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環境負荷低減 
 

 

  

 1 はじめに 

 環境保全のために窒素酸化物（NOx）の排出の

さらなる削減が求められている。石油精製，石油

化学での NOx の排出源の大きなものに加熱炉の

燃焼排ガスがあり，代表的な NOx 低減技術とし

て低 NOx バーナーと脱硝触媒などが実用化され

ている。 
 低NOxバーナーは，既設，新設を問わず採用で

き，追加の運転コストも不要であることから広く

用いられてきた。近年のさらなるNOx低減要求に

対応すべく，NOx発生量を従来の低NOxバーナー

からさらに半減させる超低NOxバーナーの技術

開発が行われている。 
 希薄予混合燃焼（Lean Premix Combustion）
でNOx発生が大幅に低下することを応用した

Lean Premixバーナーもこういった超低NOxバ
ーナーの1つであり，エチレン分解炉などの大型，

高温，かつ高度な制御を必要とする加熱炉を中心

に実績が増えてきている。 
 Lean Premix バーナーの原理，運転上の留意点

とその対応，実炉で使用実績を紹介する。 

 2 低 NOx バーナーの歴史 1),2) 

 低 NOx バーナーは，1970 年代の空気多段燃焼

（第 1 世代）に始まり，しだいに厳しさを増す

NOx 規制値に対応すべく，燃料多段燃焼（第 2
世代），さらに超低 NOx バーナーと呼ばれる排ガ

ス再循環を用いたもの（第 3 世代）へと進んでき

た。最近になって，Lean Premix Combustion の

技術を用いた新しい技術（第 4 世代）が実用化さ

れてきた。 
 これらの技術革新はほぼ 10 年ごとに行われ，

図１に示すように，そのたびに NOx 発生量を半

減させてきた。最新技術である Lean Premix 
Combustion により，かつての 10 分の 1 まで発生

NOx を低減できるようになってきている。 
 一方で，NOx や SOx などの発生量が多い液体

燃料の使用は限られ，環境への負荷の低い軽質炭

化水素を中心とした気体燃料が用いられるように

なってきている。本稿でも，このような気体燃料

を前提として解説する。 
 

 
図 1 低 NOx バーナーの進歩 
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3 低 NOx バーナーの原理と Lean Premix 

 Combustion３) 

 3.1 NOx 発生のメカニズム 

 バーナーで発生する NOx は，空気中の N2（窒

素）が火炎の中で酸化されて発生する Thermal 
NOx，燃料中の N 分による Fuel NOx，燃焼反応

の初期に起こる Prompt NOx がある。Fuel NOx
は，一般に N 分の少ない気体燃料が用いられるこ

とが多いため，影響は少ない。Prompt NOx は数

ppm 以下であり，これも影響は少ない。従って，

発生する NOx の大半は Thermal NOx になる。

ただし，最近のバーナー低 NOx 化によって

Thermal NOxが10ppm以下まで下がってくると，

Prompt NOx の占める割合が高くなってくる。 
 3.2 NOx 発生に影響する因子 
 バーナーからの NOx の大半である Thermal 
NOx の発生量には次の 2 つが大きく影響する。 
①火炎温度 
②酸素濃度 
 バーナー燃焼で発生する NOx の 90％以上は

NO であり，これが最終的に大気中で酸化されて

NO2となる。火炎内の N2から NO への反応速度

は次式で表される。 
  d[NO]/dt＝A[N2][O2]1/2exp(-EA/RT) 
 火炎温度（T）が高いと N2と O2の反応速度が

指数関数的に大きくなり，NOx 発生量が増大する。

また，酸素濃度の 1/2 乗に比例して NOx が増え

る。 
 3.3 空気多段燃焼と燃料多段燃焼 
 バーナーの低 NOx 技術は，火炎温度を下げる

ことを主眼にしてきた。具体的には，空気多段燃

焼や燃料多段燃焼によって燃焼領域を一次火炎と

二次火炎に分け，それぞれにおいて化学当量比に

近い燃焼を避けることで火炎温度を下げている。

加えて燃料多段の場合は，二次火炎での酸素濃度

を低く抑えることで，NOx 発生をさらに抑えてい

る。 
 燃料多段燃焼の場合は二次火炎の一部で燃料過

剰になるため，これを利用して還元雰囲気をつく

ることができ，発生した NOx を N2に還元してし

まう効果も取り込むことができる。 
 3.4 排ガス再循環 

 1980 年代後半から，超低 NOx バーナー（Ultra 
Low NOx Burner）として登場した技術が排ガス

再循環を用いたものである。 
 これは，炉内の燃焼ガスを火炎の中に取り込む

ことで酸素濃度と火炎温度の両方を下げ，大幅な

低 NOx 化を可能とした。背景には，テキサスや

ロサンゼルスなどで厳しい排気ガス規制が施行さ

れたことがある。 
 超低NOxバーナーは，排ガス再循環を基本に，

燃料多段燃焼などの従来技術も取り込んで進化し，

いろいろな型式のものが提案されている。 
 3.5 Lean Premix Combustion 
 上記の排ガス再循環までのバーナーは，基本的

に拡散燃焼によるものであった。これに対し，

Lean Premix Combustion は，燃料の一部と空気

の全量による予混合気で一次火炎をつくり，その

下流に残りの燃料を供給することで二次火炎をつ

くるものである。 
 大幅な低 NOx 化の鍵は，燃料が希薄な予混合

火炎では，図 2 に示すように NOx 発生量が極め

て少ないことにある。 

 

図 2 Lean Premix Combustion の原理 

 この Lean Premix Combustion と，従来の燃料

多段，あるいは排ガス再循環といった技術を組み

合わせた高度な技術を開発することで，それまで

超低 NOx バーナーから，発生 NOx 量をさらに半

減させることが可能になった。 

 4 Lean Premix バーナーの実際４) 

 4.1 LPMF○R 型フロアーバーナー 
 フロアーバーナーに Lean Premix Combustion



 

 

  PETROTEC 第３１巻 第９号 （２００８）        (3) 

の技術を適用した LPMF○R型バーナーの構造を図

3 に示す。 
 一次火炎のための予混合気は，一次燃料の噴流

により，ベンチュリを介して大気を吸い込むこと

でつくられる。この混合気は，燃焼限界に近い希

薄なもので，極限までの低 NOx 化を図るととも

に逆火を防いでいる。ベンチュリの性能が大切に

なり，設計と製作には細心の注意がはらわれてい

る。一部の燃料で全量の空気を吸い込むため，従

来のバーナーよりも若干高い燃料圧が必要になる

が，プラントの燃料系の圧力内で十分対応できる

範囲にある。 
 一次火炎の外側から二次燃料を吹き込み，二次

火炎を形成させ，燃料多段燃焼による NOx 低減

を行っている。さらに，二次燃料の噴流が炉内ガ

スを同伴するように設計されており，燃焼ガスに

よる火炎温度と酸素濃度の低減という排ガス再循

環の効果も取り入れている。 
 

 
図 3 LPMF○R型の構造 

 
 図 4 に LPMF○R型の外形図を示す。LPMF○R型は

エチレン分解炉に数多くの実績があり，エチレン

分解炉のバーナーに求められる広い運転範囲にも

対応している。 
 4.2 LPMW○R 型ウォールバーナー 

 エチレン分解炉など，炉の壁面にバーナーを配

置する炉にはラジアントウォールバーナーが用い

られる。これに Lean Premix Combustion を用い

たものが LPMW○R型である。この構造を図 5 に示 
す。基本的には LPMF○R型フロアーバーナーと同 

 

 
図 4 LPMF○R型の外形 

 
様の構造だが，二次燃料をバーナーチップ先端に

配置されたノズルから周方向に噴出することで，

この噴流が炉内ガスを同伴する排ガス再循環の効

果を取り入れている。 
 図 6 に LPMW○R型の外形，図 7 にエチレン分解

炉に据え付けられた LPMW○R型の実例を示す。 
 

 
図 5 LPMW○R型の構造 

 

 5 運転における留意点 1) 

 Lean Premix 型を含め超低 NOx バーナーは，

従来のバーナーに比較して高度な技術を用いて設

計，製作されている。これらの運転にあたって，

注意すべき点があるので，最後にこれについて触

れておきたい。 
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図 6 LPMW○R型の外形 

 

 

図 7 LPMW○R型の据え付け例 

 

 
 5.1 空気の漏れこみ 
 超低 NOx バーナーでは，炉体からの漏れこみ

空気が，次の 2 つの理由から性能に影響する。 
 のぞき窓や炉対の継ぎ目，あるいはチューブ貫

通部から外気が炉内に侵入すると，炉内の燃焼ガ

スの酸素濃度が上がってしまう。これが排ガス再

循環の効果を下げてしまうことがある。 
 また，精密な燃焼設計に基づいている超低 NOx
バーナーは，運転条件が設計範囲から外れると十

分な性能が発揮できなくなる。一般に空気過剰率

は燃焼室出口の残存酸素濃度で管理されるが，漏

れこみ空気が多いとその表示値がバーナーにおけ

る実際のものよりも高くなってしまう。空気過剰

率が適正に管理されているように見えて，実際は

バーナーで空気過不足になり，正常な燃焼ではな

くなってしまう。 
 同様な理由で，複数のバーナーが設置されてい

る場合に，ダンパー開度の均一化などに十分に注

意する必要がある。 
 5.2 ノズル閉塞 

 超低 NOx バーナーは，火炎内の燃料濃度を微

妙に調整するため，多数の燃料ノズルを配置して

いる。ノズルが多数になるため，1 つひとつの口

径が小さくなり，気体燃料中の液体分あるいは固

体分によるノズルの詰まりなどの不具合が起こる

可能性がより高いといえる。 
 これを防止するためには，火炎の状態の日常的

な監視を行いながら，異常がみられた場合には直

ちにガスチップの清掃を行うなどの対応が必要で

ある。また，燃料ラインへのストレーナーの設置，

燃料予熱の管理による重質分の凝縮の予防なども

有効である。 

 6 おわりに 

 加熱炉に関連する技術の中で，バーナーは最も

技術革新が盛んな分野である。これは，環境，エ

ネルギーといった差し迫った課題に直接関係して

いることによる。バーナーの技術はますます高度

化し，バーナーのみではこれ以上の大きな改善は

難しいところまで来ている。今後は，加熱炉の設

計，運転，保守といった総合的な見地から考える

ことが必要である。その意味から，拙文でバーナ

ー開発の現状を各位に理解していただき，今後の

相互検討の土台としていただければ，望外の喜び

である。 
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