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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
蒸気冷却式ガスタービン、蒸気タービン、及び前記ガスタービンからの高温燃焼生成物と
熱伝達関係にある排熱回収ボイラを含んでいて、前記排熱回収ボイラは蒸気を発生して前
記蒸気タービンを駆動するための低圧加熱器を含むようなコンバインドサイクルシステム
と、前記ガスタービンからの使用済み冷却蒸気を前記蒸気タービンに流すための再熱器と
、前記低圧加熱器によって発生した低圧蒸気の少なくとも一部を補助蒸気として使用する
ため第１の導管中に分流させるための低圧制御弁と、前記ガスタービンからの使用済み高
圧冷却蒸気の少なくとも一部を第２の導管中に分流させるための高圧制御弁と、前記第１
及び第２の導管からそれぞれ低圧蒸気及び高圧蒸気の流れを受入れてそれらを最終使用部
位に導くための補助蒸気導管を規定する第３の導管と、前記第３の導管中に設けられて前
記補助蒸気の温度を調節するための水冷式過熱低減器とを含むことを特徴とする、最終使
用部位に補助蒸気を供給するための装置。
【請求項２】
前記装置が前記第３の導管中における蒸気の流量を測定するための測定装置を含んでいて
、前記過熱低減器は前記第１の導管を通って前記第３の導管中に流入する蒸気によって付
与される前記第３の導管中の所定の蒸気流量測定値に応答して作動される請求項１記載の
装置。
【請求項３】
第２のガスタービン、第２の蒸気タービン、前記第２のガスタービンからの高温燃焼生成
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物と熱伝達関係にあって前記第２の蒸気タービン用の蒸気を発生する第２の排熱回収ボイ
ラ、前記第２の蒸気タービン用の蒸気シール、及び前記第３の導管を前記蒸気シールに連
結するための第４の導管を含んだ第２のコンバインドサイクルシステムを含む請求項１記
載の装置。
【請求項４】
第２のガスタービン、第２の蒸気タービン、前記第２のガスタービンからの高温燃焼生成
物と熱伝達関係にあって前記第２の蒸気タービン用の蒸気を発生する第２の排熱回収ボイ
ラ、前記第２の蒸気タービンの復水器において水のスパージングを行うための蒸気スパー
ジャ、及び前記第３の導管を前記蒸気スパージャに連結するための第４の導管を含んだ第
２のコンバインドサイクルシステムを含む請求項１記載の装置。
【請求項５】
第２のガスタービン、第２の蒸気タービン、前記第２のガスタービンからの高温燃焼生成
物と熱伝達関係にあって前記第２の蒸気タービン用の蒸気を発生する第２の排熱回収ボイ
ラ、前記第２の蒸気タービン用の蒸気冷却回路、及び前記第３の導管を前記蒸気冷却回路
に連結するための第４の導管を含んだ第２のコンバインドサイクルシステムを含む請求項
１記載の装置。
【請求項６】
蒸気冷却式ガスタービン、蒸気タービン、及び前記ガスタービンからの高温燃焼生成物と
熱伝達関係にある排熱回収ボイラを含んでいて、前記排熱回収ボイラは蒸気を発生して前
記蒸気タービンを駆動するための加熱器を含むようなコンバインドサイクルシステムにお
いて、前記加熱器によって発生されかつ前記蒸気タービンに供給される蒸気の少なくとも
一部を第１の導管中に分流させる工程と、前記ガスタービンからの使用済み冷却蒸気の少
なくとも一部を第２の導管中に分流させる工程と、前記第１及び第２の導管からの蒸気の
流れを第３の導管中で合流させ、得られた補助蒸気を最終使用部位に導く工程と、前記第
３の導管中の蒸気の温度を低下させる工程とを含むことを特徴とする、最終使用部位で使
用するための補助蒸気を生成するための方法。
【請求項７】
少なくとも部分的には前記第３の導管中における所定の蒸気流量に応答して前記第３の導
管中の蒸気の温度を低下させる工程を含む請求項６記載の方法。
【請求項８】
少なくとも部分的には前記第３の導管中における所定の蒸気温度に応答して前記第３の導
管中の蒸気の温度を低下させる工程を含む請求項６記載の方法。
【請求項９】
前記第３の導管中における所定の蒸気流量及び蒸気温度に応答して前記第３の導管中の蒸
気の温度を低下させる工程を含む請求項６記載の方法。
【請求項１０】
前記コンバインドサイクルシステムが蒸気シールを有する第２の蒸気タービンを含む場合
において、前記第２の蒸気タービンの起動に先立って前記第３の導管中の補助蒸気を前記
蒸気シールに導く工程を含む請求項６記載の方法。
【請求項１１】
前記コンバインドサイクルシステムが第２の蒸気タービン及び復水器を含む場合において
、スパージング用蒸気として使用するために前記第３の導管中の補助蒸気を前記復水器に
導く工程を含む請求項６記載の方法。
【請求項１２】
前記コンバインドサイクルシステムが蒸気冷却回路を有する第２の蒸気タービンを含む場
合において、前記第２の蒸気タービンの起動に際して前記第２の蒸気タービンを冷却する
ために前記第３の導管中の補助蒸気を前記蒸気冷却回路に導く工程を含む請求項６記載の
方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の範囲】
本発明は、蒸気冷却を伴うガスタービンを使用するコンバインドサイクルシステムにおい
て補助蒸気を供給するための装置及び方法に関する。更に詳しく言えば本発明は、コンバ
インドサイクルシステムから補助蒸気を抽出し、その補助蒸気を最終使用部位（例えば、
１基以上の追加のコンバインドサイクルシステムを起動するための蒸気シール及びスパー
ジング装置）に供給するための複合高圧／低圧システムに関する。
【０００２】
【発明の背景】
典型的なコンバインドサイクルシステムでは、ガスタービンが混合気を燃焼させると、そ
れは膨張してタービンを回転させ、それにより電気を起こすための発電機を駆動する。高
温燃焼ガスは排熱回収ボイラに排出されるが、そこではボイラと同様にして水が蒸気に変
えられる。こうして生じた蒸気は蒸気タービン（通例は高圧、中圧及び低圧タービンから
成る）を駆動するが、そこで追加の仕事が抽出されて追加の負荷（例えば、追加の電力を
生み出すための別の発電機）を駆動する。ある種の構成ではガスタービン及び蒸気タービ
ンは共通の発電機を駆動し、また別の構成では両者が相異なる発電機を駆動する。
【０００３】
追加の同様なコンバインドサイクルユニットを使用する従来のコンバインドサイクルシス
テムでは、ホストシステムによって補助蒸気が生成され、起動に際して使用するためにか
かる追加ユニットに供給されることが多い。このような場合、例えば、補助蒸気は追加ユ
ニットの蒸気シール及びスパージング装置に供給される。通例、補助蒸気は高圧蒸気ター
ビンの排気から抽出され、ヘッダに直接供給される。次いで、かかるヘッダは補助蒸気を
追加ユニットのサブシステムに供給する。補助蒸気はまた、その他の最終用途（例えば、
電気－熱同時発生用途におけるプロセス蒸気としての使用）のためにも使用できる。
【０００４】
コンバインドサイクルシステムはまた、空冷式ガスタービンを使用するのが通例であった
。従来のごとくに高圧蒸気タービンの排気から抽出した補助蒸気は、温度調節なしにその
まま補助蒸気として使用するのに十分な程度に低い温度を有している。しかるに、最新の
設計に基づくコンバインドサイクルシステムでは蒸気冷却式ガスタービンが使用される。
この場合、高圧蒸気タービンからの蒸気はガスタービンの蒸気冷却回路を通って流れ、使
用済みの冷却蒸気は再加熱されてから蒸気タービン（例えば、中圧蒸気タービン）に戻さ
れる。勿論、排熱回収ボイラ中の低圧加熱器からの低圧蒸気も蒸気タービンに供給される
。ガスタービン中における冷却蒸気の流れを維持することが必要であると仮定すれば、高
圧蒸気タービンからの蒸気を補助蒸気として使用することはもはや実際的でない。なぜな
ら、そうすることはガスタービンにとって必要な冷却蒸気を減少させ、それによって過熱
やそれに付随する問題を引起こすからである。それ故、ここで取組むべき課題は蒸気冷却
式ガスタービンを使用するコンバインドサイクルシステムにおいて補助蒸気を得ることで
ある。
【０００５】
【発明の概要】
本発明の実施の一態様に従えば、蒸気冷却式ガスタービンを使用するコンバインドサイク
ルシステムが提供される。かかるコンバインドサイクルシステムでは、圧力応答性の制御
弁を開くことにより、排熱回収ボイラの低圧過熱器から得られかつ通常は中圧蒸気タービ
ンに供給される低圧蒸気の少なくとも一部が第１の導管中に分流させられる。分流した蒸
気の流れは、別のコンバインドサイクルシステムに蒸気を導くためのヘッダ中に流入する
。かかる蒸気は、起動時に蒸気シールに供給されたり、スパージング用蒸気として使用さ
れたり、また（該当する場合には）起動時に蒸気タービンの冷却蒸気として使用されたり
する。追加の蒸気の流れが必要とされる場合には、圧力応答性の高圧制御弁を開くことに
より、ガスタービンの冷却回路から排出される使用済み冷却蒸気の一部を再熱器への帰路
から第２の導管中に分流させることもできる。このような第１及び第２の蒸気の流れは、
流量測定用のフローノズルを含む第３の導管中で合流する。第３の導管中には水冷式過熱
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低減器が配置されており、またヘッダ中の蒸気温度は熱電対によって測定される。過熱低
減器は、測定された流量及びヘッダ中の蒸気温度に応答し、第３の導管中の流量が所定の
最小流量に達しかつヘッダ中の蒸気温度が所定の温度を越えた場合には合流した蒸気の流
れの温度を低下させる。このように、排熱回収ボイラからの低圧蒸気と使用済みの高圧冷
却蒸気とを合流させかつ所定の流量及びヘッダ中の蒸気温度で温度調節することにより、
補助蒸気の流れが生み出される。それ故、過熱低減器が使用されるのは所定の最小蒸気流
量及び温度が達成された場合のみである。低圧蒸気の流れは温度調節を必要としないのが
通例であり、またそれは所定の最小流量を達成する。その結果、弁の位置、従って第１及
び第２の導管中の流量は、補助蒸気が供給されるヘッダ中の補助蒸気の圧力によって決定
される。
【０００６】
生成した補助蒸気に対しては、数多くの様々な最終用途が存在する。例えば、補助蒸気は
電気－熱同時発生目的のためのプロセス蒸気として使用することができる。補助蒸気のも
う１つの用途は、オフライン状態にある別のコンバインドサイクルユニットを起動するこ
とにある。すなわち、複数のコンバインドサイクルユニットを有する発電所では、第２の
ユニットの起動に際して運転中のユニットから第２のユニットに補助蒸気を供給すること
が望ましい。第２のユニットの起動に際しては、例えば蒸気シールを作動したり、復水器
のスパージングを行ったり、またガスタービンと蒸気タービンとが共通の発電機を使用す
る場合には蒸気タービンへの冷却蒸気の供給を開始したりするために補助蒸気が必要とな
る。さもないと、別の蒸気供給源（例えば、追加のボイラ）を使用しなければならないが
、それは必ずしも利用可能でない。それ故、第２のユニットの蒸気シール及びスパージン
グ装置に補助蒸気を供給したり、また（該当する場合には）第２のユニットの蒸気タービ
ンを冷却するため、ホストユニットによって生成した補助蒸気を第２のユニットのヘッダ
に供給することができる。補助蒸気の温度はある種の装置で使用するには高過ぎることが
あるから、加熱低減又は温度低下を行うことが望ましい。
【０００７】
上記のシステムに関する説明から理解される通り、ホストユニットからの補助蒸気を用い
てオフライン状態にある１基以上の追加ユニットを起動することができ、しかもかかる追
加ユニットを短い時間間隔で順次に起動することができる。更にまた、本発明の高圧／低
圧システムは任意の１基以上のコンバインドサイクルユニットにおけるガスタービンの蒸
気冷却性能に影響を及ぼさない。各々のガスタービンにおける蒸気冷却部品を適切に冷却
するためにそれの冷却回路中への蒸気の流れを維持するのが決定的に重要であることを考
えると、これは大きな意義を有している。本発明のシステムの追加の利点としては、低圧
のＨＲＳＧ系からの低温蒸気を使用することにより、高温補充蒸気に対して過熱低減器が
使用される前に最小流量レベルが達成されることである。これは、蒸気と冷却水との不十
分な混合に原因する水関連の損傷の可能性を最少限に抑える。その他の利点としては、高
温蒸気に対して必要とされる合金製のヘッダの代りに安価なヘッダ（例えば、炭素鋼製の
ヘッダ）を使用し得ることである。更にまた、共通の発電機が使用される場合には各々の
ユニットに独自の蒸気タービン冷却がもたらされ、また負荷遮断後の全速無負荷運転に際
しては各々のユニットにシーリング用蒸気が供給される。
【０００８】
本発明の好適な実施の一態様に従えば、蒸気冷却式ガスタービン、蒸気タービン、及びガ
スタービンからの高温燃焼生成物と熱伝達関係にある排熱回収ボイラを含んでいて、上記
排熱回収ボイラは蒸気を発生して蒸気タービンを駆動するための低圧過熱器を含むような
コンバインドサイクルシステムと、ガスタービンからの使用済み冷却蒸気を蒸気タービン
に流すための再熱器と、低圧過熱器によって発生した低圧蒸気の少なくとも一部を補助蒸
気として使用するため第１の導管中に分流させるための低圧制御弁と、ガスタービンから
の使用済み高圧冷却蒸気の少なくとも一部を第２の導管中に分流させるための高圧制御弁
と、第１及び第２の導管からそれぞれ低圧蒸気及び高圧蒸気の流れを受入れてそれらを最
終使用部位に導くための補助蒸気導管を規定する第３の導管と、第３の導管中に設けられ
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て補助蒸気の温度を調節するための水冷式過熱低減器とを含むことを特徴とする、最終使
用部位に補助蒸気を供給するための装置が提供される。
【０００９】
本発明の別の好適な実施の態様に従えば、蒸気冷却式ガスタービン、蒸気タービン、及び
ガスタービンからの高温燃焼生成物と熱伝達関係にある排熱回収ボイラを含んでいて、上
記の排熱回収ボイラは蒸気を発生して蒸気タービンを駆動するための加熱器を含むような
コンバインドサイクルシステムにおいて、加熱器によって発生されかつ蒸気タービンに供
給される蒸気の少なくとも一部を第１の導管中に分流させる工程と、ガスタービンからの
使用済み冷却蒸気の少なくとも一部を第２の導管中に分流させる工程と、第１及び第２の
導管からの蒸気の流れを第３の導管中で合流させ、得られた補助蒸気を最終使用部位に導
く工程と、第３の導管中の蒸気の温度を低下させる工程とを含むことを特徴とする、最終
使用部位で使用するための補助蒸気を生成するための方法が提供される。
【００１０】
【好適な実施の態様の詳細な説明】
図１を見ると、燃焼器１４内で混合気を燃焼させ、高温燃焼ガスを供給することによりタ
ービンを回転させて仕事を生み出すため（例えば、電気を起こすための発電機１６を駆動
するため）に役立つガスタービン１２を使用するコンバインドサイクルシステム１０が示
されている。勿論、かかるガスタービンは公知のごとくに圧縮空気を供給するため圧縮機
１８を具備している。コンバインドサイクルシステムでは、ガスタービンから排出される
高温燃焼ガスは排熱回収ボイラ（ＨＲＳＧ）２０に送られ、そこでボイラと同様にして水
が蒸気に変えられる。こうして生じた蒸気は蒸気タービン（この場合には高圧タービン２
２、中圧タービン２４及び低圧タービン２６から成る）を駆動し、そこで追加の仕事が抽
出され、電気を起こすために上記の発電機又は別の発電機（図示せず）が駆動される。
【００１１】
排熱回収ボイラは、通例、ＨＰ、ＩＰ及びＬＰ蒸発器並びに（総称的に加熱器と呼ばれる
）各種の加熱器（すなわち、エコノマイザ及び過熱器）を含んでいる。その結果、ガスタ
ービンからの高温排ガスにより、ＨＲＳＧ内の水は蒸気タービン駆動用の蒸気に変えられ
る。プラント内に複数のコンバインドサイクルシステムが存在する場合、他のコンバイン
ドサイクルシステムにおいて使用するためにも蒸気が抽出されるのが普通である。それに
より、例えば追加の蒸気タービンを起動する場合、それらの蒸気シール及びスパージング
装置に補助蒸気が供給される。このように、通常の運転条件下にあるＨＲＳＧは適当な配
管系（全てが図示されているわけではない）を通して低圧、中圧及び高圧蒸気をＬＰ、Ｉ
Ｐ及びＨＰ蒸気タービンに供給するのである。
【００１２】
しかるに、最新のガスタービン設計では、ガスタービン１２は蒸気で冷却されるのであっ
て、高圧蒸気タービンからの蒸気の大部分は高圧タービン２２から延びる配管３２を通し
てガスタービンの冷却蒸気回路３０に供給されるのが普通である。図１からわかる通り、
管路３４を通してガスタービン１２から排出される使用済み冷却蒸気は、中圧タービン２
４で使用するため管路３８を通して再熱器３６に供給されるのが普通である。中圧タービ
ン２４から排出された蒸気は、管路３９を通して低圧タービン２６に供給される。ＨＲＳ
Ｇ２０の低圧過熱器部分からの蒸気は、導管４０を通して中圧タービン２４に供給される
。このように、コンバインドサイクルシステムの通常の運転に際しては、ＨＲＳＧ２０の
高圧過熱器（図示せず）からの高圧過熱蒸気は高圧蒸気タービンを駆動するために弁９０
を通して高圧タービン２２に供給されるのが普通である。高圧タービン２２から排出され
る蒸気の大部分は、ガスタービンを冷却するためガスタービンの蒸気冷却回路３０に供給
される。使用済み冷却蒸気は再熱器３６を通して中圧タービン２４に供給され、次いで管
路３９を通して低圧タービン２６に供給される。
【００１３】
コンバインドサイクルシステム１０、ＣＣ２、ＣＣ３などは、ユニットヘッダ４２、４２
ａ、４２ｂ（４２ａ及び４２ｂは完全には図示されていない）などをそれぞれ含んでいる
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。各々のヘッダ（例えば、ホストヘッダ４２）には、（通常のＧＴ／ＳＴ発電機用途の場
合）配管４４、４６及び４８を介して蒸気シール弁５０、スパージング弁５２及び冷却蒸
気弁５４が連結されている。蒸気シール弁５０は、配管４４を蒸気タービンの蒸気シール
に結合している。スパージング弁５２は、ヘッダ４２の蒸気を復水器用スパージング装置
に結合している。最後に冷却蒸気弁５４は、ガスタービン及び蒸気タービンに対して共通
の発電機が使用される場合、起動に際して使用するためにヘッダ４２の蒸気を蒸気タービ
ン用蒸気冷却回路に結合している。
【００１４】
コンバインドサイクルシステム１０に関する以下の説明は、コンバインドサイクルシステ
ム１０と全く同じ追加のシステムＣＣ２、ＣＣ３などの説明とも見なされる。図示のごと
く、ＨＲＳＧの過熱器からの低圧蒸気は導管４０を通して中圧タービン２４に供給される
。かかるコンバインドサイクルシステムから補助蒸気を抽出し、ヘッダ４２（又はシステ
ムＣＣ２及びＣＣ３のヘッダ４２ａ及び４２ｂ）に補助蒸気を供給するため、導管６０が
圧力制御弁６２を介して導管４０に連通している。導管６０はまた、逆止め弁６４を介し
て導管６６にも連通している。なお、導管６６は導管６８に連通していて、それによりヘ
ッダ４２に補助蒸気を直接に供給するために役立つ。通常の運転時には、圧力制御弁６２
は閉鎖される結果、ＨＲＳＧ２０からの蒸気は導管４０を通って中圧タービン２４に流れ
る。低圧導管４０中を流れる蒸気は、一般に追加のコンバインドサイクルユニットを起動
するために要求される補助蒸気使用温度条件を満足する温度を有していて、過熱低減によ
る冷却を必要としない。とは言え、かかる低圧供給系は要求される補助蒸気供給条件の全
てを満足するのに十分な能力を有しないことがある。それ故、ＨＲＳＧ２０の低圧過熱器
から供給される補助蒸気は高圧補助蒸気供給源によって補充されることがある。
【００１５】
かかる目的を達成するため、ガスタービン１２の下流側かつ再熱器３６の上流側で蒸気冷
却回路の導管３４に導管７０が連結されていて、それにより導管３４から得られるガスタ
ービンからの使用済み冷却蒸気と導管６０を通って流れる低圧蒸気とを合流させることが
できる。このようにすれば、第１の導管６０中の低圧蒸気に第２の導管７０中の高圧蒸気
が補充されて第３の導管６６中を流れることになる。高圧蒸気の供給温度は起動時におけ
る補助用途のためには高過ぎ、従って導管７０中を流れる高圧補助蒸気の温度は補助用途
のためには高過ぎるから、蒸気の使用温度にまで温度を低下させることが必要である。オ
フラインユニット（例えば、ＣＣ２又はＣＣ３）用の補助蒸気の温度を低下させるため、
第３導管６６中には水冷式過熱低減器７４が設けられている。水冷式過熱低減器が使用さ
れる理由は、蒸気冷却式ガスタービンを使用するコンバインドサイクルシステムでは適当
な蒸気過熱低減手段が利用できないからである。また、第３導管６６中の流量を測定する
ためのフローノズル７６も設けられている。過熱低減器７４は、導管６６中の所定の最小
測定流量及びヘッダ４２中の所定の蒸気温度に応答して導管６６中を流れる補助蒸気の冷
却を行う。すなわち、ノズル７６中の最小流量及びヘッダ４２中の所定温度が達成されて
初めて過熱低減器の動作が開始する。導管６０を通って流れる低圧蒸気が所要の最小流量
を達成させる。低圧供給源から第１導管６０を通って流れる蒸気と導管６６中で合流する
以前における導管７０中の蒸気の流量は、高圧制御弁７８によって制御される。高圧制御
弁７８は、低圧制御弁６２に関する目標値よりも僅かに低い目標値で開くように制御され
る。熱電対７９がヘッダ４２中の蒸気温度を測定し、ヘッダ４２中の蒸気温度が所定の温
度を越えた場合には線路８１を通して過熱低減器に信号を送る。
【００１６】
ガスタービンの蒸気冷却は常に持続されることが不可欠である。従って、再熱系から蒸気
を抽出する際にガスタービン冷却系の入口における圧力を維持するため、遮断用の圧力制
御弁７８及び６２はヘッダ４２中の圧力に応答する。
【００１７】
ホストユニット１０からの補助蒸気を用いて（例えば）オフラインユニットＣＣ２を起動
する場合の動作について説明すれば、ホストユニット１０は適当な負荷の下で運転中であ
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ると仮定する。起動すべきユニットが温態にある場合、補助蒸気を供給する際に低圧蒸気
の温度を調節することは通例不要である。ユニットＣＣ２を起動するためには、低圧制御
弁６２を開くことによってヘッダ４２が予め加温されると共に、弁４３ａを開くことによ
ってヘッダ４２ａが予め加温される。次いで、蒸気シール弁５０ａを開くことによってＣ
Ｃ２へのシーリング用蒸気の供給が開始される。ホストユニット１０の低圧制御弁６２は
、それに応答して追加の蒸気を供給する。同様に、スパージング弁４３ａを開くことによ
ってＣＣ２ユニットを起動するためのスパージング用蒸気が供給されるようになると、低
圧制御弁６２はそれに応答して追加の低圧蒸気を供給する。低圧蒸気は温度調節の必要は
ないが、必要な場合には温度調節のために要求される最小流量条件は満足している。ガス
タービン及び蒸気タービン用として共通の発電機を使用するユニットの場合であればＣＣ
２ユニットによる蒸気の使用（例えば、蒸気冷却弁５４の開放）が継続されたり、あるい
はＣＣ３ユニットがオンライン化されたりする結果、最終的には全ての低圧蒸気が使用さ
れることになる。必要な追加の蒸気は、高圧制御弁７８を開くことによって導管７０から
供給される。高圧蒸気の温度はこの場合の蒸気用途にとって高過ぎるから、熱電対７９を
用いてヘッダ温度を測定しながら過熱低減器６６によって高圧蒸気が冷却される。水によ
る高圧蒸気の温度調節が可能である理由は、蒸気と水との十分な混合を保証するために必
要な最小流量条件が低圧蒸気によって達成されているからである。高圧制御弁７８は、必
要に応じて追加の蒸気を供給するために役立つ。
【００１８】
冷態のユニットを起動するためには、低圧蒸気の温度が起動ユニットの蒸気シール用とし
て高過ぎることがある。このような場合には、低圧蒸気も冷却する必要がある。低圧蒸気
の冷却は、ホストユニットのスパージング弁５２を開いて蒸気の流れを復水器に導入する
ことによって行われる。その結果、蒸気と水との十分な混合を保証するための最小流量が
過熱低減器内で達成される。かかる蒸気流量が達成されれば、低圧蒸気を適当な温度に調
節することができ、次いで起動ユニットの蒸気シール弁５０ａを開くことができる。その
後、起動ユニットのスパージング弁５２ａが開かれ、それによりホストユニットの過熱低
減器を通して追加の蒸気を供給することができる。過熱低減器内で最小流量が達成された
後には、ホストユニットのスパージング弁４６を閉じ、通常のやり方で補助蒸気の使用を
続けることができる。
【００１９】
蒸気の要求が低減すると、高圧制御弁７８の開度は縮小され、閉じられる。低圧制御弁６
２は、温度調節なしに蒸気を供給し続ける。追加のＣＣ２ユニットによる蒸気の要求が低
減すると、低圧制御弁６２も閉じられる。同様に、ホストユニット１０又はＣＣ２ユニッ
トからの補助蒸気を用いて追加のＣＣ３ユニットを起動することができる。
【００２０】
単軸システムにおけるシーリング用及び蒸気タービン冷却用の蒸気を供給するため、ホス
トユニット及び１基以上の追加ユニットを負荷遮断後の全速無負荷（ＦＳＮＬ）状態で連
続的に運転することができる。ユニット１０について述べれば、負荷遮断後のＦＳＮＬ状
態で、蒸気タービンの主制御弁９０及び再熱遮断弁９２を閉じた後、過熱防止用の低圧導
入弁９４を用いて冷却蒸気が導入される。この場合の蒸気供給源はＨＲＳＧからの低圧導
管４０である。導管４０を通して供給される低圧蒸気の量が不十分であれば、冷却蒸気弁
５４を開きながら弁６２を通してヘッダ４２に低圧蒸気を導入すると共に、高圧蒸気系を
用いて低圧蒸気を補充することができる。蒸気シール目的のためには、負荷遮断後のＦＳ
ＮＬ状態で、中圧蒸気をシーリング用蒸気として使用することもできる。
【００２１】
以上、現時点で最も実用的で好適なものと考えられる実施の態様に関連して本発明を記載
したが、本発明は開示した実施の態様のみに限定されるわけではなく、それどころか前記
特許請求の範囲から逸脱しない限りは様々な変更態様や同等な構成をも包括することを理
解すべきである。
【図面の簡単な説明】
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【図１】コンバインドサイクルシステムにおいて補助蒸気を供給するための本発明装置の
略図である。
【符号の説明】
１０　コンバインドサイクルシステム
１２　ガスタービン
１６　発電機
２０　排熱回収ボイラ
２２　高圧タービン
２４　中圧タービン
２６　低圧タービン
３０　冷却蒸気回路
３６　再熱器
４２　ホストヘッダ
５０　蒸気シール弁
５２　スパージング弁
６０　第１の導管
６２　低圧制御弁
６６　第３の導管
７０　第２の導管
７４　水冷式過熱低減器
７６　フローノズル
７８　高圧制御弁
ＣＣ２　追加のコンバインドサイクルシステム又はユニット
ＣＣ３　追加のコンバインドサイクルシステム又はユニット

【図１】
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