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(57)【要約】
　供給原料を蒸発工程にかけることによって蒸気生成物
と液状生成物を形成することと、蒸気生成物を過酷な熱
分解にかけることと、液状生成物を原油精製処理工程に
かけることとを含む、液状原油および／または天然ガス
コンデンセート供給原料を処理する方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　全原油（ｗｈｏｌｅ　ｃｒｕｄｅ　ｏｉｌ）、天然ガスコンデンセートおよびそれらの
混合物のうちの少なくとも１つからなり、少なくとも１つの留出物（ｄｉｓｔｉｌｌａｔ
ｅ）を含む液状供給原料を少なくとも１つの分解炉で部分的に熱分解にかける熱分解プロ
セスであって、前記液状供給原料を最初に蒸発工程にかけ、前記蒸発工程からの蒸気産物
を前記少なくとも１つの分解炉に供給する熱分解プロセスにおける、
液状画分が前記蒸発工程から回収され、前記液状画分が前記液状供給原料に当初存在して
いた前記少なくとも１つの留出物のうちのかなりの（ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌ）量を含む
ような条件下で前記蒸発工程を実施することと、前記液状画分を常圧蒸留および真空蒸留
のうちの少なくとも１つにかけることによって少なくとも１つの留出生成物を生成させる
こととを含む改良。
【請求項２】
　前記蒸発工程が、約３３０Ｆ（約１７０℃）以下の温度で沸騰し、前記少なくとも１つ
の分解炉への供給原料として使用されるオーバヘッドストリームと、約３３０Ｆ（約１７
０℃）以上の温度で沸騰し、常圧蒸留ユニットに供給される別個の液状ボトム画分とを生
成させるように実施される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記蒸発工程が、自生（ａｕｔｏｇｅｎｏｕｓ）圧力下で約１５０～約５００Ｆ（約６
６～約２６０℃）の温度で実施される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記常圧蒸留ユニットが、少なくとも一つのケロシン画分、常圧軽油、および常圧ボト
ムストリームを含む別個の生成物を生成する条件下で運転される、請求項２に記載の方法
。
【請求項５】
　前記常圧蒸留ユニットが運転されて軽質ケロシン画分、別個の重質ケロシン画分が生成
し、前記常圧ボトムストリームは、重質燃料油の生成、および接触分解操作用の供給のう
ちの少なくとも１つにおいて用いられる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記蒸発工程が、約３３０Ｆ（約１７０℃）以下の温度で沸騰し、前記少なくとも１つ
の分解炉に供給するために使用されるオーバヘッドストリームと、約３３０Ｆ（約１７０
℃）以上の温度で沸騰し、常圧蒸留ユニットに供給される別個の液状ボトム画分とを生成
させるように実施され、前記蒸留ユニットが、少なくとも１つのケロシン画分、常圧軽油
、および常圧ボトム画分を含む別個の生成物を生成する条件下で運転され、前記常圧ボト
ム画分が真空軽油および真空残渣を生成するために真空蒸留ユニットに供給される、請求
項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記蒸発ユニットが、自生圧力下で約１５０～約５００Ｆ（約６６～約２６０℃）の温
度で運転される、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記真空蒸留ユニットが運転されて真空軽油画分および別個の真空残渣画分が生成し、
前記真空残渣は、ディレードコーキングユニット用の供給原料として用いられる、請求項
６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　発明の背景
　技術分野
　本発明は、原油精製装置と統合された方式において、液状の全原油（ｗｈｏｌｅ　ｃｒ
ｕｄｅ　ｏｉｌ）および／または天然ガスに由来するコンデンセート（ｃｏｎｄｅｎｓａ
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ｔｅ）を熱分解することによってオレフィンを形成することに関する。より詳細には、本
発明は、熱分解炉で炭化水素熱分解を用いるオレフィン製造プラント用の原料として全原
油および／または天然ガスコンデンセートを利用すること、ならびに熱分解機能部からの
留出物（ｄｉｓｔｉｌｌａｔｅ）範囲の成分を保持する方式における原油精製装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術の説明
　炭化水素の熱分解（パイロリシス）は、エチレン、プロピレン、ブテン、ブタジエンな
どのオレフィン、ならびにベンゼン、トルエン、およびキシレンなどの芳香族化合物を製
造するのに広く使用されている非接触式石油化学プロセスである。
【０００３】
　基本的には、全原油の蒸留もしくはその他の分留によって製造されるナフサ、軽油、ま
たは全原油のその他の画分などの炭化水素原料は、水蒸気と混合され、その水蒸気が、炭
化水素分子を分離した状態に保つための希釈剤として働く。水蒸気／炭化水素混合物は、
華氏約９００～約１，０００度（°ＦまたはＦ）（４８０～５４０℃）まで予熱され、次
いで反応ゾーンに入り、そこで約１，４５０～約１，５５０Ｆ（７８８～８４３℃）の範
囲の過酷な（ｓｅｖｅｒｅ）炭化水素熱分解温度まで非常に速やかに加熱される。熱分解
は、いかなる触媒の助けも受けることなく実現される。
【０００４】
　このプロセスは、熱分解炉（スチームクラッカー）で約１０～約３０ｐｓｉｇ（約７０
～約２１０ｋＰａＧ）の範囲の反応ゾーンの圧力で実施される。熱分解炉は、その内部に
、対流区画（ｓｅｃｔｉｏｎ）と輻射区画とを有する。予熱は、対流区画で実現され、過
酷な分解は、輻射区画で行われる。
【０００５】
　過酷な熱分解後に、熱分解炉からの排出物は、非常に多様な、例えば、分子当たり１～
３５個の炭素原子のガス状炭化水素を含む。こうしたガス状炭化水素は、飽和でも、単不
飽和でも、ポリ不飽和でもよく、脂肪族でも、脂環式でも、および／または芳香族でもよ
い。分解ガスはまた、多量の分子状水素（水素）を含む。
【０００６】
　したがって、商用オレフィン製造プラントで実施されているような従来の水蒸気（熱）
分解は、全原油の一画分を用い、この画分を熱分解しつつ、その画分を全部蒸発させる。
分解生成物は、例えば、約１重量％（ｗｔ．％）の水素、約１０ｗｔ．％のメタン、約２
５ｗｔ．％のエチレン、および約１７ｗｔ．％のプロピレンを含むことができ、すべての
ｗｔ．％は、前記生成物の全重量に対するものであり、残余は、大部分、分子当たり４～
３５個の炭素原子を有するその他の炭化水素分子からなる。
【０００７】
　次いで、分解生成物はオレフィン製造プラントでさらに処理されることによって、プラ
ントの生成物として、水素、エチレン、プロピレン、分子当たり４個の炭素原子を有する
混合炭化水素、燃料油、および熱分解ガソリンなど高純度の多様な別個のストリームが生
成する。前記の別個のストリームはそれぞれ、それ自体において貴重な商用生成物である
。したがって、オレフィン製造プラントは、現在、全原油ストリームの一部分（画分）を
取り込み、それから複数の別個の貴重な生成物を生成する。
【０００８】
　天然ガスおよび全原油（複数可）は、空隙率が広範囲に変わる多数の地下の地層（地層
）で自然に形成された。こうした地層の多くは、岩石の不浸透層によって上部を覆われた
。天然ガスおよび全原油（原油）はまた、地表面の下方の多様な層位（ｓｔｒａｔｉｇｒ
ａｐｈｉｃ）トラップに堆積した。大量の天然ガスおよび／または原油の双方は、このよ
うにして集積して、地表面の下方の多様な深さで炭化水素含有層を形成した。こうした天
然ガスの多くは、原油と物理的に密接に接触しているので、原油から多数のより軽い分子
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を吸収した。
【０００９】
　坑井が地球内に掘削され、１つまたは複数のそうした炭化水素含有層に貫入すると、天
然ガスおよび／または原油は、この坑井から地表に回収することができる。
【００１０】
　本明細書で使用される「全原油」および「原油」という用語は、原油精製装置および／
またはそうした精製装置での従来の蒸留部に輸送される際に受け入れ可能になるためにそ
れが受ける場合がある処理を除き、存在する場合の天然ガスから分離して油井頭頂部から
排出したままの状態にある、液状（地表における温度および圧力の通常支配的な条件で）
原油を意味する。こうした処理には、脱塩などの工程が含まれるだろう。したがって、精
製装置における蒸留またはその他の分留に適しているが、そうした蒸留または分留のいか
なるものも受けていないものが原油である。それは、アスファルテンまたはタールなどの
非沸騰物を含むことも可能であるが、これをいつも必ず含むものでもない。したがって、
全原油に対する沸点範囲を提供することは不可能ではないとしても、困難である。したが
って、全原油は、いかなる事前の分留もされていない、利便性によって決められる油田パ
イプラインおよび／または従来の原油貯蔵施設から直接にくる１つまたは複数の原油であ
り得るであろう。
【００１１】
　原油と同様に、天然ガスは、地表に産出したときの組成が広く変動し得るが、一般に、
かなりの量の、最もしばしばは主たる量の、すなわち、約５０重量％（ｗｔ．％）を超え
るメタンを含む。天然ガスはまた、少量の（約５０ｗｔ．％未満）、しばしば約２０ｗｔ
．％未満の、エタン、プロパン、ブタン、窒素、二酸化炭素、硫化水素などのうちの１つ
または複数を含む場合が多い。地球から産出したすべてではないが多くの天然ガスストリ
ームは、地表の温度および圧力の一般に支配的な周囲雰囲気条件で通常はガス状ではなく
、一旦地表に産出されると天然ガスから凝縮し得る分子当たり５～１２（５と１２を含む
）の炭素原子（Ｃ５～Ｃ１２）を有する炭化水素を少量（約５０ｗｔ．％未満）、しばし
ば約２０ｗｔ．％未満で含むことができる。すべてのｗｔ．％は、問題にしている天然ガ
スストリームの全重量を基準とする。
【００１２】
　多様な天然ガスストリームが地表に産出されると、炭化水素組成物は、そのストリーム
が集められる地表の温度および圧力のそのときに支配的な条件下で、こうした産出した天
然ガスストリームから自然に凝縮する場合が多い。したがって、同じ支配的な条件下で通
常はガス状の天然ガスから分離した通常は液状の炭化水素性凝縮物が生成する。通常はガ
ス状の天然ガスは、メタン、エタン、プロパン、およびブタンを含み得る。産出された天
然ガスストリームから凝縮する通常は液状の炭化水素画分は、一般に、「コンデンセート
」と呼ばれ、一般に、ブタンより重い分子（Ｃ５～約Ｃ２０またはそれよりわずかに大き
い）を含む。産出された天然ガスから分離後、この液状コンデンセート画分は、通常、天
然ガスと呼ばれる残りのガス状画分と別個に処理される。
【００１３】
　したがって、地表に最初に産出されたときの天然ガスストリームから回収されたコンデ
ンセートは、組成的には、天然ガス（主として、メタン）と正確に同じ材料ではない。そ
れは、組成的に、原油と同じ材料でもない。コンデンセートは、通常はガス状の天然ガス
と通常は液状の全原油の間の間隙を占める。コンデンセートは、通常はガス状の天然ガス
より重い炭化水素、および全原油の最軽量の端に位置する範囲の炭化水素を含む。
【００１４】
　原油とは異なり、コンデンセートは、その沸点範囲によって特徴づけることができる。
コンデンセートは、通常、華氏約１００～約６５０度（Ｆ）（約３８～約３４０℃）の範
囲で沸騰する。この沸点範囲で、コンデンセートは、広範な炭化水素性材料を含む。こう
した材料として、ナフサ、ケロシン、ディーゼル燃料（複数可）、および軽油（燃料油、
炉油、暖房用油など）として普通呼ばれる画分を構成する化合物を含むことができる。ナ
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フサおよび随伴のより軽い沸点材料（ナフサ）は、Ｃ５～Ｃ１０（５と１０を含む）の範
囲であり、約１００～約４００Ｆ（約３８～約２００℃）の範囲で沸騰する、コンデンセ
ートの最も軽い沸点範囲の画分である。石油の中間留出物（ケロシン、ディーゼル油、常
圧軽油）は、一般に、Ｃ１０～約Ｃ２０であり、またはわずかにそれより高い範囲で一般
に、大部分が約３５０～約６５０Ｆ（約１８０～約３４０℃）の範囲で沸騰する。それら
は、本明細書では、個別におよび集合的に「留出物」または「留出物（複数）」と呼ばれ
る。多様な留出物組成物は、３５０Ｆ（１８０℃）未満および／または６５０Ｆ（３４０
℃）を超える沸点を有し得るが、かかる留出物は、前記の３５０～６５０Ｆ（１８０～３
４０℃）の範囲に含まれ、本発明に含まれることを留意されたい。
【００１５】
　従来のオレフィン製造プラントに対する出発原料は、上述のように、通常、最初に多く
の高価な処理にかけられた後にこのプラントに到着する。通常は、コンデンセートおよび
全原油は、原油精製装置で蒸留またはその他の方法で分留されて、原油の場合は高沸点残
渣を含めての、天然ガスの場合は高沸点残渣を含めない、ガソリン、ナフサ、ケロシン、
軽油（真空または常圧）などの複数の画分になる。その後、残渣以外の任意のこうした画
分は、通常、そのプラントに対する出発原料として、オレフィン製造プラントに回される
。
【００１６】
　コンデンセートおよび／または原油を処理することによって、従来のオレフィン製造プ
ラント用の出発原料として役に立つ炭化水素性画分を生成する精製蒸留ユニット（全原油
処理ユニット）の資本および運転コストを前もって知る（ｆｏｒｅｇｏ）ことができるこ
とが望ましいであろう。しかし、最近までは、従来技術は、広すぎる沸点範囲分布を有す
る炭化水素カット（画分）さえも教示しなかった。例えば、Ｌｅｎｇｌｅｔの米国特許第
５８１７２２６号を参照されたい。
【００１７】
　近年、米国特許第６７４３９６１号（以降、「ＵＳＰ‘９６１」）が、Ｄｏｎａｌｄ　
Ｈ．Ｐｏｗｅｒｓに発行された。本特許は、充填物を含む蒸発／穏やかな分解ゾーンを用
いることによって全原油を分解することに関する。このゾーンは、より頑強な炭化水素液
状成分の分解／蒸発が最大になるまで、未だ蒸発していない全原油の液相をそのゾーンに
保持するような方式で運転される。これによって、充填物上の堆積物としてあとに残され
る固体残渣の形成を最小にすることができる。この残渣は、理想的には通常の炉デコーキ
ングサイクルの間に従来の水蒸気空気デコーキングによってあとから充填物から燃焼によ
り除去されるが、この特許のカラム７、５０～５８行も参照されたい。したがって、この
特許の第２のゾーン９は、炭化水素性材料を含めての、そのプロセスで用いられる条件下
で分解または蒸発できない原油供給原料の成分用のトラップとして働くが、この特許のカ
ラム８、６０～６４行も参照されたい。
【００１８】
　さらにより最近、米国特許第７０１９１８７号が、Ｄｏｎａｌｄ　Ｈ．Ｐｏｗｅｒｓに
発行された。この特許は、ＵＳＰ‘９６１で開示のプロセスを対象としているが、穏やか
な酸性の分解触媒を用いることによって、蒸発／穏やかな分解ユニットの機能全体を、蒸
発（前もっての穏やかな分解はない）－穏やかな分解（蒸発がそれに続く）スペクトルの
穏やかな分解端にさらに移動させている。
【００１９】
　Ｄｏｎａｌｄ　Ｈ．Ｐｏｗｅｒｓの米国特許第６９７９７５７号は、ＵＳＰ‘９６１で
開示された方法を対象としているが、この発明は、未だ蒸発または穏やかな分解を受けて
いない、蒸発／穏やかな分解ユニットに残る液状炭化水素の少なくとも一部分を除去する
。原油供給原料のこうした液状炭化水素成分は、このユニットの底部の近傍から引き出さ
れ、キャビテーションが制御された別個の装置に回されることによって、それまで蒸発ま
たは穏やかな分解に抵抗してきたそれらの頑強な炭化水素成分に追加の分解エネルギーが
供給される。したがって、その発明はまた、蒸発／穏やかな分解ユニットの全体のプロセ
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スを、前記の蒸発－穏やかな分解スペクトルの穏やかな分解端にさらに移動させようとし
ている。
【００２０】
　前記特許の開示の全体は、参照により本明細書に組み込まれている。
【００２１】
　ＵＳＰ‘９６１と共通の発明者要件および譲受人を有する、２００５年９月２日出願の
米国特許出願第１１／２１９，１６６号は、炭化水素蒸気と炭化水素液体の混合物を生成
させるためのオレフィンプラント用の供給原料として全原油を使用する方法を対象として
いる。蒸気状炭化水素は、残りの液体から分離され、その蒸気は過酷な分解操作に回され
る。
【００２２】
　ガソリン需要が増加する期間中は、ガソリンの供給（貯蔵）は、留出物を含めての多様
な原油画分を流動接触分解などの多様な精製用接触分解プロセスにかけることによって増
加させることができる。したがって、原油１バレルから生成するガソリン／ナフサの量は
、所望なら増加させることができる。上で定義された留出物ではそうはならない。原油１
バレルから回収される留出物の量は、固定しており、ガソリンの場合のように増加させる
ことができない。留出物の製造（供給）を増加させる唯一の方法は、原油の追加のバレル
を精製することによる。
【００２３】
　したがって、さもなくば熱分解炉用供給原料からオレフィンを形成する熱分解炉のため
の供給原料（ｆｅｅｄ）になるような供給原料から留出物を回収することが非常に望まし
い時が存在し、本発明は、まさにこうした方法を提供するものである。
【００２４】
　本発明を使用することによって、供給の足りない貴重な留出物は、分解用供給原料から
別個に回収することができ、したがって、価値のより低い分解生成物に転換されることか
ら守られることになる。本発明によって、高品質の留出物が、分解から守られるだけでな
く、当業者には明白であると思われる手法よりも熱効率が大きく、資本支出が小さいにも
拘らずそうされる。
【００２５】
　当業者なら、分解すべき供給原料を最初に従来の蒸留塔にかけることによって分解用供
給原料から留出物を蒸留するであろう。この手法では、塔を建設し、こうした塔に伴う通
常のリボイラーおよびオーバヘッド凝縮装置をこの装置に装備するのに多額の資本の必要
があると思われる。本発明によって、蒸留塔より小さい資本コストでもはるかに大きいエ
ネルギー効率が実現されるような方式でスプリッタが用いられる。本発明によって、その
機能を排除することなく、リボイラー、オーバヘッド凝縮器、および関連の蒸留塔装置が
除外されるので、かなりの資本コストが節約される。さらには、本発明は、蒸留塔よりも
運転のエネルギー効率がはるかに大きい。というのは、蒸留塔で必要であると思われる余
分なエネルギーが本発明では必要でないのは、本発明が、その代わりに、分解炉の運転で
既に消費されるはずであるエネルギーをそのスプリッティング機能のために利用し（分解
炉の上流にある独立の蒸留塔を運転するのに消費されるエネルギーではなく）、スプリッ
タの蒸気生成物が直接に炉の分解区画に向かうからである。
【００２６】
　最後に、低オクタン価の直留ナフサを分解し、少量の直留留出物成分を分離し、本方法
と原油精製工程との統合を介して高オクタン価のガソリン製造を最大化することによって
、本発明は、前記の方法を従来の精製工程と統合して原油／コンデンセート１バレルの利
用効率を最大化するものである。
【００２７】
　発明の概要
　本発明によれば、上に記載されたように、全原油および／または天然ガスコンデンセー
トをオレフィンプラント用の供給原料として利用するための方法が提供され、この方法に
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よって、上に記載されたように、留出物の回収が最大化し、留出物より沸点が低い材料が
オレフィンプラント用の供給原料として残り、本方法を原油精製工程と統合することによ
って留出物の回収が最大化する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の範囲内の一方法のための簡略化流れ図を示す。
【図２】本発明の範囲内の別の実施形態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　発明の詳細な説明
　本明細書で使用される「炭化水素（単数）」、「炭化水素（複数）」、および「炭化水
素性」という用語は、厳密に、つまり水素原子と炭素原子のみを含む材料を意味するもの
ではない。かかる用語は、主としてまたは本質的に水素原子および炭素原子からなるとい
う点で性質が炭化水素性であるが、酸素、硫黄、窒素、金属、無機塩などその他の元素を
多量にさえ含むことができる材料を含む。
【００３０】
　本発明で使用される「ガス状の」という用語は、本質的に蒸気状態にある１つまたは複
数のガス、例えば、単独の水蒸気、水蒸気と炭化水素蒸気の混合物などを意味する。
【００３１】
　本発明で使用される「コーク」という用語は、任意の高分子量炭素質固体を意味し、多
核芳香族化合物の縮合で形成される化合物を含む。
【００３２】
　本発明において有用であるオレフィン製造プラントは、最初に供給原料を受け入れ、分
解するために熱分解（ｐｙｒｏｌｙｓｉｓ）（熱分解（ｔｈｅｒｍａｌ　ｃｒａｃｋｉｎ
ｇ））炉を備えるだろう。炭化水素を水蒸気分解するための熱分解炉は、対流および輻射
によって加熱され、炭化水素供給原料を予熱し、輸送し、および分解するために、一連の
予熱、循環、および分解管（通常はそのような管の束である）を含む。分解用の高熱は、
炉の輻射の区画（「輻射区画」と呼ばれる場合もある）内に配置されたバーナによって供
給される。こうしたバーナからの排ガスは、炉の対流区画内を循環することによって入っ
てくる炭化水素供給原料を予熱するのに必要な熱が供給される。炉の対流および輻射区画
は、「クロスオーバ（ｃｒｏｓｓ－ｏｖｅｒ）」で結合され、上記で言及した管は、一方
の区画の内部から次の区画の内部まで炭化水素供給原料を運ぶ。
【００３３】
　分解炉は、低温のために反応速度定数が小さい輻射管（コイル）入口から始まる輻射区
画での加熱が速やかに行われるように設計される。伝達熱の大部分は、単純に、炭化水素
を入口温度から反応温度まで上昇させる。コイルの中間部では、温度の上昇速度はより小
さいが、分解速度はかなりのものである。コイル出口では、温度の上昇速度は幾分か増加
するが、入口ほど速やかではない。反応物の消滅速度は、その反応速度定数とその局在濃
度との積である。コイルの末端では、反応物の濃度は、小さく、プロセスガス温度を上昇
させることによってさらに分解させることができる。
【００３４】
　炭化水素の供給原料を水蒸気で希釈すると、炭化水素の分圧が低下し、オレフィンの形
成が向上し、輻射管内でコークが形成される傾向が減少する。
【００３５】
　分解炉は、典型的には、長方形の火室を備え、直立管が、輻射耐火物壁の間の中心に位
置する。この管は、その頂部で支持されている。
【００３６】
　輻射区画の燃焼は、ガス状または混合ガス状／液状燃料を使用して壁または床に設置さ
れたバーナまたはその両方の組合せを用いて実現される。火室は、典型的には、わずかな
負圧下にあり、煙道ガスが上方に流れている場合が最も多い。対流区画内への煙道ガス流
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は、自然ドラフトまたは強制ドラフトファンのうちの少なくとも１つによって実現される
。
【００３７】
　輻射コイルは、通常、火室の中心から下方に単一面内に吊されている。輻射コイルは、
単一面内に入れ子になる（ｎｅｓｔｅｄ）ことも、または交互になった二重列の管配置で
平行に位置させることもできる。バーナから輻射管への熱伝達は、大部分は輻射、したが
って熱「輻射区画」によって行われ、そこでは、炭化水素は約１４５０°Ｆ～約１５５０
°Ｆ（約７８８～約８４３℃）まで加熱され、それによって過酷な分解を受ける。
【００３８】
　したがって、最初は空の輻射コイルは、加熱された（ｆｉｒｅｄ）管式化学反応器であ
る。炉への炭化水素供給原料は、輻射区画からの煙道ガス、対流区画の供給原料の水蒸気
希釈などで対流加熱されることによって、対流区画で約９００°Ｆ～約１，０００°Ｆ（
約４８０～約５４０℃）まで予熱される。予熱した後、従来の商用炉では、供給原料は、
輻射区画内にすぐに入る状態にある。
【００３９】
　典型的な炉では、対流区画は、複数のゾーンを含んでよい。例えば、供給原料は、初め
に第１の上部ゾーンで予熱し、ボイラー供給水は、第２のゾーンで加熱し、供給原料と水
蒸気の混合物は、第３のゾーンで加熱し、水蒸気は、第４のゾーンで過熱し、最後の供給
原料／水蒸気混合物は、底部の第５のゾーンで完了まで予熱することができる。ゾーンの
数およびその機能は、大幅に変化することができる。したがって、熱分解炉は、複雑で可
変の構造であり得る。
【００４０】
　輻射区画を去るガス状分解炭化水素は、分解パターン（ｃｒａｃｋｉｎｇ　ｐａｔｔｅ
ｒｎ）の破壊を防止するために、速やかに降温される。分解ガスを下流のオレフィン製造
プラントでさらに処理する前の分解ガスの冷却によって、炉および／またはオレフィンプ
ラントでの再使用のために高圧水蒸気として大量のエネルギーが回収される。これは、当
技術分野でよく知られている伝達用ライン熱交換器（ｔｒａｎｓｆｅｒ－ｌｉｎｅ　ｅｘ
ｃｈａｎｇｅｒｓ）を使用して実現されることが多い。
【００４１】
　輻射コイルの設計者は、滞留時間の短縮、高温、および炭化水素の低分圧を求めて努力
している。コイルの長さおよび直径は、コイル当たりの供給原料速度、温度能力に関する
コイルの冶金性、およびコイルのコーク堆積速度によって決まる。コイルは、低供給原料
速度および炉当たりの多数の管状コイルの場合の単一の小直径管から、高供給原料速度お
よび炉当たりのより少ないコイルの場合の長尺の大直径管までおよぶ。より長いコイルは
、ｕ字型ベンドで連結された往復の管配置（ｌｅｎｇｔｈｓ　ｏｆ　ｔｕｂｉｎｇ）から
なる。多様な組合せの管を用いることができる。例えば、４本の細い平行な管は、２本の
より大きい直径のやはり平行な管に供給することができ、次いで、これは、直列に連結さ
れたさらに大きい一つの管に供給することができる。このように、コイルの長さ、直径、
ならびに直列および／または並列流の配列は、炉間で広範囲に変更することができる。炉
は、その設計が工業所有権上の特徴を有するために、その製造者で呼ばれる場合が多い。
本発明は、限定されないが、Ｌｕｍｍｕｓ，Ｍ．Ｗ．Ｋｅｌｌｏｇ＆Ｃｏ．、Ｍｉｔｓｕ
ｂｉｓｈｉ，Ｓｔｏｎｅ＆Ｗｅｂｓｔｅｒ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｃｏｒｐ．、ＫＴ
Ｉ　Ｃｏｒｐ．、Ｌｉｎｄｅ－Ｓｅｌａｓなどによって製造されたものを含めての任意の
熱分解炉に適用可能である。
【００４２】
　炉から発生する分解炭化水素の下流での処理は、大きく変化し、特に、最初の炭化水素
供給原料がガスまたは液体のいずれであるかに基づいて大きく変化する。本発明は、供給
原料として全原油および／または液状天然ガスコンデンセートを使用するので、本明細書
では、下流の処理は、液が供給されるオレフィンプラントについて説明することにする。
液状原料、従来技術でのナフサから軽油まで、ならびに本発明での原油および／またはコ
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ンデンセートから得られるガス状分解炭化水素の下流処理は、液状供給原料中に存在する
より重質の炭化水素成分のために、ガス状供給原料の場合より複雑である。
【００４３】
　液状炭化水素原料においては、下流の処理では、プラント間で変化し得るが、典型的に
は、炉排出物が、例えば、前記の伝達用ライン熱交換器での熱交換の後、油で急冷される
。その後、分解炭化水素ストリームは、重質液体を取り除くために一次分留にかけられた
後、凝縮しなかった炭化水素が圧縮され、酸ガスおよび水がそこから除去される。次いで
、多様な所望の生成物、例えば、エチレン、プロピレン、分子当たり４個の炭素原子を有
する炭化水素の混合物、燃料油、熱分解ガソリン、および高純度水素ストリームが、個別
に分離される。
【００４４】
　本発明によれば、オレフィンプラント熱分解炉用の全部分または大部分の一次（最初の
）原料として、分留、蒸留などにかけていない原油および／またはコンデンセート液体を
利用するプロセスが提供される。そうすることによって、本発明では、最初に上記で説明
した従来技術で行われているように、炉用の一次原料として働かせるために、コンデンセ
ートをコストの高い蒸留にかけて、例えば、ナフサ、ケロシン、軽油などから多様な画分
にする必要性がなくなる。
【００４５】
　本発明によって、一次供給原料として原油および／またはコンデンセートを使用しつつ
、前記の利点（高いエネルギー効率および資本コストの低減）が実現される。そうするこ
とによって、分解されるべきより軽質で蒸気状の炭化水素から留出物画分が容易に分離さ
れるために、液状コンデンセート供給原料中に最初に存在する留出物画分を本質的に液体
状態に維持しつつ、炉の輻射区域に回された炭化水素ストリームの完全な蒸発が実現され
る。
【００４６】
　本発明は、例えば、ＵＳＰ‘９６１に開示の装置を使用して実施することができる。し
たがって、本発明は、対流および輻射区画と別個に、およびそれらから独立に運転される
内蔵式（ｓｅｌｆ－ｃｏｎｔａｉｎｅｄ）蒸発設備を使用して実施することができ、（１
）炉の一体（ｉｎｔｅｇｒａｌ）区画、例えば、対流区画の中または近傍であるが、輻射
区画の上流である炉内部および／または（２）炉自体の外部であるが炉と流体連通（ｆｌ
ｕｉｄ　ｃｏｍｍｕｎｉｎｃａｔｉｏｎ）している部分として用いることができる。炉の
外部で用いられる場合は、原油および／またはコンデンセート一次供給原料は、炉の対流
区画で予熱され、対流区画および炉から出て独立の蒸発設備に回される。次いで、この独
立設備の蒸気状炭化水素生成物は、炉の輻射区画に入るために炉内に戻される。予熱は、
所望なら炉の対流区画以外で、または炉の内部および／または外部の任意の組合せで実施
することができ、それでも本発明の範囲内である。
【００４７】
　本発明の蒸発ユニット（例えば、ＵＳＰ‘９６１の区画３）は、例えば、約周囲温度か
ら約３５０Ｆ（約１８０℃）まで、好ましくは、約２００から約３５０Ｆまで（約９３～
約１８０℃）予熱されてもよく、予熱されなくてもよいコンデンセート供給原料を受け入
れる。これは、供給原料の完全蒸発に必要であるより低い温度範囲である。任意の予熱は
、必ずではないが、好ましくは、このようなコンデンセートが一次供給原料である同じ炉
の対流区画で行われる。
【００４８】
　したがって、本発明の蒸発操作工程の第１のゾーン（ＵＳＰ‘９６１のゾーン４）では
、蒸気／液体分離が行われ、予熱された供給原料ストリームの蒸気状炭化水素およびある
としたらその他のガスが、予熱後も依然として液体のままである留出物成分から分離され
る。前記のガスは、蒸気／液体分離区画から取り除かれ、炉の輻射区画に回される。
【００４９】
　この第一の、例えば、上部のゾーンにおける蒸気／液体分離では、任意の従来の方式、



(10) JP 2010-506996 A 2010.3.4

10

20

30

40

50

すなわち、当技術分野でよく知られ、明らかである多数の方法および手段で留出物液体が
ノックアウト（ｋｎｏｃｋ　ｏｕｔ）される。液体の蒸気／液体分離用の適切な装置とし
て、蒸気の接線入口（ｔａｎｇｅｎｔｉａｌ　ｖａｐｏｒ　ｅｎｔｒｙ）を備えた液体ノ
ックアウト槽、遠心セパレータ、従来のサイクロンセパレータ、シェーペンテータ（ｓｃ
ｈｏｅｐｅｎｔｏｅｔｅｒｓ）、羽根式液滴セパレータなどが挙げられる。
【００５０】
　前記の蒸気からこうして分離された液体は、第２の、例えば、下部のゾーン（ＵＳＰ‘
９６１のゾーン９）内に移動する。これは、外部の管によって実施することができる。あ
るいは、これは、蒸発ユニットの内部で実施することもできる。この第２のゾーンの長さ
に沿って入り、移動する液体は、到来する、例えば、上昇する水蒸気にぶつかる。除去さ
れたガスを含まないこの液体は、到来する水蒸気の熱エネルギーおよび希釈効果の影響を
フルに受ける。
【００５１】
　この第２のゾーンは、穴あき板（複数可）、トラフ（ｔｒｏｕｇｈ）分散板、二重流ト
レー（複数可）、チムニートレー（複数可）、スプレーノズル（複数可）などの少なくと
も１つの液体分散装置を備えることができる。
【００５２】
　この第２のゾーンはまた、この第２のゾーンでの液体と蒸気の十分な混合を促進するた
めに、その一部分に、１つまたは複数の従来の塔充填材料および／またはトレーを備える
こともできる。
【００５３】
　残りの液状炭化水素は、この第２のゾーン内を移動（降下）するので、存在する場合が
あるガソリンまたはナフサなどのより軽質な材料は、それと接触する高エネルギーの水蒸
気によって大部分が蒸発することができる。このために、蒸発するのがより困難である炭
化水素成分が、降下し続け、水蒸気の液状炭化水素に対する比がますます高くなり、ます
ます高い温度にさらされることが可能になることによって、水蒸気のエネルギーと水蒸気
分圧の上昇に伴う液状炭化水素分圧の低下の両方により炭化水素成分が蒸発することが可
能になる。
【００５４】
　図１は、本発明のプロセスの一実施形態を示す。上で議論したように現実の炉は複雑な
構造であるので、ここでの図１および図２は、簡単および簡潔のために非常に図式的であ
る。図１は、従来の分解炉１を示し、原油一次供給原料２が、炉１の対流区画の予熱区画
３に回される。この予熱区画３はまた、従来のエコノマイザーを備えることができ、ボイ
ラー供給水（ＢＦＷ）４および５も加熱される。水蒸気６も本発明の方法で使用するため
に炉のこの区画で過熱される。
【００５５】
　次いで、予熱された原油分解供給原料は、管（ライン）１０を経由して前記蒸発ユニッ
ト１１に回され、そのユニットは、上方蒸発ゾーン１２と下方ゾーン１３に分離されてい
る。このユニット１１は、主として（支配的に）、予熱工程後に依然として液体状態にあ
る、少なくとも大部分のナフサおよびガソリン沸点範囲、ならびにより軽質な材料の蒸発
を実現する。ユニット１１で受け入れる予熱供給原料に随伴するガス状材料、およびゾー
ン１２で形成される追加のガス状材料は、ライン１４を経由してゾーン１２から除去され
る。したがって、ライン１４は、ゾーン１２に存在する本質的にすべてのより軽質な炭化
水素蒸気、例えば、ナフサおよびガソリン沸点範囲およびそれらより軽質なものを運び去
る。多少の液状ガソリンおよび／またはナフサを含み、または含まないゾーン１２に存在
する液状留出物は、ライン１５を介してそこから除去され、低部ゾーン１３の内部上方に
回される。本実施形態では、ゾーン１２および１３は、固体トレーであってもよい不浸透
（ｉｍｐｅｒｍｅａｂｌｅ）壁１６によって相互の流体連通から分離されている。ライン
１５は、ゾーン１２と１３の間の外部流体下降流連通を表す。その代わりに、またはそれ
に加えて、ゾーン１２および１３は、液体がゾーン１３の内部に下降し、蒸気がゾーン１
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２の内部に上昇することを可能にするように設計された１つまたは複数のトレーを使用し
て、壁１６が少なくとも部分的に液体浸透性（ｐｅｒｍｅａｂｌｅ）になるように改変す
ることによってその間に内部流体連通を備えることができる。例えば、不浸透性壁１６の
代わりに、チムニートレーを使用することもでき、その場合は、ライン１７によって運ば
れる蒸気は、ライン１５を介してユニット１１の外部からではなく、ユニット１１の内部
で区画１３内に下降するであろう。この内部下降流の場合では、分散器１８は、任意選択
である。
【００５６】
　いずれの経路によってでもよいが、液体は、ゾーン１２からゾーン１３に除去され、そ
の液体は、下方に移動しゾーン１３内に入り、したがって、少なくとも１つの液体分散装
置１８に遭遇することができる。装置１８は、ユニット１１の横断面全体に液体を均一に
分散するので、その液体は塔の幅全体に均一に流れ、充填物９と接触することになる。
【００５７】
　希釈水蒸気６は、過熱ゾーン２０内を通過し、次いで、ライン２１を介して、充填物１
９の下方にあるゾーン１３の低部の部分２２に入る。充填物１９では、ライン２１からの
水蒸気および液体は、相互に密に混合され、したがって、液体１５の一部が蒸発する。こ
の新たに形成された蒸気は、希釈水蒸気２１とともに、ライン１７を介してゾーン１３か
ら除去され、ライン１４の蒸気に加えられることによってライン２５の組合された炭化水
素蒸気生成物を形成する。ストリーム２５は、供給原料２からの本質的に炭化水素の蒸気
、例えば、ガソリンおよびナフサ、ならびに水蒸気を含むことができる。
【００５８】
　したがって、ストリーム１７は、供給原料ストリーム２の一部分に希釈水蒸気２１を加
えて、ボトムストリーム２６に存在する供給原料２からの液体留出物（複数可）およびよ
り重質な成分を差し引いたものを表す。ストリーム２５は、炉１の対流ゾーンのより熱い
（より低い）区画にある混合供給原料予熱ゾーン２７を通過することによって、存在する
材料すべての温度をさらに上昇させ、次いで、クロスオーバライン２８を介して、炉１の
輻射火室の輻射コイル（管）２９に入る。ライン２８は、炉の導管（ｃｏｎｄｕｉｔ）３
０の内部でも外部でもよい。
【００５９】
　ストリーム６は、ゾーン１３で全体を用いてもよく、またはその一部は、ライン１４お
よび／またはライン２５のいずれかで用いることによってライン１４または２５での液体
の形成を防止する助けになる。
【００６０】
　炉１の輻射火室区画では、多数で多様な炭化水素成分を含むライン２８からの供給原料
は、前記の過酷な熱分解条件にかけられる。
【００６１】
　分解生成物は、ＵＳＰ‘９６１に示されるような炉１の下流のオレフィンプラントの残
りの部分でさらに処理するためにライン３１を経由して炉１の輻射火室区画を去る。
【００６２】
　ユニット１１の区画１３は、液体１５を熱ガスまたは複数の熱ガス、例えば水蒸気２１
と接触させるための表面積を提供する。区画１３内の液体とガスの向流によって、最重質
（最高沸点）液体が、熱ガスの炭化水素に対する最大の比と同時に最高温度のガスで接触
することが可能になる。
【００６３】
　本発明の精製装置統合態様に従って、供給原料２中の留出物（複数可）の大部分または
全部ではないが、多くの量を含むユニット１１のボトムストリーム２６は、ライン２６経
由で、原油精製装置の常圧蒸留ゾーン（塔）３２に回され、そこで、従来の仕方で、供給
原料２６は、１つまたは複数のケロシン画分３３および３４、常圧軽油３５、および常圧
残渣３６などその多様な画分に分離される。ボトム３６は、そのプロセスの製品として販
売し、または接触分解ユニット用の原料として使用し、または重質燃料油の製造で用い、
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あるいはそれらの任意の組合せとすることができる。
【００６４】
　従来のオレフィン製造プラントでは、予熱された供給原料１０は、希釈水蒸気２１と混
合され、次いでこの混合物が、予熱ゾーン３から直接に炉１の輻射区画２９内に直接に回
され、過酷な熱分解条件にかけられるだろう。対照的に、本発明は、代わりに、例えば、
約２００～約３５０Ｆ（約９３～約１８０℃）の温度の予熱された供給原料を、図１の実
施形態で示された独立ユニット１１内に回す。図１に示すように、このユニットは、物理
的に、炉１の外側に位置する。
【００６５】
　図１の実施形態では、ユニット１１は、ライン１０を介して炉１からの予熱供給原料を
受け入れる。本発明のその他の実施形態では、予熱区画３は、使用する必要がなく、供給
原料２は、直接ユニット１１に供給される。
【００６６】
　明瞭性と理解のために、図１の実施形態は、本発明の直線的な前進図である。実際には
、区画１３の運転を既存の原油精製と統合したものは、より複雑になり得ると思われる。
例えば、ストリーム２６は、精製ユニット３２に直接供給される代わりに、本発明の前に
はユニット３２に通常導入される原油供給原料と最初に混合することができる。したがっ
て、図１の実施形態では、ストリーム２６は、ストリーム２６を利用できない場合に通常
ユニット３２に供給される新鮮な原油供給原料３７と混合することができる。次いで、原
油供給原料と区画１３の底部生成物２６の混合物は、単一供給原料混合物としてユニット
３２に回されることになるであろう。こうした場合では、図１のユニット３２は、原油供
給原料３７から誘導された軽質ガソリン／ナフサを含む少なくとも１つの追加のストリー
ム３８を生成するであろう。
【００６７】
　従来の原油供給原料３７にストリーム２６を加えることは、ユニット３２から回収され
る留出物３３～３５の量が、ユニット３２における原油供給原料３７のみの処理から回収
されるはずの量より非常に顕著に増加するという点で非常に明確な利点を有する。原油精
製装置の通常の操作を区画１３と統合するその他の利点は、当業者には明らかであろうし
、本発明の範囲内である。
【００６８】
　図２は、本発明内の方法のさらなる別の実施形態を示す。図２では、本発明に従ったさ
らなる原油精製の統合が示される。図２では、図１の常圧底部生成物３６は、従来の真空
蒸留ユニット３７へ供給原料として移送され、そのユニットでは、少なくとも供給原料３
６は、分離されて、少なくとも真空軽油画分３８になり、それによって、真空底部画分３
９が残される。真空軽油画分（複数可）３８は、従来の接触分解ユニット用の供給原料と
して使用することができる。残渣３９は、従来のディレードコーキングユニット（ｄｅｌ
ａｙｅｄ　ｃｏｋｉｎｇ　ｕｎｉｔ）用の原料として使用することができる。
【００６９】
　図１および２の例示的な実施形態では、分離された液状炭化水素１５は、供給原料２の
留出物含量の全部ではないにしても大部分を含む。区画１２の運転温度に応じて、液体１
５は、本質的に、前記の１つまたは複数の留出物材料のみを含み、またはかかる材料と、
限定（ｆｉｎｉｔｅ）量のナフサなどのより軽質な材料を合わせたものを含むことができ
る。留出物生成物中に限定量のナフサを含むことが望ましくある場合もあり、本発明は、
本質的に留出物画分のみから、または留出物画分と、供給原料ストリーム２を構成するよ
り軽質な画分の限定量を合わせたものから構成される生成物ストリーム２６を形成する柔
軟性を提供する。
【００７０】
　したがって、原料２が、約１００～約１３５０Ｆ（約３８～約７３２℃）の範囲で沸騰
し、ナフサ（約１００～約３５０Ｆ（約３８～約１８０℃）の範囲で沸騰）に少なくとも
１つの留出物画分（例えば、大部分が約３５０～約６５０Ｆ（約１８０～約３４０℃）の
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範囲で沸騰する）を加えたものを含む場合、その供給原料は、本発明に従って、ユニット
３で予熱し、さらにユニット１１で加熱することによって、ライン１４および１７経由で
除去するために存在するナフサの本質的にすべてを蒸発させることができる。それによっ
て、これは、ライン２６経由で回収される液状留出物のみを本質的に残すことができよう
。この結果を実現するためのユニット３および１１の運転温度は、供給原料２の組成に応
じて広く変更することができるが、一般には、約１５０～約５００Ｆ（約６６～約２６０
℃）の範囲になることになる。
【００７１】
　代替としては、ライン２６経由で回収された状態で、留出物とともに液体状態の一部の
ナフサを残すことが望ましい場合、仮に使用された場合のユニット３およびユニット１１
の運転温度は、こうした結果を実現するために変更することができる。ストリーム２６中
に本質的に留出物のみを含むことが望ましくない場合、ストリーム２６に対して液体状態
で残されるナフサの量は、本発明では、広く変更することができるが、一般に、ストリー
ム２６中の留出物とナフサの合計重量に対して最大約３０ｗｔ．％になろう。この結果を
実現するための仮に使用された場合のユニット３およびユニット１１の運転温度は、供給
原料２の組成、水蒸気の量、および使用される圧力に応じて広く変更することができるが
、一般には、約１５０～約４５０Ｆ（約６６～約２３０℃）の範囲になることになる。
【００７２】
　ストリーム１５は、ゾーン１２から低部の、第２ゾーン１３内に下降し、ゾーン１３中
に当初存在する望ましくない液状ナフサ画分が任意の量になるまで蒸発することができる
。こうしたガス状炭化水素は、ゾーン１３の低部の部分（区画２２）、例えば、底部の半
分または１／４にライン２１経由で導入された後にゾーン１３を通って上昇する熱ガス２
１、例えば、水蒸気の影響のためにライン１７経由でユニット１１から出る。
【００７３】
　もちろん、ユニット３および１１はまた、所望であれば、蒸気状のストリーム１４およ
び／または１７中に多少の留出物を残すように運転することもできる。
【００７４】
　供給原料２は、約周囲温度～最高約３００Ｆ（約１５０℃）の温度、常圧よりわずかに
高い圧力～最高約１００ｐｓｉｇ（約６９０ｋＰａＧ）（以後、「常圧～１００ｐｓｉｇ
」という）の圧力で炉１に入ることができる。供給原料２は、約周囲温度～約５００Ｆ（
約２６０℃）の温度、常圧～１００ｐｓｉｇの圧力でライン１０経由でゾーン１２に入る
ことができる。
【００７５】
　ストリーム１４は、本質的にすべて、供給原料２から形成される炭化水素蒸気であり得
、約周囲温度～約４００Ｆ（約２００℃）の温度、常圧～１００ｐｓｉｇの圧力である。
【００７６】
　ストリーム１５は、本質的に、供給原料２からの残りの液体のすべてから予熱器３で蒸
発したものを差し引いたものであり、約周囲温度～約５００Ｆ（約２６０℃）の温度、常
圧よりわずかに高い圧力～最高約１００ｐｓｉｇ（約６９０ｋＰａＧ）（以後、「常圧～
１００ｐｓｉｇ」という）の圧力でありうる。
【００７７】
　ストリーム２５で表されるストリーム１４および１７を合わせたものは、約１７０～約
４００Ｆ（約７７～約２００℃）の温度、常圧～１００ｐｓｉｇの圧力であり得、例えば
、約０．１～２、好ましくは、約０．１～約１の、オーバーオールの水蒸気／炭化水素比
（炭化水素のポンド数あたりの水蒸気のポンド数）を含む。
【００７８】
　ストリーム２８は、約９００～約１，１００Ｆ（約４８０～約５９０℃）の温度、常圧
～１００ｐｓｉｇの圧力であり得る。
【００７９】
　液状留出物２６は、本質的に、中間留出物沸点範囲およびそれより重質な成分のみを含
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むことができ、または、そうした成分とストリーム１４および／または１７で見られるよ
り軽質な成分の混合物であり得る。留出物ストリーム２６は、約５５０Ｆ（約２９０℃）
未満の温度、常圧～１００ｐｓｉｇの圧力であり得る。
【００８０】
　ゾーン１３では、希釈比（熱ガス／液滴）は、コンデンセートの組成が広く変化するの
で、広く変化することになる。一般には、ゾーン１３の頂部における熱ガス２１、例えば
、水蒸気の炭化水素に対する比は、約０．１／１～約５／１、好ましくは、約０．１／１
～約１．２／１、より好ましくは、約０．１／１～約１／１であり得る。
【００８１】
　水蒸気は、ライン２１経由で導入される適切な熱ガスの例である。その他の材料が、用
いられる水蒸気中に存在してもよい。ストリーム６は、従来の分解プラントで通常使用さ
れる類の水蒸気であり得る。かかるガスは、好ましくは、ゾーン１３に入る液状炭化水素
１５の多くの画分を蒸発させるのに十分な温度である。一般には、導管２１からゾーン１
３に入るガスは、少なくとも約３５０Ｆ（約１８０℃）、好ましくは、約６５０～約１，
０００Ｆ（約３４０～約５４０℃）の温度、常圧～１００ｐｓｉｇであろう。かかるガス
は、簡単のために、以後水蒸気という用語単独で呼ぶことにする。
【００８２】
　ストリーム１７は、約３５０Ｆ（約１８０℃）未満の沸点を有する、水蒸気と炭化水素
蒸気の混合物であってよい。運転者が、一部の留出物をストリーム１７に入れることを望
む状況が存在する場合があり、かかる状況は本発明の範囲内であることに留意されたい。
ストリーム１７は、約１７０～約４５０Ｆ（約７７～約２３０℃）の温度、常圧～１００
ｐｓｉｇの圧力であり得る。
【００８３】
　充填物および／またはトレー１９は、ライン２１から入る水蒸気のための表面積を提供
する。したがって、区画１９は、下降流の液体を、ライン２１から入る上昇流の水蒸気と
接触させるための表面積を提供する。区画１３内の向流によって、最重質（最高沸点）の
液体が、水蒸気の油に対する比が最大で、同時に最高温度の水蒸気と接触することが可能
になる。
【００８４】
　ライン２１からの水蒸気は、例えば、導管２内に導入されてもよい希釈水蒸気（図示せ
ず）が行うように、分圧のための希釈剤としてただ働くのではないことを知ることができ
る。それよりも、ライン２１からの水蒸気は、希釈機能を行うのみでなく、液体状態に依
然としてある炭化水素のための追加の蒸発エネルギーをも提供する。これは、より重質の
炭化水素成分の蒸発を実現するのに十分なエネルギーを用い、エネルギー入力を制御する
ことによって実現される。例えば、ライン２１の水蒸気を使用することによって、供給原
料２の液体のかなりの蒸発が実現される。それによって、炭化水素の液滴が、ゾーン１３
で徐々に下方に移動する際に、非常に高い水蒸気希釈比および最高温度の水蒸気が、最も
必要な場所で提供される。
【００８５】
　ユニット１１は、炉１の外側の独立ユニットである代わりに、ゾーン１３が全体として
炉１の内部に存在するように、この炉の対流ゾーンの内部に物理的に含まれ得る。炉内に
ユニット１１を全部含有することは、多様な炉設計上の検討事項にとって望ましい場合が
あるが、これは、本発明の利益を実現するために必要ではない。ユニット１１はまた、炉
の外側でその全体または一部分を用いることもでき、それでも依然として本発明の趣旨内
であり得る。炉１内にユニット１１の全体を置くこと、および炉１外にユニット１１の全
体を置くことは、当業者には明らかであろうし、また本発明の範囲内である。
【００８６】
　実施例
　ナイジェリアからのオソ（Ｏｓｏ）コンデンセートとして特徴づけられる天然ガスコン
デンセートストリーム５を貯蔵タンクから取り出し、温度および圧力の周囲条件で熱分解
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炉１の対流区画に直接供給する。この対流区画では、このコンデンセートの最初の供給原
料を約３５０Ｆ（約１８０℃）、約６０ｐｓｉｇ（約４１０ｋＰａＧ）に予熱し、次いで
、蒸発ユニット１１に回し、そこで、３５０Ｆ（１８０℃）、約６０ｐｓｉｇ（約４１０
ｋＰａＧ）でガソリンガスとナフサガスの混合物をそのユニットのゾーン１２で留出物液
体から分離する。輻射コイル２９の出口で１，４５０°Ｆ～１，５５０°Ｆ（７８８～８
４３℃）の温度範囲で過酷な分解を行わせるために同じ炉の輻射区画に移送する目的で分
離されたガスをゾーン１２から除去する。
【００８７】
　前記の随伴する炭化水素ガスから分離された後の、供給原料２から残留する炭化水素液
体を低部区画１３に移送し、その区画でその底部まで降下させる。約１，０００Ｆ（約５
４０℃）の予熱水蒸気２１をゾーン１３の底部近傍に導入することによって区画２２にお
ける水蒸気の炭化水素に対する比約０．５が得られる。降下する液滴は、ゾーン１３の底
部からその頂部に向かって上昇する水蒸気との向流である。ゾーン１３で下降する液体で
は、水蒸気の液体炭化水素に対する比は、区画１９の頂部から底部に向かって増加する。
【００８８】
　約３４０Ｆ（約１７０℃）の水蒸気とナフサ蒸気１７の混合物１７をゾーン１３の頂部
近傍から引き出し、ライン１４を介してゾーン１２から先に取り出されたガスと混合する
ことによって、存在する炭化水素１ポンド（０．４５ｋｇ）当たり約０．５ポンド（０．
２３ｋｇ）の水蒸気を含む複合水蒸気／炭化水素蒸気ストリーム２５を形成する。この複
合ストリームを約５０ｐｓｉｇ（約３５０ｋＰａＧ）未満で約１，０００Ｆ（約５４０℃
）までゾーン２７で予熱し、炉１の輻射火室区画内に導入する。
【００８９】
　ユニット１１の底部生成物２６を約４６０Ｆ（約２４０℃）の温度および約６０ｐｓｉ
ｇ（約４１０ｋＰａＧ）の圧力で取り出し、常圧蒸留ユニット３２に回し、そのユニット
を約３ｐｓｉｇ（約２１ｋＰａＧ）で約２５０Ｆ（約１２０℃）のオーバヘッド温度で運
転することによって、約３３０～約４５０Ｆ（約１７０～約２３０℃）の範囲で沸騰する
軽質ケロシン、約４５０～約５４０Ｆ（約２３０～約２８０℃）の範囲で沸騰する重質ケ
ロシン、および約５４０～約６５０Ｆ（約２８０～約３４０℃）の範囲で沸騰する常圧軽
油を含む別個のストリームをユニット３２から取り除くことができる。底部ストリーム３
６を、約６５０Ｆ（約３４０℃）の温度、および約５ｐｓｉｇ（約３０ｋＰａＧ）の圧力
でユニット３２から取り除く。
【００９０】
　本発明は、ナフサおよびより軽質な材料の分離を熱分解プロセス内に直接統合すること
によってエネルギーおよび資本コストが効率的な方式でオレフィンを生成しつつ、かつ、
直接原油精製プロセス内に統合するためにより重質な材料を保持することによって中間留
出物沸点範囲成分を生成しつつ、全原油、天然ガスコンデンセート、およびその混合物か
ら直留ナフサ沸点範囲およびより軽質な材料の効率的な分離を提供することが前記から理
解することができる。本発明の精製統合の特徴の１つの結果は、ジェット燃料およびディ
ーゼル燃料製造で直接最も良好に使用される軽質および重質ケロシン画分を精製常圧蒸留
ユニットから製造することである。本発明の精製統合の特徴のさらなる結果は、最大のア
ップグレーディングを得るために真空蒸留ユニット用の供給原料として常圧蒸留ユニット
のボトムを使用することである。真空蒸留ユニットからの真空軽油は、ガソリンを製造す
るために流動接触分解ユニットに送ることができる。このために、熱分解炉で低オクタン
価直留ナフサを分解し、より少量の直留中間留出物成分を分離し、かつ、接触分解ユニッ
トへの供給原料としての真空軽油の使用を介して、高オクタン価のガソリン製造を最大化
することによって、例えば、原油供給原料の効率的な利用が最大化される。
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【手続補正書】
【提出日】平成21年1月23日(2009.1.23)
【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】
　以下の工程を含む方法、
（ａ）全原油（ｗｈｏｌｅ　ｃｒｕｄｅ　ｏｉｌ）、天然ガスコンデンセートおよびそれ
らの混合物のうちの少なくとも１つからなり、少なくとも１つの留出物（ｄｉｓｔｉｌｌ
ａｔｅ）を含む供給原料を供給し（ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ）；
（ｂ）該供給原料を蒸発ユニットの第一のゾーンに導いて、該第一のゾーン内の該供給原
料の部分を第一のガス状（ｇａｓｅｏｕｓ）ストリームと第一の液状ストリームとに分離
し；
（ｃ）該第一の蒸気（ｖａｐｏｒ）ストリームを熱分解炉にまわし；
（ｄ）該第一の液状ストリームを該蒸発ユニットの第二のゾーンにまわし；
（ｅ）該第一の液状ストリームを、該蒸発ユニットの該第二のゾーンの中で、対向流の水
蒸気と接触させ、それにより該第一の液状ストリームが該水蒸気と密に混合して、第二の
蒸気ストリームと、該供給原料に当初存在していた少なくとも１つの留出物のうちのかな
りの（ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌ）量を含む第二の液状ストリームと、を生成する蒸発が引
き起こされ；
（ｆ）該第二の蒸気ストリームを熱分解炉にまわし；
（ｇ）該蒸発ユニットの該第二のゾーンから該第二の液状ストリームを回収し；および
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（ｈ）該第二の液状ストリームを常圧蒸留および真空蒸留のうちの少なくとも１つにかけ
て少なくとも１つの留出物生成物を生成させる。
【請求項２】
　前記第二の蒸気ストリームが、３３０Ｆ（１７０℃）以下の温度で沸騰し、前記第二の
液状ストリームが３３０Ｆ（１７０℃）以上の温度で沸騰し、かつ、前記第二の液状スト
リームが常圧蒸留ユニットに供給される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記蒸発ユニットが、自生（ａｕｔｏｇｅｎｏｕｓ）圧力下で、１５０～５００Ｆ（６
６～２６０℃）の温度で運転される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記常圧蒸留ユニットが、少なくとも一つのケロシン画分、常圧軽油、および常圧ボト
ムストリームを含む別個の生成物を生成する条件下で運転される、請求項２に記載の方法
。
【請求項５】
　前記常圧蒸留ユニットが運転されて軽質ケロシン画分、別個の重質ケロシン画分が生成
し、前記常圧ボトムストリームは、重質燃料油の生成、および接触分解操作用の供給のう
ちの少なくとも１つにおいて用いられる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第二の液状ストリームが３３０Ｆ（１７０℃）以下の温度で沸騰し、前記第二の液
状ストリームが３３０Ｆ（１７０℃）以上の温度で沸騰し、前記第二の液状ストリームが
常圧蒸留ユニットに供給され、該常圧蒸留ユニットが、少なくとも１つのケロシン画分、
常圧軽油、および常圧ボトム画分を含む別個の生成物を生成する条件下で運転され、
前記常圧ボトム画分が真空軽油および真空残渣を生成するために真空蒸留ユニットに供給
される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　蒸発ユニットが、自生圧力下で１５０～５００Ｆ（６６～２６０℃）の温度で運転され
る、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記真空蒸留ユニットが運転されて真空軽油画分および別個の真空残渣画分が生成し、
前記真空残渣は、ディレードコーキングユニット用の供給原料として用いられる、請求項
６に記載の方法。
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【国際調査報告】
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