
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単一燃焼段階中の燃料リッチ領域又は第一燃焼段階及び第二燃焼段階中の第一燃焼段階
の燃料リッチ領域へ、１以上の窒素含有炭化水素化合物含有燃料及び２１ｖｏｌ％酸素を
超え 平均酸素濃度を有する気体状酸化剤を、その段階が空気のみを
酸化剤として操作される場合と同量のＮＯｘを生成する化学量論的割合より低い割合で供
給する工程、
単一燃焼段階又は第一燃焼段階で上記燃料を上記気体状酸化剤と燃焼させる工程
燃焼生成物及び未燃焼燃料を生成させる工程

を含む炭化水素燃料の燃焼方法

【請求項２】
　更に第一燃焼段階へ供給される前に酸化剤を加熱する工程を含む請求項 の方法。
【請求項３】
　第一燃焼段階の化学量論的割合は、その段階が空気を唯一の酸化剤として行われる場合
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、２９ｖｏｌ％までの

、
、並びに

上記未燃焼燃料を、第二燃焼段階で追加の気体状酸化剤と共に燃焼させる工程
であり、

第一燃焼段階及び第二燃焼段階へ供給される酸化剤の平均酸素含有量が２０．９～２７．
４ｖｏｌ％の範囲であり、
第一燃焼段階で生成する燃焼生成物及び未燃焼燃料から充分な熱を除去することにより、
第二燃焼段階における燃焼中のＮＯｘの更なる生成を最小化するのに充分な低温にする方
法。

１



と同量のＮＯｘを生成する化学量論的割合より低く、かつ
それより低い以外は同一の条件下で上記燃料を上記酸化剤と燃焼させた場合に同一のＮＯ
ｘ量を生成する化学量論的割合以上である、請求項１ の方法。
【請求項４】
　燃料が石炭である請求項１～ いずれか１項の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、炭化水素燃料、特に石炭の燃焼に関する。
【背景技術】
【０００２】
　米国及び世界中で、環境についての意識が高まり、ボイラー、焼却炉及び燃焼炉からの
汚染物質の排出を減少させるための公的、規制的な圧力が増大している。特に重要な汚染
物質の一つは、酸性雨、地表オゾン及び微粒子形成の原因の一つであるＮＯｘ（ＮＯ、Ｎ
Ｏ 2、Ｎ 2Ｏ、Ｎ 2Ｏ 4及びこれらの混合物である窒素酸化物それぞれを意味するがこれらに
限定されるものではない。）である。
　ＮＯｘ排出を減少させるために、多くの技術が使用できる。これらの技術は、第１及び
第２の２つの大きな種類に分けられる。第１の技術は、燃焼プロセスを制御して燃焼区域
でのＮＯｘ生成を最小化し又は防止する。第２の技術では、薬剤を使用して、燃焼区域で
形成されるＮＯｘを減少させて窒素分子とする。本発明は第１の制御技術に関する。
【０００３】
　一般に段階的燃焼法と呼ばれる第１の制御技術は、燃焼空気及び燃料の混合を慎重に制
御してＮＯｘ生成を最小化する。燃料窒素からのＮＯｘの生成は、揮発性燃料及びチャー
窒素中の窒素含有種からの、ＮＯｘの生成反応及びＮ 2の生成反応間の競争に依存する。
酸素リッチな条件では、競争はＮＯｘ生成に傾く。燃料リッチな条件では、反応はＮ 2生
成に傾く。上記第１の制御方法は、この現象を利用して空気及び燃料の混合を慎重に制御
して、燃料リッチ領域を形成してＮＯｘ生成を防止する。ＮＯｘ排出を減少させるため、
燃料リッチ領域は、ＮＯｘが減少する反応速度となるのに充分な温度（高温）でなければ
ならない。一方、第二燃焼段階でＮＯｘが熱的に生成することを阻止するために、燃料リ
ッチな第一燃焼段階から燃焼炉の熱伝導手段へ充分な熱が伝達されなければならない。
【０００４】
　第１の制御装置として最も一般的な種類は、低ＮＯｘ燃焼器（ＬＮＢ）である。この装
置中で、空気は、通常空気力学的に段階づけられて燃料リッチ領域及びその次の完全燃焼
領域を形成する。従来の低ＮＯｘ燃焼器は、供給口近傍に、第１空気及び燃料により制御
され、非常に燃料リッチな第一（燃焼）領域を有する。次に第二（燃焼）領域中で、第２
空気及び残りの第３空気が、燃料窒素が化学的に処理されてＮ 2を形成し続けるように働
き、局部的な化学量論的量が厳格に制御される。この（第二燃焼）領域中で炭化水素及び
チャーは完全燃焼される。ＬＮＢはＮＯｘ減少のためにはかなり低廉な方法ではあるが、
現在利用可能な種類では、将来予定される規制の排出限界を達成することはできない。（
従来のＬＮＢの）他の問題として、灰中の炭素の増加と燃焼炎の不安定性がある。
　低ＮＯｘ燃焼器はかなり成熟した技術であり、広く特許や技術文献で検討されている。
ＬＮＢの効率を上げ、かつ燃焼炎の不安定性や灰中の炭素の増加等の欠点を最小化するた
めに、多くの着想が検討された。これら着想の中で、第一（燃焼）段階への空気の予備加
熱、及びオキシ燃料燃焼用への燃焼器 (combustor)の変更の２つが特に適切である。
【０００５】
　空気の予備加熱及びオキシ燃料燃焼の両方は、第１（燃焼）領域内の化学量論的割合を
増加させずに温度を上昇させて、段階的燃焼効率を増大させる。オキシ燃料燃焼は、遅い
ガス流による燃料リッチ領域内での長い滞留時間という、ＮＯｘ排出を減少させることが
明らかな利点が更に加わる。上記の通り、段階的燃焼は燃料リッチな段階を使用して、Ｎ
Ｏｘの生成よりもＮ 2の生成を促進する。Ｎ 2生成反応は反応速度論的に制御できるため、
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温度及び炭化水素ラジカル濃度の両方がＮＯｘ生成の減少に重要である。例えば、段階的
でない又は緩やかな段階的条件下 の、温度が高くラジカル濃度が低い場合、ＮＯｘ生成
は増加する。非常にはっきり段階づけられた条件 の、ラジカル濃度が高く温度が低い場
合、ＨＣＮ からＮ 2 変換は阻害される。完全燃焼を行なうために空気が添
加される場合、中間体は酸化してＮＯｘを形成し、最終的なＮＯｘ生成が増加する。 Saro
fim et al.「窒素含有燃料の燃焼中の窒素酸化物排出の制御方法」（ＡＩＣｈＥ第６９年
次会議、シカゴ、イリノイ、１９７６年１１月）では、燃焼空気をかなり高温に予備加熱
することにより、第一燃焼段階の反応速度を増大できることが示された。一方、小林ら（
「工業的燃焼器のＮＯｘ排出特性及び酸素リッチな燃焼条件下での制御方法」国際燃焼研
究協会９メンバー会議、 Noordwijkerhout、１９８９年５月）は、空気の代わりに酸素を
燃焼用に使用すると反応速度が増大することを示した。この両方のケースでは、最終的に
は、ラジカル濃度を同一に保持しながら第一燃焼段階中のガス温度を増加させ、その結果
ＮＯｘ生成を減少させる。更に、空気の予備加熱及びオキシ燃料燃焼の両方を採用するこ
とにより、第一燃焼段階は、燃焼炎安定性を損なうことなく非常に段階づけられる。これ
は、更にＮＯｘ生成を減少させる。
【０００６】
　オキシ燃料燃焼は、更にＬＮＢへ利点を付与する。 Timothy et al.「単一石炭粒子の燃
焼特性」、１９回国際燃焼討論会、燃焼学会、１９８３）は、石炭が酸素リッチな条件下
で燃焼される時、液化（揮発分留去）時間は非常に減少し、揮発性成分収率は増加するこ
とを示した。しかし、これらの試験は、非常に燃料が希薄な条件下で行なわれた単一の粒
子燃焼試験であり、どの程度の酸素量がより現実的な燃焼条件下でこれを達成するために
必要とされるかについての情報を提供するものではない。揮発性成分収率が高いことは、
基準線に比べて気相中の可燃物が増加するために揮発性窒素種からのＮＯｘ生成を抑える
ようなより燃料リッチな気相へと導く。更に、燃料揮発性成分は急速に発火し、燃焼炎を
燃焼器（バーナー）に定着させるために、ＮＯｘ生成がより低くなる。揮発性成分収率が
増加すると、チャーの残存が少ないため完全燃焼時間が短くなる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来技術は段階的燃焼及びＬＮＢに関して幾つかの優れた機能向上効果を示しているが
、幾つかの実際的な問題があるためその適用は限られていた。第一に、反応速度増加のた
めに必要なレベルまで燃焼空気を予備加熱することは、システム及び空気配管両方に何ら
かの改良が必要である。空気加熱器及び燃料節約装置区域は、流入空気をより高い温度へ
加熱するため改良される必要があり、それは蒸気循環構成部分の残りの改良も必要とする
。管路及びウィンドボックス、並びに燃焼器自体も同様に高温の空気を処理するために改
良される必要がある。これらの改良は、全て費用がかかりボイラーの操作上に悪影響を及
ぼす。
【０００８】
　ボイラー中でオキシ燃料を燃焼させる第一の問題は、酸素の価格である。酸素使用を経
済的にするためには、プロセス効率の上昇により達成される燃料の節約額は、供給される
酸素の費用より大きい必要がある。充分な熱回収のない燃焼炉等の高温操作の場合、これ
は容易に達成できる。しかし、ボイラー等をさらに効率的に操作する場合、オキシ燃料燃
焼により達成できる燃料節約は、酸素費用よりも通常は低くなる。例えば通常の石炭燃料
用ボイラーを空気燃焼型から酸素燃焼型へ変換する場合、ボイラーから排出されるパワー
の約１５～２０％が必要酸素を製造するために必要である。従ってオキシ燃料の燃焼は、
殆どのボイラーにとって非経済的である。
　このように、１以上の窒素化合物を含有する燃料（特に石炭）の燃焼におけるＮＯｘ排
出の減少を達成する方法が求められており、特に、既存の燃焼炉で大幅な構造的改造の必
要なく行なうことのできる方法が求められている。
【課題を解決するための手段】
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【０００９】
　本発明は、１以上の窒素化合物を含有する燃料の燃焼方法であり；
第一燃焼段階へ燃料及び２１ｖｏｌ％を超え、好ましくは２１．８～２９ｖｏｌ％の範囲
の酸素を含有する気体状酸化剤を、その段階が空気のみを酸化剤として操作される場合と
同量のＮＯｘを生成する化学量論的割合より低い割合で供給し、
第一燃焼段階でその燃料を気体状酸化剤と燃焼させ、燃焼生成物及び未燃焼燃料を生成す
る燃焼方法に係るものである。
　好ましくは、第二燃焼段階中で上記未燃焼燃料を追加酸化剤流を使用して燃焼させる段
階を含み、第一燃焼段階へ供給されるものを含む全ての酸化剤の平均酸素含有量が２０．
９～２７．４ｖｏｌ％の範囲であり、第一燃焼段階からの燃焼生成物及び未燃焼燃料から
充分な熱を蒸気発生管による熱交換等で除去して、第二燃焼段階での燃焼中のＮＯｘの更
なる生成を最小化するのに充分な低温にする方法に係る。
　又、本発明の目的は、燃焼炉で生成するＮＯｘ量を減少させるために、その中で炭化水
素燃料が空気を唯一の酸化剤として燃焼される既存の燃焼炉を適用（装置改造）すること
を可能とするものである。中で炭化水素燃料が燃焼される燃焼炉を、上記燃焼炉内での上
記燃料と唯一の酸化剤としての空気との燃焼により生成されるＮＯｘ量と比べて、燃焼炉
により生成されるＮＯｘ量を減少させるための操作方法であり、例えば、上記燃焼炉の第
一燃焼段階へ、上記燃料及び２１ｖｏｌ％を超える酸素を含有する気体状酸化剤を、その
段階が空気のみを酸化剤として操作される場合と同量のＮＯｘを生成する化学量論的割合
より低い割合で供給し、上記燃焼段階でその燃料を気体状酸化剤と燃焼させ、燃焼生成物
及び未燃焼燃料を生成する。
　上記例のいずれでも、酸素は、純粋酸素又は充分に酸素リッチな空気の単一流、又は純
粋酸素及び／又は充分に酸素リッチな空気の複数流のいずれの形でも供給できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　本発明は、段階的燃焼の効率を上げて上記問題を解決する。又、本発明は、単一燃焼段
階の燃焼器（バーナー）に使用できる。本発明は、石炭、燃料油（重油を含む）及び瀝青
等の炭化水素燃料の燃焼に適用できる。これらの燃料は、一般的に少量の原始的に存在す
る窒素系炭化水素化合物、通常複素環化合物を含有している。
　下記記載で、燃焼装置の１の燃焼段階へ供給される酸化剤の酸素含有量は、たとえ、そ
の燃焼段階中で酸素含有量が異なる場所では変化するとしても、その燃焼段階を全体とし
た場合の全平均酸素含有量を表すものである。
【００１１】
　本発明は、酸素及び燃料の特定範囲及び割合内では、驚くほど少量の酸素の使用がＮＯ
ｘの生成を非常に減少させるため、ＮＯｘ生成の減少のための大幅なボイラー改造又は純
粋なオキシ燃料の燃焼にかかる費用の必要性を除去することを発見してなされた。
　詳細には、関連する従来技術から予測されることとして、空気中での段階的燃焼の第一
燃焼段階として観測された従来の化学量論的割合において、空気中の酸素含有量を上げる
ことはＮＯｘの生成を上昇させるとされていた。ここで使用される「化学量論的割合」と
は、供給される酸素の、供給分を含む物質材料中に存在する全ての炭素、イオウ及び水素
を二酸化炭素、二酸化イオウ及び水へ完全に変換するのに必要な合計酸素量に対する割合
を表す。
　ところが驚くべきことに、より低い化学量論的割合での燃焼は、酸化剤ガス中の全酸素
含有量 比較的わずか 加 、ＮＯｘの生成を非常に減少させる結果を生じるとい
う特性を有することが見いだされた。
【００１２】
　設定された一連の燃焼条件の、酸化剤ガス中で空気のそれより多少高く設定された全酸
素含有量の特定の化学量論的割合値をとる特定の時点で、投入燃料単位に対する量（ｍａ
ｓｓ）で表されるＮＯｘ生成（量）は、燃焼が空気又は酸化剤ガスのいずれで行われても
同一となる。この点は、ここで「変曲点」として表される。この言葉は、ここで本発明の
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記載の理解を助けるため使用されるものであり、特に「変曲」に更に他の意味を持たせる
ものではない。変曲点における特定の化学量論的割合値は、例えば燃料組成や酸化剤の全
酸素含有量によってその場合場合で変えることができる。本発明は、第一燃焼段階では（
又は段階的燃焼器の燃料リッチ部分中では）その（変曲）点の化学量論的割合よりも下の
化学量論的割合で、燃焼を行う。
【００１３】
　ＮＯｘ生成への酸素添加の影響の例を、図１に概略的に示す。この図は、体積及び第１
のゾーンからの熱除去を一定にして化学的反応速度を計算して得られたものである。図１
で示される２つの曲線は、酸化剤が空気である場合と、燃料の完全燃焼に必要な酸素の１
０％が純粋な酸素により供給され、この酸素が第一（燃料リッチな）燃焼段階へ供給され
た場合の、第一燃焼段階の化学量論的割合の関数であるＮＯｘ生成を表す。これら計算に
使用される燃料は、３４％揮発性成分を含有する通常の瀝青炭である。図１には、２つの
曲線が交差する点Ａが表される。点Ａでは、燃焼が空気又は生成した気体状酸化剤のいず
れで行なわれてもＮＯｘ生成が同じであり、燃料の完全燃焼に必要な酸素の一部（この例
では１０％）が純粋な酸素として供給され、残りは空気として供給されている。点Ａは、
上記「変曲点」である。図の例では、点Ａにおける化学量論的割合は、約０．５８５であ
り、石炭の約５２ｗｔ％が蒸気相中にあって反応に参加したと考えられる。従って、全化
学量論的割合は１に及ばないが、気相はこの変曲点ではわずかに燃料リッチなだけである
。
【００１４】
　図の例では、第１の燃焼段階で化学量論的割合が約０．５８５を超えて気相が燃料希薄
となる場合、酸素添加は非常にＮＯｘ生成を増加させる効果がある。しかし、本発明にお
いて、（例えば、純粋酸素又は充分に酸素リッチとしている空気を比較的適量で添加する
ことにより得られる）第一燃焼段階の酸化剤の全酸素含有量の適度な増加の効果が、劇的
にＮＯｘ生成を減少させるような、より低い化学量論的割合（この例では、２つの曲線の
交差する点での化学量論的割合である約０．５８５未満）が存在することが見いだされた
。本発明は、第一燃焼段階（又は段階的燃焼器中の燃料リッチな部分）中で、この点（変
曲点）での化学量論的割合より低い化学量論的割合で燃焼を行なう。
【００１５】
　本発明の好ましい態様は、段階的燃焼を促進し、かつ材料的又は経済的限界の範囲内と
する組み合わせにより定まる。上記のとおり、本発明の主な目的はＮＯｘ生成の減少であ
るが、他の目的はもちろん燃焼の開始及び持続が可能なことである。化学量論的割合が非
常に低い場合、例えば図１の例で約０．４未満である場合、第一燃焼段階での点火及び燃
焼は困難である。この低い方の限界は、第一燃焼段階で発生した揮発性成分の量等の燃料
特性及び酸化剤特性に非常に影響される。上記記載された例では、最適範囲は、全石炭を
基準として約０．４～０．５８５の化学量論的割合である。これは、気相中での想定燃料
基準で０．５７５～０．８５の範囲に相当する。他の例では、非常に予備加熱した、純粋
酸素又は充分に酸素リッチな空気流は、低温での等価の酸素流よりもかなり低い化学量論
的割合での燃焼を可能とする。しかし、どの場合でも化学量論的割合がある臨界値（上記
例では約０．４）より低い領域のＮＯｘ生成は、本発明による酸素添加及び化学量論的割
合の制御なしで達成される値を超えてしまう。
【００１６】
　この点を考慮すると、一連の設定燃焼条件（空気のそれよりも多少大きい全酸素含有量
を有する設定された酸化剤流を含む）下でＮＯｘ生成の減少を確実に達成するために、空
気又は設定された酸化剤ガス中の燃焼で同量のＮＯｘが生成されるような上記変曲点での
化学量論的割合よりも低く、かつ（設定された酸化剤流により得られた）ＮＯｘ生成が再
度上昇して上記変曲点でのＮＯｘ生成量と同じになる、低い方の化学量論的割合以上であ
る化学量論的割合で操作することが好ましい。
【００１７】
　換言すれば、図１において、点Ａ（即ち．変曲点）でのＮＯｘ生成は、燃焼に必要な酸
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素の１０％が純粋酸素で残りは空気で供給された空気又は気体状酸化剤中での燃焼と同じ
であり、点ＢでのＮＯｘ生成は、点ＡでのＮＯｘ生成と同じである。そして、点Ａでの化
学量論的割合より低く、点Ｂでの化学量論的割合以上である化学量論的割合で燃焼を行な
うことが好ましい。
【００１８】
　操作に最適な化学量論的割合は、燃料特性、燃焼装置の種類、燃焼に必要であり、純粋
酸素又は充分にリッチとなるように酸素添加された空気により供給された酸素成分、及び
酸化剤平均温度に非常に影響される。最適な操作様式を決定するために、数種の方法が使
用できる。この方法として、反応速度論的限界の重要な情報を与える上記記載の反応速度
論的計算が挙げられる。この計算において、酸素への燃料割合、従って蒸気相中でのＮＯ
ｘ生成を適切に記載するため蒸気相中の燃料リッチな条件下での燃料の量に注意する必要
がある。
　燃焼空気の一部が酸素で置き換わる燃焼装置中の空気力学的段階付けの影響を考慮する
ために、計算流体力学（ＣＦＤ）計算が使用できる。従って、最終的な装置の設置前に、
モデリング結果を確認するための実験を行なうことができる。
【００１９】
　上記のとおり、ここで発見され記載された効果は、酸化剤の全酸素含有量の増加を基礎
にしている。その増加は、酸素による文字通りの空気の置換、又は酸素リッチな空気の添
加、酸素リッチな空気による空気の置換、純粋酸素又は殆ど純粋な酸素の添加、純粋酸素
又は殆ど純粋な酸素による空気の置換等の方法により行なうことができる。ここでは便宜
上、酸化剤中の増加した全酸素含有量は、純粋酸素による空気の置換で表してもよい。即
ち同量の酸素を保持するように、純粋な酸素で一部置換された空気と等価の酸化剤である
。空気が約２０．９ｖｏｌ％の酸素を含有するものであるから、下記表に従って、空気を
設定した割合で酸素により種々に置換して、より高い全酸素含有量を有する酸化剤を生成
できる。
【００２０】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２１】
　純粋酸素又は他のガスによる空気の置換により影響される可能性のある酸化剤ガスの実
際の全酸素含有量の範囲は、酸素を使用しても充分な影響が生じなくなる限界を下限とし
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、費用が非常に高価となるか、ボイラー又は燃焼炉バランスの維持が困難となる限界を上
限とする。純粋酸素又は充分に酸素リッチな酸化剤流が、燃焼に必要な化学量論的酸素の
２５％以上、又は３０％以上までも供給に使用される場合、従来の酸素費用及びＮＯｘ制
御の反応速度に基づく計算により、２１．８ｖｏｌ％～２４．８ｖｏｌ％の酸素を含有す
る気体状酸化剤の使用（即ち、合計燃焼空気の５～２０％又は上記表中に示された５％及
び２０％間の任意の値を酸素と置換することに対応する）が最適であることが明らかとな
った。全ての酸素が第一燃焼段階燃焼領域中で使用され、第二燃焼段階燃焼領域中で酸素
が全く使用されない場合、第一燃焼段階の燃焼空気を酸素で置換する最適範囲は、第一燃
焼段階燃焼領域の化学量論的割合に影響され、上記範囲より高くなる。
【００２２】
　燃焼空気及び燃焼酸素並びに酸素リッチな空気は、１つのフローとして供給されてもよ
く、複数のフローとして供給されてもよい。酸素又は充分に酸化剤リッチなフローを供給
する最適な方法は、ＮＯｘ減少を最大化して、装置改造及びシステムの複雑さを最小化す
るものである。これらの要件に適合させるため、酸素は、燃焼器を通って第一燃焼段階ま
で伸びているランスを通って供給されるか、燃焼器に隣接する壁を通して供給されること
により、第一燃焼領域へ導入できる。この方法は、第一燃焼領域中で増大した酸素濃度の
影響を最大にし、配置されるランスの構成を単純にできる。更に、この方法により、局部
的酸素濃度を、プロセスに使用される酸素純度と同じほど高くできる。それは、燃料粒子
又は液滴の液化を促進し、更に燃焼炎の安定した固着を助ける。又この方法により、予備
加熱された酸素を早点火又は燃料軟化の問題なしに注入できる。
【００２３】
　本発明の一の実施例は、当業者が熟知しており、容易に実施できる従来法により行なう
ことができる。燃焼される石炭は、最初に、ガス圧で供給できるように微粒子サイズまで
微粉化され、バーナーヘッドの供給口から燃焼炉又は燃焼装置類へガス圧で供給されても
よい。本発明に好ましく使用できる石炭燃焼には、従来公知のバーナーヘッド、微粉化石
炭の供給技術、並びに燃焼炉及び他の燃焼装置が使用できる。燃焼領域へ供給される気体
状酸化剤の化学量論的割合及び酸素含有量は、当業者に公知の制御手段により制御できる
。本発明による燃料の燃焼は、発電用熱回収又は加熱の目的に有用である。
【００２４】
　本発明の実施をする簡単な方法は、酸素を低ＮＯｘ燃焼器（ＬＮＢ）のウィンドボック
スへ注入して、目的とする増大した酸素含有量を有する酸化剤ガスを調製し、生じた酸化
剤ガスを第一燃焼燃焼段階を含む燃焼炉全体へ供給し、第一燃焼段階への空気又は燃料流
を調整して第一燃焼段階を更に燃料リッチとする。これは、低窒素燃焼器（ＬＮＢ）全体
が燃料リッチに運転され、オーバーファイアエアが更にボイラーの下流で添加されて燃料
を完全に燃焼させる段階的燃焼のために有用である。他の方法では、第１の又は燃料リッ
チな段階へ酸素の大部分を供給し、Ｎ 2生成反応を促進させる。残存酸素は、低窒素燃焼
器（ＬＮＢ）の次の燃焼段階又はオーバーファイアエアのいずれかへ供給され、完全燃焼
を促進する。最も好ましい構成は、全ての酸素を第一燃焼段階へランスを通して適切な量
で供給し、第一段階燃焼空気の流速を減少させることである。
【００２５】
　酸素リッチ化は、多くの方法で達成できる。例えば単にボイラーウィンドボックス中に
スパージャーを設置して、それが燃焼器に入る前に目的とする量の酸素を全ての燃焼空気
と混合できる。この方法は最も単純であるが、ＮＯｘ減少効率は第一燃焼領域への直接注
入に比べて低い。多少酸素リッチな空気を燃焼器へ供給する他の方法としては、予備混合
された（空気－酸素）混合物を直接的に第一燃焼領域へ注入することが挙げられる。この
方式はウィンドボックス中での単純な混合よりもＮＯｘ減少をもたらすが、更なる配管及
びウィンドボックス改造が必要であるため、上記最適な例より好ましいとはいえない。
【００２６】
　酸素リッチ化の程度は、（使用される）位置による固有の要件に応じて変化できる。化
学量論的酸素の１５％を超えて酸素の置換が増大すると、更にＮＯｘの減少が大きくなる
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ことが認められた。一方、空気の４０％を超える置換は、他のＮＯｘ制御法に比べて、そ
の酸素費用のために非経済的となる。更に本発明が既存の（従来型）ボイラー及び燃焼炉
の装置改造で使用された場合、又は新しい従来型燃焼炉に設置された場合、ボイラーバラ
ンス（熱平衡）が悪影響を受ける前に空気の代わりに供給される酸素の量には上限がある
。この限界は、燃料及び位置により限定されるものであり、通常２０～３０％（合計燃焼
空気及び酸素の混合物の２４．８％～２７．４％の全酸素含有量に相当する。）である。
【００２７】
　本発明の他の好ましい例は、流入酸素又は充分に酸素リッチな酸化剤を予備加熱するこ
とである。予備加熱（１８００°Ｆ（９８２℃）まで又は３０００°Ｆ（１６４９℃）ま
での温度に加熱）された酸化剤は、燃料の点火を加速し、この領域内での燃焼を促進し、
揮発性成分収率を増加させる。この（予備加熱）温度の上限は、プロセス配管の材質によ
り定まる。
　又、本発明により、ＮＯｘ及び非燃焼炭素の大部分を生成することが示されたボイラー
内バーナー（燃焼器）を選択的に（燃料）リッチとすることにより、ボイラー内のＮＯｘ
を減少できる。
【００２８】
　本発明は、同様に、ボイラーが１つの燃料から発熱量のより低い燃料へ変更される場合
などのボイラーバランス（熱平衡）問題により失われたボイラー能力を回復するためにも
使用できる。例えば、ボイラーが瀝青炭から亜瀝青炭へ変更された時、亜瀝青炭に関する
より高い煙道ガス体積は、輻射部を通過し、伝達部で吸収される熱が多すぎるという問題
を通常生じる。これは、しばしばボイラーの出力低下を引き起こす。しかし、本発明の範
囲内で、合計燃焼空気のわずか５％が酸素と置換された場合、煙道ガス体積は瀝青炭が燃
焼したのと同じになり、失われたボイラー能力が回復できる。
【００２９】
　本発明の方法が第二の燃焼段階を有する段階的燃焼装置の第一燃焼段階として行なわれ
た場合、第一燃焼段階からの燃焼生成物（未燃焼燃料及び煙道ガスを含む）は、第二燃焼
段階へ進む。更なる空気又は酸素はこの（第二燃焼）段階へ供給され、第一燃焼段階から
の未燃焼燃料が燃焼される。この段階の燃焼は、ＮＯｘ生成を抑制し、好ましくはＮＯｘ
生成を最小化するように行なわれるべきである。この段階でのＮＯｘの生成を抑制又は最
小化するために可能な最大の範囲で充分な空気又は酸素が、未燃焼燃料の燃焼を達成する
ために供給される。
　本発明の他の利点としては、段階的燃焼装置の第一燃焼段階中（又は段階的燃焼器の燃
料リッチ領域中）でここに記載された条件下での燃焼が燃料からの揮発性成分の液化（揮
発分留去）を増加させ、これら条件下で生じるチャーの量を劇的に低下させ、従来の段階
的装置中よりもより完全燃焼が可能となることである。
【００３０】
　更に本発明の他の利点は、第一（又は単一の）燃焼段階中の燃焼炎が燃焼器（バーナー
）口に設けられていることである。この構成は、燃焼炎が燃焼器から離れている、即ち燃
焼炎のベースが燃焼器口からある程度距離のある構成に比べ、ＮＯｘ生成がより減少する
利点がある。更に燃焼空気の一部を酸素と置換すること及び第一燃焼段階のより燃料リッ
チな操作は、この段階でのより長い滞留時間を達成し、その結果更にＮＯｘ生成を減少さ
せる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、段階的燃焼炉の第一段階での化学量論的割合に対するＮＯｘの生成量の
関係を示すグラフである。
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【 図 １ 】
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