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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料ガスを噴出させるガスノズルと、燃料オイルを噴出させるオイルノズルと、燃焼用
空気を噴出させる空気ノズルとを備えた燃焼装置において、上記のガスノズルとオイルノ
ズルとを、上記の空気ノズルから離れたそれぞれ別の位置に設け、上記の空気ノズルから
噴出される燃焼用空気に向けて、上記のガスノズルから燃料ガスを噴出させる一方、上記
のオイルノズルから燃料オイルを噴出させるようにし、上記の空気ノズルから噴出された
燃焼用空気と上記のガスノズルから噴出された燃料ガスとが合流する位置と、上記のオイ
ルノズルから噴出された燃料オイルが上記の空気ノズルから噴出された燃焼用空気と合流
する位置とを異ならせ、上記の空気ノズルから噴出された燃焼用空気と上記のガスノズル
から噴出された燃料ガスとが合流する位置より噴出方向下流側の位置で、上記のオイルノ
ズルから噴出された燃料オイルが上記の空気ノズルから噴出された燃焼用空気と合流する
ようにしたことを特徴とする燃焼装置。
【請求項２】
　請求項１に記載した燃焼装置において、上記のガスノズルから噴出させる燃料ガスの量
を調整する燃料ガス調整装置と、上記のオイルノズルから噴出させる燃料オイルの量を調
整する燃料オイル調整装置とを設けたことを特徴とする燃焼装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載した燃焼装置において、上記の空気ノズルから噴出される
燃焼用空気に向けて、上記のガスノズルから燃料ガスを噴出させる燃料ガス噴出角度と、
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上記のオイルノズルから燃料オイルを噴出させる燃料オイル噴出角度とを異ならせたこと
を特徴とする燃焼装置。
【請求項４】
　請求項１～請求項３の何れか１項に記載した燃焼装置において、上記の空気ノズルと上
記のガスノズルとの間隔と、上記の空気ノズルと上記のオイルノズルとの間隔とを異なら
せたことを特徴とする燃焼装置。
【請求項５】
　請求項１～請求項４の何れか１項に記載した燃焼装置において、非燃焼時に燃焼排ガス
の熱を蓄熱部に蓄熱させる一方、燃焼時に燃焼用空気をこのように蓄熱された蓄熱部を通
して加熱させて上記の空気ノズルから噴出させることを特徴とする燃焼装置。
【請求項６】
　被処理物を加熱させる加熱炉において、請求項１～請求項５の何れか１項に記載した燃
焼装置を用いたことを特徴とする加熱炉。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、燃焼に使用する燃料に燃料ガスや燃料オイルを使用した燃焼装置及びこの
ような燃焼装置を用いて被処理物を加熱させる加熱炉に関するものである。特に、燃焼装
置に使用する燃料に燃料ガスと燃料オイルとの何れか一方或いは両方を使用できるように
すると共に、その修理やメンテナンス等が容易に行えるようにし、また燃料オイルと燃料
ガスとを同時に燃焼させる際に、燃料オイルが不完全燃焼して、オイルノズルに煤が付着
して詰まったりするのを抑制するようにした点に特徴を有するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の燃焼装置においては、一般に、燃焼に使用する燃料に、燃料ガスを使用したもの
と、燃料オイルを使用したものとが用いられていた。
【０００３】
　そして、このような燃焼装置において、燃料ガスや燃料オイルを燃焼させる場合、燃料
ガスや燃料オイルが燃焼用空気と効率よく接触して燃焼されるようにするため、一般に、
燃焼用空気を噴出させる空気ノズルの内周側に、燃料ガスを噴出させるガスノズルや、燃
料オイルを噴出させるオイルノズルを設け、ガスノズルから噴出される燃料ガスや、オイ
ルノズルから噴出される燃料オイルの周囲に燃焼用空気を噴出させるようにしている。
【０００４】
　ここで、このように燃焼用空気を噴出させる空気ノズルの内周側にガスノズルやオイル
ノズルを設けた燃焼装置において、使用する燃料を燃料ガスと燃料オイルとの間で転換す
る場合、配管を交換する工事等が必要になり、作業が非常に面倒で、時間を要すると共に
コストも高く付く等の様々な問題があった。
【０００５】
　また、従来においては、燃料ガスと燃料オイルとを使用する燃焼装置として、特許文献
１に示されるように、燃焼用空気を噴出させる空気ノズルの内周側に、燃料オイルを噴出
させるオイルノズルを設ける一方、燃料ガスを噴出させるガスノズルを空気ノズルの外周
側に設けたものが提案されている。
【０００６】
　しかし、このような燃焼装置においては、オイルノズルの外周に空気ノズルとガスノズ
ルとを設けた多重管構造になっているため、その修理やメンテナンス等が非常に面倒にな
ると共に、オイルノズルとガスノズルとから燃料オイルと燃料ガスとを同時に噴出させて
燃焼させるようにした場合、燃料オイルよりも燃料ガスの方が燃焼しやすいため、ガスノ
ズルから噴出された燃料ガスの方が先に燃焼されてその周囲における燃焼用空気が消費さ
れ、オイルノズルから噴出された燃料オイルが不完全燃焼になって煤が発生し、この煤が
オイルノズルに付着して、オイルノズルが詰まる等の問題があった。
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【０００７】
　また、近年においては、燃焼排ガスの熱を利用して燃料ガスを効率よく燃焼させるため
に、非燃焼時において、加熱炉内における燃焼排ガスを蓄熱材が収容された蓄熱部を通し
て排出させ、燃焼排ガスの熱を蓄熱材に蓄熱させる一方、燃焼時において、燃焼用空気を
このように蓄熱された蓄熱材が収容された蓄熱部を通して加熱させ、このように加熱され
た燃焼用空気を空気ノズルから噴出させて、燃料ガスを燃焼させるようにした蓄熱式の燃
焼装置が用いられている。
【０００８】
　そして、このような蓄熱式の燃焼装置においては、燃料ガスを噴出させるガスノズルを
、燃焼用空気を噴出させる空気ノズルの内周側に設けるようにしたものや、特許文献２，
３に示されるように、燃料ガスを噴出させるガスノズルを、燃焼用空気を噴出させる空気
ノズルと離れた位置に設け、上記のガスノズルから燃料ガスを、空気ノズルから噴出され
る燃焼用空気に向けて噴出させて燃焼させるようにしたものが存在した。
【０００９】
　しかし、このような蓄熱式の燃焼装置においては、燃料ガスを噴出させるガスノズルが
設けられているだけであるため、使用する燃料を燃料ガスから燃料オイルに転換する場合
には、配管を交換する工事等が必要になり、作業が非常に面倒で、時間を要すると共にコ
ストが高くつくという問題があった。また、このようにガスノズルから噴出された燃料ガ
スを空気ノズルから噴出された燃焼用空気と混合させて燃焼させるだけでは、目的に応じ
て火炎の形状を変更させて、加熱炉内における被処理物を適切に加熱させることが困難に
なる等の問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】実開昭６２－１５６２２４号公報
【特許文献２】特開２００７－２４３３５号公報
【特許文献３】特開２０１０－１２７５２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　この発明は、燃料ガスや燃料オイルを燃焼させる燃焼装置において、その燃料に燃料ガ
スと燃料オイルとの何れか一方或いは両方を使用できるようにすると共に、燃焼装置の修
理やメンテナンス等が容易に行えるようにし、また燃料オイルと燃料ガスとを同時に燃焼
させる際に、燃料オイルが不完全燃焼して、オイルノズルに煤が付着して詰まる等の現象
を抑制することを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この発明における燃焼装置においては、上記のような課題を解決するため、燃料ガスを
噴出させるガスノズルと、燃料オイルを噴出させるオイルノズルと、燃焼用空気を噴出さ
せる空気ノズルとを備えた燃焼装置において、上記のガスノズルとオイルノズルとを、上
記の空気ノズルから離れたそれぞれ別の位置に設け、上記の空気ノズルから噴出される燃
焼用空気に向けて、上記のガスノズルから燃料ガスを噴出させる一方、上記のオイルノズ
ルから燃料オイルを噴出させるようにし、上記の空気ノズルから噴出された燃焼用空気と
上記のガスノズルから噴出された燃料ガスとが合流する位置と、上記のオイルノズルから
噴出された燃料オイルが上記の空気ノズルから噴出された燃焼用空気と合流する位置とを
異ならせ、上記の空気ノズルから噴出された燃焼用空気と上記のガスノズルから噴出され
た燃料ガスとが合流する位置より噴出方向下流側の位置で、上記のオイルノズルから噴出
された燃料オイルが上記の空気ノズルから噴出された燃焼用空気と合流するようにした。
【００１３】
　このように、燃料ガスを噴出させるガスノズルと、燃料オイルを噴出させるオイルノズ
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ルとを別に設けると、燃焼させる燃料を、燃料ガスと燃料オイルとで切り換えたり、燃料
ガスと燃料オイルとの両方を使用したりすることが簡単に行えるようになる。
【００１４】
　また、ガスノズルとオイルノズルとを空気ノズルから離れたそれぞれ別の位置に設ける
と、修理やメンテナンス等を行う際に、ガスノズルとオイルノズルとを個別に取り外すこ
とができる。
【００１５】
　そして、上記の燃焼装置において、上記のガスノズルから噴出させる燃料ガスの量を調
整する燃料ガス調整装置と、上記のオイルノズルから噴出させる燃料オイルの量を調整す
る燃料オイル調整装置とを設けると、燃焼させる燃料を燃料ガスと燃料オイルとで切り換
える以外に、燃焼させる燃料における燃料ガスと燃料オイルとの割合を適切に調整するこ
とができ、目的に応じた適切な燃焼が行えるようになると共に、燃料オイルの割合を多く
すると、燃料オイルの燃焼時における輝炎による熱放射を増加させて、放熱を大きくする
ことができ、加熱時間の短縮や省エネルギー化を図ることができる。
【００１６】
　また、上記のように空気ノズルから噴出された燃焼用空気と上記のガスノズルから噴出
された燃料ガスとが合流する位置と、上記のオイルノズルから噴出された燃料オイルが上
記の空気ノズルから噴出された燃焼用空気と合流する位置とを異ならせると、燃料ガスと
燃料オイルとが燃焼用空気と別の位置で接触して燃焼されるようになり、燃料オイルが不
完全燃焼になるのが抑制されると共に、不完全燃焼によって発生した煤がオイルノズルに
付着するのも防止される。
【００１７】
　さらに、上記のように空気ノズルから噴出された燃焼用空気と上記のガスノズルから噴
出された燃料ガスとが合流する位置より噴出方向下流側の位置で、オイルノズルから噴出
された燃料オイルを空気ノズルから噴出された燃焼用空気と合流させるようにすると、燃
焼による火炎を長くして、燃焼装置から離れた位置においても十分に加熱させることがで
きるようになる。
 
【００１８】
　ここで、空気ノズルから噴出された燃焼用空気とガスノズルから噴出された燃料ガスと
が合流する位置と、オイルノズルから噴出された燃料オイルを空気ノズルから噴出された
燃焼用空気とが合流する位置を異ならせるにあたっては、空気ノズルから噴出される燃焼
用空気に向けて、上記のガスノズルから燃料ガスを噴出させる燃料ガス噴出角度と、オイ
ルノズルから燃料オイルを噴出させる燃料オイル噴出角度とを異ならせたり、空気ノズル
とガスノズルとの間隔と、空気ノズルとオイルノズルとの間隔とを異ならせたりすること
によってできる。
【００１９】
　また、上記の燃焼装置においては、上記の空気ノズルから燃焼用空気を噴出させるにあ
たり、非燃焼時に燃焼排ガスの熱を蓄熱部に蓄熱させる一方、燃焼時に燃焼用空気をこの
ように蓄熱された蓄熱部を通して加熱させて上記の空気ノズルから噴出させるようにする
ことができる。このようにすると、燃焼排ガスの熱を利用して燃料ガスや燃料オイルを効
率よく燃焼させることができる。
【００２０】
　また、この発明の加熱炉においては、被処理物を加熱させるにあたり、上記の燃焼装置
を用いるようにした。
【発明の効果】
【００２１】
　この発明における燃焼装置においては、ガスノズルとオイルノズルとを空気ノズルから
離れたそれぞれ別の位置に設け、空気ノズルから噴出される燃焼用空気に向けて、ガスノ
ズルから燃料ガスを噴出させる一方、オイルノズルから燃料オイルを噴出させるようにし
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たため、燃焼させる燃料を、燃料ガスと燃料オイルとで切り換えたり、燃料ガスと燃料オ
イルとの両方を使用したりすることが簡単に行えるようになる。
【００２２】
　また、燃料ガスと燃料オイルとの両方を燃焼させる場合にも、燃料ガスと燃料オイルと
が燃焼用空気と別の位置で接触して燃焼されるようになり、燃料オイルが不完全燃焼にな
るのが抑制されると共に、不完全燃焼によって発生した煤がオイルノズルに付着するのも
防止される。
【００２３】
　さらに、ガスノズルとオイルノズルとを空気ノズルから離れたそれぞれ別の位置に設け
たため、ガスノズルとオイルノズルとを個別に取り外すことができ、修理やメンテナンス
等が容易に行えるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】この発明の一実施形態に係る燃焼装置を用いた加熱炉の部分説明図である。
【図２】上記の実施形態に係る燃焼装置において、ガスノズルに設けられたガスノズルユ
ニットから燃料ガスを噴出させて、燃料ガスだけを燃焼させる状態を示した概略説明図で
ある。
【図３】上記の実施形態に係る燃焼装置において、オイルノズルに設けられたオイルノズ
ルユニットから燃料オイルを噴出させて、燃料オイルだけを燃焼させる状態を示した概略
説明図である。
【図４】上記の実施形態に係る燃焼装置において、ガスノズルに設けられたガスノズルユ
ニットと、オイルノズルに設けられたオイルノズルユニットからそれぞれ燃料ガスと燃料
オイルとを噴出させて、燃料ガスと燃料オイルとを燃焼させる状態を示した概略説明図で
ある。
【図５】上記の実施形態に係る燃焼装置において、ガスノズルに設けられたガスノズルユ
ニットと、オイルノズルに設けられたオイルノズルユニットから噴出させる燃料ガスと燃
料オイルとの割合を変更させて燃焼させた場合におけるＮＯｘの発生量の変化を示した図
である。
【図６】上記の実施形態に係る燃焼装置において、ガスノズルに設けられたガスノズルユ
ニットと、オイルノズルに設けられたオイルノズルユニットから噴出させる燃料ガスと燃
料オイルとの割合を変更させて燃焼させた場合における火炎長の変化を示した図である。
【図７】上記の実施形態に係る燃焼装置において、オイルノズルから噴出された燃料オイ
ルを、ガスノズルから噴出された燃料ガスよりも噴出方向下流側の位置で空気ノズルから
噴出された燃焼用空気と合流させる第１の例を示した概略説明図である。
【図８】上記の実施形態に係る燃焼装置において、オイルノズルから噴出された燃料オイ
ルを、ガスノズルから噴出された燃料ガスよりも噴出方向下流側の位置で空気ノズルから
噴出された燃焼用空気と合流させる第２の例を示した概略説明図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、この発明の実施形態に係る燃焼装置及びこの燃焼装置を用いた加熱炉を添付図面
に基づいて具体的に説明する。なお、この発明に係る燃焼装置及び加熱炉は、下記の実施
形態に示したものに限定されず、発明の要旨を変更しない範囲において、適宜変更して実
施できるものである。
【００２６】
　この実施形態においては、図１に示すように、加熱炉１の側壁１ａに燃焼装置１０を加
熱炉１の内部に向けて設けている。
【００２７】
　ここで、この燃焼装置１０においては、燃焼用空気を加熱炉１内に噴出させる空気ノズ
ル１１を設け、燃焼用空気を蓄熱材１２ａが収容された蓄熱部１２を通してこの空気ノズ
ル１１に導くようにしている。
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【００２８】
　また、上記の空気ノズル１１から離れた位置に、加熱炉１内に燃料ガスを噴出させるガ
スノズル１３を設け、このガスノズル１３内に、燃料ガスを空気ノズル１１から噴出され
た燃焼用空気に向けて噴出させるガスノズルユニット１４を装着させると共に、このガス
ノズルユニット１４に燃料ガスを供給する燃料ガス供給経路１５に、ガスノズルユニット
１４に供給する燃料ガスの量を調整する燃料ガス調整装置として燃料ガス調整弁１５ａを
設けている。また、このガスノズルユニット１４の近傍に、ガスノズルユニット１４から
噴出された燃料ガスを着火させるためのパイロットバーナ１４ａを設けている。
【００２９】
　また、上記の空気ノズル１１から離れた位置であって、上記のガスノズル１３と異なる
位置に、加熱炉１内に燃料オイルを噴出させるオイルノズル１６を設け、このオイルノズ
ル１６内に、燃料オイルを空気ノズル１１から噴出された燃焼用空気に向けて噴出させる
オイルノズルユニット１７を設けると共に、このオイルノズルユニット１７に燃料オイル
を供給する燃料オイル供給経路１８に、オイルノズルユニット１７に供給する燃料オイル
の量を調整する燃料オイル調整装置として燃料オイル調整弁１８ａを設けている。また、
このオイルノズルユニット１７の近傍に、このオイルノズルユニット１７から噴出された
燃料オイルを着火させるためのパイロットバーナ１７ａを設けている。
【００３０】
　ここで、この燃焼装置１０において、燃料ガスだけを使用して燃焼を行う場合には、図
２に示すように、上記の燃料ガス調整弁１５ａを開け、燃料ガス供給経路１５を通して燃
料ガスをガスノズルユニット１４に導く一方、上記の燃料オイル調整弁１８ａを閉じて、
燃料オイルをオイルノズルユニット１７に導かないようにする。
【００３１】
　そして、燃焼用空気を非燃焼時に燃焼排ガスの熱を蓄熱材１２ａに蓄熱させた蓄熱部１
２を通して上記の空気ノズル１１に導き、この蓄熱部１２において加熱された燃焼用空気
を空気ノズル１１から加熱炉１内に噴出させると共に、上記のように燃料ガスが導かれた
ガスノズルユニット１４から、燃料ガスを加熱炉１内に噴出された燃焼用空気に向けて噴
出させ、この燃料ガスを加熱炉１内において燃焼させるようにする。なお、加熱炉１内に
おける温度が燃料ガスの着火温度に達していない場合には、上記のパイロットバーナ１４
ａによりガスノズルユニット１４から噴出させた燃料ガスを着火させるようにする。
【００３２】
　一方、この燃焼装置１０において、燃料オイルだけを使用して燃焼を行う場合には、図
３に示すように、上記の燃料オイル調整弁１８ａを開け、燃料オイル供給経路１８を通し
て燃料オイルをオイルノズルユニット１７に導く一方、燃料ガス調整弁１５ａを閉じて、
燃料ガスをガスノズルユニット１４に導かないようにする。
【００３３】
　そして、上記の燃料ガスの場合と同様に、燃焼用空気を上記の蓄熱部１２を通して空気
ノズル１１に導き、蓄熱部１２において加熱された燃焼用空気をこの空気ノズル１１から
加熱炉１内に噴出させると共に、上記のように燃料オイルが導かれたオイルノズルユニッ
ト１７から、燃料オイルを加熱炉１内に噴出された燃焼用空気に向けて噴出させ、この燃
料オイルを加熱炉１内において燃焼させるようにする。なお、加熱炉１内における温度が
燃料オイルの着火温度に達していない場合には、上記のパイロットバーナ１７ａによりオ
イルノズルユニット１７から噴出させた燃料オイルを着火させるようにする。
【００３４】
　このようにすると、この燃焼装置１０における燃焼において使用する燃料を、燃料ガス
と燃料オイルとの間で簡単に切り換えることができるようになる。
【００３５】
　また、この燃焼装置１０において、燃料ガスと燃料オイルとの両方を使用して燃焼を行
う場合には、図４に示すように、上記の燃料ガス調整弁１５ａと燃料オイル調整弁１８ａ
とを開け、燃料ガス供給経路１５を通して燃料ガスをガスノズルユニット１４に導くと共
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に、燃料オイル供給経路１８を通して燃料オイルをオイルノズルユニット１７に導くよう
にする。
【００３６】
　そして、上記の燃料ガスや燃料オイルの場合と同様に、燃焼用空気を上記の蓄熱部１２
を通して空気ノズル１１に導き、蓄熱部１２において加熱された燃焼用空気をこの空気ノ
ズル１１から加熱炉１内に噴出させると共に、上記のように燃料ガスが導かれたガスノズ
ルユニット１４と、燃料オイルが導かれたオイルノズルユニット１７とから、それぞれ燃
料ガスと燃料オイルとを加熱炉１内に噴出された燃焼用空気に向けて噴出させ、この燃料
ガスと燃料オイルとを加熱炉１内において燃焼させるようにする。
【００３７】
　ここで、上記の燃焼装置１０において、オイルノズルユニット１７から噴出された燃料
オイルを加熱炉１内において単独で燃焼させないようにし、常にガスノズルユニット１４
から噴出された燃料ガスと一緒に燃焼させる場合には、このオイルノズルユニット１７に
おける前記のパイロットバーナ１７ａ等をなくすこともできる。また、燃料オイルの着火
温度以上でのみ、燃料オイルを噴出させる場合においても、このオイルノズルユニット１
７における前記のパイロットバーナ１７ａ等をなくすことができる。
【００３８】
　また、上記のように燃料ガスと燃料オイルとの両方を使用して燃焼を行うにあたっては
、燃料ガス調整弁１５ａと燃料オイル調整弁１８ａとにより、ガスノズルユニット１４に
導く燃料ガスの量と、オイルノズルユニット１７に導く燃料オイルの量とを適当に調整す
ることができる。
【００３９】
　次に、上記の燃焼装置１０における燃料の燃焼量を一定にし、ガスノズルユニット１４
に導く燃料ガスの比率と、オイルノズルユニット１７に導く燃料オイルの比率とを変更さ
せた場合における、ＮＯｘ発生量と火炎長の変化を調べ、その結果を図５及び図６に示し
た。
【００４０】
　ここで、図５においては、燃料オイルだけを燃焼させた場合におけるＮＯｘ発生量を１
．００として、燃料オイルと燃料ガスとの比率を変化させた場合におけるＮＯｘの発生量
の変化を示した。
【００４１】
　また、図６においては、燃料オイルだけを燃焼させた場合における火炎長を１．００と
して、燃料オイルと燃料ガスとの比率を変化させた場合における火炎長の変化を示した。
【００４２】
　この結果、オイルノズルユニット１７に導く燃料オイルの比率が高くなると、ＮＯｘ発
生量が増加する一方、火炎長が長くなって燃焼装置１０から離れた位置においても十分に
加熱が行えることが分かる。また、燃料オイルの比率が高くなると、燃料オイルの燃焼に
よる火炎による放射伝熱が高くなって、加熱炉１内において被処理物（図示せず）を効率
よく加熱させることができるようになる。
【００４３】
　このように、燃料ガスと燃料オイルとの両方を使用して燃焼を行う時の燃料オイルの比
率は、必要される火炎長や温度によって決定できるが、それ以外にも、燃料ガスや燃料オ
イルの時価やＮＯｘ発生量によっても決定でき、それを調整することにより、低コスト、
低公害な燃焼にも寄与できる。
【００４４】
　また、上記のようにガスノズルユニット１４とオイルノズルユニット１７とから燃料ガ
スと燃料オイルとを、それぞれ空気ノズル１１から噴出された燃焼用空気に向けて噴出さ
せて、加熱炉１内において燃料ガスと燃料オイルとを燃焼させるにあたり、オイルノズル
ユニット１７から噴出された燃料オイルを、ガスノズルユニット１４から噴出された燃料
ガスよりも噴出方向下流側の位置で、空気ノズル１１から噴出された燃焼用空気と合流さ
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せるようにすると、燃えやすい燃料ガスが先に燃焼し、燃えにくい燃料オイルが後から燃
焼されるため、燃焼時における火炎長がさらに長くなって、加熱炉１内の広い範囲で燃焼
が行われ、加熱炉１内が均一に加熱されるようになる。
【００４５】
　そして、このようにオイルノズルユニット１７から噴出された燃料オイルを、ガスノズ
ルユニット１４から噴出された燃料ガスよりも噴出方向下流側の位置において、空気ノズ
ル１１から噴出された燃焼用空気と合流させるにあたっては、例えば、図７や図８に示す
ような方法を用いることができる。
【００４６】
　ここで、図７に示す方法においては、空気ノズル１１とガスノズル１３との間隔ｄ１と
、空気ノズル１１とオイルノズル１６との間隔ｄ２とを同じにする一方、空気ノズル１１
から噴出される燃焼用空気に向けて、ガスノズル１３から燃料ガスを噴出させる燃料ガス
噴出角度θ１、すなわち空気ノズル１１の軸線Ｌ１とガスノズル１３の軸線Ｌ２とが交差
する角度よりも、空気ノズル１１から噴出される燃焼用空気に向けて、オイルノズル１６
から燃料オイルを噴出させる燃料オイル噴出角度θ２、すなわち空気ノズル１１の軸線Ｌ
１とオイルノズル１６の軸線Ｌ３とが交差する角度を小さくしている。
【００４７】
　また、図８に示す方法においては、空気ノズル１１とガスノズル１３との間隔ｄ１より
も、空気ノズル１１とオイルノズル１６との間隔ｄ２を大きくする一方、空気ノズル１１
から噴出される燃焼用空気に向けて、ガスノズル１３から燃料ガスを噴出させる燃料ガス
噴出角度θ１と、オイルノズル１６から燃料オイルを噴出させる燃料オイル噴出角度θ２
とを同じにしている。
【００４８】
　また、図示していないが、図７に示す方法と図８に示す方法とを組み合わせて、オイル
ノズルユニット１７から噴出された燃料オイルを、ガスノズルユニット１４から噴出され
た燃料ガスよりも噴出方向下流側の位置において、空気ノズル１１から噴出された燃焼用
空気と合流させるようにすることもできる。
【００４９】
　また、上記の場合とは逆に、オイルノズルユニット１７から噴出された燃料オイルを、
ガスノズルユニット１４から噴出された燃料ガスよりも噴出方向上流側の位置において、
空気ノズル１１から噴出された燃焼用空気と合流させるようにしてもよい。このようにす
ると、燃えにくい燃料オイルに先に燃焼用空気が混合されるので、燃料オイルが不完全燃
焼するのが抑制されて、煤が発生するのを防止することが可能になる。
【００５０】
　なお、上記の実施形態においては、燃焼排ガスの熱を蓄熱させる蓄熱部１２を備えた蓄
熱式の燃焼装置１０について説明したが、このような蓄熱部１２を備えていない通常の燃
焼装置においても同様に構成することができる。
【符号の説明】
【００５１】
　１　加熱炉
　１ａ　側壁
　１０　燃焼装置
　１１　空気ノズル
　１２　蓄熱部、　１２ａ　蓄熱材
　１３　ガスノズル
　１４　ガスノズルユニット、　１４ａ　パイロットバーナ
　１５　燃料ガス供給経路、　１５ａ　燃料ガス調整弁（燃料ガス調整装置）
　１６　オイルノズル
　１７　オイルノズルユニット、　１７ａ　パイロットバーナ
　１８　燃料オイル供給経路、　１８ａ　燃料オイル調整弁（燃料オイル調整装置）



(9) JP 5134736 B1 2013.1.30

10

　ｄ１　空気ノズルとガスノズルとの間隔
　ｄ２　空気ノズルとオイルノズルとの間隔
　Ｌ１　空気ノズルの軸線
　Ｌ２　ガスノズルの軸線
　Ｌ３　オイルノズルの軸線
　θ１　燃焼用空気に対して燃料ガスを噴出させる燃料ガス噴出角度
　θ２　燃焼用空気に対して燃料オイルを噴出させる燃料オイル噴出角度
【要約】
【課題】　燃料に燃料ガスと燃料オイルとの何れか一方或いは両方を使用して燃焼させる
ことができ、修理やメンテナンス等が容易に行えると共に、両方の燃料を同時に燃焼させ
る際に、燃料オイルが不完全燃焼して、オイルノズルに煤が付着して詰まるのを抑制する
。
【解決手段】　燃料ガスを噴出させるガスノズル１３と、燃料オイルを噴出させるオイル
ノズル１６とを、燃焼用空気を噴出させる空気ノズル１１から離れたそれぞれ別の位置に
設け、空気ノズル１１から噴出される燃焼用空気に向けて、ガスノズル１３から燃料ガス
を噴出させる一方、オイルノズル１６から燃料オイルを噴出させるようにした。
【選択図】　図４

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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