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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オゾン含有ガスを、硫黄化合物を含む液状石油製品と接触させることにより、液状石油
製品中の硫黄化合物を酸化し、生成した酸化硫黄化合物を分離する液状石油製品の酸化脱
硫方法であって、
　前記液状石油製品と前記オゾン含有ガスとの気液接触を行う反応器に導入する前記オゾ
ンの量を、該オゾンによって前記液状石油製品中の炭化水素類が酸化されることにより生
成する過酸化物の生成を抑制するように、前記液状石油製品中に含まれる硫黄化合物の量
に対して、重量比で２０～１５０倍に制御することを特徴とする、液状石油製品の酸化脱
硫方法。
【請求項２】
　請求項１に記載された液状石油製品の酸化脱硫方法であって、
　前記気液接触は、非金属製の気液接触手段の表面で行うことを特徴とする、液状石油製
品の酸化脱硫方法。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載された液状石油製品の酸化脱硫方法であって、
　前記液状石油製品と前記オゾン含有ガスとの気液接触を行う反応器に、前記オゾン含有
ガスを複数の箇所から導入するようにしたことを特徴とする、液状石油製品の酸化脱硫方
法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、灯油、軽油、ナフサ、ガソリンなどの石油製品中に含まれる硫黄化合物を酸化
して分離、除去する石油製品の酸化脱硫方法、および酸化脱硫装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
石油製品の脱硫は、水素化脱硫が一般的であるが、この方法では、処理圧力が１００ｋｇ
／ｃｍ２ｇ、処理温度が３５０℃前後と過酷であり、設備的に重装備を要するものとなっ
ていた。
一方、酸化剤を使用する脱硫技術として、液状油の有機硫黄化合物を過酸化水素水を含む
酸化剤によって酸化回収すると共に液状油を精製して回収する方法及びその装置が提案さ
れている（例えば、特許文献１）。
【０００３】
上記特許文献１は、低温での脱硫を可能とする技術であるが、酸化剤としてギ酸等を使用
するため設備の腐食が大きな問題となり、また、酸化剤が液（過酸化水素水＋ギ酸）であ
るため、反応後の酸化剤と石油製品との分離が困難であり、石油製品に３体積％程度の損
失が生じるという欠点があった。また、この技術では酸化剤と液状油を反応させる際に、
酸化剤を高速撹拌する撹拌装置と、液状油を送り込むための微粒化注入装置が必要であり
設備的にも大掛りなものにならざるを得ないという問題もある。
【０００４】
また、同様に酸化剤を使用する技術として、燃料油を酸素、オゾンなどの様々な酸化剤で
処理することによって、そこに含まれている有機硫黄化合物の沸点および融点を上昇させ
分離・除去する化学脱硫法が提案されている（特許文献２）。この方法は、石油製品中に
含まれる種々の硫黄化合物に酸化剤を作用させて酸化すると、生成する酸化硫黄化合物の
沸点、溶解度、吸着能などの物性が元の硫黄化合物と比べて大きく変化する結果、蒸留、
抽出、吸着などの処理によって石油製品から容易に分離できるようになることを利用した
ものである。
【０００５】
しかし、特許文献２に記載された方法を現実の石油製品の脱硫プロセスに適用するには、
大きな課題が残されていた。
すなわち、まず第１に、硫黄化合物を酸化させる目的で酸化剤を使用した場合、硫黄化合
物だけでなく、石油製品中の主要成分である炭化水素類まで酸化され、過酸化物が形成さ
れてしまうという問題があった。脱硫後の石油製品の過酸化物価が高い場合、洗浄、溶媒
抽出等の精製処理を繰返して行うことが必要になるため、操作が煩雑になり、脱硫プロセ
ス全体の効率低下を招くことになる。つまり、酸化剤を使用した特許文献２のような提案
は、酸化脱硫という視点では有利であるものの、生成する過酸化物の除去が新たに必要に
なるため、石油製品の精製プロセス全体として見ると効率の低下が否めず、実用的には改
善の余地が残されていた。
【０００６】
また、第２に、硫黄化合物の酸化にオゾンを使用する場合、オゾンは酸素に変化し易い不
安定な物質であるため、他の酸化剤と違い液状石油製品中で酸化力を維持できる時間が短
いという制約がある。つまり、反応器にオゾン含有ガスを導入するだけでは、酸化能を持
つオゾンが短時間で減少してしまう結果、多くのオゾンが無駄に消費され、反応効率が著
しく低下する。その結果、大量のオゾンを使用する必要が生じる。
【０００７】
また、前記第１の課題との関係では、一度に大量に導入されたオゾンは、反応器内で局部
的に高濃度となり、不要な酸化反応を引き起こして炭化水素類を過酸化物に変化させてし
まうと考えられる。しかも、オゾンの寿命は短いため、反応系全体の脱硫効率はオゾン使
用量に比例して増加することはなく、大部分のオゾンは無駄に消費される結果となる。
【０００８】
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【特許文献１】
特開２００１－１０７０５９号公報
【特許文献２】
特開平４－７２３８７号公報
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
従って、酸化剤を使用しながら、過酸化物の生成が少なく、より効率的な脱硫技術の提供
が求められていた。
本発明の課題は、灯油、軽油、ナフサ、ガソリン等の液状石油製品中の硫黄化合物を酸化
剤の作用により効率的に分離することにより、石油製品の硫黄濃度を減少させるとともに
、この過程で生成する過酸化物の量を極力少なく抑えることが可能な脱硫方法、およびそ
のための装置を提供することである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、本発明の第１の態様は、オゾン含有ガスを、硫黄化合物を含む
液状石油製品と接触させることにより、液状石油製品中の硫黄化合物を酸化し、生成した
酸化硫黄化合物を分離する液状石油製品の酸化脱硫方法であって、前記液状石油製品と前
記オゾン含有ガスとの気液接触を行う反応器に導入する前記オゾンの量が、前記液状石油
製品中に含まれる硫黄化合物の量に対して、重量比で１５０倍を超えないように制御する
ことを特徴とする、液状石油製品の酸化脱硫方法である。
【００１１】
この石油製品の酸化脱硫方法では、液状石油製品とオゾン含有ガスとの気液接触を行うに
あたり、反応器に導入するオゾンの量を、液状石油製品の硫黄化合物の量に対して重量比
で１５０倍以下となるように制御する。反応器中のオゾン濃度が高くなり過ぎると、硫黄
化合物だけでなく石油製品中の炭化水素類まで酸化され、多量の過酸化物が生成するが、
オゾンと硫黄化合物の量を上記のように制御することにより、過酸化物の生成を抑制でき
る。よって、脱硫後の液状石油製品は過酸化物の含有量が低い良質な石油製品となる。
【００１２】
本発明の第２の態様は、オゾン含有ガスを、硫黄化合物を含む液状石油製品と接触させる
ことにより、液状石油製品中の硫黄化合物を酸化し、生成した酸化硫黄化合物を分離する
液状石油製品の酸化脱硫方法であって、前記液状石油製品と前記オゾン含有ガスとの気液
接触を行う反応器に、前記オゾン含有ガスを複数の箇所から導入するようにしたことを特
徴とする、液状石油製品の酸化脱硫方法である。
【００１３】
この液状石油製品の酸化脱硫方法では、液状石油製品とオゾン含有ガスとの気液接触を行
う反応器に、オゾン含有ガスを複数の箇所から分散して導入するようにした。これにより
、短時間で酸化能を失ってしまうオゾンを無駄に消費することなく、効率良く石油製品中
の硫黄化合物に作用させることが可能になる。しかも、オゾン含有ガスを複数箇所から分
散して導入することにより、反応器内でオゾンが局部的に高濃度となる事態も回避できる
。従って、オゾンの消費と過酸化物の生成を抑制しつつ、効率的な脱硫プロセスが実現で
きる。
【００１４】
本発明の第３の態様は、オゾン含有ガスを、硫黄化合物を含む液状石油製品と接触させる
ことにより、液状石油製品中の硫黄化合物を酸化し、生成した酸化硫黄化合物を分離する
液状石油製品の酸化脱硫方法であって、前記液状石油製品と前記オゾン含有ガスとの接触
を、非金属製の気液接触手段の表面で行うことを特徴とする、液状石油製品の酸化脱硫方
法である。
【００１５】
液状石油製品とオゾン含有ガスとを接触させる際に、オゾンの作用により硫黄化合物以外
の炭化水素類までもが酸化され、過酸化物が形成されることは前記したとおりである。本
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発明者らが得た知見では、過酸化物の形成は、金属製の気液接触手段を使用して気液接触
を行う場合に増加する。その理由として、気液接触の際に、金属製の気液接触手段が触媒
類似の作用を持ち、オゾンによる炭化水素類の酸化反応に関与していること、および気液
接触手段は大きな表面積を有するため、全体として過酸化物の生成は無視できない量とな
ることが推察される。後記実施例に示すように、気液接触手段として、非金属製の材質の
ものを使用することにより、石油製品の過酸化物生成が抑制されることが確認されている
。
【００１６】
本発明の第４の態様は、オゾン含有ガスと硫黄化合物を含む液状石油製品とを接触させる
気液接触手段を内部に備えた液状石油製品の酸化脱硫反応器であって、前記オゾン含有ガ
スを導入する気体導入部が複数箇所に設けられていることを特徴とする、液状石油製品の
酸化脱硫反応器である。この液状石油製品の酸化脱硫反応器を用いることにより、前記第
２の態様と同様の作用効果が得られる。
【００１７】
本発明の第５の態様は、オゾン含有ガスと硫黄化合物を含む液状石油製品とを接触させる
気液接触手段を内部に備えた液状石油製品の酸化脱硫反応器であって、前記気液接触手段
が、非金属製の材質で形成されていることを特徴とする、液状石油製品の酸化脱硫反応器
である。この液状石油製品の酸化脱硫反応器を用いることにより、前記第３の態様と同様
の作用効果が得られる。
【００１８】
また、第６の態様は、前記第４の態様または第５の態様の酸化脱硫反応器と、前記酸化脱
硫反応器で処理された酸化硫黄化合物を含有する液状石油製品に、抽出溶媒を混合する混
合手段と、前記混合手段により混合された液状石油製品と抽出溶媒との混合物を、精製し
た石油製品と酸化硫黄化合物を含有する抽出溶媒とに分離する分離手段と、を備えたこと
を特徴とする、液状石油製品の酸化脱硫装置である。この酸化脱硫反応器と混合手段と分
離手段を備えた装置は、上記第１～第３の態様の石油製品の酸化脱硫方法の実施に最適な
ものである。
【００１９】
本発明の第７の態様は、第６の態様において、さらに、酸化硫黄化合物を含有する抽出溶
媒を、酸化硫黄化合物と抽出溶媒とに分離するための第２の分離手段を備えたことを特徴
とする、液状石油製品の酸化脱硫装置である。この液状石油製品の酸化脱硫装置によれば
、酸化硫黄化合物と抽出溶媒とを分離する第２の分離手段を配備することによって、抽出
溶媒の再利用と酸化硫黄化合物の回収が可能になる。従って、資源の有効利用と処理コス
トの低減化が図られる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
本発明において酸化脱硫の対象となる液状石油製品には、例えば、灯油、軽油、ナフサ、
ガソリン等の石油製品またはそれらの原料が含まれる。これらの液状石油製品は、硫黄化
合物として、例えばＲ－Ｓ－Ｒ’やＲ－ＳＨ（ここで、Ｒ、Ｒ’はアルキル基などを示す
）で表されるスルフィドやチオールなどの有機硫黄化合物をはじめ、各種の硫黄化合物を
含有している。そして、液状石油製品にオゾンを作用させることにより、上記スルフィド
（Ｒ－Ｓ－Ｒ’）の例ではスルフォキシドやスルフォンなどの酸化硫黄化合物に変化させ
ることができる。
【００２１】
本発明に用いる「オゾン含有ガス」としては、例えば、オゾンガスそのものや、オゾンを
含む空気、オゾンを含む酸素ガスなどを挙げることができる。
【００２２】
オゾン含有ガスと液状石油製品との接触は、通常の酸化脱硫反応器を利用して行うことが
できる。すなわち、一般的な酸化脱硫反応器として、例えば、格子状などをした充填物に
より気液接触効率を高める充填塔方式、液状石油製品を液滴化もしくは微粒子化して散布
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または噴霧するスプレー塔方式、液膜を形成する濡れ壁塔方式等の装置を使用できる。こ
れらの方式の場合、充填物層、スプレー装置、液膜を形成する壁が気液接触手段を構成す
ることになる。
【００２３】
反応器へのオゾン含有ガスの導入方向は、液状石油製品に対し、向流としても、あるいは
並流としてもよいが、気液接触効率に優れた向流が好ましい。なお、これら以外にも、例
えば、容器内に充填された液状石油製品中、あるいはパイプ内を流送する液状石油製品中
にオゾン含有ガスを気泡として導入する方式なども可能である。上記方法の中でも、オゾ
ンとの接触面積を大きくとれる方法として、例えば、充填塔方式や、スプレー塔方式など
が好ましい。
【００２４】
本発明の第１の態様においては、液状石油製品とオゾン含有ガスとの気液接触を行う反応
器に導入するオゾンの量が、液状石油製品中に含まれる硫黄化合物の量に対して、重量比
で１５０倍を超えないように制御する［すなわち、導入オゾン（ｇ）：石油製品中の硫黄
化合物（ｇ）＝１５０以下：１とする］。オゾン量が硫黄化合物量の１５０倍を越えると
、過剰なオゾンによって炭化水素類まで酸化され、過酸化物の生成量が多くなる。逆にオ
ゾン量が少なすぎる場合は、硫黄化合物の酸化が十分に進行しない。従って、反応器に導
入するオゾンの量は、液状石油製品中に含まれる硫黄化合物の量に対して、重量比で１～
１５０の範囲に制御することが好ましく、２０～９０の範囲がより好ましい。
【００２５】
本発明の第２の態様においては、前記液状石油製品と前記オゾン含有ガスとの気液接触を
行う反応器に、前記オゾン含有ガスを複数の箇所から導入する。導入は、液状石油製品の
流れ方向に対して所定の間隔をあけて複数の箇所から行うことが好ましく、反応器の長さ
に合わせて、導入されたオゾンの大部分が酸素に変化する前に気液接触が行われるように
、導入間隔を調整することが好ましい。
【００２６】
また、反応器の気液接触手段が複数に分離して設けられている場合は、複数に分離したそ
れぞれの気液接触手段に対応して、オゾン含有ガスを導入する気体導入部を設けることが
好ましい。
【００２７】
本発明の第３の態様では、気液接触手段として非金属製の材質のものを使用する。これに
より、後記実施例に示すように石油製品の過酸化物生成が抑制される。ここで、非金属製
の材質としては、例えばセラミックス、ガラスなどを挙げることができる。なお、気液接
触手段の形状は、気液接触を図るための広い表面積を有する形状であれば、一般に石油製
品に使用されるものを制限なく使用できる。好ましい気液接触手段の例として、非金属製
の材質の充填物を挙げることができる。この場合、酸化脱硫反応器として充填塔方式の反
応器が使用される。
【００２８】
上記第１～第３の態様は、二つ以上を組み合わせて実施することが可能であり、これによ
り、いっそう効率的な酸化脱硫プロセスが実現する。
【００２９】
液状石油製品とオゾン含有ガスの接触において、必要なガス量とオゾン濃度は脱硫される
石油製品中の硫黄濃度によって適宜設定できるが、例えば、供給するガス中のオゾン濃度
は０．０１～１０．０体積％、好ましくは０．１～４．０体積％とすることができる。
【００３０】
また、反応装置内のガス空塔速度は、ＳＶ値で０．１～６．０／時間、好ましくは１．０
～２．５／時間とすることが可能であり、操作温度は常温、操作圧力は常圧が一般的であ
り、温度は１０℃～６０℃程度、好ましくは１５～４０℃とすることができる。圧力は大
気圧～３ｋｇ／ｃｍ２ｇ程度の範囲内で適宜設定することが好ましい。
【００３１】
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本発明方法においては、オゾン含有ガスと硫黄化合物を含む液状石油製品との接触を、析
出防止剤の存在下で行うことが好ましい。本発明で採用する気液接触方式による酸化脱硫
反応は、上述のとおりオゾン含有ガスを使用するため、脱硫効率が良く、酸化反応後のオ
ゾンの分離も容易であるという長所を持つが、酸化反応により生成した酸化硫黄化合物の
析出が液－液反応の場合よりも起こりやすいことが懸念される。反応装置内で酸化硫黄化
合物が析出すると、液状石油製品やオゾン含有ガスの流通を妨げ、処理効率の低下や、目
詰まりによる故障などを引き起こすことが考えられる。析出防止剤の存在下で酸化脱硫反
応を行うことにより、反応装置内での酸化硫黄化合物の析出を有効に防止でき、長期間の
操業や工業的規模での実施が可能な、実用性の高い石油製品の脱硫プロセスを実現できる
。
【００３２】
析出防止剤としては、生成する酸化硫黄化合物を溶解可能で、オゾンによる酸化反応を実
質的に損なうような影響を与えることがない物質であれば特に制限はないが、後述する抽
出溶媒と同じ物質、例えばメタノール、エタノール、プロパノールなどの低級アルコール
を用いることが好ましい。
【００３３】
析出防止剤は、予め原料となる液状石油製品に添加してもよく、あるいは、酸化分解反応
の過程で、連続的もしくは断続的に添加してもよい。いずれの場合も、予測される酸化硫
黄化合物の生成量、あるいは液状石油製品に含まれる硫黄化合物量に応じて所要量を添加
すればよい。添加量の目安としては、例えば液状石油製品に対して１体積％～３０体積％
程度、好ましくは１体積％～５体積％程度である。
【００３４】
以上述べたオゾン含有ガスと硫黄化合物を含む液状石油製品との接触工程は、繰り返し行
うようにしてもよい。気液接触工程を複数回（例えば２～５回程度）繰り返すと、液状石
油製品に含まれる硫黄化合物をより確実に酸化できるので、最終的な精製度を高めること
ができる。
【００３５】
液状石油製品中からの酸化硫黄化合物の分離は、例えば、溶媒抽出、蒸留、吸着などの通
常の分離手段によって実施できる。これらの中でも、エネルギー消費が少なく、装置構成
も簡易なもので足りる溶媒抽出による処理が好ましい。以下、溶媒抽出による分離を例に
挙げて詳述する。
【００３６】
抽出溶媒としては、生成する酸化硫黄化合物を溶解可能で、液状石油製品との分離が可能
な物質あれば制限なく使用できるが、例えば、メタノール、エタノール、プロパノールな
どの低級アルコールを含む溶媒を用いると、生成した酸化硫黄化合物を効率良く溶媒側に
移行させ、液状石油製品から分離できるので好ましい。また、溶媒抽出により、過剰のオ
ゾンによって生成した炭化水素類の過酸化物についても石油製品から分離、除去すること
ができる。
【００３７】
低級アルコールを含む溶媒として、所定比率で水を含有する溶媒（例えばメタノール＋水
）を用いると、油層（石油製品）と溶媒層との分離性が向上し、両層の境界が明りょうに
なるため、石油製品にほとんど損失を生じさせることなく分離できる。この場合、例えば
メタノール等に対し水を１～２０体積％程度配合することが好ましく、石油製品の種類に
応じて１～１５体積％程度配合することにより最適な分離性が得られる。
【００３８】
溶媒による抽出分離に際しては、抽出を効果的に実施するために、撹拌等の混合操作を行
うことが好ましい。これは撹拌等の混合方法のほか、例えばスタティックミキサー、スプ
レーノズル、絞り弁等による混合でもよい。充分に混合された液状石油製品、抽出溶媒お
よび酸化硫黄化合物は、抽出操作によって液状石油製品と、酸化硫黄化合物を含む抽出溶
媒に分離される。このように、抽出によって酸化硫黄化合物は、石油製品から溶媒側に移



(7) JP 4594602 B2 2010.12.8

10

20

30

40

50

動し、酸化硫黄化合物が除去された液状石油製品は脱硫石油製品として、必要に応じて後
処理を施した後回収される。この溶媒抽出工程および分離工程も、必要に応じて繰り返し
行うことにより、液状石油製品をより高度に精製することが可能である。
【００３９】
また、以上の気液接触工程から溶媒抽出等による酸化硫黄化合物の分離工程までの処理は
、これらを一連の工程として複数回（例えば、２～５回程度）繰り返し行うことも可能で
あり、前記したように各工程をそれぞれ別個に繰り返す場合と同様に、液状石油製品の精
製度を高めることができる。
【００４０】
一方、酸化硫黄化合物を含む抽出溶媒は、酸化硫黄化合物を分離することにより、抽出溶
媒としての再利用を図ることが好ましい。例えば、酸化硫黄化合物を含むメタノール（ま
たはメタノール水）に蒸留等の分離操作を施すことによって、精製溶媒として回収できる
。蒸留の場合は、操作圧力は常圧で実施するのが一般的であり、前記例では、塔頂からメ
タノール、塔底からは酸化硫黄化合物または酸化硫黄化合物＋水が取り出され、系外へ排
出される。この酸化硫黄化合物についても必要に応じて回収して有効利用できる。
【００４１】
以上、溶媒抽出の場合を例に挙げて説明したが、蒸留や吸着分離についても、常法に従っ
て処理することにより、同様に精製した脱硫石油製品を回収することができる。
【００４２】
図１は、本発明の一実施形態に係る酸化脱硫装置１００の概要を示す図面である。図１に
おいて、酸化脱硫装置１００は、酸化脱硫反応器としての反応器１１、混合手段としての
混合器３１、第１の分離手段としての分離槽４１を備えている。また、この酸化脱硫装置
１００は、回収された抽出溶媒５３を精製して再利用するために第２の分離手段としての
蒸留塔４２を備えている。
【００４３】
まず、反応器１１は、内部に気液接触手段としての充填物１２（１２ａ、１２ｂ、１２ｃ
）を充填した充填塔式であり、充填物１２は、３つに分離して充填されている。つまり、
この例では、反応器１１の気液接触手段は三つに分割されている。充填物１２としては、
石油製品の精製に適した充填物１２であって、例えばセラミックス、ガラス等の非金属製
の材質の充填物１２を使用することができる。
【００４４】
反応器１１の上部には、液状石油製品５１の導入部１５が備えられており、底部には排出
部１７が設けられている。また、３箇所の充填物１２ａ、１２ｂ、１２ｃに対応するよう
に、それらの下側近傍の容器側部に、オゾンガス５２を導入するための導入部１４ａ、１
４ｂ、１４ｃがそれぞれ備えられている。これらの導入部１４ａ～１４ｃは、導入したオ
ゾンが酸素に還元される前に充填物１２ａ～１２ｃにおいて液状石油製品と接触すること
ができるように配置されている。この目的を達するため、導入部１４ａ～１４ｃは、それ
ぞれ対応する充填物１２ａ～１２ｃに近接して、これらの各充填物１２ａ～１２ｃよりオ
ゾンガスの流れ方向の上流位置に設けられている。本実施形態では、オゾンガス５２は、
反応器１１内を上昇し、頂部の排出部１６から排出される。つまり、気液の流れ方向が互
いに向き合う向流方式が採用されている。
【００４５】
反応器１１の詳細を図２に示す。反応器１１としては、図２（Ａ）に示すような向流方式
のほか、並流方式も使用可能であり、その例としては、図２（Ｂ）に示すように、上部に
液状石油製品５１の導入部１５、頂部にオゾンガス５２の導入部１４ａ、分割された充填
物１２ｂ、１２ｃのそれぞれ上側近傍の容器側部に導入部１４ｂ、１４ｃ、底部に排出部
１８を備え、反応器１１の下流に気液分離器１９を設けたものが挙げられる。図２（Ｂ）
の態様でも、導入部１４ａ～１４ｃは、それぞれ対応する充填物１２ａ～１２ｃに近接し
て、オゾンガスの流れ方向の上流位置に設けられている。
【００４６】
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また、反応器１１は、充填塔方式に限らず、図３（Ａ）、（Ｂ）に例示するスプレー塔方
式も使用できる。スプレー塔方式の反応器１１においては、液状石油製品５１を上部の噴
霧装置１３から微細粒子として拡散させることにより、オゾンガス５２との気液接触を効
率的に行うことができる。スプレー塔方式においても、オゾンガス５２を反応器１１の側
部の複数箇所（導入部１４ａ～１４ｃ）から導入する向流方式［図３（Ａ）］のほか、オ
ゾンガスを反応器１１の頂部（導入部１４ａ）と側部の複数箇所（導入部１４ｂ、１４ｃ
）から導入し、気液分離器１９を併設した並流方式［図３（Ｂ）］が利用できる。スプレ
ー塔方式の反応器１１において、導入部１４ａ～１４ｃは、噴霧状態にある液状石油製品
の途中にオゾンガスを導入できるように設けられている。
【００４７】
さらに、反応器１１として、図４に例示するようなエジェクター式スプレーノズル６１と
充填物１２ａ、１２ｂを配備した装置を用いることも可能である。この反応器１１では、
液状石油製品５１とオゾンガス５２とを混合するエジェクター式スプレーノズル６１によ
って、液状石油製品５１を微粒子として拡散させオゾンガス５２と反応させるとともに、
気液接触手段（充填物１２ａ、１２ｂ）の下側からディストリビューター６２ａ、６２ｂ
を通して別途導入され、分散供給されるオゾンガス５２により、流下してくる液状石油製
品５１と再び気液接触させることができるので、酸化反応を効率良く進行させることが可
能になる。
なお、反応器１１としては、上記以外に、例えば濡れ壁方式（図示せず）なども使用でき
る。
【００４８】
図１では、反応器１１は１塔のみの構成であるが、硫黄化合物の酸化反応をより確実に進
行させる目的で、必要に応じて複数の反応器１１を連設することも可能である。また、同
様の目的で、一旦反応器１１から排出された液状石油製品（酸化反応後）５１’の一部ま
たは全部を再度反応器１１内に導入する経路を設けることも可能である。
【００４９】
図１において、混合手段としての混合器３１は、スタティックミキサー３２が使用されて
いる［図５（Ａ）参照］。スタティックミキサー３２には、一般的な構成ものを使用する
ことができる。混合器３１としては、スタティックミキサー３２に限らず、例えば図５（
Ｂ）に示す絞り弁３３や、同図（Ｃ）に示す攪拌槽３４なども利用できる。この中でも、
スタティックミキサー３２や絞り弁３３は、動力を必要とせず、省スペースで連続処理が
可能である点で有利であり、特に攪拌性能が高く均一な混合が可能なスタティックミキサ
ー３２が好ましい。
【００５０】
第１の分離手段としての分離槽４１は、液状石油製品５１と抽出溶媒５３を静置して層分
離させて分別回収するためのものであり、上部と下部にそれぞれ排出部を有する。なお、
図１では第１の分離手段として独立した分離槽４１を備えているが、例えば混合手段とし
て図５（Ｃ）に示す攪拌槽３４などを使用する場合には、混合器３１と一体の構成として
もよい。
【００５１】
また、以上の装置構成において、反応器１１および混合器３１を統合し、図６に示すよう
に一体型の反応・混合器７１とすることも可能である。この反応・混合装置７１では、気
液接触を行う反応部７２と、抽出溶媒の混合を行う混合／抽出部７３に区分されており、
さらに、反応部７２には例えば充填物（ここでは３つに分離。破線で図示）が複数に分割
して配備されている。この方式では、液状石油製品５１は反応部７２の上部の液導入部７
４から導入され、各充填物の近傍下側の反応器側部に設けられたガス導入部７５ａ、７５
ｂ、７５ｃからそれぞれ導入されたオゾンガス５２と接触しながら流下していく。混合／
抽出部７３には、メタノール等の抽出溶媒５３の溶媒導入部７６が設けられ、ここから導
入された抽出溶媒５３と酸化反応後の液状石油製品５１’とは、例えば攪拌などの手段に
より十分に混合される。混合物は反応・混合器７１の底部の排出部７７から排出され、次
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工程（分離槽４１）へ送られることになる。かかる一体型の反応・混合器を用いることに
よって、装置構成を簡素化することができる。
さらに、図６の反応・混合器７１において、混合／抽出部７３に分離機能を持たせ、ここ
で抽出溶媒５３と液状石油製品５１との分離まで行えるようにしてもよい。この場合は、
二点鎖線で示す分離槽４１も省略できるので、装置構成をさらに簡素なものとすることが
できる。
【００５２】
以上述べた図１の装置においては、硫黄化合物の酸化反応と分離をより確実にする目的で
、酸化脱硫反応器としての反応器１１、混合手段としての混合器３１および第１の分離手
段としての分離槽４１を一つの単位として、必要に応じて複数単位連設することも可能で
ある。また、同様の目的で、一旦分離槽４１から排出された脱硫石油製品（分離後）５４
の一部または全部を再度反応器１１内に導入する経路を設けることも可能である。
【００５３】
第２の分離手段としての蒸留塔４２は、蒸気圧の差異を利用して抽出溶媒５３とそこに溶
解している酸化硫黄化合物とを分離するためのものであり、一般的な構成の蒸留装置を利
用できる。
【００５４】
以上を踏まえ、図１の酸化脱硫装置１００を用いた処理手順を説明する。
まず、充填塔式の反応器１１の上部から導入された石油製品５１に、反応器１１の側部の
導入部１４ａ、１４ｂ、１４ｃから導入されたオゾンガス５２を対向流として接触させる
ことにより、効率良く気液接触が行われ、硫黄化合物の酸化反応が進行する。反応の条件
は前記したとおりである。酸化反応により生成した酸化硫黄化合物を含む液状石油製品５
１’は、反応器底部の排出部１７より排出され、次工程に移送される。
【００５５】
図１では、混合器３１（スタティックミキサー３２）の上流側の流送経路上の導入部２１
において、反応器１１で処理された液状石油製品５１’に抽出溶媒５３（例えば、メタノ
ールまたはメタノール水）が所定比率で導入される。液状石油製品５１と抽出溶媒５３と
は、混合器３１（スタティックミキサー３２）により十分に混合され、液状石油製品５１
中の酸化硫黄化合物が抽出溶媒５３側に移行する。
【００５６】
抽出溶媒５３と液状石油製品５１’は、分離槽４１で静置され、抽出溶媒５３は下部から
、脱硫石油製品５４は上部から回収される。
【００５７】
以上述べた抽出溶媒の導入から混合、分離までの工程を繰り返し行うために、導入部２１
、混合器３１および分離槽４１を繰り返して連設したり、循環経路を設けたりすることも
可能である。
【００５８】
次に、酸化硫黄化合物５５を含有する抽出溶媒５３は、蒸留塔４２に流送され、ここでの
蒸留によって酸化硫黄化合物５５が分離される。蒸留塔４２の頂部より回収されたガス状
の抽出溶媒５３は、熱交換器４３で冷却され、回収溶媒槽４４に貯留して再利用が図られ
る。蒸留塔４２の底部より回収される酸化硫黄化合物５５は、必要に応じて精製すること
により、各種の化学工業で利用することができる。
【００５９】
【作用】
オゾンを液状石油製品に作用させて、そこに含まれる硫黄化合物を酸化させ分離除去する
場合には、オゾンの酸化力によって液状石油製品の成分自体も酸化されてしまうという点
が最大の問題となる。
すなわち、石油製品中の硫黄化合物を十分に酸化させるために過剰のオゾンを導入した場
合、オゾンの酸化作用は石油製品中の成分、特にオレフィン類などの二重結合部位に作用
して過酸化物を生成する。この過酸化物は、石油製品から除去する必要があるが、その生
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ため、実用性が大きく損なわれる。
【００６０】
本発明では、オゾンによる硫黄化合物の酸化作用を十分に得ながら、過酸化物の生成が起
こらないように酸化脱硫条件を制御することによって石油製品の効率的な酸化脱硫が実現
される。
【００６１】
ここで、酸化脱硫条件の制御は、第1に、オゾンの導入量が硫黄化合物に対して重量比で
１５０倍を超えないように制御することにより実施される。液状石油製品に導入するオゾ
ンの量が過剰になると酸化力が強くなりすぎ、過酸化物生成の問題が生じやすくなるが、
オゾン量を制御することによって、硫黄化合物を酸化させるために必要な酸化力を確保し
つつ、過酸化物の生成を抑制できる。
【００６２】
第２に、反応槽におけるオゾン含有ガスの導入部を複数設ける構成とした。これにより、
反応容器内で局部的にオゾン濃度が高い状態が生じないようにすることが可能となり、過
酸化物の生成が抑制される。また、導入部の配置をオゾンの酸化作用が持続する時間を考
慮して設定することにより、気液接触による硫黄化合物の酸化を効率良く行うことが可能
になるとともに、オゾンの損失を最小限に抑え、オゾンを有効利用することができる。
【００６３】
第３には、充填塔方式の反応容器内に充填される充填物等の気液接触手段をセラミックス
、ガラス等の非金属製の材質とする構成とした。非金属製の気液接触手段を使用すること
によって、過酸化物の生成が抑制される理由は解明されていないが、金属製の材質の充填
物を用いる場合には、気液接触を図るべく大きな表面積を有する充填物表面において、金
属が触媒的役割を果たし、石油製品中のオレフィン類のオゾンによる酸化を促進している
可能性があるのに対し、非金属製の材質ではかかる触媒的作用は生じないことが考えられ
る。
【００６４】
【実施例】
次に、実施例を挙げ、本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれによって制約され
るものではない。
【００６５】
実施例１
灯油脱硫試験：
原料灯油として４６ｐｐｍの硫黄分を含むものを使用し、本発明方法による酸化脱硫処理
を、常圧、３０℃、オゾン量１．２６ｇ／ｈｒ、ＳＶ＝２．０ｈｒ－１で実施した。その
結果を表１に示した。
【００６６】
実施例２
灯油脱硫試験：
充填物をセラミックス製に代えた以外は、実施例１と同様の条件で脱硫試験を実施した。
その結果を表１に示す。
【００６７】
【表１】
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【００６８】
実施例３および比較例１
図１に示したものと同様の酸化脱硫装置を使用し、常圧、３０℃、オゾン量４０ｇ／ｈｒ
、ＳＶ＝２．２ｈｒ－１で灯油の脱硫試験を実施した。反応器は、径３００ｍｍ、高さ２
８００ｍｍのものを用いた。
【００６９】
比較例１では、気液接触手段としての充填物（ステンレス製）を一段（高さ９５４ｍｍ）
とし、オゾン含有ガスを１箇所から導入するようにした。実施例３では、反応器の気液接
触手段を２段（高さ４７７ｍｍ×２）とし、オゾン含有ガスを２箇所から導入するように
した以外は、比較例１と同様の条件で脱硫試験を実施した。その結果を表２に示す。
【００７０】
【表２】

【００７１】
以上の結果から、複数（ここでは２つ）に分離した充填物層に対応した複数の部位からオ
ゾンガスを導入することにより、十分な脱硫率が得られるとともに、過酸化物の生成も抑
えられることが示された。また、充填物の材質を非金属製（セラミックス）とすることに
より、金属製（ステンレス）を使用した場合に比べ、さらに脱硫効率が向上し、過酸化物
価を低下させ得ることが判明した。
【００７２】
実施例４
灯油脱硫試験：
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実施例１と同様の脱硫装置を用い、反応器に導入するオゾン量を変えながら、灯油につい
て下記の条件で脱硫試験を実施した。その結果を図７に示した。
【００７３】
＜操作条件＞
（１）灯油の性状；
密度　　　　０．７７４３ｇ／ｃｍ３

原料硫黄分　５５ｐｐｍ
供給量　　　３０リットル／時
（２）オゾンガス操作条件
圧力　　　　１．５ｋｇ／ｃｍ３

温度　　　　３０℃
オゾン濃度　３．０重量％
オゾンガス密度　　０．００３２２ｇ／ｃｍ３

（３）酸化硫黄化合物の抽出分離
メタノール／灯油比＝２／５を用い、▲１▼５分間混合、▲２▼１０分間静置、▲３▼灯
油分離を行った。▲１▼～▲３▼の抽出操作を３回繰り返した後、水洗を実施した。
【００７４】
実施例５
軽油脱硫試験：
実施例３と同様の条件で、軽油（密度　０．８０７９ｇ／ｃｍ３、原料硫黄分２６０ｐｐ
ｍ）について脱硫試験を実施した。その結果を図８に示した。
【００７５】
実施例６
ナフサ脱硫試験：
実施例３と同様の条件で、ナフサ（密度　０．７４１７ｇ／ｃｍ３、原料硫黄分１８ｐｐ
ｍ）について脱硫試験を実施した。その結果を図９に示した。
【００７６】
以上、図７～９より、石油製品中の硫黄化合物に対するオゾンの導入量を増加させても、
あるオゾン量を超えると、脱硫率の上昇が頭打ちになる傾向が示された。すなわち、原料
石油製品中の硫黄化合物に対するオゾン導入量（重量比）が１５０倍を超える範囲では、
石油製品の種類に係らず、オゾンを増加させても脱硫率が殆ど上昇してないことが判る。
このことから、石油製品中の硫黄化合物に対し、重量比で１５０倍を超える過剰のオゾン
を投入しても有効利用されず、逆に過酸化物生成の原因となることが判る。
【００７７】
実施例７
過酸化物価測定試験：
充填物の種類（ステンレス、セラミックス、ガラス）を変更する以外は、実施例４と同様
の条件で灯油を処理し、抽出精製を行う前の過酸化物価を測定した。
その結果を図１０に示した。
【００７８】
図１０から、金属製（ステンレス）の充填物を使用した場合は、過酸化物の生成速度が速
いとともに、オゾン量が増加するに伴い過酸化物の量も増加し続けることが示された。こ
れに対し、非金属製の充填物（ガラス、セラミックス）を使用した場合は、金属製の充填
物と比較して、過酸化物の生成が抑制されることが明らかとなった。
【００７９】
以上、本発明を種々の実施形態に関して述べたが、本発明は上記実施形態に限られるもの
ではなく、特許請求の範囲に記載された発明の範囲内で、他の実施形態についても適用さ
れるものであることは勿論である。
【００８０】
【発明の効果】
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本発明方法によれば、液状石油製品とオゾン含有ガスとの気液接触により、液状石油製品
中の硫黄化合物を効率よく除去できるとともに、過酸化物の含有量が低い良質な石油製品
を得ることが可能となる。
【００８１】
また、特にオゾンを用いることの有利な点として、硫黄化合物の酸化反応は、気体のオゾ
ンと液体の石油製品との気液間で行われるため、反応がすみやかに進行し、処理効率が高
い。また、気体であるオゾンは反応後に液状石油製品と容易に分離するので、酸化工程後
の分離に格別の操作や処理を必要としない。つまり、液－液反応や気－気反応では接触、
混合後の分離に煩雑な操作が必要であったり、分離が困難になって原料の石油製品に損失
を生じたりするが、気体であるオゾンは反応系から容易に分離・除去できるため、すみや
かに次工程に移行でき、原料の損失も殆どない。
【００８２】
また、本発明の酸化脱硫装置は、上記本発明酸化脱硫方法の実施に最適なものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係る酸化脱硫装置の概略構成図面。
【図２】反応器の態様を説明する図面。
【図３】反応器の別の態様を説明する図面。
【図４】反応器のさらに別の態様を説明する図面。
【図５】混合器の態様を説明する図面。
【図６】一体型の反応／混合器の例を説明する図面。
【図７】灯油の脱硫率とオゾン量の関係を示すグラフ図面。
【図８】軽油の脱硫率とオゾン量の関係を示すグラフ図面。
【図９】ナフサの脱硫率とオゾン量の関係を示すグラフ図面。
【図１０】脱硫灯油の過酸化物価とオゾン量の関係を示すグラフ図面。
【符号の説明】
１１　反応器
１２ａ、１２ｂ、１２ｃ　充填物
１３　噴霧装置
１４ａ、１４ｂ、１４ｃ　導入部
１５　導入部
１６　排出部
１７　排出部
１８　排出部
１９　気液分離器
３１　混合器
３２　スタティックミキサー
３３　絞り弁
３４　攪拌槽
３５　攪拌翼
４１　分離槽
４２　蒸留塔
４３　熱交換器
４４　回収溶媒槽
５１、５１’　液状石油製品
５２　オゾンガス
５３　抽出溶媒
５４　脱硫石油製品
５５　酸化硫黄化合物
６１　エジェクター式スプレーノズル
６２　ディストリビューター
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７１　一体型反応／混合器
７２　反応部
７３　混合／抽出部
７４　液導入部
７５ａ、７５ｂ、７５ｃ　ガス導入部
７６　溶媒導入部
７７　排出部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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