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(57)【要約】
【課題】コークス炉排ガスを利用して石炭を流動層にて
乾燥分級する際に、コークス炉排ガスの温度、流量の低
下の問題を緩和して、乾燥性能の低下を防止し、事前処
理石炭の生産量の低下を防止することができると共に、
流動層中の石炭の発火を防止する。
【解決手段】熱風発生炉に、コークス炉の排ガス、及び
、流動層の排ガスを投入し、前記熱風発生炉内での燃料
の空気燃焼により、前記両排ガスを加熱して熱風とし、
当該熱風を前記流動層に導入して、前記コークス炉へ投
入する石炭を、前記流動層で乾燥及び分級するための石
炭の流動層乾燥分級方法であって、前記コークス炉の排
ガスとして、燃焼切り替えのタイミングが異なる複数の
半炉団からの排ガスの混合ガスを使用し、前記各半炉団
の燃焼切り替えの際に、前記熱風中の酸素濃度が所定の
濃度以下となるように制御して、前記流動層内の石炭の
発火を防止することを特徴とする。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱風発生炉に、コークス炉の排ガス、及び、流動層の排ガスを投入し、前記熱風発生炉
内での燃料の空気燃焼により、前記両排ガスを加熱して熱風とし、当該熱風を前記流動層
に導入して、前記コークス炉へ投入する石炭を、前記流動層で乾燥及び分級するための石
炭の流動層乾燥分級方法であって、
　前記コークス炉の排ガスとして、燃焼切り替えのタイミングが異なる複数の半炉団から
の排ガスの混合ガスを使用し、
　前記各半炉団の燃焼切り替えの際に、前記熱風中の酸素濃度が所定の濃度以下となるよ
うに制御して、
前記流動層内における石炭の発火を防止することを特徴とする石炭の流動層乾燥分級方法
。
【請求項２】
　前記各半炉団の燃焼切り替えの際の熱風を、所定の酸素濃度以下に制御する手段が、
　（ａ）前記コークス炉の燃焼室での燃焼空気比を低減して前記コークス炉排ガスの混合
ガス中の酸素濃度を低下すること、
　（ｂ）前記熱風発生炉での燃焼空気の一部又は全部を前記コークス炉排ガスの混合ガス
中の酸素で代替し燃焼用空気量を低減すること、
　（ｃ）前記コークス炉排ガスの混合ガスを前記熱風発生炉への投入前に一部放散するこ
と、及び、
　（ｄ）前記燃焼切り替え中の半炉団からのコークス炉排ガスの一部を放散すること
の１種又は２種以上の組み合わせであることを特徴とする請求項１に記載の石炭の流動層
乾燥分級方法。
【請求項３】
　前記複数の半炉団は、１炉団を構成する２つの半炉団で、かつ、該１炉団の１又は２以
上から前記混合ガスを構成することを特徴とする請求項１又は２に記載の石炭の乾燥分級
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　コークス炉に装入する石炭の流動層を用いた乾燥及び分級方法並びに装置に関するもの
であり、特に、流動層に投入する熱風としてコークス炉の燃焼排気ガスを利用した石炭の
流動層による乾燥分級方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　高炉法を用いた鉄鋼製造プロセスにおいて、その原料の１つとなるコークスを生産性高
く、かつ、品質良好に製造することは重要である。そのため、コークスの原料となる石炭
を、コークス炉に装入する前に、事前に乾燥及び分級して、水分を２～４％程度まで低減
して、コークス炉での負荷を下げるとともに、微粉と粗粒に分級し、分級された微粉を塊
成機により塊成化して、石炭の飛散防止、生産性の向上、及び、強度向上が図られてきた
。
【０００３】
　この石炭の乾燥と分級については、１装置で両方の機能を備える流動層乾燥分級装置（
以下、流動層とも言う）を用いて行う方法が知られている。流動層乾燥分級装置に供給さ
れる石炭は、流動室において、流動層乾燥分級装置下部の風箱から、その上方に設置され
ている多孔の分散板を通して送られてくる３００℃前後の熱風によって、流動化されなが
ら乾燥される。
【０００４】
　乾燥された石炭は、乾燥後の排ガスとともに、流動室上部に設置された、流動室よりも
拡幅されたフリーボード部に移動するが、ガス流速が低減されることにより、粗粒は、流
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動室に戻って、流動層乾燥分級装置出口より排出され、一方、微粉は、フリーボード部か
ら出て行く排ガスに同伴されて、後段の集塵機で捕集される。
【０００５】
　このため、分級率（微粉として捕集される石炭量の供給石炭量に対する比率）は、乾燥
程度と流動層フリーボード部の排ガス流速（送風熱風量）に依存する。
【０００６】
　したがって、流動層乾燥分級装置では、排ガス流速を支配する熱風温度及び熱風量を制
御することが、乾燥性能及び分級性能を維持するために重要である。なお、乾燥効率向上
や分級性能向上のため、流動室は、粗粒炭の移動方向（装置長手方向）に多段配置するこ
とが一般的である。
【０００７】
　なお、原料炭を、水分率２～４％に乾燥し、微粉炭を分級する理由は、乾燥の進行によ
る水分の低下及び嵩密度の向上によって、コークス炉における乾留時間短縮と炉内石炭の
高充填による乾留エネルギーの低減及び生産性の向上が見込める一方、粒径０．３ｍｍ程
度以下の微粉炭は、搬送中又はコークス炉への装入中、大気中に飛散して、環境問題を引
き起こすからである。
【０００８】
　原料炭中の微粉は、水分が高いときは、付着力が強く、凝集して粗大粒子を形成してい
るものの、水分率を４％以下、より好ましくは２％程度まで乾燥すれば、原料炭中の微粉
は、凝集しなくなり、ほぼ全量が分級可能となる。付着力の低下効果は、水分率２％でほ
ぼ飽和するので、水分率２％未満まで乾燥しても、乾燥エネルギーが多くかかるだけであ
る。原料炭を、水分率２～４％になるように乾燥することが好ましい。
【０００９】
　原料炭は、流動化のため、事前に、粉砕機により、通常６ｍｍ以下程度に粉砕されるこ
とが多いが、この場合、０．３ｍｍを分級点とすると、分級率は約３０％となる。なお、
分級後の粗粒炭中に多少の微粉炭が含まれていても（例えば、０．３ｍｍ以下の粒径を５
質量％含有）、ほとんど微粉炭の飛散は問題にはならない。
【００１０】
　分級後の微粉炭は、後工程で塊成化されて、飛散防止及び嵩密度向上の措置がなされた
後、粗粒炭と同様にコークス炉へ投入される。
【００１１】
　流動層での石炭乾燥のための熱風（例えば、３００℃）の発生には、エネルギーを多く
必要とするため、エネルギー低減のための方法が色々と考えられている。例えば、微粉集
塵後の流動層排ガスを、熱風の一部として循環使用する方法が提案されている（例えば、
特許文献１、参照）。
【００１２】
　この方法は、流動層の排ガスが、約１００℃の温度の熱量を持っていることを利用した
もので、流動層の排ガスを循環ガスとして熱風発生炉に供給し、別途供給される空気とと
もに燃料燃焼により昇温して、乾燥分級用の熱風として、再度、流動層に送風するもので
ある。
【００１３】
　また、更に、熱風エネルギーを低減するため、流動層乾燥分級装置の熱風として、乾燥
分級後の石炭の供給先であるコークス炉の燃焼室の排気ガス（以下、コークス炉排ガスと
も称する）を用いる方法も知られている（例えば、特許文献２、参照）。この方法は、コ
ークス炉排ガスが約２００℃と、循環ガスよりも高温であるので、熱風発生炉における更
なる燃料節約になると考えられる。
【００１４】
　しかしながら、コークス炉排ガスを用いて、コークス炉向けの石炭（原料炭）を、全量
、乾燥及び分級するにあたり、水分を通常１０～１２％含む原料炭を２～４％まで乾燥し
、かつ、流動層の流動性を確保しながら、微粉炭の分級能（例えば、０．３ｍｍ以下、分



(4) JP 2009-120695 A 2009.6.4

10

20

30

40

50

級率３０％程度）を確保するためには、熱風量としては、乾燥分級後の石炭の供給先であ
るコークス炉の排ガス分だけでは不足するので、循環ガスを、コークス炉排気ガスと併用
しなければならない。
【００１５】
　また、コークス炉排ガスを利用する場合、コークス炉の燃焼切り替えによって、コーク
ス炉排ガスの流量、温度、及び、性状が、短時間であるが、周期的に変化する。
【００１６】
　以下に、コークス炉の燃焼切り替えについて説明する。図１は、コークス炉の燃焼切り
替えの概要を示す図である。
【００１７】
　室炉式コークス炉においては、炭化室と燃焼室列が、約１００ｍｍの厚みの煉瓦を介し
て相対し、交互に配列されており、燃焼室で発生した熱を、煉瓦を通して炭化室内の石炭
に伝熱する。
【００１８】
　図１では、説明のため簡略化して、炭化室１列とその両側の燃焼室２列室を図示してい
るが、実際のコークス炉は、通常、炭化室と燃焼室が、交互に、５０～１２０列程度設置
されており、これらを合わせて１炉団とも称する。また、燃焼室は、１列が、通常、３０
前後の小室に分かれており、燃焼室の各小室の下部には、蓄熱室が配置されている。
【００１９】
　各小室は、２つのグループに分けられ、第一のグループの燃焼室・蓄熱室においては、
蓄熱が完了して高温状態にあり、燃料ガス（例えば、高炉ガス（ＢＦＧ）とコークス炉ガ
ス（ＣＯＧ）との混合ガス）と空気は、蓄熱室で予熱され、その上部の燃焼室で燃焼し、
次いで、燃焼した排気ガスは、第２のグループの燃焼室・蓄熱室に導入されて、燃焼室を
通過して、その下部の蓄熱室で熱回収された後、煙道を経て排出される。
【００２０】
　第一のグループの蓄熱室の温度は、燃料ガス・空気の予熱により低下し、第二のグルー
プの蓄熱室の温度は、排気ガスの蓄熱により上昇する。一定時間経過後に、第一のグルー
プを蓄熱側に、第二のグループを予熱・燃焼側に、それぞれの役割を切り替える。
【００２１】
　この切り替えを、一定時間毎に行なうことにより、予熱操作と蓄熱操作を交互に行ない
、蓄熱効率を高める操作を行う。
【００２２】
　以上のように、燃焼室の状態を、燃焼側（上昇流）と蓄熱側（下降流）とに交互に切り
替える操作を、燃焼切り替えと呼んでいる。
【００２３】
　コークス炉１炉団は、石炭塔（コールビン）を境にして、２つの半炉団（例えば、半炉
団Ａと半炉団Ｂ）に分けられ、燃焼方向の切替えは、第一のグループの燃焼ガス系統と、
第二のグループの燃焼ガス系統とを、それぞれ統合して、半炉団につき一括して行い、か
つ、他の半炉団とは、切替時期をずらして行うのが一般的である。各半炉団での燃焼切り
替えは、通常、１５～３０分に１回の頻度で行われる。
【００２４】
　この燃焼切り替え時には、一方の系統の燃焼を、徐々に減少させて行き、完全に止めて
から、もう一方の系統の燃焼を、徐々に増加させて行き、定常状態に持って行くので、燃
焼排ガスの温度が低下し、更に、流量が減少してしまうという問題があった。
【００２５】
　この問題に対応するため、コークス炉の燃焼切り替え時には、コークス炉排ガスに替え
て、流動層の排ガスを循環使用するという方法が提案されている（例えば、特許文献３、
参照）。
【００２６】
【特許文献１】実公平７－７３１１号公報
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【特許文献２】特開２００２－１８００６６号公報
【特許文献３】特開２００１－５５５８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２７】
　しかしながら、燃焼切り替え時に、コークス炉排ガスに替えて、流動層の排ガスを循環
使用する方法においては、流動層排ガスの温度が、コークス炉排ガスに比べて、１００℃
程度も低いということから、石炭の乾燥性能が落ちてしまうという問題があり、その解決
のためには、石炭の供給流量を、燃焼切り替え時の前後において減少させる必要が生じ、
コークス炉へ供給する事前処理石炭の生産量の低下を招いていた。
【００２８】
　そこで、本発明者らは、コークス炉排ガスの利用を、半炉団毎に行うのではなく、燃焼
切り替えタイミングの異なる複数の半炉団のコークス炉排ガスを混合して使用し、当該複
数の半炉団に投入する石炭量分の石炭を、１つの流動層で処理することで、各半炉団毎の
燃焼切替えの影響を緩和して、該複数の半炉団、又は、複数の炉団に供給する石炭量分を
乾燥分級することができるのではないかと考えた。
【００２９】
　これにより、ある半炉団にて燃焼切り替えとなった時でも、他の半炉団は、通常操業中
であるため、混合後の排ガスは、半炉団のみのコークス炉排ガスを使用する場合に比べて
、その変動は小さくなる。
【００３０】
　但し、この場合、ある半炉団が燃焼切り替えしている間、その半炉団では、燃焼せずに
、燃焼用の空気のみを投入する期間があるため（空気供給ブロアは停止できず、下限流量
で運転を継続する必要があるため）、混合ガス中の酸素濃度が上昇する。例えば、通常運
転時の３％程度から、切り替え時には６％程度以上まで上昇する。
【００３１】
　ところが、本発明者らの試験及び検討の結果、ある半炉団の燃焼切り替え時の混合ガス
を、熱風として流動層に投入したところ、その熱風中のＯ2濃度が高くなり、所定濃度以
上（熱風温度にもよるが、例えば、５体積％以上）まで高くなると、石炭が、投入直後で
水分量を多く含むことに起因して、流動層前段に存在していると考えられる石炭の滞留凝
集粒を、赤熱させ、遂には、発火させる恐れがあることが判明した。
【００３２】
　したがって、本発明は、コークス炉排ガスを利用して石炭を流動層にて乾燥分級する際
に、コークス炉排ガスの温度、流量の低下の問題を緩和して、乾燥性能の低下を防止し、
事前処理石炭の生産量の低下を防止することができるとともに、流動層中の石炭の発火を
防止することができる、石炭の流動層による乾燥分級方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００３３】
　本発明者らは、鋭意検討の結果、（ア）流動層へ投入する熱風へのコークス炉排ガスの
利用を半炉団毎に行うのではなく、燃焼切り替えタイミングの異なる複数の半炉団のコー
クス炉排ガスを混合して使用し、（イ）複数の半炉団に投入する石炭量分の石炭を、複数
の半炉団からのコークス炉排ガスを用いて流動層で処理し、熱風の流量として足りない分
は、流動層の排ガスの一部を循環使用することで補い、各半炉団毎の燃焼切り替え時にも
、この混合ガスを使用して、燃焼切り替えの影響を緩和し、（ウ）更に、燃焼切り替え時
に、コークス炉排ガスの酸素濃度上昇を抑制する対策を取ることで、コークス炉排ガスの
顕熱を有効的に利用し、効率的かつ安定的に、複数の半炉団に供給する石炭量分を、乾燥
分級することができることを見出して、本発明をするに至った。その要旨は、以下の通り
である。
【００３４】
　（１）熱風発生炉に、コークス炉の排ガス、及び、流動層の排ガスを投入し、前記熱風
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発生炉内での燃料の空気燃焼により、前記両排ガスを加熱して熱風とし、当該熱風を前記
流動層に導入して、前記コークス炉へ投入する石炭を、前記流動層で乾燥及び分級するた
めの石炭の流動層乾燥分級方法であって、前記コークス炉の排ガスとして、燃焼切り替え
のタイミングが異なる複数の半炉団からの排ガスの混合ガスを使用し、前記各半炉団の燃
焼切り替えの際に、前記熱風中の酸素濃度が所定の濃度以下となるように制御して、前記
流動層内の石炭の発火を防止することを特徴とする石炭の流動層乾燥分級方法。
【００３５】
　（２）前記各半炉団の燃焼切り替えの際に熱風を、所定の酸素濃度以下に制御する手段
が、
　（ａ）前記コークス炉の燃焼室での燃焼空気比を低減して前記コークス炉排ガスの混合
ガス中の酸素濃度を低下すること、（ｂ）前記熱風発生炉での燃焼空気の一部又は全部を
前記コークス炉排ガスの混合ガス中の酸素で代替し燃焼用空気量を低減すること、（ｃ）
前記コークス炉排ガスの混合ガスを前記熱風発生炉への投入前に一部放散すること、及び
、（ｄ）前記燃焼切り替え中の半炉団からのコークス炉排ガスの一部を放散することの１
種又は２種以上の組み合わせであることを特徴とする前記（１）に記載の石炭の流動層乾
燥分級方法。
【００３６】
　（３）前記複数の半炉団は、１炉団を構成する２つの半炉団で、かつ、該１炉団の１又
は２以上から前記混合ガスを構成することを特徴とする前記（１）又は（２）に記載の石
炭の乾燥分級方法。
【００３７】
　なお、半炉団のことを、単に炉団と呼ぶこともあるが、本発明においては、半炉団は半
炉団と呼称し、石炭塔を挟んで隣り合う２つの半炉団を合わせたものを炉団とする。
【発明の効果】
【００３８】
　流動層の熱風として、コークス炉排ガスと流動層排ガスの両方を利用し、コークス炉排
ガスには、燃焼切り替えタイミングの異なる複数の半炉団のコークス炉排ガスを混合した
混合ガスを使用し、かつ、複数の半炉団に投入する石炭量分の石炭を、複数の半炉団から
のコークス炉排ガスを用いて、流動層で処理し、熱風の流量として足りない分を、流動層
の排ガスの一部を循環使用することで補い、コークス炉へ投入する石炭の乾燥と分級を効
率的に行い、更に、コークス炉での燃焼切り替えが生じた際に、熱風の温度と流量が低下
しないように制御するとともに、その際に、酸素濃度を所定の濃度以下となるように制御
することで、各燃焼切替え時のコークス排ガスの温度及び流量の低下、及び、酸素濃度上
昇の影響を緩和することができ、その結果、コークス炉の燃焼切り替えの際にも、石炭の
乾燥分級能力を低下させずに、かつ、流動層内の石炭の赤熱及び発火を防止して、効率的
にかつ安定的に、コークス炉へ投入する石炭を流動層で乾燥分級処理することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　図２には、本発明を実施する装置構成の一例を示す。以下に、本装置構成例に基づいて
、本発明の実施形態を説明する。
【００４０】
　図２では、２つの半炉団Ａ及び半炉団Ｂ（以下、Ａコークス炉１Ａ、Ｂコークス炉１Ｂ
）からなる１炉団から排出されるコークス炉排ガスを混合した混合ガスを、流動層へ利用
する例を示している。図では、説明のし易さのために、Ａコークス炉１ＡとＢコークス炉
１Ｂを離して記載しているが、実際には、１炉団において、半炉団Ａと半炉団Ｂは、石炭
塔（コールビン）を境にして隣り合っている。
【００４１】
　通常操業時は、Ａコークス炉１Ａの排ガスは、全部又は大部分（Ａコークス炉排ガス放
散配管１２Ａから一部放散される排ガスを除く大部分）が、Ａコークス炉出排ガス配管１
１ＡからＡコークス炉排ガス流動層向け配管１４Ａを経由して、配管１１Ｂ、１４Ｂを経
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由してくるＢコークス炉１Ｂの排ガスと混合されて、両コークス炉排ガスの混合ガスが、
コークス炉排ガス流動層向け配管１５を通して、熱風発生炉４に導入される。
【００４２】
　このコークス炉排ガスである混合ガスは２００℃程度あるため、この顕熱を有効利用す
ることで、効率的に熱風を発生することができるが、Ａコークス炉１Ａ及びＢコークス炉
１Ｂの１炉団分の石炭量分を流動層で乾燥分級するために必要な熱風量としては、未だ少
ないので、熱風発生炉４には、流動層５から排出される排ガスの一部（流動層循環ガス）
も、流動層循環ガス配管１６を経由して導入される。
【００４３】
　熱風発生炉４に導入された、これらの、コークス炉排ガスである混合ガスと流動層排ガ
スである流動層循環ガスは、燃料配管８から導入される燃料と、燃焼空気配管９から導入
される空気との燃焼により発生する高温ガスの顕熱により、所定温度まで昇温されて、熱
風として、流動層供給熱風ガス配管１７を通じて、流動層５へ導入される。
【００４４】
　この際には、混合ガスの温度、及び、循環ガスの温度を、それぞれ、温度計２１－１、
及び、温度計２１－２で測定し、混合ガスの流量、及び、循環ガスの流量を、それぞれ、
流量計１０－１、及び、流量計１０－２で測定して、熱風発生炉４から発生する熱風が、
所定の温度及び流量になるように、図示していない制御・演算装置にて、燃焼量及び空気
量を制御する。
【００４５】
　このとき、発生した熱風の温度及び流量を、流動層供給熱風ガス配管１７に設置した温
度計２１－３、及び、流量計１０－３にて測定し、その値を、フィードバックし、熱風の
温度及び流量を制御することがより好ましい。
【００４６】
　熱風は、流動層５の下部に備えた風箱５１に吹き込まれ、多孔の分散板５２を通して、
流動室５３へ投入される。流動室５３では、投入された水分を含む石炭（石炭投入部は、
図示せず）を、熱風により流動化しながら乾燥する。
【００４７】
　乾燥された石炭は、乾燥後の排ガスとともに、流動室上部に設置されている、流動室よ
りも拡幅されたフリーボード部５４に移動するが、ガス流速が低減されることにより、粗
粒は、流動室５３に戻って流動層乾燥分級装置出口（図示せず）より排出され、一方、微
粉は、フリーボード部５４から出て行く排ガスに同伴されて、流動層出排ガス配管１８を
経由して、後段の集塵装置６で捕集される。このようにして、流動層に投入された石炭は
、粗粒と微粉に分級される。
【００４８】
　なお、投入される石炭は、事前に粉砕されて、例えば、６ｍｍアンダーの篩い下粉が、
投入される。また、流動層への石炭投入量の制御、流動層の排出量の制御、及び、流動層
の厚み制御は、通常採用される制御方法で行って構わない。
【００４９】
　集塵装置６を出た流動層排ガスは、その一部が、流動層循環ガスとして、流動層循環ガ
ス配管１６を通して、上述したように、熱風発生炉４に導入される。この循環される流動
層循環ガス量は、熱風発生炉から流動層に供給される熱風量が所定の流量になるように、
コークス炉排ガスの混合ガスで足りない分を補うようにして決められる。残りの流動層排
ガスは、流動層放散ガス配管２０、ブロアー７－３を経由し、流動層放散ガス煙突放散管
１３Ａ、１３Ｂを経由して、コークス炉煙突２Ａ、２Ｂから放散される。
【００５０】
　なお、流動層放散ガス煙突放散配管１３Ａ、１３Ｂ、及び、流動層放散ガスを放散する
煙突は、コークス炉と別に設けてもよい。
【００５１】
　次に、燃焼切り替え時のコークス炉排ガスの状態変化について説明する。仮に、Ａコー
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クス炉を燃焼切り替えとした場合について説明する。
【００５２】
　先ず、燃焼切り替え時における空気とガスの供給と停止の操作を、弁開度の経過時間変
化として、図３に示し、図３に基づいて説明する。
【００５３】
　ここでは、Ａコークス炉の偶数番号の燃焼室（以下、偶数燃焼室とも称する）が燃焼側
であった時点から燃焼切り替えする場合について説明する。
【００５４】
　先ずは、燃焼室への燃料供給弁を、所定時間かけて閉じて行き、燃料供給を停止する。
次に、燃料供給弁全閉による停止と略同時に、同じ偶数燃焼室の空気弁を、所定時間かけ
て閉じて行くとともに、奇数番号の燃焼室（以下、奇数燃焼室とも称する）の空気弁を、
所定時間かけて開いて行き、奇数燃焼室と偶数燃焼室へのトータルの空気供給量を、空気
供給ブロアーの最低流量まで減じる（図中、弁開度５０の点、参照）。
【００５５】
　最終的に、奇数燃焼室の空気弁が全開になった時点（偶数燃焼室の空気弁が全閉になっ
た時点）で、同じ奇数燃焼室の燃料供給弁を開き始め、所定時間かけて開いて行く。
【００５６】
　上記の弁操作時におけるコークス炉の１炉全体としての、燃料量、空気量、及び、排ガ
ス量の経過時間変化を、図４に示し、排ガス中のＯ2の経過時間変化を、図５に示す。な
お、図中の横軸における時間０秒は、偶数燃焼室の燃料弁を閉じ始めた時点から、４０秒
前とした。
【００５７】
　偶数燃焼室燃焼から奇数燃焼室燃焼への燃焼切り替え時、偶数燃焼室側の燃料供給弁が
閉じられて行く間（４０～５９秒）、偶数燃焼室側の空気弁は閉じられず、空気供給量は
一定量を保つため、生じる排ガス量は、徐々に減少するが、排ガス中のＯ2濃度は、徐々
に高くなって行く。
【００５８】
　偶数燃焼室側の燃料供給弁が全閉されて燃料供給が止まった時点（５９秒）で、遂には
、偶数燃焼室側への空気のみの供給となるため、燃焼反応は停止して、Ｏ2濃度は２１％
に達する。その後、偶数燃焼室側の空気弁を閉じていくとともに、奇数燃焼室側の空気弁
を開いていき（５９秒～）、両燃焼室側の空気弁の開度が略５０％となって、空気供給ブ
ロアーの許容最低空気量まで、空気量が減少する（６７秒）。
【００５９】
　その後、奇数燃焼室側の空気弁が更に開いて、偶数燃焼室側の空気弁が更に閉じて行き
、奇数燃焼室側の燃料供給弁が開くのを開始するまでの間（６７～７５秒）、空気は増加
し、遂に、所定の流量で一定となるが、Ｏ2濃度は、２１％を保つ。その後、奇数燃焼室
側の燃料供給弁が開かれて、燃焼反応が開始され、燃料供給量が、所定値になるまで増加
する間（７５～９４秒）、燃焼排気ガス量は増加し、排気ガス中のＯ2は、２１％から３
％程度に変化する。
【００６０】
　このように、半炉団であるＡコークス炉単独では、燃焼切り替えの際に、排ガスの量や
酸素濃度に、大幅な変化が生じてしまい、特に、酸素濃度が最大で２１％にも上昇してし
まうため、Ａコークス炉単独の排ガスを、熱風発生炉に導入した場合、流動層循環ガスを
一緒に導入したとしても、熱風発生炉から発生する熱風中の排ガスには、高い濃度の酸素
が含まれてしまい、流動層中の石炭の滞留凝集粒を、赤熱させ、遂には、発火させてしま
うこととなる。
【００６１】
　この滞留凝集粒は、石炭投入時の付着、及び、部分的な流動化の不良により発生し、完
全になくすことは困難である。この滞留凝集粒がスムーズに排出されず、流動層端部に滞
留した場合、熱風中の酸素濃度が高いと、滞留凝集粒が酸化され、次第に赤熱し、遂には
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、発火に至り、周りの微粉まで赤熱させる。赤熱した微粉は、集塵機に飛び、集塵機のバ
ッグフィルターを焼損させる恐れがある。
【００６２】
　本発明者らは、石炭の滞留凝集粉の赤熱を発生させない熱風の限界酸素濃度は、熱風温
度と密接な関係があることを見出した。
【００６３】
　本発明においては、燃焼切り替え中のＡコークス炉排ガスに加えて、通常操業中のＢコ
ークス炉排ガスを混合し、その混合ガスを、熱風発生炉に導入することで、酸素濃度上昇
の影響や、排ガス流量低下の影響を緩和する。更に、Ａコークス炉排ガスの流量低下分を
補うように、流動層循環ガスの量を増加することで、流動化に必要な熱風流量を確保する
。
【００６４】
　しかし、本発明者らの検討の結果、それだけでは、熱風中の酸素ガス濃度は、流動層中
の石炭の滞留凝集粒の赤熱及び発火を防止することができる程度まで低下しないことが判
ったので、本発明では、更に、酸素濃度を低下させる対策を講じている。
【００６５】
　その対策（酸素濃度低減手段）は、主として、以下の４つの方法である。
【００６６】
　（１）コークス炉の燃焼室での燃焼空気比を低減して、コークス炉排ガスの混合ガス中
の酸素濃度を低下する方法。
　（２）熱風発生炉での燃焼空気（実際に、燃焼で消費されるのは、燃焼空気中の酸素）
の一部又は全部を、コークス炉排ガスの混合ガス中の酸素で代替し、燃焼用空気量を低減
する方法。
【００６７】
　（３）コークス炉排ガスの混合ガスを、熱風発生炉への投入前に、一部放散する方法。
　（４）燃焼切り替え中の半炉団からのコークス炉排ガスの一部を、放散する方法。
【００６８】
　ここで、（１）の方法は、Ａコークス炉の燃焼切り替えの際に、通常運転中のＢコーク
ス炉の燃焼空気比を低減して、混合ガス中の酸素濃度を低下させる方法である。通常のコ
ークス炉の操業では、安全面から、未燃のＣＯをできるだけ発生させないように、空気比
（完全燃焼時の理論空気量を１としたときの実際の空気投入量比）１．２程度で操業して
おり、コークス炉排ガス中の酸素濃度が、３体積％程度存在する。
【００６９】
　この空気比を、例えば、１．０～１．１５に低減することで、コークス炉排ガス中の酸
素濃度を、０～２体積％程度に低下させることができ、その結果、熱風中の酸素濃度を低
下させることができる。
【００７０】
　また、空気比を低減した際は、ＣＯの発生が増加するので、排ガスをそのまま煙突から
放散する従来の対応では、異常燃焼が起きる等の安全性の問題があるが、本発明では、排
ガスを熱風発生炉で燃焼するので、ＣＯはＣＯ2となり、安全性も確保される。
【００７１】
　本方法の実施の際は、コークス炉側の制御系に、Ａコークス炉の燃焼切り替えタイミン
グで、Ｂコークス炉での燃焼空気比を下げる制御を組み入れておけばよい。
【００７２】
　（２）の方法は、通常の熱風発生炉の運転においては、燃料に対し、燃焼用空気の空気
比を一定として（例えば、１．２）、燃焼空気を投入して燃焼させているが、この燃焼空
気の一部を、混合ガス中の酸素で代替することで、発生する熱風中の酸素濃度を低下させ
る方法である。
【００７３】
　本方法の実施の際は、図２に示す制御演算装置３１に、両半炉団の燃焼切り替えタイミ
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ングを入力しておき、各半炉団での燃焼切り替えのタイミングで、熱風発生炉の燃焼空気
量を所定値まで下げるように、燃焼空気量を下げる制御を組み入れておけばよい。
【００７４】
　その際は、混合ガスと循環ガスの流量、温度、及び、酸素濃度を、それぞれ、流量計１
０－１、１０－２、温度計２１－１、２１－２、及び、酸素濃度計２２－１、２２－２で
測定して、フィードフォワード制御をすればよい。
【００７５】
　また、燃焼用空気を、酸素濃度の低い（例えば３％）コークス炉排ガスで代替するので
、燃焼を安定的に保つために、保炎板付バーナーを用いることが好ましい。
【００７６】
　（３）の方法は、Ａコークス炉排ガス及びＢコークス炉排ガスを混合した混合ガスの一
部を、熱風発生炉に導入する前に放散して、発生する熱風中の酸素濃度を低下させる方法
である。
【００７７】
　本方法の実施の際は、図２に示す制御演算装置３１に、両半炉団の燃焼切り替えタイミ
ングを入力しておき、各半炉団での燃焼切り替えのタイミングで、熱風発生炉出側の熱風
中の酸素濃度を所定値まで下げるように、混合ガスを放散する制御を組み入れておけばよ
い。
【００７８】
　その際は、混合ガスと循環ガスの流量、温度、及び、酸素濃度を、それぞれ、流量計１
０－１、１０－２、温度計２１－１、２１－２、及び、酸素濃度計２２－１、２２－２で
測定して、フィードフォワード制御をすればよい。
【００７９】
　図２において、燃焼切り替えとなった際は、混合ガスの一部は、コークス炉排ガス流動
層向け配管１５の途中に設けた放散管（図示せず）から放散される。残りの混合ガスは、
熱風発生炉４に送られる。
【００８０】
　（４）の方法は、燃焼切り替え中のＡコークス炉排ガスの一部を、Ｂコークス炉排ガス
と混合する前に、放散する方法である。
【００８１】
　本方法の実施の際は、図２に示す制御演算装置３１に、両半炉団の燃焼切り替えタイミ
ングを入力しておき、各半炉団での燃焼切り替えのタイミングで、熱風発生炉出側の熱風
中の酸素濃度を所定値まで下げるように、燃焼切り替え中の半炉団の排ガスを放散する制
御を組み入れておけばよい。
【００８２】
　その際は、混合ガスと循環ガスの流量、温度、及び、酸素濃度を、それぞれ、流量計１
０－１、１０－２、温度計２１－１、２１－２、及び、酸素濃度計２２－１、２２－２で
測定して、フィードフォワード制御をすればよい。
【００８３】
　図２において、Ａコークス炉が燃焼切り替えとなった際は、Ａコークス炉排ガスの一部
は、Ａコークス炉出排ガス配管１１Ａ、Ａコークス炉排ガス放散管１２Ａ、Ａコークス炉
煙突２Ａを通じ、放散される。残りのＡコークス炉の排ガスは、燃焼切り替え時以外の時
と同様に、コークス炉排ガス流動層向け配管１４Ａを通じ、Ｂコークス炉排ガスと集合さ
れ、熱風発生炉４に送られる。
【００８４】
　また、（１）～（４）のいずれの方法においても、発生した熱風の流量、温度、及び、
酸素濃度を、それぞれ、流量計１０－３、温度計２１－３、及び、酸素濃度計２２－３で
測定して、その値に応じて、制御量を変えるフィードバック制御を合わせて行うことが、
精度向上の点から好ましい。
【００８５】
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　次に、以下では、２つの半炉団（Ａ及びＢ）からの混合ガスに限らないで、上記（１）
～（４）のそれぞれの方法の特徴について説明する。
【００８６】
　上記方法中、コークス炉排ガスの顕熱を最も有効に使えるのは、（１）及び（２）であ
る。但し、（１）の方法では、コークス炉の燃焼空気比を下げることができる範囲は、１
．０～１．１５程度であり、制御幅が小さいので、熱風中の酸素濃度を下げられる割合は
、２～３割程度（例えば、酸素濃度６．５％→５％：４つの半炉団から混合ガスを構成し
たときの一例）である。それ故、制御前の熱風中の酸素濃度が元々高い場合、（１）の方
法単独だけでは、流動層中の石炭の滞留凝集粒の赤熱及び発火を防止するまでに至らない
場合がある。
【００８７】
　なお、本方法では、混合ガスを構成する複数の半炉団の数が多くなるほど、燃焼切り替
え時の混合ガス中の酸素濃度低下防止効果が高くなり、好ましい。
【００８８】
　また、（２）の方法も、燃焼空気の全てを、コークス排ガスの混合ガス中の酸素で代替
したとしても（燃焼空気を０としても）、通常操業時における元々の燃焼空気量が、混合
ガス量に比べて、それほど多くないため（幾つの半炉団から混合ガスを構成するかにもよ
るが、例えば、１炉団（２つの半炉団）分で混合ガスを構成する場合では、２割程度、２
炉団（４つの半炉団）分で混合ガスを構成する場合では、１割程度である）、混合ガス中
の酸素が燃焼する量も限られる。
【００８９】
　燃焼空気を全て混合ガス中の酸素で代替したとしても、熱風中の酸素濃度を下げられる
割合は、２～３割程度（例えば、酸素濃度６％→３％：２つの半炉団から混合ガスを構成
したときの一例）であり、制御前の熱風中の酸素濃度が元々高い場合は、（２）の方法単
独だけでは、流動層中の石炭の滞留凝集粒の赤熱及び発火を防止するまでには至らない場
合がある。
【００９０】
　なお、本方法では、混合ガスを構成する複数の半炉団の数が少なくなるほど、燃焼切り
替え時の混合ガス中の酸素濃度低下防止効果が高くなり、酸素濃度低下防止の面からは好
ましい。
【００９１】
　（３）の方法は、コークス炉排ガスの混合ガスを、熱風発生炉への投入前に、一部放散
するので、熱風流量が少なくなる分を、流動層の循環ガス量を増やして補う必要が生じ、
コークス排ガスに比べて、排ガス顕熱の低いガスの量がより増えてしまい、コークス炉排
ガスの比較的高温の顕熱を有効利用するという点では不利である。しかし、（３）の方法
は、酸素濃度を低下させる範囲の自由度が高く、熱風中の酸素濃度を所定値まで低下させ
ることが確実に可能である点で、有利である。
【００９２】
　（４）の方法は、（３）の方法で、コークス炉排ガス混合後の混合ガスの一部を放散し
ていたことに替えて、混合前の切り替え中の半炉団からのコークス炉排ガスの一部を放散
する方法であるので、放散ガス量に対する酸素放散の効率が、（３）の方法よりも高くな
り、この点で好ましい方法である。但し、（１）や（２）の方法に比べると、コークス炉
排ガスの比較的高温の顕熱を有効利用するという点では不利である。
【００９３】
　しかし、本方法では、混合ガスを構成する複数の半炉団の数が多くなるほど、混合ガス
量に対する放散ガス量の割合が少なくて済むため、コークス炉排ガス顕熱の利用率が高ま
り、好ましい。
【００９４】
　上記（１）～（４）の方法の実施に当たっては、混合ガスを構成する複数の半炉団の数
や、通常操業時の混合ガス中の酸素濃度や、石炭の水分率等の原料条件や、石炭の赤熱及
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び発火を防止できる熱風中の酸素濃度値などにより、適切な方法を適宜選択すればよい。
【００９５】
　複数の半炉団数としては、コークス炉排ガスの有効利用の面からは、数が多いほど好ま
しいが、半炉団数が多くなると、排ガス配管等が煩雑になることや、炉団同士が離れてい
ると配管が長くなり、配管コストが高くなることや、途中の放熱により顕熱が低下するこ
となどの問題も生じるので、１炉団分（２つの半炉団）又は２炉団分（４つの半炉団）の
コークス炉排ガスを混合して利用することが、通常は好ましい。
【００９６】
　また、（１）～（４）の方法を単独で実施するだけでなく、複数の方法を組み合わせて
行うことで、より効果的に、コークス炉排ガスの顕熱を利用することができる。
【００９７】
　例えば、（１）の方法と（２）の方法のそれぞれ単独だけでは、熱風中の酸素濃度を所
定値以下にできなかった場合でも（例えば、酸素濃度の目標値５体積％に対して、対応前
後で８→６体積％）、両者を組み合わせることで、目的とする所定値以下とすることが可
能となる（例えば、８→４．５体積％）。
【００９８】
　また、（１）の方法と（２）の方法の組み合わせでは、コークス炉排ガスの全てを利用
することが可能であるので、コークス炉排ガスの顕熱を、最も有効に活用することができ
る。この点で、複数の方法を組み合わせる方法は、より好ましい方法である。
【００９９】
　次に、熱風の温度及び酸素濃度を決定するための考え方を、図６に基づいて説明する。
【０１００】
　熱風温度の上限は、石炭の変性防止、及び、石炭からのタール等の流出による分散板の
目詰まり防止の観点から決まり、３５０℃位であり、下限は、石炭を、所定の乾燥度まで
乾燥するとの観点から、決まり、通常は２５０℃程度である。なお、できるだけ高温の方
が、流動層設備容量の低減のために、好ましい。
【０１０１】
　　熱風中の酸素濃度の下限値は、熱風発生炉での燃焼性を確保するのに必要な空気量か
ら決まる。燃焼空気比が低いと、その分、循環ガス量が増え、水分の相対割合が増えるた
め、熱風の露点が下がり、特に、低温熱風の時には、集塵機で結露を起こし、バッグフィ
ルターの目詰まりが起きるので、熱風中の酸素濃度は、２体積％以上が好ましい。
【０１０２】
　酸素濃度の上限は、流動層内における石炭の滞留凝集粒の赤熱と発火を防止して、安全
性及び生産の安定性を確保する必要性から決まる。但し、上限値は、図に示すように、熱
風温度が高温なほど低くなる（例えば、熱風温度が３５０℃の場合、上限酸素濃度は３％
程度、２５０℃の場合、上限酸素濃度は７％程度である）。
【０１０３】
　したがって、熱風温度は、２５０～３５０℃の間で、且つ、石炭の滞留凝集粒の赤熱と
発火を防止できる酸素濃度から決められる。その際、設備容量低減の面からは、３５０℃
が好ましいが、石炭が発火し易い性状の場合や、コークス排ガスの燃焼切り替え時の酸素
濃度が高い場合（例えば、８体積％以上）には、赤熱・発火防止において許容される熱風
中の酸素濃度（所定の目標値）を上げるため、熱風温度を下げて操業する。
【０１０４】
　次に、本発明の方法を実施するための手順の一例を、図７に基づいて説明する。
【０１０５】
　（ｉ）目標熱風温度と目標熱風量を、制御装置に入力する。これらは、石炭の乾燥仕様
と分級仕様から決定される。
　（ii）各炉の燃焼切り替え時刻、その時の想定排ガス量、及び、排ガス中の酸素濃度濃
度を、制御装置に入力する。各炉の切り替えは、スケジュール化されている。
　（iii）各炉の切り替え時のコークス炉排ガスの放散率（流動層向けに使用しないで放
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散する各炉の排ガス量の比率）を設定する。
【０１０６】
　（iv）各炉の切り替え時の集合排ガス量、集合排ガス中の酸素濃度、及び、集合排ガス
が熱風発生炉に到着する時刻を、制御演算装置で算出する。
　（ｖ）各炉切り替え時の循環ガス量を設定する。
　（vi）切り替え時の熱風発生炉燃料量及び燃焼空気量を設定する。
　（vii）熱風発生炉出側の熱風量、熱風温度、及び、熱風中の酸素濃度濃度を、制御演
算装置で算出する。
【０１０７】
　（viii）この算出結果が、（ｉ）の目標値と一致しなければ、（ｖ）の循環量の設定値
を変更して、一致するまで繰り返す。
　（ix）（vii）で算出した熱風発生炉出側の熱風中の酸素濃度濃度が５％以上なら、（i
ii）で設定した放散率を、大きな値に再設定して、（iv）以降を再度行う。５％以下にな
るまで繰り返す。
　（ｘ）上記で決定された放散率及び循環ガス量に基づいて、切り替えタイミングの時刻
に、ダンパー制御を行い、目標の熱風量、温度、及び、酸素濃度を得る。
【実施例】
【０１０８】
　（２つの半炉団のコークス炉排ガスを利用した実施例Ａ）
　図２に示すように、２つの半炉団（１炉団）からのコークス炉排ガス全量を用いた際の
実施例を以下に示す。
【０１０９】
　前提条件は、以下の通りである。
【０１１０】
　コークス炉排ガス条件：混合ガス流量通常操業時１３２，０００Ｎｍ3／ｈ、
　　　　　　　　　　　　混合ガス流量燃焼切り替え時１００，０００Ｎｍ3／ｈ
　　　　　　　　　　　　混合ガス酸素濃度通常操業時３．１体積％
　　　　　　　　　　　　混合ガス酸素濃度燃焼切り替え時１２．８体積％（酸素濃度低
　　　　　　　　　　　　減手段実行前）、
　　　　　　　　　　　　混合ガス温度通常操業時２２０℃、
　　　　　　　　　　　　混合ガス温度燃焼切り替え時２１０℃
　　　　　　　　　　　　燃焼空気比１．２３（１炉団のコークス生産量１２０ｔ／ｈ）
　　　　　　　　　　　　、
【０１１１】
　循環ガス条件：循環ガス流量通常操業時１８５，０００Ｎｍ3／ｈ、
　　　　　　　　循環ガス流量燃焼切り替え時２２４，０００Ｎｍ3／ｈ、
　　　　　　　　循環ガス酸素濃度通常操業時３．３体積％、
　　　　　　　　循環ガス酸素濃度燃焼切り替え時７．９体積％（酸素濃度低減手段実行
　　　　　　　　前）、
【０１１２】
　石炭条件：投入量２７０ｄｒｙ－ｔ／ｈ、水分率１０．１質量％、乾燥後の目標水分２
質量％、微粉分級率（微粉捕集率）３０質量％、
【０１１３】
　流動層条件：流動層寸法３ｍ（Ｗ）×１２ｍ（Ｌ）、
　　　　　　　熱風温度（通常操業時、燃焼切り替え時）２９０℃、
　　　　　　　熱風流量（通常操業時、燃焼切り替え時）３５６，０００Ｎｍ3／ｈ、
　　　　　　　熱風酸素濃度通常操業時３．６体積％、
　　　　　　　熱風酸素濃度燃焼切り替え時８．６体積％、
　　　　　　　滞留凝集粉の赤熱・発火防止の目標酸素濃度５．３％以下（ａｔ　熱風温
　　　　　　　度２９０℃）
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【０１１４】
　熱風発生炉条件：燃料はＭｉｘガス（ＣＯＧとＢＦＧの混合ガス、低位発熱量１２００
　　　　　　　　　ｋｃａｌ／Ｎｍ3）
　　　　　　　　　燃焼空気比：通常操業中の半炉団；１．５、燃料切り替え中の半炉団
　　　　　　　　　；１．０５
【０１１５】
　上記前提条件において、実施例１では、燃焼切り替え時に、通常操業中（燃焼切り替え
していない）の半炉団におけるコークス炉燃焼室での燃焼空気比を、１．０８に低減する
とともに、熱風発生炉の燃焼空気の全量を、混合ガス中の酸素で代替した操業を行った。
【０１１６】
　実施例２では、燃焼切り替え時に、混合ガスの６０％を放散し、その放散量に見合った
量を循環ガスで補った操業を行った。
【０１１７】
　実施例３では、燃焼切り替え時に、混合ガスの７５％を放散し、その放散量に見合った
量を循環ガスで補った操業を行った。
【０１１８】
　実施例４では、燃焼切り替え時に、燃焼切り替え側の半炉団のコークス炉排ガスを５５
％放散した後、通常操業中の半炉団のコークス炉排ガスと混合し、その放散量に見合った
量を循環ガスで補った操業を行った。
【０１１９】
　実施例５では、燃焼切り替え時に、燃焼切り替え側の半炉団のコークス炉排ガスを７５
％放散した後、通常操業中の半炉団のコークス炉排ガスと混合し、その放散量に見合った
量を循環ガスで補った操業を行った。
【０１２０】
　その結果を、表１に示す。データは全て燃焼切り替え中の値である。
【０１２１】
　なお、比較のため、本実施例を行わないときのデータ（酸素濃度低減手段実施前）も併
せて表１に記載する。
【０１２２】
【表１】

【０１２３】
　実施例のいずれも、燃焼切り替え時において、熱風中の酸素濃度を目標の５．３体積％
以下にすることができ、流動層中の滞留凝集粉の赤熱発火を防止することができた。
【０１２４】
　また、実施例１においては、燃焼切り替え時でも熱風発生炉での燃料使用量を増加せず
に済み、コークス炉排ガスをより有効に利用することができた。
【０１２５】
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　また、実施例１では、（ア）燃焼切り替え時に、通常操業中（燃焼切り替えしていない
）の半炉団におけるコークス炉燃焼室での燃焼空気比を、１．０８に低減する操作と、（
イ）熱風発生炉の燃焼空気の全量を、混合ガス中の酸素で代替した操作を両方行ったが、
これを、それぞれ、１つの操作だけ行って操業した場合には、（ア）単独では、熱風の酸
素濃度は７．２％に留まり、（イ）単独では、熱風の酸素濃度は６．８％に留まり、単独
での操作で、目標の酸素濃度に到達しないときは、複数の操作を組み合わせると有効であ
ることを確認することができた。
【０１２６】
　（４つの半炉団のコークス炉排ガスを利用した実施例Ｂ）
　上記実施例で用いた２つの半炉団のコークス炉排ガスに加えて、更に２つの半炉団のコ
ークス炉排ガスを使用した、４つの半炉団（２炉団）からのコークス炉排ガス全量を用い
た際の実施例を以下に示す。
【０１２７】
　前提条件は以下の通りである。４つの半炉団とすることで、酸素濃度低減手段をとる前
でも、燃焼切り替え時の混合ガス酸素濃度を、２つの半炉団のときに比べて、より低減で
きている。
【０１２８】
　コークス炉排ガス条件：混合ガス流量通常操業時２５３，０００Ｎｍ3／ｈ、
　　　　　　　　　　　　混合ガス流量燃焼切り替え時２２２，０００Ｎｍ3／ｈ
　　　　　　　　　　　　混合ガス酸素濃度通常操業時３．０体積％
　　　　　　　　　　　　混合ガス酸素濃度燃焼切り替え時７．５体積％（酸素濃度低減
　　　　　　　　　　　　手段実行前）、
　　　　　　　　　　　　混合ガス温度通常操業時２２０℃、
　　　　　　　　　　　　混合ガス温度燃焼切り替え時２１０℃
　　　　　　　　　　　　燃焼空気比１．２３（２炉団のコークス生産量２４０ｔ／ｈ）
　　　　　　　　　　　　、
【０１２９】
　循環ガス条件：循環ガス流量通常操業時７４，０００Ｎｍ3／ｈ、
　　　　　　　　循環ガス流量燃焼切り替え時１１１，０００Ｎｍ3／ｈ、
　　　　　　　　循環ガス酸素濃度通常操業時３．０体積％、
　　　　　　　　循環ガス酸素濃度燃焼切り替え時６．０体積％（酸素濃度低減手段実行
　　　　　　　　前）、
【０１３０】
　石炭条件：投入量２７０ｄｒｙ－ｔ／ｈ、水分率１０．１質量％、乾燥後の目標水分２
質量％、微粉分級率（微粉捕集率）３０質量％、
【０１３１】
　流動層条件：流動層寸法３ｍ（Ｗ）×１２ｍ（Ｌ）、
　　　　　　　熱風温度（通常操業時、燃焼切り替え時）２９０℃、
　　　　　　　熱風流量（通常操業時、燃焼切り替え時）３５６，０００Ｎｍ3／ｈ、
　　　　　　　熱風酸素濃度通常操業時３．３体積％、
　　　　　　　熱風酸素濃度燃焼切り替え時６．５体積％、
　　　　　　　滞留凝集粉の赤熱・発火防止の目標酸素濃度５．３％（ａｔ　熱風温度２
　　　　　　　９０℃）
【０１３２】
　熱風発生炉条件：燃料はＭｉｘガス（ＣＯＧとＢＦＧの混合ガス、低位発熱量１２００
　　　　　　　　　ｋｃａｌ／Ｎｍ3）
　　　　　　　　　燃焼空気比：通常操業中の半炉団；１．５、燃焼切り替え中の半炉団
　　　　　　　　　；１．０５
【０１３３】
　上記前提条件において、実施例６では、燃焼切り替え時に、通常操業中（燃焼切り替え
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していない）の半炉団におけるコークス炉燃焼室での燃焼空気比を、１．０８に低減した
操業を行った。
【０１３４】
　実施例７では、燃焼切り替え時に、通常操業中（燃焼切り替えしていない）の半炉団に
おけるコークス炉燃焼室での燃焼空気比を、１．０８に低減するとともに、熱風発生炉の
燃焼空気の全量を、混合ガス中の酸素で代替した操業を行った。
【０１３５】
　実施例８では、燃焼切り替え時に、混合ガスの５０％を放散し、その放散量に見合った
量を循環ガスで補った操業を行った。
【０１３６】
　実施例９では、燃焼切り替え時に、混合ガスの７５％を放散し、その放散量に見合った
量を循環ガスで補った操業を行った。
【０１３７】
　実施例１０では、燃焼切り替え時に、燃焼切り替え側の半炉団のコークス炉排ガスを５
０％放散した後、通常操業中の半炉団のコークス炉排ガスと混合し、その放散量に見合っ
た量を循環ガスで補った操業を行った。
【０１３８】
　実施例１１では、燃焼切り替え時に、燃焼切り替え側の半炉団のコークス炉排ガスを７
５％放散した後、通常操業中の半炉団のコークス炉排ガスと混合し、その放散量に見合っ
た量を循環ガスで補った操業を行った。
【０１３９】
　その結果を、表２に示す。データは全て燃焼切り替え中の値である。
【０１４０】
　なお、比較のため、本実施例を行わないときのデータ（酸素濃度低減手段実施前）も併
せて表２に記載する。
【０１４１】
【表２】

【０１４２】
　実施例６～１１のいずれも、燃焼切り替え時において、熱風中の酸素濃度を目標の５．
３体積％以下にすることができ、流動層中の滞留凝集粉の赤熱発火を防止することができ
た。
【０１４３】
　また、４つの半炉団とすることで、２つの半炉団のときよりも、酸素濃度低減手段実施
前の熱風中酸素濃度を低減でき（燃焼切り替え時の酸素濃度増加の影響を緩和でき）、更
に、通常操業中（燃焼切り替えしていない）の半炉団におけるコークス炉燃焼室での燃焼
空気比を、１．０８に低減する操作の効果が、２つの半炉団のときよりも高くなり、有利
であることが判る。
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【図面の簡単な説明】
【０１４４】
【図１】コークス炉の燃焼切り替えを説明するための図である。
【図２】本発明を実施する装置構成の一例を示す図である。
【図３】コークス炉燃焼切り替え時の各弁の弁開度の変化を示す図である。
【図４】コークス炉燃焼切り替え時の各ガスの流量変化を示す図である。
【図５】コークス炉燃焼切り替え時のコークス排ガス中の酸素濃度の変化を示す図である
。
【図６】熱風温度を設定する考え方を示す図である。
【図７】本発明の実施手順の一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１４５】
　１Ａ　　Ａコークス炉
　１Ｂ　　Ｂコークス炉
　２Ａ　　Ａコークス炉煙突
　２Ｂ　　Ｂコークス炉煙突
　３Ａ－１　　ダンパー
　３Ａ－２　　ダンパー
　３Ａ－３　　ダンパー
　３Ｂ－１　　ダンパー
　３Ｂ－２　　ダンパー
　３Ｂ－３　　ダンパー
　３－４　　ダンパー
　３－５　　ダンパー
　４　　熱風発生炉
　５　　流動層
　６　　集塵装置
　７－１　　ブロアー
　７－２　　ブロアー
　７－３　　ブロアー
　８　　燃料配管
　９　　燃焼空気配管
　１０－１　　流量計
　１０－２　　流量計
　１０－３　　流量計
　１０－４　　流量計
　１１Ａ　　Ａコークス炉出排ガス配管
　１１Ｂ　　Ｂコークス炉出排ガス配管
　１２Ａ　　Ａコークス炉排ガス放散配管
　１２Ｂ　　Ｂコークス炉排ガス放散配管
　１３Ａ　　流動層放散ガスＡ炉煙突放散配管
　１３Ｂ　　流動層放散ガスＢ炉煙突放散配管
　１４Ａ　　Ａコークス炉排ガス流動層向け配管
　１４Ｂ　　Ｂコークス炉排ガス流動層向け配管
　１５　　コークス炉排ガス流動層向け配管
　１６　　流動層循環ガス配管
　１７　　流動層供給熱風ガス配管
　１８　　流動層出排ガス配管
　１９　　集塵装置出排ガス配管
　２０　　流動層放散ガス配管
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　２１－１　　温度計
　２１－２　　温度計
　２１－３　　温度計
　２２－１　　酸素濃度計（Ｏ2計）
　２２－２　　酸素濃度計（Ｏ2計）
　２２－３　　酸素濃度計（Ｏ2計）
　３１　　制御演算装置
　５　　流動層
　５１　　風箱
　５２　　分散板
　５３　　流動室
　５４　　フリーボード部

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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