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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】発電機内で冷却剤として用いられる気体純度監
視において、室温や気体温度による変動を受けにくい純
度測定センサおよびシステムを提供する。
【解決手段】システムは、発電機（１２）であって、固
定子、回転子、および発電機の内部を通る気体冷却剤経
路（１８）を備える発電機と、気体冷却剤経路を通る気
体冷却剤（５２）流の気体純度を感知するように構成さ
れた少なくとも１つの光ファイバ純度センサ（３４）と
を含む。光ファイバ純度センサは、ファイバコアと、屈
折率が周期的に変調される格子構造と、格子構造の周囲
に位置決めされたファイバクラッドと、ファイバクラッ
ドの周りに位置決めされた多層感知フィルムとを備える
ことができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
発電機（１２）であって、固定子（９０）、回転子（９２）、および前記発電機（１２）
の内部を通る気体冷却剤経路（１８）を備える発電機（１２）と、
　前記気体冷却剤経路（１８）を通る気体冷却剤（５２）流の気体純度を感知するように
構成された少なくとも１つの光ファイバ純度センサ（３４）と
　を備えるシステム。
【請求項２】
前記少なくとも１つの光ファイバ純度センサ（３４）が、
　ファイバコア（１１２）と、
　前記ファイバコア（１１２）の周りに位置決めされた屈折率が周期的に変調される格子
構造（１１６）と、
　前記屈折率が周期的に変調される格子構造（１１６）の周囲に位置決めされたファイバ
クラッド（１１８）と、
　前記ファイバクラッド（１１８）の周りに位置決めされた多層感知フィルム（１２０）
とを備え、前記多層感知フィルム（１２０）が、複数の高屈折率材料層および低屈折率材
料層からなる変調構造を備える、請求項１記載のシステム。
【請求項３】
前記少なくとも１つの光ファイバ純度センサ（３４）が、空気（５８）中の水素レベルの
検出を可能にするように構成された第１のコーティング（１２０）と、二酸化炭素（５４
）中の水素レベルの検出を可能にするように構成された第２のコーティング（１２０）と
、空気（５８）中の二酸化炭素レベルの検出を可能にするように構成された第３のコーテ
ィング（１２０）とを備える、請求項１記載のシステム。
【請求項４】
前記気体冷却剤経路（１８）が、前記回転子（９２）を通って延びる回転子冷却剤経路（
１００）を備え、前記少なくとも１つの光ファイバ純度センサ（３４）が、前記回転子冷
却剤経路（１００）に結合された回転子光ファイバ純度センサ（３４）を備える、請求項
１記載のシステム。
【請求項５】
前記気体冷却剤経路（１８）が、前記固定子（９０）を通って延びる固定子冷却剤経路（
９８）を備え、前記少なくとも１つの光ファイバ純度センサ（３４）が、前記固定子冷却
剤経路（９８）に結合された固定子光ファイバ純度センサ（３４）を備える、請求項１記
載のシステム。
【請求項６】
前記気体冷却剤経路（１８）が、軸受システム（９４）を通って延びる軸受冷却剤経路（
１０２）を備え、前記少なくとも１つの光ファイバ純度センサ（３４）が、前記軸受冷却
剤経路（１０２）に結合された軸受光ファイバ純度センサ（３４）を備える、請求項１記
載のシステム。
【請求項７】
前記少なくとも１つの光ファイバ純度センサ（３４）を有する制御パネル（７２）を備え
、前記気体冷却剤経路（１８）が、前記発電機（１２）から前記制御パネル（７２）へ延
びる外部気体冷却剤ライン（７０）を備える、請求項１記載のシステム。
【請求項８】
前記気体冷却剤経路（１８）が、前記発電機（１２）内に内部気体冷却剤通路（９６）を
備え、前記少なくとも１つの光ファイバ純度センサ（３４）が、前記内部気体冷却剤通路
（９６）に沿って配置される、請求項１記載のシステム。
【請求項９】
純度制御装置（４３）を備える気体純度制御システム（４０）と、気体純度を感知するよ
うに構成された少なくとも１つの光ファイバ純度センサ（３４）と
　を備えるシステム。
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【請求項１０】
前記少なくとも１つの光ファイバ純度センサ（３４）が、
　ファイバコア（１１２）と、
　前記ファイバコア（１１２）の周りに位置決めされた屈折率が周期的に変調される格子
構造（１１６）と、
　前記屈折率が周期的に変調される格子構造（１１６）の周囲に位置決めされたファイバ
クラッド（１１８）と、
　前記ファイバクラッド（１１８）の周りに位置決めされた多層感知フィルム（１２０）
とを備え、前記多層感知フィルム（１２０）が、複数の高屈折率材料層および低屈折率材
料層からなる変調構造を備える、請求項９記載のシステム。
【請求項１１】
前記少なくとも１つの光ファイバ純度センサ（３４）が、空気（５８）中の水素レベルの
検出を可能にするように構成された第１のコーティング（１２０）と、二酸化炭素（５４
）中の水素レベルの検出を可能にするように構成された第２のコーティングと、空気（５
８）中の二酸化炭素レベルの検出を可能にするように構成された第３のコーティングとを
備える、請求項９記載のシステム。
【請求項１２】
回転機械であって、前記回転機械の内部を通って延びる内部気体通路（９６）を備える回
転機械を備え、前記内部気体通路が前記気体を含む、請求項９記載のシステム。
【請求項１３】
前記純度制御装置（４３）が、感知されたレベルが前記気体純度の閾値レベルを下回る場
合に前記気体純度を増大させるための制御機能を開始するように構成される、請求項９記
載のシステム。
【請求項１４】
前記少なくとも１つの光ファイバ純度センサ（３４）が、機械の第１の領域の第１の気体
純度を感知するように構成された第１の光ファイバ純度センサ（３４）と、前記機械の第
２の領域の第２の気体純度を感知するように構成された第２の光ファイバ純度センサ（３
４）とを備える、請求項９記載のシステム。
【請求項１５】
前記純度制御システム（４０）が、呼掛け器（３６）およびディスプレイ（７４）を備え
、前記呼掛け器（３６）が、前記少なくとも１つの光ファイバ純度センサ（３２）からの
信号（４２）に基づいて気体純度情報を判定するように構成され、前記ディスプレイ（７
４）が、前記気体純度情報を出力するように構成される、請求項９記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に開示する主題は、純度検出のためのシステムに関し、より詳細には、光ファ
イバ純度センサを使用するシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　気体は、燃料電池、輸送、および発電などの多くの産業に及ぶ幅広い用途で使用される
。たとえば水素は、発電機などの電気機器内で冷却剤として使用することができる。二酸
化炭素および空気などの他の気体も、発電機内で使用することができる。水素の純度要件
は、用途に応じて異なる。たとえば、発電機は、可燃性の気体混合物が生じるのを回避す
るために、高純度の水素を必要とすることがある。既存の水素純度を監視する計器は通常
、熱伝導率検出（ＴＣＤ）に基づく。ＴＣＤは、非特異性および非破壊性をもつ多目的の
気体分析法であり、炎イオン化検出法より影響を受けにくい。ＴＣＤの分解能および精度
は、制限されることがある。水素純度を監視する他の方法は、気体密度および差圧に基づ
く測定の使用を含む。しかし、これらの方法は、室温および気体温度によって引き起こさ
れる変動の影響を受けやすい。したがって、前述の問題の１つまたは複数に対処するため
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に、改善された純度測定センサおよびシステムが必要とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許出願第１２／７５４，３９１号公報
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　最初に請求される本発明の範囲に相当する特定の実施形態について、以下に要約する。
これらの実施形態は、請求される本発明の範囲を限定しようとするものではなく、これら
の実施形態は、本発明の可能な形式の簡単な要約を提供することのみを目的とする。実際
には、本発明は、下記の実施形態に類似している、または下記の実施形態とは異なる様々
な形式を包含することができる。
【０００５】
　第１の実施形態では、システムは、発電機であって、固定子、回転子、および発電機の
内部を通る気体冷却剤経路を備える発電機と、気体冷却剤経路を通る気体冷却剤流の気体
純度を感知するように構成された少なくとも１つの光ファイバ純度センサとを含む。
【０００６】
　第２の実施形態では、システムは、純度制御装置を含む気体純度制御システムと、気体
純度を感知するように構成された少なくとも１つの光ファイバ純度センサとを含む。
【０００７】
　第３の実施形態では、システムは、気体冷却剤の気体純度を感知するように構成された
少なくとも１つの光ファイバ純度センサを含む。少なくとも１つの光ファイバ純度センサ
は、ファイバコアと、ファイバコアの周りに位置決めされた屈折率が周期的に変調される
格子構造と、屈折率が周期的に変調される格子構造の周囲に位置決めされたファイバクラ
ッドと、ファイバクラッドの周りに位置決めされた多層感知フィルムとを含む。多層感知
フィルムは、複数の高屈折率材料層および低屈折率材料層からなる変調構造を備える。シ
ステムはまた、感知されたレベルが気体純度の閾値レベルを下回る場合に気体純度を増大
させるための制御機能を開始するように構成された純度制御装置を含む。
【０００８】
　本発明の上記その他の特徴、態様、および利点は、添付の図面を参照して以下の詳細な
説明を読めば、よりよく理解されるであろう。図面全体にわたって、同じ文字は同じ部分
を表す。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一実施形態による光ファイバ純度センサを組み込む発電機システムのブロック図
である。
【図２】一実施形態による光ファイバ純度センサを組み込む発電機システムのブロック図
である。
【図３】一実施形態による光ファイバ純度センサを組み込む発電機システムの概略図であ
る。
【図４】一実施形態による光ファイバ純度センサを組み込む発電機システムの部分横断面
図である。
【図５】本発明の一実施形態による光ファイバ純度センサの概略図である。
【図６】一実施形態による光ファイバ純度センサを組み込む発電機を動作させるプロセス
の流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の１つまたは複数の特有の実施形態について、以下に説明する。これらの実施形
態についての簡潔な説明を提供するために、本明細書では、実際の実装形態のすべての特
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徴について説明するわけではない。あらゆるそのような実際の実装形態の開発において、
あらゆる工学または設計プロジェクトの場合と同様に、実装形態ごとに変動しうるシステ
ム関連および事業関連の制約に対する準拠など、開発者の特有の目標を実現するには、多
数の実装形態に特有の決定を行わなければならないことを理解されたい。さらに、そのよ
うな開発努力は、複雑で時間のかかることもあるが、それにもかかわらず、この開示の利
益を有する当業者にとっては設計、製作、および製造という日常の業務であろうというこ
とを理解されたい。
【００１１】
　本発明の様々な実施形態の要素について述べるとき、冠詞「ａ」、「ａｎ」、「ｔｈｅ
」、および「ｓａｉｄ」は、要素が１つまたは複数存在することを意味するものとする。
「備える／含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」、および
「有する（ｈａｖｉｎｇ）」という用語は包括的であり、記載の要素以外のさらなる要素
も存在しうることを意味するものとする。
【００１２】
　以下に詳細に論じるように、開示する実施形態のいくつかは、固定子、回転子、および
発電機の内部を通る気体冷却剤経路を含む発電機を対象とするシステムを含む。より一般
には、他の実施形態は、タービン、燃焼エンジン、発電機、電気モータなどの任意の回転
機械を含む。以下に論じるように、発電機などの電気機器に対する冷却剤として水素を使
用することで、他の気体に勝るいくつかの利点を提供する。他の気体を発電機内で使用す
ることもできる。開示するシステムはまた、気体冷却剤経路を通る気体冷却剤流の気体純
度を感知するように構成できる少なくとも１つの光ファイバ純度センサを含む。気体純度
の監視は、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）規格などの業界規格の要件となることがある
。以下に詳細に説明するように、光ファイバ純度センサは、センサが気体冷却剤の気体純
度を感知できるようにともに働くいくつかの構成要素を含むことができる。たとえば、光
ファイバ純度センサは、様々なコーティング、または感知層を含むことができ、コーティ
ングはそれぞれ、センサが異なる気体純度レベルを検出できるようにすることができる。
特定の実施形態では、光ファイバ純度センサは、空気中の水素レベルの検出を可能にする
ように構成された第１のコーティングと、二酸化炭素（ＣＯ2）中の水素レベルの検出を
可能にするように構成された第２のコーティングと、空気中のＣＯ2レベルの検出を可能
にするように構成された第３のコーティングとを含むことができる。発電機内で光ファイ
バ純度センサを使用することで、圧力、温度、および流量センサなどの他の光ファイバセ
ンサの追加を容易にすることができる。そのような光ファイバセンサはすべて、同じ呼掛
け器システムを共用することができ、それによって資本、保守、および動作上の費用を潜
在的に低減させることができる。以下に詳細に説明するように、呼掛け器システムは、光
信号を解釈して、監視されるパラメータの値にする。さらに、他のセンサと比較すると、
光ファイバセンサは、寸法が小さいこと、電力を必要としないこと、多重化が可能である
こと、電界および／または磁界に耐えること、高温および／または高圧に適していること
、精度が高いことなどのいくつかの利点を提供する。
【００１３】
　開示する実施形態のいくつかは、純度制御装置を含む気体純度制御システム、および気
体純度を感知するように構成された少なくとも１つの光ファイバ純度センサを対象とする
。純度制御装置は、感知されたレベルが気体純度の閾値レベルを下回る場合に気体純度を
増大させるための制御機能を開始するように構成することができる。特定の実施形態では
、気体純度の閾値レベルは、気体冷却システム内部で可燃性の混合物を回避することに基
づくことができる。純度制御装置によって開始できる制御機能の例には、低純度の気体の
一部分を排出すること、および／またはさらなる高純度の気体を追加することが含まれる
。したがって、光ファイバ純度センサからの精密なフィードバックを使用することによっ
て、冷却制御装置は、気体冷却システムを所望の動作窓内で維持するのを助けることがで
きる。
【００１４】
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　図１は、一実施形態による発電機システム１０のブロック図である。発電機システム１
０は、発電機１２を含むことができる。発電機１２は、機械的エネルギーを電気的エネル
ギーに変換するデバイスである。機械的エネルギー源は、駆動シャフト１６を介して発電
機１２に結合されたエンジン１４とすることができる。エンジン１４の例には、それだけ
に限定されるものではないが、蒸気タービンエンジンおよびガスタービンエンジンが含ま
れる。動作中、発電機１２は熱を生成することがあるが、この熱は、冷却剤を使用して除
去することができる。発電機１２内で使用できる冷却剤の例には、それだけに限定される
ものではないが、空気、水、水素、ヘリウムなどが含まれる。図示の実施形態では、発電
機１２は、水素冷却剤経路１８を含む。水素冷却剤経路１８は、発電機１２内部、発電機
１２の外部表面付近、または熱を除去できる場所ならどこにでも配置することができる。
したがって、水素冷却剤経路１８は、発電機１２を通って水素を運ぶ通路、導管、または
パイプを含むことができる。水素は、発電機１２に使用できる他の冷却剤と比較すると、
いくつかの利点を提供する。具体的には、水素は、低い密度、高い比熱、および高い熱伝
導率を有する。これらの特質のため、冷却剤として水素を使用する発電機１２は、空気な
どの他の冷却剤を使用する発電機１２より小さくかつ安価にすることができる。
【００１５】
　発電機１２内で熱を除去した後、温かい水素２０を、たとえばシェルおよびチューブ熱
交換器またはプレート熱交換器などの水素熱交換器２２へ誘導することができる。水素熱
交換器２２は、温かい水素２０から熱を除去し、冷たい水素２４を水素冷却剤経路１８へ
返して、発電機１２からさらなる熱を除去するために使用される。したがって、発電機１
２内で使用される水素は、本質的な閉ループ内を循環する。水素冷却剤経路１８内の水素
の圧力は、約４００キロパスカル（ｋＰａ）、５００ｋＰａ、または６００ｋＰａより大
きくすることができる。水素冷却剤経路１８内の水素の純度は、酸素の存在によって引き
起こされるコロナ放電の可能性を低減させるのを助けるために、非常に高くすることがで
きる。たとえば、水素冷却剤経路１８内の水素の純度は、約９５パーセント、９８パーセ
ント、または９９パーセントより大きくすることができる。
【００１６】
　水素熱交換器２２を通って循環する水素から熱を除去するために、冷却剤を使用するこ
とができる。冷却剤は、水、冷媒、熱交換流体などの液体とすることができる。水素熱交
換器２２からの温かい冷却剤２６を、冷却剤熱交換器２８へ誘導することができる。冷却
剤熱交換器２８は、温かい冷却剤２６から熱を除去するように構成することができる。冷
却剤熱交換器２８は、シェルおよびチューブ熱交換器、プレート熱交換器、または任意の
他の適したタイプの熱交換器とすることができる。冷たい冷却剤３０は、冷却剤熱交換器
２８から水素熱交換器２２へ誘導することができ、それによって本質的な閉ループシステ
ムを作ることができる。他の実施形態では、冷却剤熱交換器２８を省略することができ、
閉ループシステムの代わりに開ループ冷却剤システムを使用することができる。たとえば
、温かい冷却剤２６は、湖沼または河川などの大きな貯水池の一部分へ誘導される冷却水
とすることができ、冷たい冷却剤３０は、貯水池の別の部分から得られる冷却水とするこ
とができる。水素熱交換器２２と冷却剤熱交換器２８はともに、水素冷却ユニットまたは
水素冷却システム３２と呼ぶことができる。
【００１７】
　発電機１２内部には、水素冷却剤経路１８に沿って様々な位置を監視するように構成さ
れた１つまたは複数の光ファイバセンサ３４を配置することができる。光ファイバセンサ
３４は、空気中の水素レベル、ＣＯ2中の水素レベル、または空気中のＣＯ2レベルという
気体純度レベルの少なくとも１つを監視または検出するように構成することができる。光
ファイバセンサ３４については、以下により詳細に説明する。光ファイバセンサ３４には
呼掛け器３６を結合することができ、呼掛け器３６を使用して、光ファイバセンサ３４か
らの信号に基づいて気体純度レベルを判定することができる。具体的には、光ファイバケ
ーブル３８は、光ファイバセンサ３４と呼掛け器３６を接続することができる。光ファイ
バセンサ３４は、光ファイバケーブル３８に沿って光ファイバ信号を送り、次いで信号は
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、呼掛け器３６によって気体純度の読取り値に解釈される。呼掛け器３６からの気体純度
情報は、信号４２を介して制御システム４０へ送ることができる。たとえば、信号４２は
、４ｍＡ～２０ｍＡの電気信号とすることができ、ワイアを介してまたは無線で伝送する
ことができる。制御システム４０は、独立型のプロセス制御システム、またはより大きな
プロセス制御システムの一部とすることができる。制御システム４０に使用できる技術の
例には、それだけに限定されるものではないが、開もしくは閉ループ制御、線形もしくは
非線形制御、プログラム可能論理制御装置（ＰＬＣ）、分散型制御システム（ＤＣＳ）、
モデル予測制御、統計プロセス制御、または他の高度なプロセス制御方法が含まれる。さ
らに、制御システム４０は、純度制御装置４３、エンジン制御装置４４、発電機制御装置
４６、冷却制御装置４８などを含むことができる。様々な入力に基づいて、制御装置４３
、４４、４６、および４８は、出力信号５０を発電機システム１０の様々な構成要素へ送
ることができる。たとえば、純度制御装置４３は、呼掛け器３６から信号４２を受け取り
、出力信号５０を気体制御デバイス５１へ送ることができる。気体制御デバイス５１は、
発電機１２に出入りする気体の流量を制御するために、１つまたは複数の制御弁５３を含
むことができる。エンジン制御装置４４は、信号４２を受け取り、出力信号５０をエンジ
ン１４へ送ることができる。気体純度情報が閾値内でない場合、エンジン制御装置４４は
、停止するようにエンジン１４に指示することができる。同様に、発電機制御装置４６お
よび冷却制御装置４８は、気体純度情報に基づいて、出力信号５０をそれぞれ発電機１２
および冷却システム３２へ送ることができる。
【００１８】
　動作中、発電機１２から漏れたり除去されたりした可能性のある任意の水素と交換する
ために、発電機１２に水素５２を供給することができる。さらに、水素５２は、発電機１
２を最初に使用するときに発電機１２に供給することができる。以下に詳細に説明するよ
うに、水素５２は、発電機１２の保守を準備するときにＣＯ2５４で置き換えることがで
きる。不燃性の気体として、ＣＯ2５４は、水素５２と安全に組み合わせることができる
。置き換えられた水素５２は、パージ５６へ送られる。すべて、または実質的にすべての
水素５２がＣＯ2５４によって置き換えられた後、ＣＯ2５４を空気５８で置き換えること
ができる。したがって、ＣＯ2５４は、パージ５６へ送られる。すべて、または実質的に
すべてのＣＯ2５４が空気５８で置き換えられた後、発電機１２は、保守する準備ができ
ているであろう。
【００１９】
　図２は、発電機システム１０の別の実施形態のブロック図である。図１に示すものと共
通の図２内の要素には、同じ参照番号を付ける。図示の実施形態では、光ファイバセンサ
３４は、発電機１２内部に配置されていない。その代わり、気体サンプリング管材または
配管７０は、発電機１２から光ファイバセンサ３４へ気体を運ぶことができ、光ファイバ
センサ３４は、制御パネル７２内に配置することができる。したがって、いくつかの実施
形態では、水素冷却剤経路１８は、発電機１２内部の内部部分と管材７０を含む外部部分
の両方を含むことができる。管材７０は、水素冷却剤ラインと呼ばれることもある。管材
７０は、３０４ステンレス鋼または３１６ステンレス鋼などの材料から作ることができ、
たとえば約３ｍｍ、６ｍｍ、９ｍｍ、または１２ｍｍの外径を有することができる。管材
７０は、少量の気体を発電機１２内部から光ファイバセンサ３４へ運ぶ。上記のように、
呼掛け器３６は、光ファイバセンサ３４からの信号に基づいて気体純度情報を判定する。
呼掛け器３６は、気体純度情報を、制御パネル７２内に配置された１つまたは複数のディ
スプレイ７４へ送ることができる。ディスプレイ７４により、制御パネル７２付近に立っ
ている操作者は、気体純度情報を観察することができる。制御パネル７２はまた、ユーザ
入力パネル７６を含むことができ、ユーザ入力パネル７６により、操作者は、光ファイバ
センサ３４、呼掛け器３６、および／またはディスプレイ７４へ入力を提供することがで
きる。たとえば、ユーザ入力パネル７６により、操作者は、制御パネル７２の構成要素の
いずれかの構成または設定を変化させることができる。制御パネル７２内に光ファイバセ
ンサ３４を配置することで、発電機１２内部に光ファイバセンサ３４を配置することに勝
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るいくつかの利点を提供することができる。たとえば、制御パネル７２内に配置すると、
光ファイバセンサ３４によりアクセスしやすくなるため、光ファイバセンサ３４の保守ま
たは交換をより容易にすることができる。発電機システム１０の他の態様も、上記で詳細
に説明したものに類似している。
【００２０】
　図３は、別の実施形態による発電機システム１０の概略図である。図１に示すものと共
通の図３内の要素には、同じ参照番号を付ける。図示の実施形態では、発電機１２および
水素冷却剤経路１８のさらなる詳細を示す。具体的には、発電機１２は、発電機１２の固
定部分である固定子９０と、発電機１２の回転部分である回転子９２とを含むことができ
る。固定子９０は、発電機１２の外周付近に位置することができ、回転子９２は、発電機
１２の中心軸付近に位置することができる。別法として、回転子９２は、発電機１２の外
周付近に位置することができ、固定子９０は、発電機１２の中心軸付近に位置することが
できる。さらに、発電機１２は、回転子９２の回転を容易にするために、１つまたは複数
の軸受システム９４を含むことができる。軸受システム９４は、発電機１２内へ、または
発電機１２からの気体の漏れを防止するのを助けるために、１つまたは複数のシールを含
むことができる。
【００２１】
　固定子９０、回転子９２、および／または軸受システム９４はそれぞれ、１つまたは複
数の冷却剤通路９６を含むことができ、冷却剤通路９６は、発電機１２を通る冷却剤の循
環を提供するように構成することができる。図示の実施形態では、冷却剤通路９６は、構
成要素の周囲に、構成要素に沿って前後に、またはこれらの組合せで延びるコイルまたは
巻線とすることができる。いくつかの実施形態では、冷却剤通路９６は、構成要素内で軸
方向、円周方向、または径方向に延びることができる。図示の実施形態では、水素冷却剤
経路１８は、固定子９０を通って延びる固定子冷却剤経路９８、回転子９２を通って延び
る回転子冷却剤経路１００、および／または軸受システム９４を通って延びる軸受冷却剤
経路１０２を含むことができる。具体的には、特定の実施形態では、冷たい水素２４は、
固定子９０、回転子９２、および／または軸受システム９４の一方の端部に入り、発電機
１２のこれらの構成要素の反対側の端部から出ることができる。さらに、光ファイバセン
サ３４は、固定子９０、回転子９２、および／または軸受システム９４の気体純度を測定
するために、発電機１２全体にわたって配置することができる。図３には発電機１２の外
側を示すが、他の実施形態では、光ファイバセンサ３４は、水素冷却剤経路１８の内部部
分に沿って発電機１２内部に配置することもできる。たとえば、固定子光ファイバ純度セ
ンサ３４は、固定子冷却剤経路９８に結合することができ、回転子光ファイバ純度センサ
３４は、回転子冷却剤経路１００に結合することができ、および／または軸受光ファイバ
純度センサ３４は、軸受冷却剤経路１０２に結合することができる。より一般には、第１
の光ファイバ純度センサ３４は、発電機１２の第１の領域の第１の気体純度を感知するよ
うに構成することができ、第２の光ファイバ純度センサは、発電機１２の第２の領域の第
２の気体純度を感知するように構成することができる。発電機システム１０の他の態様も
、上記で詳細に説明したものと類似している。
【００２２】
　図４は、発電機システム１０の部分横断面図である。図１および図３に示すものと共通
の図４内の要素には、同じ参照番号を付ける。図示の実施形態では、冷たい水素２４は、
発電機１２全体にわたって配置された１つまたは複数の冷却剤通路９６を通って流れる。
たとえば、特定の実施形態では、冷たい水素２４はまず、回転子９２の中心軸内部および
付近に位置する冷却剤通路９６へ誘導することができる。次いで冷たい水素２４は、回転
子９２の残り部分を冷却するために、さらなる冷却剤通路９６を通って放射状に外方へ誘
導することができる。他の実施形態では、固定子９０および／または軸受システム９４内
に、さらなる冷却剤通路９６を配置することができる。冷却剤通路９６を通過した後、温
かい水素２０は、発電機１２の周辺部付近に位置する１つまたは複数の管寄せ１１０内で
収集することができる。管寄せ１１０からは、温かい水素２０を水素熱交換器２２へ返す
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ことができる。特定の実施形態では、管寄せ１１０を使用することで、温かい水素２０を
水素熱交換器２２へ運ぶための個々のラインまたは導管の数を低減させることができる。
発電機システム１０の他の態様も、上記で詳細に説明したものと類似している。
【００２３】
　図５は、上記で詳細に説明した発電機システム１０とともに使用できる光ファイバ純度
センサ３４の一実施形態を示す。図示の実施形態では、気体純度センサ３４は、中心ファ
イバコア１１２と光通信する調整可能な広帯域の光源などの光源１１０を含む。中心ファ
イバコア１１２は、軸１１４に沿って延び、屈折率が周期的に変調される格子を含む。屈
折率が周期的に変調されるファイバ格子は、紫外（ＵＶ）光および位相マスクを使用して
干渉パターンを形成し、次いでファイバコア１１２上を照らすプロセスから作ることがで
きる。ファイバコア１１２が特定の時間にわたって露出された後、周期的な屈折率パター
ンが、ファイバコア１１２内部に生じる。明るく照らされた領域は、ＵＶ光によって照ら
されていない暗い領域より高い屈折率を有し、したがって周期変調が形成される。そのよ
うな屈折率が周期的に変調される格子構造は、ブラッグ共振波長λと呼ばれる波長で広帯
域光のわずかな部分を効果的に反射することができる。この波長は、λ＝２ｎｄという関
係によって定義される。上式で、ｎはファイバコア内の実効屈折率であり、ｄは格子の周
期性である。他の方法を使用して、屈折率が周期的に変調される格子を準備することもで
きる。
【００２４】
　一実施形態では、中心ファイバコア１１２は、二酸化ゲルマニウム（ＧｅＯ2）および
フッ素（Ｆ）で共ドープされたシリカを含み、約５ミクロン～約９ミクロンの範囲の直径
を有する。周期変調は、導波モードのフィールドエネルギーをファイバクラッドに当てる
ことによってクラッドモードに対する導波コアモードの結合を増大させるために、たとえ
ばアポダイズド変調、ブレーズド変調、またはブレーズドおよびアポダイズド変調を含む
ことができる。一実施形態では、屈折率周期格子は、ファイバコア１１２の周囲に位置決
めされた長周期ファイバ格子（ＬＰＧ）構造１１６を備える。
【００２５】
　図示の実施形態では、ファイバクラッド１１８は、ファイバコア１１２の周りに円周方
向に配置され、一実施形態では、約１２５ミクロンの外径を有し、純粋シリカから作られ
る。一実施形態では、ファイバクラッド１１８は、ファイバコア１１２を通って光を伝搬
する導波路として作用するように構成される。広帯域の調整可能な光源１１０は、光ファ
イバケーブルと光通信するように位置決めされ、ファイバコア１１２を通って伝搬する近
赤外光を放出する。
【００２６】
　図示の実施形態では、ＬＰＧ構造１１６のファイバクラッド１１８の周りに、ナノ構造
の多層の感知層１２０が配置される。感知層１２０は、コーティングと呼ばれることもあ
る。感知層１２０は、たとえば屈折率の変動、光吸収率の変化、感知材料応力の変化、ま
たはこれらの組合せによって、ファイバクラッド１１８のモードとファイバコア１１２の
基本モードの結合を効果的に助けるように構成される。感知層１２０は、屈折率の変動、
吸収率の変化、感知材料応力の変化、または他の変化を引き起こす特定の気体との相互作
用に感応し、かつ／またはこれらの相互作用によって活性化される。たとえば、感知層１
２０は、水素ガス５２、ＣＯ2ガス５４、または他の気体に感応することがある。いくつ
かの実施形態では、光ファイバ純度センサ３４は、空気５８中の水素５２のレベルの検出
を可能にするように構成された第１の感知層１２０と、ＣＯ2５４中の水素５２のレベル
の検出を可能にするように構成された第２の感知層と、空気５８中のＣＯ2５４のレベル
の検出を可能にするように構成された第３の感知層とを含むことができる。より一般には
、光ファイバ純度センサ３４は、水素５２のレベルの検出を可能にするように構成された
第１の感知層１２０と、第２の気体レベルの検出を可能にするように構成された第２の感
知層とを含むことができる。一実施形態では、感知層１２０は、多層のナノ構造の感知フ
ィルムを含み、この感知フィルムは、水素ガス５２への露出時にナノ構造の多層感知フィ
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ルム上に水素化物が形成されるとき、その周囲の不透明な鏡面状の表面をより透光性の表
面にする。水素化物を形成することで、クラッドモード境界および結合効率を変化させ、
したがってファイバ格子に基づく水素純度センサ３４の伝送波長およびパワー損失が変調
される。変調された信号は、次いで光ファイバケーブル３８を通って呼掛け器３６へ進む
。
【００２７】
　特定の実施形態では、ファイバ水素ガス純度センサ３４は、光ファイバコア１１２の長
手方向軸１１４に沿って、約１０ｍｍ～約５０ｍｍの長さを有する。ＬＰＧ構造１１６は
、長手方向軸１１４に沿って、約１０ｍｍ～約３０ｍｍの長さを有し、クラッド直径は約
０．０５ｍｍ～約０．１２５ｍｍである。ＬＰＧ構造１１６は、長手方向軸１１４に沿っ
て変調を有し、ピッチ寸法は約０．１ミクロン～約０．６ミクロンである。ＬＰＧ構造１
１６は、アポダイズドまたはブレーズド屈折率変調プロファイルを用いて、基本モードエ
ネルギーをファイバクラッド１１８のモードに効果的に落とすように構成される。感知層
１２０の感知材料の屈折率がファイバクラッド１１８より低いとき、ファイバクラッド１
１８のモードは、感知材料／クラッドとファイバコアの境界によって導波される。一部の
光エネルギーは、エバネッセントフィールドによって感知材料内へ放散され、クラッドモ
ードは、放射モードと同様にエネルギーを感知コーティング層内へ部分的に放散する。
【００２８】
　図６は、発電機１２の一実施形態を動作させるために制御システム４０が使用できるプ
ロセス１５０の流れ図である。ステップ１５２で、発電機１２などの回転機械を通って流
れる水素冷却剤経路１８などの気体冷却剤経路に沿って配置された少なくとも１つの光フ
ァイバセンサ３４からのセンサデータが得られる。光センサは、光ファイバ純度センサ３
４だけではなく、光ファイバ圧力センサ、光ファイバ温度センサ、光ファイバ流量センサ
、および他の光ファイバセンサも含むことができる。ステップ１５４で、光センサデータ
を分析して、気体冷却剤の組成を決定する。気体冷却剤の組成には、気体（たとえば、水
素）の純度および気体冷却剤中の不純物（たとえば、酸素、窒素など）の量を含むことが
できる。ステップ１５６で、冷却剤純度が第１の閾値と比較される。第１の閾値は、たと
えばコロナ放電を防止するのを助け、または回転機械の効率を増大させるのを助けるレベ
ルで確立することができる。第１の閾値は、「低－低」レベルと呼ばれることがある。冷
却剤純度が第１の閾値を上回る場合、プロセス１５０はステップ１６０へ進む。ステップ
１６０では、冷却剤純度が第２の閾値、つまり「低」レベルと比較される。冷却剤純度が
第２の閾値を上回る場合、プロセス１５０は、さらなるセンサデータを得るためにステッ
プ１５２に戻る。冷却剤純度が第２の閾値を下回る場合、ステップ１６２で、気体冷却剤
の一部分をパージし、新しい気体冷却剤（たとえば、水素）を追加して、気体純度を増大
させるのを助ける。言い換えれば、感知された水素純度のレベルが第２の閾値を下回る水
素冷却剤の一部分が除去され、水素純度のレベルが第２の閾値より実質的に大きいより高
純度の水素冷却剤が追加される。ステップ１６２は、純度制御装置４３が適当な制御機能
を開始することによって実現することができる。気体冷却剤の一部分をパージすることに
よって、パージされた気体冷却剤中の不純物を除去し、新しい気体冷却剤で置き換えるこ
とができる。ステップ１６２から、プロセス１５０は、さらなるセンサデータを得るため
にステップ１５２に戻る。
【００２９】
　ステップ１５６に戻ると、冷却剤純度が第１の閾値を下回る場合、プロセス１５０はス
テップ１６４へ進む。ステップ１６４では、気体冷却剤を回転機械からパージし、難燃性
ガス（たとえば、ＣＯ2）を追加して、気体冷却剤の純度を低減させる。したがって、こ
の難燃性ガスは、ステップ１６４で、気体冷却剤に置き換わる。難燃性ガスの例には、そ
れだけに限定されるものではないが、ＣＯ2、窒素、アルゴン、不活性ガス、希ガス、ま
たはこれらの任意の組合せが含まれる。ステップ１６８で、気体冷却剤の純度が第３の閾
値と比較される。第３の閾値は、気体冷却剤の大部分が回転機械から除去されたことを保
証するのを助けるレベルで確立することができる。たとえば、いくつかの実施形態では、
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第３の閾値は、ＣＯ2中で約５パーセントの水素とすることができる。気体冷却剤の純度
が第２の閾値より大きい場合、プロセス１５０はステップ１６４に戻り、引き続き気体冷
却剤を難燃性ガスでパージする。気体冷却剤純度が第２の閾値を下回る場合、ステップ１
７０で、難燃性ガスおよびあらゆる残りの気体冷却剤を空気でパージすることができる。
気体冷却剤および難燃性ガスが回転機械から十分にパージされた後、プロセス１５０はス
テップ１７２へ進む。ステップ１７２では、回転機械上で保守を実行して、任意の問題を
判定および修理することができる。回転機械上で修理が完了した後、上記のプロセスを本
質的に逆方向に実行して、回転機械を再び使用することができる。具体的には、難燃性ガ
スで、回転機械内の空気を置き換えることができる。次に、気体冷却剤の純度が第２の閾
値を超過するまで、気体冷却剤で難燃性ガスを置き換えることができる。その時点で、回
転機械を再開させることができる。
【００３０】
　この記載の説明は、例を使用して、最良の形態を含む本発明を開示し、また、任意のデ
バイスまたはシステムを作製および使用すること、そして任意の組み込まれた方法を実行
することを含めて、あらゆる当業者が本発明を実施できるようにする。本発明の特許可能
な範囲は、特許請求の範囲によって定義されており、当業者が想到する他の例を含むこと
ができる。そのような他の例は、特許請求の範囲の文言と変わらない構造上の要素を有す
る場合、または特許請求の範囲の文言と実質的に変わらない同等の構造上の要素を含む場
合、特許請求の範囲の範囲内にあるものとする。
【符号の説明】
【００３１】
　１０　発電機システム
　１２　発電機
　１４　エンジン
　１６　駆動シャフト
　１８　水素冷却剤経路
　２０　温かい水素
　２２　水素熱交換器
　２４　冷たい水素
　２６　温かい冷却剤
　２８　冷却剤熱交換器
　３０　冷たい冷却剤
　３２　水素冷却システム
　３４　光ファイバセンサ
　３６　呼掛け器
　３８　光ファイバケーブル
　４０　制御システム
　４２　信号
　４３　純度制御装置
　４４　エンジン制御装置
　４６　発電機制御装置
　４８　冷却制御装置
　５０　出力信号
　５１　気体制御デバイス
　５２　水素
　５３　制御弁
　５４　二酸化炭素（ＣＯ2）
　５６　パージ
　５８　空気
　７０　気体サンプリング管材
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　７２　制御パネル
　７４　ディスプレイ
　７６　ユーザ入力パネル
　９０　固定子
　９２　回転子
　９４　軸受システム
　９６　冷却剤通路
　９８　固定子冷却剤経路
　１００　回転子冷却剤経路
　１０２　軸受冷却剤経路
　１１０　管寄せ
　１１２　中心ファイバコア
　１１４　軸
　１１６　長周期ファイバ格子（ＬＰＧ）構造
　１１８　ファイバクラッド
　１２０　ナノ構造の多層の感知層
　１５０　発電機を動作させるために制御システムによって使用されるプロセス
　１５２　センサデータを得るステップ
　１５４　センサデータを分析するステップ
　１５６　純度を第１の閾値と比較するステップ
　１６０　純度を第２の閾値と比較するステップ
　１６２　気体冷却剤の一部分をパージするステップ
　１６４　気体冷却剤をパージするステップ
　１６８　純度を第３の閾値と比較するステップ
　１７０　空気でパージするステップ
　１７２　保守を実行するステップ
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