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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）バーナアセンブリであって、
　　（１）中央火炎ホルダーであって、酸化体ガスの入口手段、一次燃料の入口手段、酸
化体ガスと一次燃料を燃焼させる燃焼領域、及び該火炎ホルダーから一次流出物を放出す
る出口を有する中央火炎ホルダーと；
　　（２）該中央火炎ホルダーの出口を取り囲む複数の二次燃料噴射器ノズルであって、
各二次燃料噴射器ノズルが、
　　　（２ａ）入口面、出口面、及び入口面と出口面を貫く流入軸を有するノズル本体と
；
　　　（２ｂ）該ノズル本体を通って入口面から出口面まで延びる１つ又は複数の溝であ
って、各溝が溝軸と溝中心面を有する１つ又は複数の溝と；
を含む複数の二次燃料噴射器ノズルと；
　　（３）該複数の二次燃料噴射器ノズルと関連する１つ又は複数の点火器と；
を含むバーナアセンブリを提供する工程；
　（ｂ）一次燃料と酸化体ガスを該中央火炎ホルダーに導入し、該火炎ホルダーの燃焼領
域において一次燃料と酸化体ガスの一部を燃焼させ、燃焼生成物と過剰な酸化体ガスを含
有する一次流出物を該火炎ホルダーの出口から放出する工程；
　（ｃ）二次燃料を該二次燃料噴射器ノズルを介して該火炎ホルダーの出口からの一次流
出物に噴射する工程；並びに
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　（ｄ）該１つ又は複数の点火器を操作し、該二次燃料噴射器ノズルからの燃料を点火し
て燃料と燃焼生成物中の過剰な酸化体を燃焼させる工程
を含む、燃焼方法。
【請求項２】
　前記一次燃料と前記二次燃料が、異なる組成を有するガスである、請求項１に記載の燃
焼方法。
【請求項３】
　前記一次燃料が、天然ガス又は製油所オフガスであり、前記二次燃料が、圧力スウィン
グ吸着システムから得られる水素、メタン、一酸化炭素及び二酸化炭素を含む、請求項１
に記載の燃焼方法。
【請求項４】
　前記一次燃料と前記二次燃料が、同じ組成を有するガスである、請求項３に記載の燃焼
方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　多段燃焼システムは、酸化体と燃料を複数のゾーン又は段階で反応させる燃焼プロセス
に燃料の連続部分を導入することによって燃焼を改善するのに用いられる。これによって
、より低いピークの火炎温度と、酸化窒素（ＮＯx）の生成を低減する他の有利な燃焼条
件が作り出される。種々の多段燃焼法が公知であり、プロセスヒータ、炉、蒸気ボイラー
、ガスタービン燃焼器、石炭火力発電装置、並びに冶金及び化学プロセス産業における他
の多くの燃焼システムを含む燃焼用途で使用されている。
【０００２】
　可燃性領域において或る組成を有する燃料－酸素－不活性ガス混合物がその自然発火温
度に達するか又は別の点火源によって点火されると、空気などの酸素含有ガス中の酸素と
ガス燃料の燃焼が起こる。燃焼が炉などの３次元プロセス空間で起こる場合、混合度が燃
焼プロセスにおいて別の重要な変量である。炉、特にはバーナ付近の領域における混合度
は、局所的なガスの組成及び温度に影響するため、操作の安定性において重要な因子であ
る。
【０００３】
　燃焼プロセス、特にＮＯxを低減するための多段燃焼プロセスにおいては、多段燃料が
燃焼空間に導入される地点に関して火炎前部の良好な火炎安定性と適切な位置を有するこ
とが重要である。通常の燃焼システムにおいては、火炎安定性は、燃料流と燃焼雰囲気の
接触を改善しかつ火炎安定性を維持するのに必要とされる点火エネルギーを与えるための
燃料噴射装置及び内部再循環パターンを使用することによって維持することができる。と
りわけ、低温の運転開始、プロセスの乱れ又はターンダウン状態の際に多段燃焼システム
における火炎安定性と火炎位置の制御が不適当であると、望ましくない燃焼性能、より高
いＮＯxの放出及び／又は燃焼されない燃料が生じる場合がある。燃焼されない燃料によ
って、炉内に燃料の実質的なポケットが生じ、制御されないエネルギー放出の可能性が生
じる場合がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　とりわけ、非定常状態の操作期間、例えば、低温の運転開始、プロセスの乱れ又はプロ
セスのターンダウン状態の際の改善された火炎安定性と完全な燃料の燃焼に関する多段燃
焼プロセスのニーズがある。これらのニーズを満足させるための改善された多段燃焼シス
テムが、以下に説明される本発明の実施態様によって開示され、特許請求の範囲によって
規定される。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
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　本発明の実施態様は、炉であって、その中に設けられた熱負荷と燃焼雰囲気を有する炉
と；燃料を燃焼雰囲気に噴射するよう適合された１つ又は複数の燃料ランスと；該１つ又
は複数の燃料ランスと関連し、該１つ又は複数の燃料ランスによって燃焼雰囲気に噴射さ
れた燃料を点火するよう適合された１つ又は複数の点火器とを含む燃焼システムに関する
。１つ又は複数の点火器は、断続火花点火器、連続火花点火器、ＤＣアークプラズマ、マ
イクロ波プラズマ、ＲＦプラズマ、高エネルギーレーザービーム、及び酸化体－燃料パイ
ロットバーナから成る群より選択することができる。この実施態様においては、点火器の
少なくとも１つは、燃料ランスに隣接して配置され、そこから放出された燃料を点火する
よう適合させることができる。あるいはまた、点火器の少なくとも１つは、燃料ランスと
一体化され、そこから放出された燃料を点火するよう適合させることができる。燃料ラン
スの数は、点火器の数に等しいか又はそれよりも少なくすることができる。
【０００６】
　別の実施態様は、入口面、出口面及び入口面と出口面を貫く流入軸を有するノズル本体
であって、２つ以上の溝が該ノズル本体を通って入口面から出口面まで延び、各溝が溝軸
を有し、該溝の少なくとも１つの溝軸が該ノズル本体の流入軸に平行でなく、かつ該溝が
該ノズル本体の出口面で燃料を放出するよう適合されたノズル本体と；該ノズル本体と関
連し、該ノズル本体の出口面で放出された燃料を点火するよう適合された点火器とを含む
燃料ランスに関する。点火器は、ノズル本体の出口面に隣接して配置することができ；あ
るいはまた、点火器は、ノズル本体と一体化することができ、ノズル本体の出口面を貫い
ている。
【０００７】
　他の実施態様は、入口面、出口面及び入口面と出口面を貫く流入軸を有するノズル本体
であって、２つ以上の溝が該ノズル本体を通って入口面から出口面まで延び、各溝が溝軸
と溝中心面を有し、該溝のいずれも他の溝と交差せず、該溝の全てが共通の燃料供給導管
と流体の流れが通じるノズル本体と；該ノズル本体と関連し、該ノズル本体の出口面で放
出された燃料を点火するよう適合された点火器とを含む燃料ランスに関する。点火器は、
ノズル本体の出口面に隣接して配置することができ；あるいはまた、点火器は、ノズル本
体と一体化することができ、ノズル本体の出口面を貫いている。
【０００８】
　別の代わりの実施態様においては、燃料ランスは、入口面、出口面及び入口面と出口面
を貫く流入軸を有するノズル本体であって、２つ以上の溝が該ノズル本体を通って入口面
から出口面まで延び、各溝が溝軸と溝中心面を有し、２つ以上の溝のうち第１の溝が他の
溝のそれぞれと交差し、該溝の少なくとも１つの溝中心面が該ノズル本体の流入軸と交差
するノズル本体と；該ノズル本体と関連し、該ノズル本体の出口面で放出された燃料を点
火するよう適合された点火器とを含むことができる。点火器は、ノズル本体の出口面に隣
接して配置することができ；あるいはまた、点火器は、ノズル本体と一体化することがで
き、ノズル本体の出口面を貫いている。
【０００９】
　本発明の関連する実施態様は、エンクロージャとその中に配置された熱負荷とを含む炉
と；エンクロージャに取り付けられ、酸化体ガスを該炉に導入するよう適合された１つ又
は複数の酸化体ガス噴射器と；エンクロージャに取り付けられ、該１つ又は複数の酸化体
ガス噴射器と間隔を置いて配置された１つ又は複数の燃料ランスであって、燃料を該炉に
噴射するよう適合された１つ又は複数の燃料ランスと；該１つ又は複数の燃料ランスと関
連し、該燃料ランスによって噴射された燃料を点火するよう適合された１つ又は複数の点
火器とを含む。
【００１０】
　この実施態様においては、１つ又は複数の点火器は、断続火花点火器、連続火花点火器
、ＤＣアークプラズマ、マイクロ波プラズマ、ＲＦプラズマ、高エネルギーレーザービー
ム、及び酸化体－燃料パイロットバーナから成る群より選択することができる。点火器の
少なくとも１つは、燃料ランスに隣接し、そこから放出された燃料を点火するよう適合さ
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せることができる。あるいはまた、点火器の少なくとも１つは、燃料ランスと一体化され
、そこから放出された燃料を点火するよう適合させることができる。燃料ランスの数は、
点火器の数に等しいか又はそれよりも少なくすることができる。１つ又は複数の酸化体ガ
ス噴射器の１つの周囲と隣接する燃料ランスの周囲との間の距離は２～５０インチの範囲
にあることができる。
【００１１】
　本発明の別の関連する実施態様は、炉であって、その中に設けられた熱負荷と燃焼雰囲
気を有する炉と；軸、一次燃料の入口、酸化体ガスの入口、及び燃焼ガスを該炉に導入す
るよう適合された燃焼ガスの出口を有する中央バーナと；該中央バーナの軸から半径方向
に配置され、該炉の燃焼雰囲気に多段燃料を噴射するよう適合された１つ又は複数の多段
燃料ランスと；該１つ又は複数の多段燃料ランスと関連し、そこから噴射された多段燃料
を点火するよう適合された１つ又は複数の点火器とを含む燃焼システムに関する。
【００１２】
　この実施態様においては、１つ又は複数の点火器は、断続火花点火器、連続火花点火器
、ＤＣアークプラズマ、マイクロ波プラズマ、ＲＦプラズマ、高エネルギーレーザービー
ム、及び酸化体－燃料パイロットバーナから成る群より選択することができる。点火器の
少なくとも１つは、燃料ランスに隣接し、そこから放出された燃料を点火するよう適合さ
せることができる。あるいはまた、点火器の少なくとも１つは、燃料ランスと一体化され
、そこから放出された燃料を点火するよう適合させることができる。燃料ランスの数は、
点火器の数に等しいか又はそれよりも少なくすることができる。
【００１３】
　この実施態様のシステムは、一次燃料を中央バーナに提供するよう適合された主燃料用
配管と、多段燃料を１つ又は複数の多段燃料ランスに提供するよう適合された多段燃料用
配管とをさらに含むことができる。中央バーナへの一次燃料と１つ又は複数の多段燃料ラ
ンスへの多段燃料は同一の組成であり；あるいはまた、中央バーナへの一次燃料と１つ又
は複数の多段燃料ランスへの多段燃料は異なる組成である。１つ又は複数の多段燃料ラン
スは、中央バーナの外側に配置することができ、中央バーナの軸から半径方向に配置する
ことができる。
【００１４】
　本発明の他の関連する実施態様は、
　（ａ）燃焼システムであって、
　　（１）炉であって、その中に設けられた熱負荷と燃焼雰囲気を有する炉と；
　　（２）軸、一次燃料の入口、酸化体ガスの入口、及び燃焼ガスを該炉に導入するよう
適合された燃焼ガスの出口を有する中央バーナと；
　　（３）該中央バーナの軸から半径方向に配置され、多段燃料を該炉の燃焼雰囲気に噴
射するよう適合された１つ又は複数の多段燃料ランスと；
　　（４）該１つ又は複数の多段燃料ランスと関連し、そこから放出された多段燃料を点
火するよう適合された１つ又は複数の点火器と
を含む燃焼システムを提供する工程；
　（ｂ）酸化体ガスの入口を介して酸化体ガスを導入し、該１つ又は複数の燃料ランスを
介して該炉の燃焼雰囲気に燃料を噴射する工程；並びに
　（ｃ）該１つ又は複数の点火器を操作し、該燃料ランスからの燃料を点火して燃料と燃
焼雰囲気中の酸素を燃焼させる工程
を含む、燃焼方法を含む。
【００１５】
　この実施態様においては、燃料は、天然ガス、製油所オフガス、原油生産からの関連ガ
ス、及び可燃性プロセス廃ガスから選択することができる。複数の燃料ランスを使用する
ことができ、異なる組成の燃料をこの複数の燃料ランスで使用することができる。
【００１６】
　本発明の別の代わりの関連する実施態様は、
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　（ａ）バーナアセンブリであって、
　　（１）中央火炎ホルダーであって、酸化体ガスの入口手段、一次燃料の入口手段、酸
化体ガスと一次燃料を燃焼させる燃焼領域、及び該火炎ホルダーから一次流出物を放出す
る出口を有する中央火炎ホルダーと；
　　（２）該中央火炎ホルダーの出口を取り囲む複数の二次燃料噴射器ノズルであって、
各二次燃料噴射器ノズルが、
　　　（２ａ）入口面、出口面、及び入口面と出口面を貫く流入軸を有するノズル本体と
；
　　　（２ｂ）該ノズル本体を通って入口面から出口面まで延びる１つ又は複数の溝であ
って、各溝が溝軸と溝中心面を有する１つ又は複数の溝と；
を含む複数の二次燃料噴射器ノズルと；
　　（３）該複数の二次燃料噴射器ノズルと関連する１つ又は複数の点火器と；
を含むバーナアセンブリを提供する工程；
　（ｂ）一次燃料と酸化体ガスを該中央火炎ホルダーに導入し、該火炎ホルダーの燃焼領
域において一次燃料と酸化体ガスの一部を燃焼させ、燃焼生成物と過剰な酸化体ガスを含
有する一次流出物を該火炎ホルダーの出口から放出する工程；
　（ｃ）二次燃料を該二次燃料噴射器ノズルを介して該火炎ホルダーの出口からの一次流
出物に噴射する工程；並びに
　（ｄ）該１つ又は複数の点火器を操作し、該二次燃料噴射器ノズルからの燃料を点火し
て燃料と燃焼生成物中の過剰な酸化体を燃焼させる工程
を含む、燃焼方法に関する。
【００１７】
　この実施態様においては、一次燃料と二次燃料は、異なる組成を有するガスであること
ができる。一次燃料は、天然ガス又は製油所オフガスであることができ、二次燃料は、圧
力スウィング吸着システムから得られる水素、メタン、一酸化炭素及び二酸化炭素を含む
ことができる。あるいはまた、一次燃料と二次燃料は、同じ組成を有するガスであること
ができる。
【００１８】
　本発明の異なる実施態様は、
　（ａ）燃焼システムであって、
　　（１）エンクロージャを有する炉であって、エンクロージャ内に設けられた熱負荷と
燃焼雰囲気を有する炉と；
　　（２）エンクロージャに取り付けられ、酸素含有ガスを該炉に導入するよう適合され
た１つ又は複数の酸化体ガス噴射器と；
　　（３）エンクロージャに取り付けられ、該１つ又は複数の酸化体ガス噴射器から間隔
を置いて配置された１つ又は複数の燃料ランスであって、燃料を該炉に噴射するよう適合
された１つ又は複数の燃料ランスと；
　　（４）該１つ又は複数の燃料ランスと関連し、該燃料ランスによって噴射された燃料
を点火するよう適合された１つ又は複数の点火器と
を含む燃焼システムを提供する工程；
　（ｂ）該１つ又は複数の酸化体ガス噴射器を介して酸素含有ガスを該炉の燃焼雰囲気に
噴射する工程；
　（ｃ）該１つ又は複数の燃料ランスを介して燃料を該炉の燃焼雰囲気に噴射する工程；
並びに
　（ｄ）該１つ又は複数の点火器を操作し、該燃料ランスからの燃料を点火して燃料と燃
焼雰囲気中の酸素を燃焼させる工程
を含む、燃焼方法に関する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　燃焼に基づくプロセスは、燃料流と酸素の燃焼を利用してプロセス加熱を作り出し、幾
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つかの場合には、他のプロセス系から可燃性のオフガス流を消費する。これら種々の燃料
との燃焼反応の確立においては、燃料－酸化体混合物の温度がこの混合物の自然発火温度
よりも高ければ自然発火が起こる。空気／天然ガス混合物においては、例えば、自然発火
温度は約華氏１，０００度である。点火源は、燃料－酸化体混合物の温度がその自然発火
温度よりも低い場合に燃焼反応を開始させるのに必要とされる。
【００２０】
　更なる変量、燃焼雰囲気又は燃焼領域における混合の程度が、ガス状の又は気化された
燃料を有する燃焼プロセスの安定性に影響する場合がある。燃料の段階化がＮＯxの形成
を制限するのに用いられる場合には、燃焼プロセスの安定化は複雑になる。燃料の段階化
においては、（空気又は酸素のない）原燃料が、燃焼の初期段階から残留する過剰酸素を
含有する燃焼雰囲気に導入される。燃焼の各段階の燃料は典型的には同一であるが、異な
る燃料源を使用してもよく、異なる多段燃料の使用は、燃焼プロセスの操作安定性に影響
する場合がある。ＮＯxの形成を最小限に抑えるために、最小の酸素濃度を有する場所で
又はその近くで燃焼雰囲気に多段燃料を導入することが望ましい。
【００２１】
　段階的な燃料燃焼システムにおいて火炎安定性と火炎位置を維持することは、低温の運
転開始、プロセスの乱れ又はターンダウン状態の際に炉で生じる非定常のプロセス状態の
間は困難な場合がある。このような状態の際には、局所的な温度が燃料－酸化体混合物の
自然発火温度未満に落ちる場合があり、結果として不安定な火炎及び／又は燃焼されない
燃料を含有する領域が生じることがある。これは望ましくなく、炉において制御されない
エネルギー放出の可能性をもたらす場合がある。
【００２２】
　火炎安定性とは、燃焼雰囲気において火炎流を導入する地点に関する火炎前部の適切な
位置であり、燃料段階化の良い適用の鍵となる側面である。通常の多段燃焼システムにお
いては、火炎安定性は、燃料噴射装置及び燃料リッチジェットと酸素源との接触を改善す
る混合パターンの組み合わせによって維持され、この酸素源は、炉内のガス状雰囲気に含
まれる注入燃焼空気流又は未反応酸素であることができる。点火エネルギーの適切な位置
及び量もまた重要である。燃料噴射装置に関するデザインにより、典型的には火炎ホルダ
ーの先端に火炎を固定しようと試みられる。火炎ホルダーの先端は、燃料噴射器自体、別
の鈍頭物体装置（例えば、耐火性タイルの外表面）又は渦巻形安定化装置ノズルであるこ
とができる。通常の鈍頭物体タイプの火炎安定化装置の欠点は、制限されたターンダウン
比を有するということであり、この制限されたターンダウン比によって低温の運転開始及
びプロセスの乱れ状態の際の安定性能が制限される。段階型燃料ジェットの火炎前部と火
炎ホルダー面の間に相当な距離又はリフトオフ高さがあると、火炎に振動が生じ、結果と
して望ましくない燃焼性能となり、例えば、ＮＯxの放出が増加し及び／又は燃焼されな
い燃料が存在することになる。
【００２３】
　運転開始やプロセスの乱れなどの非定常状態が、通常の燃料段階化システムを通る流量
を維持しながら生じる場合、高濃度で存在する燃料の体積が燃焼システム内で相当に増加
する可能性がある。噴射装置からの燃料リッチジェット付近の領域は、燃焼限界（例えば
、天然ガスに関して５～１５ｖｏｌ％）の範囲外である場合があり、低温炉において利用
できる不十分な点火エネルギーである場合がある。これらの燃料段階化システムの複数の
構成要素が設備の一画に含まれるか又は火炎が単一バーナから再確立される場合には、付
加的な点火源が炉に存在することがある。これらの点火源は、例えば、バーナ及び／又は
段階化された燃料噴射装置での燃焼反応において形成されるラジカルである場合がある。
これらのラジカルがプロセスヒータ、ボイラー、改質炉又は他の類似の単位操作において
燃焼されない燃料の体積と反応することで促進される制御されないエネルギーの放出は、
安全性及び操作性の問題がある。
【００２４】
　通常のバーナ技術では、低い炉温での低温の運転開始の際及び乱れ又はターンダウン状
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態の際、個々の燃料段階化ランスに火炎安定性を提供することができない。これらの期間
の安定性の欠如により、上記のように火炎のリフトオフ及び続いて起こる制御されないエ
ネルギー放出が生じる場合がある。これらの潜在的に安全でない状態に対処するのに強力
な解決策が必要とされる。好ましい解決策は、プロセス操作員による特定の操作及び制御
工程の実施を必要とするよりはむしろ燃焼設備自体に対する変更及び改良を利用すべきで
ある。このような解決策は、１つ又は複数の点火源が燃焼の領域又はゾーンに多段燃料を
導入する燃料噴射ランスとともに用いられる本発明の実施態様において開示される。
【００２５】
　点火支援燃料ランスは、プロセスヒータ、炉、蒸気ボイラー、ガスタービン燃焼器又は
他のガスを燃料とする燃焼システムにおいて燃焼雰囲気中の酸素含有ガスに噴射される燃
料を確実に点火するために、本発明の様々な実施態様で用いられる。燃料ランスは、燃焼
雰囲気に高速で燃料を噴射するための装置として本明細書で規定される。燃焼雰囲気は酸
化体ガスを含有し、酸化体ガスに噴射される多段燃料は、酸化体ガス中の酸素と燃焼され
る。酸化体ガスは、空気、酸素富化空気、又は燃焼生成物と未反応酸素を含有する燃焼ガ
スであることができる。例えば、点火支援燃料ランスは、バーナに隣接するがそれから離
して炉の境界、壁又はエンクロージャに設置することができ、燃料ランスがバーナによっ
て作り出される燃焼雰囲気に燃料を噴射して同心多段燃焼が達成される。あるいはまた、
点火支援燃料ランスは、空気などの酸化体ガス源に隣接するがそれから離して設置するこ
とができ、燃料ランスが酸化体ガス又は燃焼雰囲気に燃料の一部を噴射してマトリックス
多段燃焼が達成される。
【００２６】
　本明細書で用いられる「燃焼雰囲気」という用語は、炉のエンクロージャ又は境界内部
の雰囲気を意味する。炉の境界内部の全体的な燃焼雰囲気は、酸素、燃料、燃焼反応生成
物（例えば、炭素酸化物、窒素酸化物及び水）を含有する燃焼ガス、及び不活性ガス（例
えば、窒素及びアルゴン）を含む。酸素及び不活性ガスの供給源は典型的に空気であり；
その代わりとして又は追加の酸素源は、酸素富化空気及び／又は高純度酸素を導入して燃
焼プロセスを向上させる酸素噴射システムであることができる。燃焼雰囲気は、構成成分
の濃度が炉を通して変化するため不均一である。例えば、酸素濃度は、酸化体噴射点付近
でより高く、燃料濃度は、燃料噴射点付近でより高くなるであろう。燃焼雰囲気の他の領
域では、燃料が存在しない場合がある。酸素と燃焼反応生成物の濃度は、燃焼雰囲気内の
様々な場所での燃焼の程度に応じて変化する。幾つかの場所では、噴射燃料は、燃焼雰囲
気に噴射された酸化体ガス中の酸素と直接反応し；他の場所では、噴射燃料は、燃焼雰囲
気中の他の場所で生じる燃焼からの未反応酸素と反応する。
【００２７】
　熱負荷は、炉内部の燃焼雰囲気中に配置され、ここで、熱負荷とは、（１）炉の燃焼雰
囲気を通して運ばれる材料によって吸収される熱であって、材料が炉を通して運ばれると
きに燃焼雰囲気から材料に伝達される熱として規定されるか、又は（２）燃焼雰囲気から
加熱される材料へ熱を伝達するよう適合された熱交換器として規定される。
【００２８】
　同心多段燃焼バーナシステムの例が図１の断面図に示され、多段燃料を噴射するための
複数の噴射ランスによって囲まれた中央バーナ又は火炎ホルダーを示している。バーナは
、酸化体と燃料を燃焼するための一体化された燃焼アセンブリとして規定され、バーナは
、炉の壁又はエンクロージャに取り付けられるよう適合される。中央バーナ又は火炎ホル
ダー１は、外管３と、同心の中間管５と、内側の同心管７を含む。内管７の内部及び外管
３と中間管５の間の環状空間９は、外管３の内部と流れが通じている。内管７と中間管５
の間の環状空間１１は、燃料注入管１３に接続され、それと流れが通じている。中央バー
ナは炉壁１４に取り付けられている。
【００２９】
　この中央バーナの操作においては、酸化体ガス（典型的には空気又は酸素富化空気）１
５が外管３の内部に流され、この空気の一部が内管７の内部を通って流れ、この空気の残
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りの部分が環状空間９を通って流れる。一次燃料１５が管１３と環状空間１１を通って流
れ、内管７からの空気と燃焼ゾーン１７で初めに燃焼される。燃焼ソーン１７からの燃焼
ガスが、燃焼ゾーン１９において追加の空気と混合する。このゾーンでの燃焼は、典型的
には極めて燃料リーンである。可視炎は、典型的には燃焼ガス２３が炉内部２５に入ると
きに燃焼ゾーン１９と燃焼ゾーン２１で形成される。本明細書で用いられる「燃焼ゾーン
」という用語は、燃焼が起こるバーナ内部の領域を意味する。
【００３０】
　多段燃料システムは、注入管２７と、マニホールド２９と、複数の多段燃料ランス３１
とを含む。多段燃料ランスの端部には、任意の所望のタイプの噴射ノズル３３を取り付け
ることができる。多段燃料３５は、注入管２７、マニホールド２９及び多段燃料噴射ラン
ス３１を通って流れる。ノズル３３からの多段燃料流３７は、酸化体含有燃焼ガス２３と
速やかに混合して燃焼する。炉内部２５のより冷えた燃焼雰囲気は、ノズル３３により促
進される強い混合作用で多段燃料流３７によって速やかに伴出され、同心に噴射される多
段燃料は、中央バーナ１の出口下流の酸化体含有燃焼雰囲気と燃焼される。一次燃料は、
合計燃料流量（一次燃料＋多段燃料）の５～３０％であることができ、多段燃料は、合計
燃料流量の７０～９５％であることができる。
【００３１】
　一次燃料と多段燃料は、同じ組成であってもよいし又は異なる組成であってもよく、い
ずれかの燃料は、任意のガス状の、気化された又は噴霧された炭化水素含有材料であるこ
とができる。例えば、この燃料は、天然ガス、製油所オフガス、原油生産からの関連ガス
、及び可燃性プロセス廃ガスから成る群より選択することができる。例示的なプロセス廃
ガスは、天然ガスから水素を生成するためのプロセスにおける圧力スウィング吸着システ
ムからのテールガス又は廃ガスである。
【００３２】
　ノズル３３の例示的なタイプが図２に示される。ノズルアセンブリ２０１は、ノズル入
口管２０５に接合されたノズル本体２０３を含む。ここで縦に配向されて示される溝２０
７は、溝２０９、２１１、２１３及び２１５と交差している。これらの溝は、ノズル本体
２０３とノズル入口管２０５の間の接続における入口面（図示せず）と出口面２１７との
間に配置される。流体２１９は、ノズル入口管２０５と溝２０７、２０９、２１１、２１
３及び２１５を通って流れ、次いで溝出口を取り囲む別の流体と混合する。図２に示され
る溝パターンに加えて、他の溝パターンが可能であり；ノズルアセンブリは、任意の配向
で使用することができ、図示される一般に水平の配向に限定されない。出口面２１７に垂
直な方向で見た場合に、例示的な溝２０９、２１１、２１３及び２１５は、溝２０７と直
角に交差している。交差の他の角度が、例示的な溝２０９、２１１、２１３及び２１５と
溝２０７の間で可能である。出口面２１７に垂直な方向で見た場合に、例示的な溝２０９
、２１１、２１３及び２１５は互いに平行であり；しかしながら、これらの溝の１つ又は
複数が残りの溝と平行ではない他の実施態様も可能である。
【００３３】
　本明細書で用いられる「溝」という用語は、ノズル本体又は任意の溝の断面（即ち、以
下に規定される流入軸に垂直な断面）が非円形であり、長軸と短軸によって特徴付けられ
る他の固体材料を貫く開口として規定される。長軸は短軸よりも長く、２つの軸は一般に
垂直である。例えば、図２における任意の溝のより長い断面軸は溝断面の２つの端部間に
延び；より短い断面軸は長軸に垂直であり、溝断面の両端の間に延びる。溝は、任意の非
円形の断面を有することができ、各断面は、中点又は通常の幾何図形定義を有する重心に
よって特徴付けることができる。
【００３４】
　溝は、全ての溝断面の重心を接続する直線として規定される溝軸によりさらに特徴付け
ることができる。加えて、溝は、全ての溝断面のより長い断面軸と交差する中心面によっ
て特徴付けるか又は規定することができる。各溝断面は、この中心面の両側で垂直対称性
を有することができる。中心面は、溝のいずれかの端部を越えて伸び、以下に規定される
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ノズル本体の流入軸に関する溝配向を規定するのに用いることができる。
【００３５】
　図２のノズルの軸方向の断面Ｉ－Ｉが図３に与えられる。流入軸３０１は、ノズル入口
管３０２と、入口面３０３と、出口面２１７の中心を通っている。この実施態様において
は、溝２０９、２１１、２１３及び２１５の中心面は、流体が流入軸３０１から分岐した
方向において出口面２１７で溝から流れるように流入軸３０１とある角度をなしている（
即ち、流入軸３０１に対して平行ではない）。溝２０７の中心面（この溝の一部のみが図
３に示される）もまた、流入軸３０１とある角度をなしている。この例示的な特徴は、流
入軸３０１から別の分岐した方向においてノズル出口面から流体を方向づける。この例示
的な実施態様においては、図３の軸方向の断面に垂直な方向で見た場合に、溝２０９と２
１１が入口面３０３で交わって尖った縁３０５を形成し、溝２１１と２１３が交わって尖
った縁３０７を形成し、溝２１３と２１５が交わって尖った縁３０９を形成する。これら
の尖った縁は、溝に空気力学的な流量分離を与え、鈍頭物体と関連した圧力降下を低減す
る。あるいはまた、これらの溝は、入口面３０３と出口面２１７の間のある軸方向の位置
で交差させることができ、尖った縁は、ノズル本体２０３内に形成される。あるいはまた
、これらの溝は、図２の軸方向断面に垂直な方向で見た場合に交差していなくてもよく、
その場合、尖った縁は形成されない。
【００３６】
　本明細書で用いられる「流入軸」という用語は、入口面でノズルに入る流体の流れ方向
によって規定される軸であり、この軸は入口面と出口面を貫いている。典型的にしかし全
ての場合においてではないが、流入軸は、ノズル入口面３０３及び／又は出口ノズル面２
１７の中心に垂直であり、面と垂直に交わる。ノズル入口管３０２が図示されるように典
型的な円筒形導管である場合には、流入軸は、導管軸と平行にするか又は一致させること
ができる。
【００３７】
　軸方向の溝長さは、ノズル入口面と出口面の間、例えば、図３の入口面３０３と出口面
２１７の間の溝長さとして規定される。溝高さは、より短い断面軸における溝の壁の間の
垂直な距離として規定される。軸方向の溝長さ／溝高さの比は、約１～約２０であること
ができる。
【００３８】
　ノズル本体の複数の溝は、流入軸に垂直な面において交差させることができる。図２に
示すように、例えば、溝２０９、２１１、２１３及び２１５は、溝２０７と直角に交差す
る。望ましい場合には、これらの溝は、流入軸に垂直な面において直角以外の角度で交差
させることができる。隣接する溝もまた、流入軸に平行な面、即ち、図３の断面において
見た場合に交差させることができる。図３に示すように、例えば、溝２０９と２１１は入
口面３０３で交わり先に記載した尖った縁３０５を形成している。溝の中心面の間、さら
に各溝の中心面と流入軸の間の角度の関係は、望ましいように変えることができる。これ
により、流体をノズルの軸に関して任意の選択された方向にノズルから放出することがで
きる。
【００３９】
　軸３０１に垂直な任意の面において互いに交差する溝がない他のノズル本体を考えるこ
ともできる。この他の実施態様においては、例えば、ノズル本体面に垂直に見た全ての溝
は独立であり、他の溝と交差しない。このようなノズルは、例えば、ノズルが溝２０９、
２１１、２１３及び２１５のみを有する溝２０７のない図２のノズルと類似していること
ができる。これらの溝は、図２に示すように軸方向に交差させることができる。
【００４０】
　図４は、図２と図３の多段燃料ランスノズルを利用した図１の例示的な装置の放出端を
示す平面図である。同心の管４０３、４０５及び４０７は、半径方向の部材又はフィンを
取り付けた環状空間４０９と４１１を取り囲んでいる。（先に記載の）溝付多段燃料噴射
ノズル４３３は、図示される中央バーナの周りに同心に配置することができる。この実施
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態様においては、溝付噴射ノズルの溝角度は、中央バーナ１の軸に関して分岐した方向に
噴射多段燃料を向けるよう配向されている。
【００４１】
　ノズル構成の他のタイプを、多段燃料ノズル４３３（図４）の噴射端部でノズル本体２
０３（図２）に使用することができる。例えば、ノズル本体２０３の出口面２１７におけ
る開口は、２つの交差する溝によって形成される１つ又は複数の十字型開口において形成
することができる。あるいはまた、任意の他のタイプの開口を、上記の溝と異なる形状を
有するノズル本体面において使用することができる。
【００４２】
　図１の例示的な同心多段燃焼バーナシステムは、図５に示される本発明の実施態様に従
って改良することができる。ここで概略的に示される点火器５０１は、多段燃料ランス３
１と関連しており、ノズル３３から放出される多段燃料３７を点火するよう適合している
。点火器は、図示される多段燃料ランスと隣接させることができ、点火器の点火端部５０
３は、ノズル３３の先端と隣接している。あるいはまた、点火器は、後で記載される多段
燃料ランスに一体化させることができる。本明細書で用いられる「点火器」という用語の
一般的な意味は、燃料－酸化体混合物の自然発火温度よりも高い局所的な温度を作り出す
ための装置である。例えば、点火器５０１はノズル３３に隣接しているため、確実に多段
燃料流が点火される。点火器５０１は、図５に概略的に示され、多段燃料と酸化体の混合
物を点火するのに十分高い温度を作り出すことができる任意のタイプの点火器であること
ができる。例えば、これらの点火器は、パイロット炎が中央バーナの燃料－酸化体混合物
とは別の燃料－酸化体混合物を燃焼することによって形成される点火端部５０３でパイロ
ット炎を作り出すことができる。あるいはまた、点火器５０１は、点火端部５０３におい
て断続火花点火器、連続火花点火器、ＤＣアークプラズマ、マイクロ波プラズマ、ＲＦプ
ラズマ、高エネルギーレーザービーム、又は他の任意のタイプの点火器であることができ
る。
【００４３】
　図５における点火器の位置は、中央バーナの放出端部及び同心の噴射ノズル３３と関連
する概略的な点火端部５０３を示す図６の平面図において確認することができる。この実
施態様においては、各点火端部は、多段噴射ノズルに隣接している。あるいはまた、点火
器は、後で説明されるように多段燃料ランス３１に一体化することができる。図６の実施
態様においては、それぞれの噴射ノズルと燃料ランスは、隣接する点火器を有し、点火器
の数と多段燃料ランスの数は等しい。あるいはまた、多段燃料ランスの数は、点火器の数
よりも少なくすることができ、各点火器が、複数の燃料ランスの点火を達成する。１つの
例においては、点火器は交互の多段燃料ランスと関連させることができ、その場合、点火
器の数が燃料ランスの半分の数である。任意の数及び構成の点火器を使用して多段燃料－
酸化体混合物の適切な点火を達成することができる。本開示においては、「関連する」と
いう用語は、多段燃料ランスと関連する点火器が、多段燃料ランスからの多段燃料と該ラ
ンスの吐出に隣接する領域に存在する酸化体とによって形成される燃料－酸化体混合物を
点火するのに適合しかつ点火することができるということを意味する。上記のように、ラ
ンスと関連する点火器は、ランスに隣接してもよいし又はランスの一体化された部分であ
ってもよい。
【００４４】
　点火器５０１（図５）は、パイロット燃料とパイロット酸化体によって点火端部５０３
で形成されるパイロット炎を利用することができる。パイロット燃料は、多段燃料ランス
に提供されるものと同じ燃料であることができるか、又は例えば、中央バーナ１の一次燃
料１５のような異なる燃料であることができる。パイロット酸化体は、空気、酸素富化空
気又は他の酸素含有ガスであることができる。パイロット炎の放出方向は、多段燃料の放
出方向に一般に平行であることができるか、あるいはまた多段燃料の放出方向に対して任
意の角度であることができる。１つの実施態様においては、パイロット炎は、中央バーナ
の軸から半径方向外側に向けることができ、別の実施態様においては、中央バーナの軸に
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一般に平行に向けることができる。パイロット燃料とパイロット酸化体を点火器端部の上
流で予備混合することができるか、あるいはまた燃料と酸化体をパイロットタイプの点火
器の点火端部付近に送って燃焼させることができる。点火器自体は、以下で説明されるよ
うにパイロット燃料とパイロット酸化体を点火するための火花点火手段を装備することが
できる。
【００４５】
　例示的な点火器は、図７（ａ）（側断面図）及び７（ｂ）（端面図）に示されるパイロ
ット装置である。このパイロットは、外管７０１、内管７０３、乱流発生器又は鈍頭物体
７０５及び環状路７０７を含む。空気又は酸素富化空気などの酸化体ガスは、環状路７０
７を通って乱流発生器又は鈍頭物体７０５を越えて流れ、燃料ガスは内管７０３を通って
流れる。燃料と酸化体が燃焼してパイロットの出口でパイロット炎を形成する。望ましい
場合には、電気点火装置をパイロット燃料と酸化体の初期点火に使用することができる。
例示的な点火装置が図８（ａ）及び８（ｂ）に示され、電極８０１が内管７０３の内部に
取り付けられる。電極の端部は、典型的には内管７０３の端部を越えて延び、内管７０３
と外管７０１の端部間の領域に配置される。電極が電気的に励磁されると、火花が電極端
部と外管７０１の内壁の間で発生する。それぞれ内管７０３と環状路７０７を通る酸化体
と燃料流が、内管７０３と外管７０１の端部間の領域で混合し、電極端部と外管７０１の
内壁の間で発生した火花によって点火される。
【００４６】
　他のタイプの点火器パイロットが、図８（ａ）及び８（ｂ）に代わるものとして使用で
きる。この変形態様においては、内管７０３は用いられず、予備混合された燃料－酸化体
混合物が管７０１を介して提供され、電極８０１の端部からの火花によって点火される。
【００４７】
　上記のパイロット点火器は、例えば、図５のバーナ１の場合と同様に、例えば、複数の
バーナによって燃焼される炉の操作の間連続的に操作することができる。あるいはまた、
パイロット点火器は、炉の低温の運転開始の際にのみ操作することができ、炉の通常の運
転の際には稼動しない。
【００４８】
　図７（ａ）及び７（ｂ）又は図８（ａ）及び８（ｂ）のパイロット点火器は、図５及び
６に示される各多段燃料ランスに隣接して取り付けることができる。あるいはまた、パイ
ロット点火器は、図９に示される多段燃料ランスの一体的な部分としてデザインすること
ができる。この例示的な実施態様においては、図８（ａ）及び８（ｂ）の電極支援パイロ
ット点火器は、図２及び３の燃料ランスとノズルに一体化されている。図９の一体化され
た燃料ランスと点火器のアセンブリ９０１においては、溝９０９、９１１、９１３及び９
１５は、示されるように溝９０７と交差し、全ての溝は、燃料ランスのノズル面９１７を
貫通し、流体が出口面９１７で流入軸から分岐した方向に溝から流れるようランスの流入
軸に対して角度をつけている。点火器は、外管９０３、内管９０４及び電極９０５を含み
、これらの構成部材は、ランスの軸に平行なランスを貫く穴に取り付けられる。点火器は
、図８（ａ）及び８（ｂ）に関して上記されるように作用する。
【００４９】
　燃料９１９は、ランスの入口端部に入り、内部の燃料流路（図示せず）を通って流れ、
ノズル面９１７で溝９０７、９０９、９１１、９１３及び９１５を出る。パイロット燃料
９２１は、ランス燃料９１９と同じであってもよく又はそれと異なってもよく、内管９０
４に及びそれを通って流れる。パイロット酸化体ガス９２３（例えば、空気又は酸素富化
空気）は、外管９０３と内管９０４の間の環状路に及びそれを通って流れる。点火電極９
０５は、上記のようにパイロット燃料と酸化体ガスの混合物を点火するのに用いられる。
【００５０】
　図９の点火支援ランスの一部として上で説明されるパイロット炎点火器の代わりに、他
の任意のタイプの点火器を使用することができる。この点火器は、例えば、断続火花点火
器、連続火花点火器、ＤＣアークプラズマ、マイクロ波プラズマ、ＲＦプラズマ、及び高
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エネルギーレーザービームから選択することができる。
【００５１】
　本発明の他の実施態様は、酸化体ガスを炉に噴射するための酸化体噴射器と、燃料を炉
に噴射するための独立した点火支援燃料ランスを有する燃焼システムに関する。マトリッ
クス燃焼システムとみなすことができるこの実施態様では、個々のバーナは使用されない
。このシステムは、エンクロージャとその中に配置された熱負荷とを有する炉と；エンク
ロージャに取り付けられ、酸素含有ガスを該炉に導入するよう適合された１つ又は複数の
酸化体ガス噴射器と；エンクロージャに取り付けられ、該１つ又は複数の酸化体ガス噴射
器と間隔を置いて配置された１つ又は複数の燃料ランスであって、燃料を該炉に噴射する
よう適合された１つ又は複数の燃料ランスと；該１つ又は複数の燃料ランスと関連し、該
燃料ランスによって噴射された燃料を点火するよう適合された１つ又は複数の点火器とを
含む。１つ又は複数の酸化体ガス噴射器と複数の燃料ランスを用いる場合には、燃焼シス
テムは、マトリックス多段燃焼システムとして規定することができる。
【００５２】
　この実施態様は、図１０に概略的に示され、この図においては、酸化体ガス１００１は
、炉壁又はエンクロージャ１００５に取り付けられた酸化体ガス噴射器１００３を通して
噴射される。炉壁又はエンクロージャは、図示されるように高温耐火物１００７でライニ
ングすることができる。酸化体ガス１００１は、空気、酸素富化空気、又は他の任意の酸
素含有ガスであることができる。噴射された酸化体ガスは、炉内部１０１１の燃焼雰囲気
内に分散されたジェット１００９を形成する。
【００５３】
　点火支援燃料ランス１０１３は、酸化体ガス噴射器１００３から離れた炉壁１００５に
配置され、燃料ガス１０１５を炉内部１０１１に噴射して分散された燃料ガスジェット１
０１７を形成するよう作用する。任意のタイプの点火支援ランスを使用することができる
が、点火支援燃料ランス１０１３は、図１０に関する上記ランスの断面図としてここで示
される。酸化体ガス噴射器１００３の周囲と隣の点火支援燃料ランス１０１３の周囲との
間の距離Ｄは、２～５０インチの範囲にあることができる。パイロット炎１０１９は、先
に記載したようにランス内に配置された電極により点火されるパイロット燃料１０２１と
パイロット酸化体１０２３とによって提供される酸化体－燃料混合物の燃焼で形成される
。
【００５４】
　燃料－酸化体混合物の温度がその自然発火温度より低い場合、パイロット炎１０１９が
、燃料１０１７と酸化体１００９によって形成される燃料－酸化体混合物を炉内部の燃焼
雰囲気１０１１において点火する。典型的には、炎（図示せず）は、分散された燃料ガス
ジェット１０１７のすぐ下流に形成される。燃料－酸化体混合物の温度がその自然発火温
度よりも高い場合には、パイロット炎点火器の操作は必要とされない場合がある。しかし
ながら、パイロット炎の操作は、炉の操作において運転が乱れた場合に必要であれば燃料
－酸化体混合物の点火を提供し続けることができる。
【００５５】
　追加の点火支援燃料ランスを、炉壁１００５の他の離間した場所に配置することができ
；例えば、ランス１０１３と同一のランスを、酸化体ガス噴射器１００３の反対側に示さ
れる開口１０２５に取り付けることができる。図１０の実施態様においては、酸化体ガス
噴射器１００３及び点火支援燃料ランス１０１３（及び図示されない他の任意の点火支援
燃料ランス）は、典型的には炉壁１００５に取り付けられる独立した部材である。１つ又
は複数の酸化体ガス噴射器と複数の燃料ランスを使用してマトリックス多段燃焼システム
を提供することができる。
【００５６】
　複数の酸化体ガス噴射器と点火支援燃料ランスを利用した例示的なマトリックス多段装
置が、図１１の実施態様において図示される。例示的な炉１１０１は、壁又はエンクロー
ジャ１１０３によって画定され、燃焼雰囲気を取り囲む直角平行六面体の燃焼空間又は体
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積を形成しているが、他の実施態様においては、燃焼雰囲気は、任意の炉形状によって取
り囲むことができる。複数の酸化体ガス噴射器１１０５、１１０７及び１１０９並びに複
数の点火支援燃料ランス１１１１、１１１３及び１１１５が、炉の上部境界又は天井に取
り付けられている。それぞれの噴射器及びランスから下向き矢印によって示されるように
、それぞれの酸化体ガス噴射器が酸化体ガスのジェット又は流れを炉に導入し、それぞれ
の点火支援燃料ランスが燃料ガスのジェット又は流れを導入する。酸化体ガス噴射器は、
図１０の酸化体ガス噴射器１００３と同一であることができ、点火支援燃料ランスは、図
１０の点火支援燃料ランス１０１３と同一であることができる。望ましい場合には、他の
タイプの酸化体ガス噴射器と点火支援燃料ランスを使用することができ、酸化体ガス噴射
器と点火支援燃料ランスの任意の幾何学的配置を使用することができる。
【００５７】
　噴射された燃料ガスは酸化体ガスと燃焼され、燃焼は、図１０に関して先に記載したよ
うに、点火支援ランスのパイロット炎によって開始することができる。炎は、典型的には
下向きの燃料ジェットの下に形成され、これらの炎は可視であってもよいし又は可視でな
くてもよい。炭素酸化物、窒素酸化物、水、未消費酸素及び不活性ガスを含む高温の燃焼
雰囲気が、煙道ガス１１１７として炉１１０１を出る。燃料の一部が煙道ガス１１１７の
出口方向の炉の流れ軸に沿って燃料ランスにおいて噴射された場合に、マトリックス多段
燃焼が炉において生じる。
【００５８】
　熱負荷は、典型的には炉１１０１内にあって、その中で発生する燃焼熱の一部を吸収す
る。この図においては、プロセスフィード流１１２１を加熱し、それをプロセス流出液流
１１２３に変換して炉から出すための概略的な熱交換器１１１９が炉の底部に示される。
プロセスフィード流１１２１は、化学反応を伴うか又は伴わないで炉において加熱するこ
とができる。特定の適用に応じて、プロセス流の相変化が起こる場合もあるし又は起こら
ない場合もある。熱負荷を含むプロセス流の代わりに、物品を炉に通して運び、例えば、
冶金熱処理プロセスにおいて炉の中で熱を吸収させることができる。炉を通過させる材料
のタイプに関係なく、システム及びプロセスは、炉内の高温の燃焼雰囲気から熱を吸収す
る熱負荷によって特徴付けられる。本発明の全ての実施態様においては、先に記載される
「熱負荷」の一般的な意味は、（１）炉の燃焼雰囲気を通して運ばれる材料によって吸収
される熱であって、材料が炉を通して運ばれるときに燃焼雰囲気から材料に伝達される熱
であるか、又は（２）燃焼雰囲気から加熱される材料へ熱を伝達するよう適合された熱交
換器である。燃焼雰囲気は、噴射酸化体と燃料の燃焼が起こるエンクロージャとして規定
される炉の中に含まれる。
【００５９】
　図１１の実施態様は、上部に取り付けられた下向きの噴射器を備えた平行六面体炉のエ
ンクロージャを示しているが、他の任意の所望の幾何学的形状を使用することができる。
例えば、図１１の炉は、水平方向の酸化体と燃料噴射によって壁焚きすることができるか
又は上向きの酸化体と燃料噴射によって床焚きすることができる。あるいはまた、プロセ
ス管が円筒形壁に平行な円形状において設置された円筒形炉を使用することができる。燃
料と酸化体は、炉の底部で上方向に噴射することができ、燃焼生成物は、スタックを通っ
て炉の上部に出ることができる。同心多段燃焼システム（図５及び６）又はマトリックス
多段燃焼システム（図１０及び１１）は、均一な熱分配、より優れた火炎安定性、及びよ
り低いＮＯx放出を得るための任意の炉形状において使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】二次燃料噴射ノズルを利用するバーナアセンブリの概略側面図である。
【図２】本発明の実施態様で使用できるノズルアセンブリとノズル本体の等角図である。
【図３】図２のノズル本体の軸断面図である。
【図４】図１のバーナアセンブリの概略正面図である。
【図５】本発明の実施態様に関する二次燃料噴射ノズルと例示的な点火器を利用するバー
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ナアセンブリの概略断面図である。
【図６】図５のバーナアセンブリの概略正面図である。
【図７】（ａ）は本発明の実施態様で使用される例示的な点火器の概略断面図であり、（
ｂ）は（ａ）の正面図である。
【図８】（ａ）は本発明の実施態様で使用される他の例示的な点火器パイロットの概略断
面図であり、（ｂ）は（ａ）の正面図である。
【図９】本発明の実施態様に従った一体化された燃料噴射器ノズルと点火器の等角図であ
る。
【図１０】図９の一体化された燃料噴射器ノズルと点火器及び酸化体ガス噴射器を炉の壁
又はエンクロージャに取り付けた本発明の別の実施態様の概略断面図である。
【図１１】図１０の複数の一体化された燃料噴射器ノズルと点火器及び図１０の複数の酸
化体ガス噴射器を用いた実施態様におけるマトリックス炉燃焼システムの概略図である。
【符号の説明】
【００６１】
　１　　中央バーナ又は火炎ホルダー
　３　　外管
　５　　中間管
　７　　内管
　９、１１　　環状空間
　１３　　燃料注入管
　１４　　炉壁
　１５　　酸化体ガス又は一次燃料
　１７、１９、２１　　燃焼ゾーン
　２３　　燃焼ガス
　２５　　炉内部
　２７　　注入管
　２９　　マニホールド
　３１　　多段燃料ランス
　３３　　噴射ノズル
　３５　　多段燃料
　３７　　多段燃料流



(15) JP 4309380 B2 2009.8.5

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(16) JP 4309380 B2 2009.8.5

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(17) JP 4309380 B2 2009.8.5

【図９】 【図１０】

【図１１】



(18) JP 4309380 B2 2009.8.5

10

20

30

40

フロントページの続き

(74)代理人  100077517
            弁理士　石田　敬
(74)代理人  100087413
            弁理士　古賀　哲次
(74)代理人  100111903
            弁理士　永坂　友康
(74)代理人  100082898
            弁理士　西山　雅也
(72)発明者  マヘンドラ　ラダラム　ジョシ
            アメリカ合衆国，ペンシルベニア　１８１０４，アレンタウン，ナタリー　ドライブ　３６９
(72)発明者  アレクサンダー　ジョージ　スラベイコフ
            アメリカ合衆国，ペンシルベニア　１８１０４，アレンタウン，マーレイ　ドライブ　２１６
(72)発明者  シャンミン　ジミー　リー
            アメリカ合衆国，ペンシルベニア　１８０６９，オレフィールド，ヨーク　ドライブ　４７６４

    審査官  山城　正機

(56)参考文献  実開昭５４－０３２８３５（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開昭５９－１９６９６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－１５９６１３（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０３－０５６０２６（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００２－３７２２１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１４８７０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０１－１２９５１１（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平１０－３０００１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭６１－２５６１０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１２４３２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開昭５４－０４３３２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              欧州特許出願公開第０１４４３２７１（ＥＰ，Ａ１）　　
              欧州特許出願公開第０１２４３５６５（ＥＰ，Ａ１）　　
              米国特許第０２１４９９８０（ＵＳ，Ａ）　　　
              米国特許第０２９５９３６１（ＵＳ，Ａ）　　　
              米国特許第０６０３６４８１（ＵＳ，Ａ）　　　
              特開平０９－１１２８１４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０１－３００１０９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ２３Ｃ　　９９／００　　　　
              Ｆ２３Ｄ　　１４／５８　　　　
              Ｆ２３Ｑ　　　３／００　　　　
              Ｆ２３Ｑ　　　９／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

