことはもちろんである。また、燃焼対象や助燃材の粘度特性に応じた着火位置可変機構７
４を設置することもできる。
【００５０】
上記のように、極めて小形の中空閉鎖容器内に略同圧で同時に異なる連通ポートを介して
空気と、有機廃液と、助燃材とを圧送し、これを噴出ノズルから低圧側に向けて噴射する
際の混合流体の微粒子状ミストの燃焼に関しては、実験的にも確認されている。
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【００５１】
［実験例］焼酎廃液をメタン発酵して行なわれるメタンガス回収プロセスでの焼酎滓発
酵残渣を有機廃液とし、助燃材としては廃食油を用いて図３の構成の燃焼ノズル装置によ
る燃焼実験を行なった。図９は、その際の燃焼実験の概念構成図であり、噴出ノズルは横
方向に向けて配置され、横方向に向けて混合流体が噴出される。噴出口からＬの距離にパ
イロットバーナを設置して火種を作る。種火に到達した混合流体は火炎を形成し、その火
炎挙動をデジタルビデオカメラで撮影し、パイロットバーナの位置及び焼酎廃液の発酵残
渣と廃食油の比率を変化させ、火炎長さの変化を計測した。パイロットバーナの位置は噴
射口からの距離Ｌで表し、火炎長さは最も火炎が長くなった瞬間のバーナ中心軸から火炎
最長点までの距離λで表した。焼酎廃液発酵残渣と廃食油の比率が２：１、１：０、１：
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１、０：１、１：２の場合について行なった。さらに、各比率について、バーナ距離Ｌ［
ｍｍ］を３０，５０，８０，１００，１５０，２００及び２５０について行なった。
［結果と考察］火炎長さは図１０に示すように、二つのパターンに分類できる。発酵残渣
が廃食油よりも高い比率で含まれる場合と低い比率で含まれている場合である。発酵残渣
の比率が高い場合、火炎はあまり発達しない。またバーナ距離が増大するにつれて火炎長
さも増大した。一方廃食油の比率が高い場合や廃食油と発酵残渣の割合が同じ場合では、
火炎は非常に発達し、バーナ距離は短いほうが火炎長さは長い。焼酎粕廃液の発酵残渣は
粘度が低いため横方向に噴射した後、遠くまで液滴が飛散するが、廃食油は粘度が高いた
め飛距離が伸びない。したがって噴射口近くの噴霧には廃食油が多く含まれているが、噴
射ノズルから離れると発酵残渣の比率が高くなる。以上の点から、噴射口付近には発熱量
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の高い廃食油が多量に含まれていて、火炎長さも長くなると思われる。以上より、噴霧は
、ノズル噴射口から１００〜１５０ｍｍ程度の位置において、焼酎廃液の発酵残渣と廃食
油がよく混合されていることが分る。また、噴霧はノズル噴射口から５０ｍｍ程度の位置
で最もよく燃焼する。さらに、混合流体の発酵残渣と廃食油の割合は、同等か廃食油の割
合を大きくしなければならない。但し、廃食油のみよりは発酵残渣が混合しているほうが
よく燃焼することが分った。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
本発明の有機質系廃液の燃焼ノズル装置、その燃焼処理方法並びにエネルギー発生シス
テムは、上記した実施形態の構成にのみ限られるものではなく、特許請求の範囲に記載し
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た発明の本質を逸脱しない範囲における変更、改良も本発明に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の第１実施形態に係る有機質系廃液の燃焼ノズル装置を含む燃焼装置の概
念構成説明図である。
【図２】第１実施形態に係る中空閉鎖容器の横断面図である。
【図３】第１実施形態に係る有機質系廃液の燃焼ノズル装置の縦断面説明図である。
【図４】図３の有機質系廃液の燃焼ノズル装置の正面図である。
【図５】有機廃液及び助燃材と中空閉鎖容器との連通位置を異ならしめた中空閉鎖容器の
横断面図である。
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【図６】本発明の有機質系廃液の燃焼ノズル装置を用いたエネルギー発生システムのブロ
ック構成図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係る有機質系廃液の燃焼ノズル装置の縦断面説明図であ
る。
【図８】有機質系廃液の燃焼ノズル装置の噴出ノズル部分の他の例を示す要部拡大断面図
である。
【図９】着火位置可変機構を含む実施形態概念図兼、燃焼実験の概念構成図である。
【図１０】実験例における噴出ノズル先端からトーチまでの距離Ｌと、トーチから火炎の
先端までの距離λとの関係を示すグラフ図である。
【符号の説明】
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【００５４】
１０

有機質系廃液の燃焼ノズル装置（第１実施形態）

１１

有機質系廃液の燃焼ノズル装置（第２実施形態）

１２

中空閉鎖容器

１４

有機質廃液圧送管

１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄ
２０

噴出ノズル

２２

着火手段

２６

拡大テーパ流路

３０

第１連通ポート

３２

第２連通ポート

３４ａ、３４ｂ、３４ｃ、３４ｄ
３６

小通路

３８

空気室

４０

混合室

５０

ニードル弁装置

６６

コンプレッサ

７４

着火位置可変機構

９６

第１連通ポート

９８

第２連通ポート

１１０

燃焼装置

１５０

燃焼室

【図１】

空気圧送管

10
第３，４，５，６、連通ポート
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【図２】

【図３】
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【図４】

【図６】

【図７】

【図５】

【図８】

【図９】

【図１０】
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【手続補正書】
【 提 出 日 】 平 成 18年 7月 4日 (2006.7.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
中空閉鎖容器と、
中空閉鎖容器の中空部にそれぞれ異なる連通ポートで連通接続された有機質廃液圧送管と
、助燃材圧送管と、空気圧送管と、
中空閉鎖容器内に圧送される有機質廃液と助燃材と空気との混合流体を大気側へ噴出さ
せる噴出ノズルと、を含み、
空気圧送管の中空閉鎖容器との連通ポートは、有機質廃液と助燃材とのそれぞれの中空閉
鎖容器との連通ポートよりも噴出ノズルに対して、より離隔した位置に設定されており、
有機質廃液と助燃材と空気とを同時に中空閉鎖容器内に圧送し噴出ノズルから噴出される
それらの混合流体を燃材として着火燃焼させることを特徴とする有機質系廃液の燃焼ノズ
ル装置。
【請求項２】
中空閉鎖容器の中空部は、空気圧送管の連通ポートが連通する空気室と、有機質廃液圧送
管と、助燃材圧送管の各連通ポートが連通する混合室と、を小通路を中央にしてその両側
に連通接続して設けられていることを特徴とする請求項１記載の有機質系廃液の燃焼ノズ
ル装置。
【請求項３】
小通路は、噴出ノズルのノズル孔の芯合わせ方向に長い通路からなる請求項２記載の有機
質系廃液の燃焼ノズル装置。
【請求項４】
小通路を介して空気室から混合室へ空気を圧送する際の空気の流量を調節する調節弁機構
が設けられていることを特徴とする請求項２又は３記載の有機質系廃液の燃焼ノズル装置
。
【請求項５】
調節弁機構は、ニードルの先端を小通路の入り開口に突入するように進退移動するニード
ル弁装置からなる請求項４記載の有機質系廃液の燃焼ノズル装置。
【請求項６】
すくなくとも有機質廃液圧送管と助燃材圧送管とは、同じ圧縮装置に連通されて有機質廃
液と助燃材とが中空部に圧送されることを特徴とする請求項１ないし５のいずれかに記載
の有機質系廃液の燃焼ノズル装置。
【請求項７】
少なくとも有機質廃液と助燃材とは略同じ圧送力で中空閉鎖容器内に圧送されることを特
徴とする請求項１ないし６のいずれかに記載の有機質系廃液の燃焼ノズル装置。
【請求項８】
空気は有機質廃液又は助燃材と略同じかあるいはそれらよりも高い圧力で圧送されること
を特徴とする請求項１ないし７のいずれかに記載の有機質系廃液の燃焼ノズル装置。
【請求項９】
中空閉鎖容器に圧送される助燃材と有機質廃液とが容積比で１：１〜５：１で設定されて
いることを特徴とする請求項１ないし８のいずれかに記載の有機質系廃液の燃焼ノズル装
置。
【請求項１０】
請求項１ないし９のいずれかの燃焼ノズル装置の噴出ノズル近傍に着火装置を配置し、発
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生する燃焼エネルギーを熱源又は動力源として利用することを特徴とするエネルギー発生
システム。
【請求項１１】
中空閉鎖容器に圧送する有機質廃液と助燃材との粘度に対応して噴出ノズルの先端から着
火装置による着火位置までの距離を変更設定する着火位置可変機構を有することを特徴と
する請求項１０記載のエネルギー発生システム。
【請求項１２】
それぞれ別個のポートで中空閉鎖容器に連通する供給管を介して有機質廃液と、助燃材と
、空気と、を同時に略同圧で圧送し、
中空閉鎖容器に設けた噴出ノズルから有機質廃液と助燃材と空気との混合流体を噴出させ
、
該噴出流体に着火させることにより燃焼させることを特徴とする有機質系廃液の燃焼処理
方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は有機質系廃液の燃焼ノズル装置、エネルギー発生システム及びその燃焼処理方
法に係り、特に、食品製造分野、発酵工業あるいは畜産業などから排出される残渣液や尿
などの有機系廃液を効果的に処理しかつ処理エネルギーを有効利用し得る装置等に関する
。
【背景技術】
【０００２】
今日、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済活動が引き起こす都市・生活公害問
題や地球規模の環境問題が深刻になってきており、特に、各種産業から排出される廃棄物
の処理については公的な規制が適用されるのがほとんどである。廃棄物中の有機質系の廃
液、例えば焼酎製造に伴う廃液、大豆等の煮汁廃液その他の種々の食品加工工程で廃棄さ
れ る 廃 液 、 豚 糞 尿 そ の 他 の 畜 産 糞 尿 廃 液 等 は 、 い ず れ も 高 い Ｂ Ｏ Ｄ (biochemical oxygen
demand:生 物 化 学 的 酸 素 要 求 量 )、 Ｓ Ｓ (suspended solid:水 中 懸 濁 有 機 無 機 物 質 )、 Ｃ Ｏ Ｄ
（ chemical

oxygen

demand： 化 学 的 酸 素 要 求 量 ） 値 を 有 し 、 そ の ま ま の 状 態 で 河 川 へ 放

流することは禁じられている。しかも、これらの廃液は種々の有機成分を含み、分離ある
いは分解処理が困難で、しかも長期の放置により酸化が大きく進んで処理を困難にしてい
る場合が多い。さらに、焼却処理場の建設や埋め立て処理地の確保はしだいに困難となっ
ている。
【０００３】
一例として、焼酎粕の処分では、その含水量が９０〜９５％含まれる高濃度廃液である
ために固液分離が困難であり、有効な処理方法が模索されている。近年のエネルギー危機
の中で、高含水有機性廃棄物から容易にエネルギーを回収できる手段としてメタン発酵が
注目されており、この発酵は、高含水量、高濃度廃液を処理でき、ランニングコストが安
い点で有利である。この方法では、含水率の高い有機系廃棄物の嫌気性発酵による処理が
行なわれているものの、この処理には多大のエネルギー投入が必要で、実用化に難点があ
る。一方、レストラン等から排出される汚泥の焼却処理についての方法及び装置が特開平
７ ‑９ １ ６ ３ ６ 号 に お い て 提 案 さ れ て い る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ７ ‑９ １ ６ ３ ６ 号 、 ０ ０ ０ ５ 、 図 １ 、 図 ２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
上記の特許文献１の方法ないし装置は、油水分離槽の上部に浮遊して溜まった油脂分を
多く含む有機物からなる「スカム」の処理において、槽中の中間層の汚水の一部に界面活
性剤等の添加剤を加えてこれを発泡容器に供給し、この発泡容器内で多数の気泡を形成さ
せて該気泡を燃焼室に供給することにより、気泡中の水分を蒸発させるとともに、スカム
や固形分残渣の可燃混合物を燃焼させ、灰燼化した固形分を回収するようにしたものであ
る。しかしながら、特許文献１の装置では、燃焼に先立って気泡を発生しやすくするため
の攪拌破砕装置や界面活性剤、並びに気泡発生装置としての発泡容器が必要であり、シス
テムが複雑化し高コストとなる。また、気泡容器での気泡発生のために水没させたチャン
バに形成したパンチング孔の細孔を汚水に通過させる必要があるが、この際に目詰まりを
生じやすく燃焼の前の気泡発生について装置運転時の管理が必要で、煩雑であった。また
、汚水投入から燃焼までの間に複数の処理を必要とするから処理量が大きく制約され、そ
のぶん一次あるいは二次貯留槽を大型化させてコストや設置スペースについて不利であっ
た。特に、ボイラやタービン等の機器の熱源としてシステム化する際には、汚水の燃焼工
程のみに要する設備が長大化し、海浜沿い等の限られた地域でしか設置することが困難で
あった。さらに、その燃焼工程においては、燃焼中のガスバーナ１１の火炎に気泡化され
た汚水と空気をあてて燃焼させるものであるから、十分な燃焼力を保持するために供給さ
れるバーナの重油やガス等の燃焼用燃料コストが高くつくという問題があった。さらに、
燃焼用の気泡送出スリット９ｇ部分で、汚水が目詰まりしない確実性はなく、依然として
装置稼働中のメンテナンス等を複数の装置あるいは部品について頻繁に行なう必要があっ
た。
【０００５】
本発明は上記従来の課題に鑑みてなされたものであり、その１つの目的は簡単な構成で低
コストであり、しかも小型の装置構成により小スペースでボイラやタービンその他の熱源
あるいは駆動源機器と接続して設置し得る有機質系廃液の燃焼ノズル装置、エネルギー発
生システム及びその燃焼処理方法を提供することにある。また、本発明の他の目的は、燃
焼用燃費コストを大幅に低減できる有機質系廃液の燃焼ノズル装置、エネルギー発生シス
テム及びその燃焼処理方法を提供することにある。さらに、本発明の他の目的は、簡単な
構造により装置のメンテナンスや管理を簡単に行なえる有機質系廃液の燃焼ノズル装置、
エネルギー発生システム及びその燃焼処理方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記の目的を達成するために、本発明は、中空閉鎖容器１２と、中空閉鎖容器の中空部
にそれぞれ異なる連通ポート３０〜３４で連通接続された有機質廃液圧送管１４と、助燃
材圧送管１６と、空気圧送管１８と、中空閉鎖容器内に圧送される有機質廃液と助燃材と
空気との混合流体を大気側へ噴出させる噴出ノズル２０と、を含み、空気圧送管１８の中
空閉鎖容器１２との連通ポート３４ａ〜３４ｄは、有機質廃液と助燃材とのそれぞれの中
空閉鎖容器との連通ポート３０、３２よりも噴出ノズル２０に対して、より離隔した位置
に設定されており、有機質廃液と助燃材と空気とを同時に中空閉鎖容器１２内に圧送し噴
出ノズル２０から噴出されるそれらの混合流体を燃材として着火燃焼させることを特徴と
する有機質系廃液の燃焼ノズル装置１０から構成される。同一の中空閉鎖容器の中空部に
対し、同時に複数の異なる連通ポートを介して有機質廃液と助燃材と空気とを圧送し、混
合させて外部に噴出させる。比較的に大きな連通ポート孔から閉鎖容器内部に流体を導入
させ、十分に混合した混合流体を比較的に小さな噴出ノズルから噴射させることで有機廃
液や助燃材等の流動の際の目詰まりをしないようにさせつつ、燃焼に適した微粒子状ミス
トを確実に生成させてほとんどあらゆる有機廃液の燃焼、あるいは燃焼処理を実現する。
また、単位時間当たりの処理量が多く、かつ、確実に処理できる。また、同一閉鎖容器内
に圧送するだけであるから、特別の設備やコストは圧縮機以外には種火用バーナのみでよ
く、装置自体を小型で構成しうるうえに、製造コストも極めて低廉でよい。閉鎖容器の形
状やサイズは任意に設定できるが、同時に廃液と助燃材と空気を注入するから、相互の圧
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送管内に他の圧送管からの流体を流入させないようにするとよい。さらに、目詰まりの原
因を生じさせやすい大きな粒子の固形物を含む有機廃液や廃食油等を低圧側により近い位
置に設定して混合作用と目詰まり防止機能を行なえる。空気が、下流側の場合で、空気の
圧力が高い場合は、空気のみが噴出ノズルから噴出されやすくなる。この場合は少なくと
も有機廃液と助燃材と略同じ圧送力で空気を中空部に圧送供給させる。
【０００７】
また、中空閉鎖容器１２の中空部は、空気圧送管１８の連通ポート３４ａ〜３４ｄが連通
する空気室３８と、有機質廃液圧送管１４と、助燃材圧送１６管の各連通ポート３０，３
２が連通する混合室４０と、を小通路３６を中央にしてその両側に連通接続して設けると
好ましい。
【０００８】
その際に、小通路３６は、噴出ノズル２０のノズル孔２０ａの芯合わせ方向に長い通路か
らなるように構成するとより好ましい。
【０００９】
また、小通路３６を介して空気室３８から混合室４０へ空気を圧送する際の空気の流量を
調節する調節弁機構４４を設けるとよい。
【００１０】
また、調節弁機構４４は、ニードルの先端を小通路３６の入り開口３６ａに突入するよう
に進退移動するニードル弁装置５０から構成するとよい。
【００１１】
また、すくなくとも有機質廃液圧送管１４と助燃材圧送管１６とは、同じ圧縮装置６６に
連通されて有機質廃液と助燃材とが中空部に圧送されるようにするとなおよい。
【００１２】
その際、少なくとも有機質廃液と助燃材とは略同じ圧送力で中空閉鎖容器１２内に圧送さ
れるようにするとよい。圧送力について多少の差圧が生じても燃焼反応は生じる。このと
き、噴出ノズル（例えば噴出ノズルのノズル孔の径は数ミリメートルに設定する）は、大
気に開放されているので、有機質廃液、助燃材（廃食油）、空気の混合流体は大気へ放出
される。
【００１３】
また、空気は有機質廃液又は助燃材と同じかあるいはそれらよりも高い圧力で圧送される
ようにしてもよい。空気と、有機質廃液と助燃材とはそれぞれ同一圧力で中空閉鎖容器の
中空部に圧送されると圧力バランスは安定し、ひいては燃焼自体を安定させる点でより好
ましい。
【００１４】
また、中空閉鎖容器１２に圧送される助燃材と有機質廃液とは容積比で１：１〜５：１で
設定するとよい。
【００１５】
また、本発明のエネルギー発生システムは、上記したいずれかの燃焼ノズル装置１０の噴
出ノズル２０近傍に着火装置２２を配置し、発生する燃焼エネルギーを熱源又は動力源と
して利用するように構成するとよい。
【００１６】
また、中空閉鎖容器１２に圧送する有機質廃液と助燃材との粘度に対応して噴出ノズル２
０の先端から着火装置２２による着火位置までの距離を変更設定する着火位置可変機構７
４を有するようにするとよい。
【００１７】
さらに、本発明は、それぞれ別個のポート３０〜３４ｄで中空閉鎖容１２に連通する供給
管６４を介して有機質廃液と、助燃材と、空気と、を同時に略同圧で圧送し、中空閉鎖容
器１２に設けた噴出ノズル２０から有機質廃液と助燃材と空気との混合流体を噴出させ、
該噴出流体に着火させることにより燃焼させることを特徴とする有機質系廃液の燃焼処理
方法から構成される。
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【発明の効果】
【００１８】
本発明の有機質系廃液の燃焼ノズル装置は、中空閉鎖容器と、中空閉鎖容器の中空部に
それぞれ異なる連通ポートで連通接続された有機質廃液圧送管と、助燃材圧送管と、空気
圧送管と、中空閉鎖容器内に圧送される有機質廃液と助燃材と空気との混合流体を大気側
へ噴出させる噴出ノズルと、を含み、有機質廃液と助燃材と空気とを同時に中空閉鎖容器
内に圧送し噴出ノズルから噴出されるそれらの混合流体を燃材として着火燃焼させる構成
であるから、簡単な構成で低コストであり、しかも小型の装置構成により小スペースでボ
イラやタービンその他の熱源あるいは駆動源機器へ駆動エネルギーを供給させることがで
きる。また、基本的にどのような特性の有機廃液でも燃焼させることができるから、河川
放流に頼らざるを得なかった焼酎廃液、大豆煮汁や、地中吸い込み、貯留、埋め立て処理
等しか対策がなかった動物糞尿処理等について、効果的に処理ができ、しかもエネルギー
源として有効活用しうる。さらに、燃焼用燃費コストを大幅に低減でき、しかも、簡単な
構造により故障が少なく、しかも、装置のメンテナンスや管理を簡易に行なえる。
【００１９】
また、少なくとも有機質廃液と助燃材とは略同じ圧送力で中空閉鎖容器内に圧送される構
成とすることにより、相互の圧送管への逆流を防ぎ、両者の投入量バランスを安定させて
混合流体の構成比を一定化させ、安定した燃焼を保持させることができる。
【００２０】
また、空気は有機質廃液又は助燃材と略同じかあるいはそれらよりも高い圧力で圧送され
るようにすることにより、有機質廃液又は助燃材の空気圧送管側への逆流を防止すると同
時に、十分な酸素量の供給と噴出ノズル側への圧送を確実に行なうことが可能である。
【００２１】
また、空気圧送管の中空閉鎖容器との連通ポートは、有機質廃液と助燃材とのそれぞれの
中空閉鎖容器との連通ポートよりも噴出ノズルに対して、より離隔した位置に設定された
構成とすることにより、有機質廃液と助燃材がより噴出ノズルに近接した位置、すなわち
、低圧側の外気に近い位置にそれらの有機質廃液や助燃材が注入される結果、圧送空気が
有機廃液を送風しやすい状態となる。そして、目詰まり等を生じにくくさせることができ
、安定した燃焼を持続させることができる。
【００２２】
また、中空閉鎖容器の中空部は、空気圧送管の連通ポートが連通する空気室と、有機質廃
液圧送管と、助燃材圧送管の各連通ポートが連通する混合室と、を小通路を中央にしてそ
の両側に連通接続して設けられた構成であるから、有機質廃液と助燃材をより噴出ノズル
に近接した低圧側に近い位置に注入させて、目詰まり等を生じにくくさせる上に、コンプ
レッサ等の空気圧供給源から受けた空気をビーム状に混合室側に圧送でき、噴出ノズル側
への圧送力を確保しうる。また、ノズルの直前に混合室があるので、この部分で圧力変動
をある程度緩和でき、燃焼を安定させることができる。
【００２３】
また、小通路は、噴出ノズルのノズル孔の芯合わせ方向に長い通路からなる構成であるか
ら、小通路からのビーム状の空気は混合室で他の要素と混合して混合流体とし、流れのエ
ネルギーを大幅に損なわずにそのままノズル孔から外部に噴出されてエネルギーロスを少
なくしつつ良質の微粒子状ミストを発生させることができる。
【００２４】
また、小通路を介して空気室から混合室へ空気を圧送する際の空気の流量を調節する調節
弁機構が設けられた構成とすることにより、混合室で生成される混合流体中の空気量の調
整を処理対象の有機質廃液や、あるいは助燃材の特性に対応して自在に調節設定すること
が可能である。
【００２５】
また、調節弁機構は、ニードルの先端を小通路の入り開口に突入するように進退移動する
ニードル弁装置からなる構成であるから、例えば操作部分を外部に突設させておくことに
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より、ニードルの進退移動のみで高精度でかつ微調整の空気流量調整設定を行える。
【００２６】
また、すくなくとも有機質廃液圧送管と助燃材圧送管とは、同じ圧縮装置に連通されて有
機質廃液と助燃材とが中空部に圧送される構成とすることにより、中空部から相互の圧送
管側に媒体が逆流して注入量バランスを損なうことなく、安定した、確実な燃焼処理を実
現し得る。
【００２７】
また、中空閉鎖容器に圧送される助燃材と有機質廃液とが容積比で１：１〜５：１で設定
されている構成とすることにより、噴出ノズルから噴出される微粒子状ミストの燃焼を維
持することができる。
【００２８】
また、本発明の有機質系廃液のエネルギー発生システムは、請求項１ないし１０のいずれ
かの燃焼ノズル装置の噴出ノズル近傍に着火装置を配置し、発生する燃焼エネルギーを熱
源又は動力源として利用する構成であるから、廃棄物を簡易な構成で燃焼して廃棄物処理
を簡易に行なえるうえに、その際に発生する燃焼エネルギーを利用して熱源あるいは動力
源に対してエネルギー供給を行なえ、有価物として機能し得る。
【００２９】
また、中空閉鎖容器に圧送する有機質廃液と助燃材との粘度に対応して噴出ノズルの先端
から着火装置による着火位置までの距離を変更設定する着火位置可変機構を有する構成で
あるから、有機質廃液や助燃材の粘度に対応した最良の燃焼点で着火させて効率のよい火
炎生成を行なって燃焼効率を向上させることができる。
【００３０】
また、本発明の有機質系廃液の燃焼処理方法によれば、それぞれ別個のポートで中空閉鎖
容器に連通する供給管を介して有機質廃液と、助燃材と、空気と、を同時に略同圧で圧送
し、中空閉鎖容器に設けた噴出ノズルから有機質廃液と助燃材と空気との混合流体を噴出
させ、該噴出流体に着火させることにより燃焼させる構成であるから、簡単な構成で、し
かも小型の装置構成により小スペースで熱源あるいは駆動源機器へ駆動エネルギーを供給
させることができる。また、基本的にどのような特性の有機廃液でも燃焼させることがで
きるから、河川放流に頼らざるを得なかった焼酎廃液、大豆煮汁や、地中吸い込み、貯留
、埋め立て処理等しか対策がなかった動物糞尿処理等について、効果的に処理ができ、し
かもエネルギー源として有効活用しうる。さらに、燃焼用燃費コストを大幅に低減できる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
以下、添付図面を参照しつつ本発明を実施するための最良の形態について説明する。図１
ないし図４は、本発明の有機質系廃液の燃焼ノズル装置の第１実施形態を示している。本
発明の有機質系廃液の燃焼ノズル装置は、食品製造分野、発酵工業分野あるいは畜産業な
どから排出される残渣液や尿などを効果的に燃焼し、さらにその燃焼エネルギーを簡易に
有効利用し得る装置であり、特に、装置構成が極めて簡単で、小型であり、製造ならびに
メンテナンスコストを低廉に保持させ、さらに、燃焼用の燃料を大幅に節約することので
きる装置である。本発明の有機質系廃液の燃焼ノズル装置が処理対象とする有機質系廃液
は、焼酎廃液（焼酎滓）、大豆等の煮汁廃液その他の種々の食品加工工程で廃棄される廃
液、豚、鶏、牛等の糞尿その他の畜産糞尿廃液その他の有機質系廃液であり、予め例えば
フィルタプレスや遠心分離機等で有機固形物、無機固形物を除去した後の廃液（前処理後
の廃液）であり、最終的に大気側に噴出させる噴出ノズルの少なくとも開口径以上の大き
さの固形物を除いた後の廃液の処理を行なう。
【００３２】
図１は、本発明の有機質系廃液の燃焼ノズル装置１０を含む燃焼装置１１０の概略構成説
明図であり、図において、本発明の有機質系廃液の燃焼ノズル装置１０は、中空閉鎖容器
１２と、中空閉鎖容器の中空部にそれぞれ別の通路で連通接続された有機質廃液圧送管１
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４と、助燃材圧送管１６と、空気圧送管１８と、中空閉鎖容器の一端側に設けられた噴出
ノズル２０と、を含む。そして、噴出ノズル２０から有機質廃液と、助燃材と、空気との
混合流体が外部あるいは大気側、例えば燃焼室１５０側に噴出されて着火手段２２により
着火されて燃焼する。
【００３３】
図において、中空閉鎖容器１２は、有機質系廃液の燃焼ノズル装置１０の主要な部分を構
成する構造体であり、その中空内部に同時に略同圧圧送される空気と処理すべき有機質廃
液と助燃材とを受け入れて混合流体として噴出ノズル２０から微粒子のミスト状態で噴出
させる燃焼用流体発生手段である。実施形態において、中空閉鎖容器１２は、耐熱素材か
らなる閉鎖ケースからなり、例えばステンレス製で形成されて全体としては中空の円筒形
状で構成されている。実施形態では、この中空閉鎖容器のサイズは例えば直径３ｃｍ、長
さ１０ｃｍ程度の小型の円筒状ケース体から構成されているが、それ以上か、それ以下の
サイズでもよい。
【００３４】
実施形態において、中空閉鎖容器１２は、円筒の両端壁１２１と、周壁１２２と、を有す
る円筒形状で構成され、複数の構成要素を一体的に組み付け接合させて構成されている。
図１、図３において、円筒形状の一端（１２１ａ）側に混合流体を噴出させる噴出ノズル
２０を形成し、そのノズル孔を介して中空内部と外部とを連通させている。噴出ノズル２
０は微粒子状ミスト発生構造を有しており、実施形態では、中空内部との連通路をいった
ん絞ってオリフィス状出口２０ａを形成し、このオリフィス状出口から外部方向に向けて
出口をしだいに拡大するようにテーパ流路２６を設けて構成している。すなわち、微粒子
状ミスト発生構造は、オリフィス状出口２０ａを有するオリフィス部２４と、これに連続
して拡大するテーパ流路２６と、を有している。オリフィス状出口２０ａは、有機質系廃
液と助燃材と空気との混合流体の外部への出口で最も狭い流路部分であり、実施形態では
、このオリフィス状出口２０ａがノズル孔とされる。本実施形態において、オリフィス状
出口２０ａは、例えば直径１〜２ｍｍ程度に設定されており、５ｍｍ直径程度の各連通ポ
ートから圧送される流体が目詰まりなく安定して確実に閉鎖容器内部に注入する一方、中
空部で混合した混合流体をノズル孔からの低圧開放により確実に微粒子状ミスト化して燃
焼を促進させることができる。実施形態では最狭小通路としてのオリフィス状出口２０ａ
よりも内側となる端壁１２１ａの部分には漏斗状にしだいに進行方向（中空閉鎖容器の内
側から外側に向けて）に向けて通路を小さくする拡小テーパ流路２８が設けられてその拡
小テーパ流路２８の先端部がオリフィス状出口２０ａに連続して設けられている。拡大テ
ーパ流路２６は、高圧高速の混合流体がオリフィス状出口２０ａの出口開口（２０ａ）か
ら放出される際に発生する微粒子状のミストをその流路を拡大させつつ拡散させるように
外部に向けて放出案内する手段である。実施形態において、オリフィス状出口２０ａの流
路中心線ｒ１は中空閉鎖容器の円筒軸線ｃ１に一致するように形成されており、したがっ
て、混合流体は該円筒軸線上あるいはこれに沿って噴出ノズル２０から噴出される。
【００３５】
中空閉鎖容器１２の周壁１２２には各圧送管の連通接続用の複数のポートが設けられてい
る。実施形態において、図２、３、４に示すように、噴出ノズル２０寄り側の周壁１２２
において、直径方向に対向する位置に２個の第１、第２連通ポート３０，３２が、並びに
それらから噴出ノズル２０に対してより離隔する位置に４個の第３、第４、第５、第６連
通ポート３４ａ、３４ｂ、３４ｄ、３４ｅの計６個の連通ポートが円筒容器の半径方向に
貫通するように設けられている。各連通ポート３０〜３４は、中空閉鎖容器１２の中空部
にそれぞれ異なる位置に設けられて連通する連通手段であり、周壁１２２の壁を貫通する
方向にそれぞれ孔３０ｐ〜３４ｅｐを形成して中空内部と各圧送管とをそれぞれ別の流路
で連通させる。本実施形態では各連通ポートは、閉鎖容器本体の連通孔に一端側を連通接
続し、他端側の一部を容器の半径方向に突設させたポート用金具で構成されている。第１
連通ポート３０には有機質系廃液圧送管１４が連結接続され、第２連通ポート３２には助
燃材圧送管１６が連結接続され、さらに第３から第６の連通ポートにはそれぞれ空気圧送

(23)

JP 2007‑17099 A 2007.1.25

管１８が連結接続されている。これらの連通ポートの孔は本実施形態では例えば５ｍｍ程
度に設定されている。例えば、実施形態程度の全体サイズで有機質系廃液が流入する混合
室容積が１．２ｃｍ２で設定されており、例えばこの場合には、連通ポートの孔（空気室
あるいは混合室との連通孔）の径Ｄｐは５ｍｍ〜７ｍｍ程度に設定するとよい。
【００３６】
さらに、図３にも示すように、中空閉鎖容器１２の中空内部は、中間に小通路３６を介
してこの小通路３６に連通するように空気室３８と混合室４０とを配して構成されている
。小通路３６は空気室３８側に圧送供給された空気を混合室４０側に供給する空気の通路
であり、実施形態において、円筒状の中空閉鎖容器の中間位置において円筒の軸線上にそ
の中心軸線を位置させた細長い空気の通路からなる。そして、この小通路３６と両端の空
気室３８及び混合室４０は、円筒状の閉鎖容器１２の内部にダンベル状の中空部を一体的
に形成するように、該閉鎖容器１２は組み付け接合されている。すなわち、空気室３８及
び混合室４０は小通路３６の両端に連通接続されて、該少通路３６から段付き状にそれぞ
れ拡大した短円筒形状の中空部からなり、空気室３８、小通路３６、混合室４０は直線列
状に配置されていてそれらの中心線は噴出ノズル２０のノズル孔（オリフィス状出口）と
芯合わせ位置となるように形成されている。噴出ノズル２０に近い室が有機廃液と助燃材
とが同時に略同圧で圧送される混合室４０であり、混合室４０は噴出ノズル２０の拡小テ
ーパ流路２８の内側空隙と（拡小テーパ流路の最大径部分）連通しており、これによって
、混合室４０内とノズル孔２０ａ並びに容器１２外部とを連通させている。４２は、中空
閉鎖容器の本体に噴出ノズル２０部分を組み付けた際の気密のためのパッキンである。混
合室４０には、第１及び第２の連通ポート３０，３２が円筒容器の直径方向の両端位置に
連通接続されて有機廃液並びに助燃材を圧送する。前記したように、これらのポートの孔
は略同じ直径で構成され略同圧で圧送されて流入する。これは混合室４０内で充填圧力の
差があれば高いほうの圧力で流入する廃液あるいは助燃材が低圧で圧入されるもののほう
のポートの孔から各圧送管内に流入し一部の流体を逆流させて、混合室内でのそれらの混
合バランスを崩すおそれがあるからである。その意味では、厳密には、有機廃液及び助燃
材の圧送力は混合室内での他のポート孔への圧入が生じない程度の圧力で、という意味で
あって、同圧あるいは同圧でなくともよいが、いずれにしても大気圧以上の圧力により、
混合室内でのそれらの混合バランスを崩さない程度の圧力差を許容限度として任意に設定
できる。空気室３８は空気が圧送されて流入する室であり、混合室の直径と例えば略同一
径であって一端を閉鎖容器の円筒の他端側に延長し開放した空間で形成されている。なお
、この閉鎖容器の本体の他端側開放部は当然のことながら外部に対しては閉鎖されており
、本実施形態では、後述する調節弁機構を介して気密閉鎖されている。図２に示すように
周方向に９０度ずつずらした位置に設定した第３〜第６ポート３４ａ〜３４ｄから空気室
３８内に圧力空気が導入される。本実施形態では空気室３８に圧送された空気は小通路３
６を通って混合室４０を経由し、さらに低圧開放端側のオリフィス状出口２０ａに向けて
直線状に流れる。一方、混合室内の有機廃液と助燃材とは円筒容器の半径方向に貫通する
ように混合室４０に流入しそれぞれが高速流体で一気に混合されて混合流体としてオリフ
ィス状出口２０ａから噴出される。
【００３７】
図１、３において、円筒状の閉鎖容器の他端側には調節弁機構４４が設けられ、この調
節弁機構４４の要素を介して円筒の他端側は閉鎖されている。調節弁機構４４は、小通路
３６を介して空気室３８から混合室４０へ空気を圧送する際の空気の流量を調節する空気
流量調節手段であり、本実施形態では中空閉鎖容器の直径よりも小さな直径の軸体ホルダ
４６とホルダの先端に取り付けたニードル弁４８と、を含むニードル弁装置５０を有して
いる。軸体ホルダ４６は閉鎖容器１２の円筒軸と軸の方向を同じとするように中空閉鎖容
器の空気室３８の延長部３９の内壁に形成されためねじ孔５２に螺合され、小通路３６の
流路軸方向に螺進退自在に移動するボルト軸体から構成されている。この軸体ホルダ４６
は、閉鎖容器本体開放端側の内壁に取り付けられたパッキン５４を密着摺動自在に貫通し
て閉鎖容器１２の内外を気密閉鎖する。軸体ホルダ４６の円筒軸体の一部は外部に突出し
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て設けられ、その突出端には操作突周５６が形成されている。軸体ホルダ４６の外部突出
部分が操作摘み部５８を形成する。軸体ホルダ４６はその外部突出側の反対側の端部にニ
ードル弁４８を固定している。ニードル弁４８は、その先端が小通路３６の入り開口３６
ａに突入するように進退移動し、空気圧送用の第３の連通ポート３４ａ〜３４ｄから圧送
される空気の空気室３８から小通路３６への流入量を調節する。この場合、ニードル弁４
８の先端はニードルの軸心に向けて尖っており、したがって、小通路３６の入り開口３６
ａに近接する際にニードルの先端尖り部表面と入り開口３６ａとの隙間が尖り部の周囲に
均等に形成されるから安定した流れで空気が小通路３６内に入り、混合室４０側に流入す
る。
【００３８】
有機質廃液圧送管１４は、前述したとおりの、焼酎廃液（焼酎滓）、大豆等の煮汁廃液そ
の他の種々の食品加工工程で廃棄される廃液、豚、鶏、牛等の糞尿その他の畜産糞尿廃液
その他の有機質系廃液（例えば含水率９０％以上程度のもの）を圧送する管路手段であり
、例えば合成樹脂あるいは金属管から構成するとよい。有機質系廃液圧送管１４は廃液タ
ンク６０に接続され流量調整用のレギュレータ６２を介して設定された流量の廃液が圧送
される。廃液タンク６０は種々の工程や事業所から排出される前処理後の有機系廃液の貯
留タンクであり、コンプレッサからの空気圧供給管６４を介してコンプレッサ６６に接続
されている。
【００３９】
助燃材圧送管１６は、空気と有機系廃液とともに中空閉鎖容器内に圧送される助燃材を圧
送する管路手段であり、流量調整用レギュレータ６８を介して助燃材タンク７０に接続さ
れている。そして、助燃材タンク７０は空気圧供給管６４を介して廃液側に圧送力を供給
駆動すると同じコンプレッサ６６に接続されている。ここに、助燃材は、中空閉鎖容器内
で空気と有機廃液とともに混合されて噴射ノズル２０から微粒子状ミストとして外部に噴
出される際の燃焼補助あるいは補助燃料手段であり、この微粒子状ミストに着火させた際
に生ずる燃焼反応媒体の構成要素である。具体的には、例えば油類などの、水に不溶の可
燃性の液体や、可燃性ガスなどを含む。より詳しくは、助燃材としては、例えば灯油、重
油、軽油、ガソリン等の液体燃料や、天然ガス、液化石油ガス、都市ガス等の気体燃料を
含む流体燃料である。好ましくは、家庭、飲食物提供業者、学校、事業所、その他の施設
などから排出される食用油や古くなった食用油などの廃食油が資源のリサイクルと廃棄物
量の削減を通じて環境保護にも資する点でよい。
【００４０】
コンプレッサ６６は、少なくとも空気圧送管１８に接続されて高圧空気を発生供給する空
気圧発生駆動手段であり、本実施形態では流量計７２を介設させた空気圧供給管６４の一
端側が連通接続されている。そして、４個の連通ポート３４ａ〜３４ｄにそれぞれ接続さ
れた空気圧送管１８ａ〜１８ｄは、Ｎ位置で相互に連通接続されており、このＮ位置に空
気圧供給管６４ａの他端側が共通に連通するように接続されている。したがって、各連通
ポート３４ａ〜３４ｄから同圧の空気が空気室３８内に圧送供給される。さらに、本実施
形態において、該コンプレッサ６６には他の空気圧供給管６４ｂ、６４ｃを介してそれぞ
れ廃液タンク６０並びに助燃材タンク７０にも連通接続しており、これによって、空気圧
送管１８、有機質廃液圧送管１４ならびに助燃材圧送管１６のそれぞれが同じ空気圧発生
駆動手段に接続されて、略同空気圧力を加えて圧送する。これによって、混合室４０内で
の圧力差による他のポートへの逆流を生じさせないとともに、略同圧の空気圧で空気室３
８内に圧送するから過度の高圧により小通路３６から空気のみが噴出ノズルから噴出され
て燃焼を生起させにくくすることなく、適切な微粒子ミストを発生させて燃焼を好適に維
持させることができる。なお、空気圧送管１８からの空気室３８への圧力は、有機質廃液
又は助燃材と同じかあるいはそれらよりも高い圧力で圧送される必要がある。空気圧送管
１８、有機質廃液圧送管１４ならびに助燃材圧送管１６からの圧力は少なくとも大気圧よ
りも高い圧力である必要がある。ただし、大気圧との関係で大幅に高圧で設定する必要は
なく、連通ポート３０〜３４から閉鎖容器の中空部へのある程度の吐出力があればよい。
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好ましくは、圧力Ｐは１＜Ｐ＜１０気圧程度であるとよい。１０気圧以上の圧力とすると
廃液、助燃材、空気量の空気室あるいは空気を受け入れた混合室での混合状態が微妙な圧
力差で大きく変動するおそれが高く、燃焼に好ましい条件で噴出ノズルから噴出させるた
めの設定を不必要に困難にするおそれがある。空気圧送管１８、有機質廃液圧送管１４な
らびに助燃材圧送管１６のそれぞれに同じ空気圧を供給するためには、必ずしもそれぞれ
の管が同じコンプレッサに接続されている必要はなく、別々の発生駆動手段により略同圧
の設定により空気を圧送するようにしてもよい。
【００４１】
これによって、燃焼ノズル装置１０の噴出ノズル２０近傍に着火装置２２を配置し、発
生する燃焼エネルギーを熱源又は動力源として利用することができる。この場合、図１に
おける燃焼室１５０内の着火装置２２による着火はそれに必要な程度の極めて弱いパイロ
ットバーナでよく、したがって、燃料消費量もわずかの量である。
【００４２】
次に本実施形態の作用について図１、図３を主に参照して説明すると、例えば有機廃液を
焼酎廃液とし、助燃材に廃食油を用いる場合、同圧発生装置としてのコンプレッサ６６か
らの圧縮空気は空気圧供給管６４ａ、６４ｂ、６４ｃを介してそれぞれ空気室３８及び混
合室４０に連通ポート３０〜３４を介して高圧で圧送される。この際、空気は流量計７２
、有機廃液及び助燃材は流量調整レギュレータ６２，６８によりそれぞれ流量を調節され
て供給される。空気室３８及び混合室４０には略同圧の圧送力で空気、有機廃液、助燃材
が同時に供給されており、それらの混合流体はすべて混合室４０から噴出ノズル２０を介
して低圧の外部（外気）側へ噴出される。小通路３６を介して空気室３８から混合室４０
へ流入する空気量はニードル弁装置５０を介して装置の外部から手動の摘み操作で可能と
なっている。小通路３６から混合室側に出る空気は直線状の小通路により案内されて直線
状かつビーム状となって混合室に流出しその流出方向のエネルギーを大幅に減殺されるこ
となくオリフィス状出口２０ａから低圧大気側に微粒子状ミストが放出される。この際、
混合室４０内には空気流れ方向と直交、あるいは略直交方向から圧送される有機廃液及び
助燃材と高速に混合される。図２のように、本実施形態では有機廃液と助燃材とは混合室
内で同一直線上を対向方向から衝突するように供給され、相互にぶつかり合いながら混合
し、さらにこれに直交方向から空気室からの空気が圧送される。これによって、噴出ノズ
ルのオリフィス状出口２０ａの内側部分で大きな圧力となるとともに，この出口２０ａを
出ると混合流体は一気に圧力を開放され、例えば１２０度の開き角に設定されたテーパ流
路２６の拡大壁に案内されて微粒子状ミストとして外部に拡大するように噴出される。こ
の微粒子状ミストが燃材とされる。そして、噴出ノズルの先端近傍に予め設置したパイロ
ットバーナ等の着火装置２２を介して着火し、例えば燃焼室１５０内で燃焼する。上記の
ように、同時に同圧で圧入した有機廃液と助燃材と空気とを混合流体とし、この状態で外
部に噴出させて微粒子状ミスト状態で着火させるから、有機廃液の特性、例えば粘度、繊
維質成分や油分の多寡いかんにかかわらず基本的にどのような有機廃液も燃焼処理可能で
ある。また、このため、廃棄物として環境負荷を増加させていたものを燃料の一部として
機能させ、熱源あるいは動力源として駆動力を供給することができる。なお、廃食油と有
機廃液との混合比は、体積比で例えば１：１から１：５程度の範囲であるとよく、廃食油
のほうが有機廃液よりも少ないと安定した燃焼が得られにくい。
【００４３】
なお、図５に示すように、有機廃液と助燃材とはすれ違い状に混合室内に流入するよう
に各連通ポート３０，３２を混合室に連通接続させてもよく、例えば同圧空気を上流側の
空気室から圧送して混合流体として噴出ノズルから外部に噴出させるようにするとよい。
【００４４】
上記のような有機質系廃液の燃焼ノズル装置は、例えば図６に示すような熱源機器やエネ
ルギー発生装置に連結接続させて熱源あるいは動力源として利用できる。例えば図６の例
では、噴出ノズル２０の近傍に着火装置２２を配置した燃焼ノズル装置１０に、タービン
や発電機を接続し、工業用の各種動力源に用いることができる。また、ボイラや暖房ある
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いは蓄熱装置などに接続して、高温、高圧蒸気を発生させ、さらには熱交換等を介して室
内空調機器への熱源機器として利用することができる。この場合、混合室４０からは空気
と有機廃液と助燃材との混合流体、特に助燃材を予め流体中に混合させた状態の微粒子ミ
スト状態で燃焼させるから、噴出ノズル先端からの着火装置による着火位置までの距離に
より燃焼効率を変動させる。すなわち、有機廃液には高粘度、あるいは粘度を有するもの
が多く、噴出の際の粒子の到達距離もそれぞれ異なる。したがって、燃焼物としてのこれ
らの廃液及び助燃材の到達位置付近が最も火力が強くなる。このため、有機廃液の種類あ
るいは使用する助燃材によって、ノズル先端から着火位置までの距離を可変設定するとよ
い。図９において、噴出ノズル２０の前方近傍に着火位置可変機構７４が設けられている
。着火位置可変機構７４は、トーチ部７６と、燃焼雰囲気から離隔された位置に設置され
たガス貯留用タンク７８と、タンクを移動させる案内フレーム上を直線状に進退移動する
スライダ８０と、スライダとラック・ピニオン結合された伝達部８２と、駆動モータ８４
と、を含む。モータ駆動力でスライダ８０を移動させることにより、噴出ノズル２０の先
端位置からのトーチ部７６による着火位置を可変設定し最適の燃焼条件で有機廃液を燃焼
させる。特に、中空閉鎖容器に圧送する有機質廃液と助燃材との粘度に対応して噴出ノズ
ルの先端からの着火位置を設定するとよい。
【００４５】
次に、本発明の第２実施形態について図７、８に基づき説明するが、前記した第１実施形
態と同一部材には同一符号を付し、その詳細な説明は省略する。この第２実施形態の有機
質系廃液の燃焼ノズル装置１１は、中空閉鎖容器１２の中空部が空気室と混合室のように
２分割されて連通された構造ではなく、閉鎖した一端壁側寄り位置から他端側の噴出ノズ
ル２０に連通する直状円柱形状の中空室８６となっており、この中空室の円柱状空隙より
少し小さな径で中空室の壁面との間に周状に連通する周状空隙８８を形成するように円筒
管９０を収容させている。円筒管９０の一端側は噴出ノズルの拡小テーパ流路２８の入口
部分に臨む位置に配置されるとともに、他端側は円柱状空隙の終端部との間に合流空隙９
２を形成するように終端部から少し控えた位置に設定してある。そして、この円筒管９０
の周方向複数個所には複数の空気注入孔９４が穿孔されている。また、空隙８８に連通す
るように空気圧送管に接続された４個の連通ポート３４ａ〜３４ｄが設けられている。連
通ポート３４ａ〜３４ｄから圧送される圧縮空気は複数の空気注入孔９４を介して円筒管
９０の内部に流入する。
【００４６】
また、合流空隙９２に連通するように廃液圧送管としての第１連通ポート９６、助燃材圧
送管としての第２連通ポート９８が本実施形態ではＹ字状に該合流空隙９２に連通するよ
うに形成されている。円筒管９０の一端側開口は合流空隙９２に臨んで連通しており、か
つ、合流空隙９２は円筒管９０の中空内部にのみ連通するように形成されている。これに
よって、略同圧の圧送力で有機廃液と助燃材が同時に合流空隙９２に圧送され、低圧側の
装置外部側に向けて円筒管の中空部を通って噴出ノズル２０側に流れる。有機廃液と助燃
材が円筒管９０内の中空部を直線状に流動する際、複数の空気注入孔９４から圧縮空気が
圧入され、これらの３つの要素が混合した混合流体の状態で噴出ノズル２０側に至り、さ
らに、装置外部に微粒子状ミスとなって噴出される。なお、図９中、１００は中空閉鎖容
器本体と噴出ノズル２０との組み付け接合時の気密用パッキン、１０２は、円筒管９０と
噴出ノズル内部側との接合気密パッキン、１０４は中空閉鎖容器本体と他端延長部との接
合用気密パッキン、１０６は、他端延長部と円筒管９０との組み付け接合時の気密パッキ
ンである。
【００４７】
なお、噴出ノズル２０の構造に関し、図８に示すように最狭隘部分であるオリフィス状出
口２０ａの手前の内部側入口部分を拡小テーパ流路とせずに、断面円弧状凹部としてもよ
い。
【００４８】
上記の第２実施形態の有機質系廃液の燃焼ノズル装置においても、例えば図６に示すよう
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な熱源機器やエネルギー発生装置に連結接続させて熱源あるいは動力源として利用できる
ことはもちろんである。また、燃焼対象や助燃材の粘度特性に応じた着火位置可変機構７
４を設置することもできる。
【００４９】
上記のように、極めて小形の中空閉鎖容器内に略同圧で同時に異なる連通ポートを介して
空気と、有機廃液と、助燃材とを圧送し、これを噴出ノズルから低圧側に向けて噴射する
際の混合流体の微粒子状ミストの燃焼に関しては、実験的にも確認されている。
【００５０】
［実験例］焼酎廃液をメタン発酵して行なわれるメタンガス回収プロセスでの焼酎滓発
酵残渣を有機廃液とし、助燃材としては廃食油を用いて図３の構成の燃焼ノズル装置によ
る燃焼実験を行なった。図９は、その際の燃焼実験の概念構成図であり、噴出ノズルは横
方向に向けて配置され、横方向に向けて混合流体が噴出される。噴出口からＬの距離にパ
イロットバーナを設置して火種を作る。種火に到達した混合流体は火炎を形成し、その火
炎挙動をデジタルビデオカメラで撮影し、パイロットバーナの位置及び焼酎廃液の発酵残
渣と廃食油の比率を変化させ、火炎長さの変化を計測した。パイロットバーナの位置は噴
射口からの距離Ｌで表し、火炎長さは最も火炎が長くなった瞬間のバーナ中心軸から火炎
最長点までの距離λで表した。焼酎廃液発酵残渣と廃食油の比率が２：１、１：０、１：
１、０：１、１：２の場合について行なった。さらに、各比率について、バーナ距離Ｌ［
ｍｍ］を３０，５０，８０，１００，１５０，２００及び２５０について行なった。
［結果と考察］火炎長さは図１０に示すように、二つのパターンに分類できる。発酵残渣
が廃食油よりも高い比率で含まれる場合と低い比率で含まれている場合である。発酵残渣
の比率が高い場合、火炎はあまり発達しない。またバーナ距離が増大するにつれて火炎長
さも増大した。一方廃食油の比率が高い場合や廃食油と発酵残渣の割合が同じ場合では、
火炎は非常に発達し、バーナ距離は短いほうが火炎長さは長い。焼酎粕廃液の発酵残渣は
粘度が低いため横方向に噴射した後、遠くまで液滴が飛散するが、廃食油は粘度が高いた
め飛距離が伸びない。したがって噴射口近くの噴霧には廃食油が多く含まれているが、噴
射ノズルから離れると発酵残渣の比率が高くなる。以上の点から、噴射口付近には発熱量
の高い廃食油が多量に含まれていて、火炎長さも長くなると思われる。以上より、噴霧は
、ノズル噴射口から１００〜１５０ｍｍ程度の位置において、焼酎廃液の発酵残渣と廃食
油がよく混合されていることが分る。また、噴霧はノズル噴射口から５０ｍｍ程度の位置
で最もよく燃焼する。さらに、混合流体の発酵残渣と廃食油の割合は、同等か廃食油の割
合を大きくしなければならない。但し、廃食油のみよりは発酵残渣が混合しているほうが
よく燃焼することが分った。
【産業上の利用可能性】
【００５１】
本発明の有機質系廃液の燃焼ノズル装置、その燃焼処理方法並びにエネルギー発生シス
テムは、上記した実施形態の構成にのみ限られるものではなく、特許請求の範囲に記載し
た発明の本質を逸脱しない範囲における変更、改良も本発明に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の第１実施形態に係る有機質系廃液の燃焼ノズル装置を含む燃焼装置の概
念構成説明図である。
【図２】第１実施形態に係る中空閉鎖容器の横断面図である。
【図３】第１実施形態に係る有機質系廃液の燃焼ノズル装置の縦断面説明図である。
【図４】図３の有機質系廃液の燃焼ノズル装置の正面図である。
【図５】有機廃液及び助燃材と中空閉鎖容器との連通位置を異ならしめた中空閉鎖容器の
横断面図である。
【図６】本発明の有機質系廃液の燃焼ノズル装置を用いたエネルギー発生システムのブロ
ック構成図である。
【図７】本発明の第２実施形態に係る有機質系廃液の燃焼ノズル装置の縦断面説明図であ
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る。
【図８】有機質系廃液の燃焼ノズル装置の噴出ノズル部分の他の例を示す要部拡大断面図
である。
【図９】着火位置可変機構を含む実施形態概念図兼、燃焼実験の概念構成図である。
【図１０】実験例における噴出ノズル先端からトーチまでの距離Ｌと、トーチから火炎の
先端までの距離λとの関係を示すグラフ図である。
【符号の説明】
【００５３】
１０

有機質系廃液の燃焼ノズル装置（第１実施形態）

１１

有機質系廃液の燃焼ノズル装置（第２実施形態）

１２

中空閉鎖容器

１４

有機質廃液圧送管

１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄ
２０

噴出ノズル

２２

着火手段

２６

拡大テーパ流路

３０

第１連通ポート

３２

第２連通ポート

３４ａ、３４ｂ、３４ｃ、３４ｄ
３６

小通路

３８

空気室

４０

混合室

５０

ニードル弁装置

６６

コンプレッサ

７４

着火位置可変機構

９６

第１連通ポート

９８

第２連通ポート

１１０

燃焼装置

１５０

燃焼室

【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図１
【補正方法】変更
【補正の内容】

空気圧送管

第３，４，５，６、連通ポート
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