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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの調節可能な案内翼列（２４）を備えた少なくとも１つのコンプレッサ
（１２）と、少なくとも１つの燃焼室（２０）と、少なくとも１つのタービン（１４）と
を備える発電所のガスタービン（１０）の制御方法であって、制御パラメータが、ガスタ
ービンの運転コンセプトを決定する制限値の範囲内で制御される制御方法において、
　運転コンセプトの少なくとも１つの制限値が、運転中に、発電所の出力、発電所の効率
、発電所の排出物質、および／又は、発電所の寿命の消耗とに関する発電所の最適化目標
に適応するために発電所のオペレータにより変更され、
　運転中に変更される前記少なくとも１つの制限値が、ガスタービンの保護に関わる制限
値であり、
　寿命を延長するために、少なくとも１つのタービン入口温度（ＴＩＴ）の全負荷制限値
と、タービン入口温度（ＴＩＴ）の部分負荷制限値と、少なくとも１つのタービン出口温
度（ＴＡＴ）の部分負荷制限値とのうちの少なくとも１つが、標準設計の制限値に対して
低減されることを特徴とする方法。
【請求項２】
　タービン出口温度（ＴＡＴ）の少なくとも１つの部分負荷制限値が変更されることを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　コンプレッサ（１２）の少なくとも１つの調節可能な案内翼列（２４）の傾斜角度（Ｖ
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ＩＧＶ）の少なくとも１つの全負荷制限値が変更されることを特徴とする請求項１または
２に記載の方法。
【請求項４】
　コンプレッサ（１２）の少なくとも１つの調節可能な案内翼列（２４）の傾斜角度（Ｖ
ＩＧＶ）の前記全負荷制限値が、安全距離だけ低減されたサージ限界によって画定される
最大制限値と、最大全負荷効率が実現される最小制限値との間において変更されることを
特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　タービン入口温度（ＴＩＴ）の少なくとも１つの全負荷制限値、および／又は、タービ
ン入口温度（ＴＩＴ）の少なくとも１つの部分負荷制限値が変更されることを特徴とする
請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　ＣＯ排出量を低減するために、少なくとも１つのタービン入口温度（ＴＩＴ）の部分負
荷制限値と、少なくとも１つのタービン出口温度（ＴＡＴ）の部分負荷制限値との少なく
とも１つが、標準設計の制限値に対して上昇されることを特徴とする請求項１～５のいず
れか一項に記載の方法。
【請求項７】
　再冷却された冷却空気の流量（２７）の冷却空気温度の少なくとも１つの前記部分負荷
制限値または前記全負荷制限値が変更されることを特徴とする請求項１～６のいずれか一
項に記載の方法。
【請求項８】
　送電網に対して電力予備分を供給するために少なくとも１つの制限値が変更されること
を特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　少なくとも１つの調節可能な案内翼列（２４）を備えた少なくとも１つのコンプレッサ
（１２）と、少なくとも１つの燃焼室（２０）と、少なくとも１つのタービン（１４）と
、制御器（３０）とを備える少なくとも１つのガスタービン（１０）を有する、請求項１
～８のいずれか一項に記載の方法を実施する発電所において、
　発電所が、さまざまに調節可能な制限値の範囲内で運転するように設計され、かつ、最
適化目標を選択するためのマン－マシンインタフェースを備え
　コンプレッサ（１２）の少なくとも１つの調節可能な案内翼列（２４）の傾斜角度（Ｖ
ＩＧＶ）の全運転領域のための、タービン入口温度（ＴＩＴ）に依存する最低の冷却空気
供給圧力比が保証されているように、起動の際に冷却空気圧力比が調節されることを特徴
とする発電所。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのガスタービン（１０）に少なくとも１つのボイラが後接続される
こと、および、この少なくとも１つのボイラは、前記運転制限値の変更によって生じ得る
すべての排気ガス流量および排気ガス温度（ＴＡＴ）のために設計されることを特徴とす
る請求項９に記載の発電所。
【請求項１１】
　前記ガスタービン（１０）の運転制限値が変更される場合に、少なくとも１つのボイラ
によって生成される蒸気流量をエネルギーに最大限に変換するために少なくとも１つの蒸
気タービンが備えられていることを特徴とする請求項１０に記載の発電所。
【請求項１２】
　電気システムが、前記ガスタービン（１０）の運転制限値が変更される場合に生成され
る最大出力のために設計されることを特徴とする請求項１０～１１のいずれか一項に記載
の発電所。
【請求項１３】
　燃料システムが、前記ガスタービン（１０）の運転制限値が変更される場合に必要な最
大燃料流量のために設計されることを特徴とする請求項１０～１２のいずれか一項に記載
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の発電所。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発電所の技術分野に関連し、出力、効率、排出物質および／または寿命の消
耗に関わる発電所におけるガスタービンの最適化運転方法に関する。この方法を実施する
発電所も本発明の範囲内に含まれる。
【背景技術】
【０００２】
　運転者またはオペレータに対してガスタービン発電所の安全確実な運転を可能にするガ
スタービンの制御方法は、一般的に、運転コンセプトまたは運用コンセプトと呼称される
。本発明は、負荷運転の最適化、すなわち、ガスタービンが送電網に接続され、それに電
力を供給している運転を制御する運転コンセプトの部分の最適化に関連する。運転コンセ
プトにおいては、ガスタービンを安全確実に運転するために、ガスタービンの種々のパラ
メータをどのように制御しなければならないかが確定される。この運転コンセプトは制御
器によって実行される。ガスタービンの出力は、例えば、少なくとも１つのタービン入口
温度、コンプレッサ流入流量、あるいはこの両パラメータを変更することによって調整で
きる。コンプレッサ流入流量を調整するために、例えば、コンプレッサの流入部の幾何学
的形状を、調節可能な入口案内翼によって変えることができる。
【０００３】
　タービン入口温度の高さは、ガスタービンの寿命の消耗または検査間隔の長さを本質的
に決定し、さらに、ガスタービンの排気ガス排出物質を本質的に決定する。
【０００４】
　ガスタービンの出力は、流入流量が一定の場合は、タービン入口温度の高さによって本
質的に決定される。ガスタービン出口温度は、タービン入口温度の高さに比例し、ガスタ
ービンの圧力比に反比例する。
【０００５】
　ガスタービン－蒸気タービン複合発電所、いわゆる複合発電所の効率は、ガスタービン
出口温度の高さおよびガスタービンの効率に比例する。このことから、複合発電所の全効
率および出力はガスタービンの入口温度に比例することが結論づけられる。
【０００６】
　ガスタービンの効率は、理論ブレイトンサイクルにおいては、タービン入口温度および
構成機器の効率が一定の場合、圧力比に比例する。実際の機械においては、圧力比は、タ
ービン入口温度一定の場合、流量に比例する。しかし、実際には、構成機器の効率は流量
および温度の関数として変化する。特に、コンプレッサの効率は、入口案内翼列の位置に
よって制御される流量に応じて変化する。さらに、例えば、流入および流出の損失あるい
はディフューザーの損失が容積流量または流量の関数である。同等のことが、ボイラと、
ボイラを通って流れる高温ガスに対するボイラの圧力損失と、後続の水－蒸気サイクルに
も当てはまる。構成機器を流量に基づいて設計することは、結果的に、実際のガスタービ
ンおよび実際のガスタービン複合発電所の効率が、圧力または流量に比例して増大するの
ではなく、最大値を有するという状況をもたらす。流量、ひいては、圧力比をこの最大値
を超えて高めると、効率が低下する。発電所の出力を、効率最大点を含む運転点を超えて
高めることは、通常、可能である。
【０００７】
　現代のガスタービンは、高負荷領域において全負荷（またはベース負荷）から出発して
負荷低減する場合、例えば、まず最初に、リミッタで制限されるタービン入口温度（また
は高温ガス温度）を低下させるように制御される。それに対応して、リミッタも全負荷値
から部分負荷値に下げられる。続いて、吸気流量を、コンプレッサの少なくとも１つの調
節可能な案内翼列ＶＩＧＶの傾斜角度を制御することによって低減する。この場合、案内
翼列ＶＩＧＶの傾斜角度は、それ自体制限値によって制限されている。吸気流量を低減す
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る間は、タービン入口温度を、それぞれに適用されるべき制限値未満に制御するために、
燃料の流量が低減される。タービン出口温度ＴＡＴは、タービン入口温度ＴＩＴが一定の
場合、減少する流量と共に低下する圧力比に反比例して上昇するが、このタービン出口温
度ＴＡＴが当該ＴＡＴ制限値に達するとすぐに、ＴＡＴをその制限値未満に制御するため
に燃料流量が低減される。続いて、ＴＩＴがその制限値未満に降下する。現代のガスター
ビン用の順次燃焼方式による運転コンセプトの例が特許文献１に開示されている。
【０００８】
　特許文献１に記載されるコンセプトに従ってガスタービンを運転するためには、ＴＩＴ
の測定または近似的な測定が必要である。タービン入口温度としては種々の温度を使用で
きる。非特許文献１に従って、高温ガスとすべての冷却空気流量との理論的な混合温度に
よって処理することが可能である。しかし、制御においては、例えば、タービンに流入す
る前の高温ガス温度、または、第１タービン案内翼後の混合温度のいわゆる「着火温度」
によっても処理可能である。
【０００９】
　ＴＩＴの測定用の事例が特許文献２に開示されている。広範囲で、おおむね単純な、し
かし正確でない接近法が当業者には知られている。
【００１０】
　従来の慣例では、ガスタービン入口温度および／またはコンプレッサ入口案内翼の位置
を柔軟に適応させるという方式による発電原価の最小化は、その新たな起動時に、特定の
最大または最小負荷値に達するための部分負荷および全負荷のために対応する制限値が決
定される起動時新たな起動（再起動）にのみ可能である。例えば、燃料費が高騰した際に
、寿命の短縮、ひいては、保守作業の間隔の短縮を甘受してでも、温度制限値を高めるこ
とによって効率を実現したい場合には、そうするために、ガスタービンの起動時新たな起
動（再起動）が必要になるであろう。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】欧州特許出願公開第０７１８４７０号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開第１８４０３５４号明細書
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】ＩＳＯ２３１４／１９８９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明の課題は、ガスタービンに基づく発電所を制御するための前記方法の運転コンセ
プトであって、起動時新たな起動（再起動）なしでも、変化する最適化目標への方法の柔
軟な適応を可能にする運転コンセプトを創出することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　この課題の本発明による解決策は、例えば、タービン入口温度の制限値および／または
少なくとも１つのコンプレッサ入口案内翼列の角度の制限値のような、ガスタービンの運
転コンセプトを決定する種々の制限値を、発電所のオペレータが、運転中に、必要なもの
に適応させることができるということによって実現される。
【００１５】
　従来の慣例では、タービン入口温度ＴＩＴ、タービン出口温度ＴＡＴおよび少なくとも
１つのコンプレッサ入口案内翼列ＶＩＧＶの角度のような主たる制御パラメータは、固定
された制限値の範囲内で制御される。それを超過すると急激に発電所の重大な損傷に及ぶ
可能性があるような過大な温度または容積流量に対して保護するために、これらのパラメ
ータは、複数回に重複する測定によって保護されている。この場合、制御の制限値に対す
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る所定の安全距離で、ガスタービンの急速な遮断または停止のような保護操作が制御にお
いて実行される。
【００１６】
　ＴＩＴ、ＴＡＴまたはＶＩＧＶのような保護に関わる制限値を適応させる場合には、保
護操作が発動される閾値を、制限値の変更に対応して一緒に適応させるか、あるいは、そ
の閾値が、制限値の可能な変更の範囲内で確実な保護を保証するように明確に画定される
ことが確保されねばならない。
【００１７】
　本発明による方法は、発電所の経営者に、発電原価を、常に、必要に応じて最小化する
可能性を与える。
【００１８】
　発電原価は、本質的に、発電所の運転によって生じるコストと販売収益とに依存してい
る。コストはまず第一に発電所が支払うべき燃料コストであるが、コストの高さは、発電
所の正味の効率、発電所の保守点検整備コスト、人件費、場合によっては汚染税、並びに
資本費、認可コストおよび運転許可料金によっても決定される。発電所は、販売収益を、
プロセス蒸気および熱によるいわゆる「コージェネレーション」や電力網の予備のための
電力（運転予備力）を販売することによって獲得する。
【００１９】
　本発明による柔軟なガスタービン運転コンセプトは、発電原価の最小化に関して運転の
最適化を可能にする。この場合、運転中に、出力の発生が一定または変化している時に、
発電所の運転コンセプトを決定する種々の制限値によって変更可能である。特に、少なく
とも１つのＴＩＴ用の全負荷制限値および部分負荷制限値と、少なくとも１つのＴＡＴ用
の全負荷制限値および部分負荷制限値と、ＶＩＧＶの位置の制限値とが変更される。制限
値のこの変更は、例えば、発電所のオペレータが、発電所またはガスタービンの制御室に
おいて種々の運転モードを選択することによって実現できる。操作者に優しい制御におい
ては、オペレータが個々の制限値を適応させる必要はなく、制御室において種々の運転モ
ードを選択できる。そうすると、制御器が、対応する１組の制限値によって自動的に作動
する。これは、例えば、効率最適化運転、最大出力運転、ＮＯｘ排出量低減運転、部分負
荷ＣＯ排出量低減運転、保守作業間隔延長運転、あるいは、最適化目標の組合せとするこ
とができる。これらの運転モードを実現するための方法を、以下の実施態様の例に基づい
て説明する。
【００２０】
　発電所のオペレータは、適切なマン－マシンインタフェース、通常、いわゆるオペレー
タステーションあるいは発電所の制御コンピュータまたは制御器における入力を介して運
転する。入力は、発電所の連合体または送電網運用者の連合体の制御室を介しても同様に
可能である。最適化の目標は、また、外部条件に応じて決定して、自動的に適応させるこ
とが可能である。例えば、最適化の目標を季節に応じて定めることができる。例えば、発
電所を、夏季には、ガスタービンの場合に典型的な高い大気温度における出力減退をでき
る限り補償するために出力最適化して運用し、冬季には、効率最適化して運用することが
有利であり得る。オペレータ、また運用者、管理者あるいは指導者という用語は、ここで
は、発電所の運転を、直接的または間接的に操作あるいは監視する人物と理解することが
できる。
【００２１】
　言及するすべての利点は、それぞれに提示する組合せにおいて使用可能であるだけでな
く、他の組合せにおいても、さらに別のパラメータの制御との組合せにおいても、あるい
は単独でも、本発明の範囲から離脱することなく使用可能である。
【００２２】
　本方法と共に、本方法を実施するガスタービンも本発明の対象である。選択された方法
または方法の組合せに応じて、ガスタービンの設計を、本方法の実施可能性が保証される
ように適応させねばならない。
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【００２３】
　冷却空気圧力比は、ガスタービンの場合、コンプレッサ入口条件および運転状態によっ
て変化する。さらに、それは、ＶＩＧＶの位置によっても変化する。この場合、コンプレ
ッサ末端部の前でコンプレッサから取り出された冷却空気の冷却空気圧力比は、通常、Ｖ
ＩＧＶの閉操作と共に低下する。安全確実な運転を保証するために、この圧力比は、例え
ば、次のように調整される。すなわち、その圧力比によって、対応するＴＩＴによる全負
荷運転に対して、全大気運転領域における十分な冷却が保証されるように調整される。さ
らに、部分負荷に対して、ＶＩＧＶの閉操作によって部分負荷の場合には低下する冷却空
気圧力比が、部分負荷ＴＩＴに応じて変化する十分な冷却をももたらすことが保証されね
ばならない。
【００２４】
　通常、ガスタービンは、標準の運転コンセプトに対応する冷却空気圧力比によって設計
される。設計においては、仕上げ公差および他の不確実性を補正できるようにするため、
例えば、圧力の変動幅が想定される。その場合、起動時の間に、例えば、絞りによって正
しい圧力比が調整される。
【００２５】
　従来のガスタービンの場合、この設計および調整は、標準の運転コンセプトについて行
われる。本発明によるガスタービンは、少なくとも、それぞれの発電所において計画され
る制限値の変更と、それから生じる運転コンセプトとに対して設計されるということを特
徴とする。さらに、圧力比が、起動時において、制限値の計画された変更とそれから生じ
る運転コンセプトとに対応して、例えば絞りによって調整される。
【００２６】
　別の実施形態によれば、発電所のシステムが、運転コンセプトに対応して延長された保
守作業間隔を妨げないように構築される。
【００２７】
　出力最適化制限値の選択を可能にするために、電気システム、すなわち発電機および変
圧器も、特定の制限値の範囲内で到達可能な最大発電所出力を送電網に供給し得るように
設計される。これに対応して、燃料システムも、最大可能燃料流量に対して設計しなけれ
ばならない。
【００２８】
　さらに、制御器および／またはそれに付属する記憶ユニットにおいては、制限値の異な
るいくつかの組を、制限値間で切り換えることができるように、想定される運転コンセプ
トに対応して保存する。
【００２９】
　複合発電所の場合は、さらに、ボイラを含む水－蒸気サイクルが、ＴＡＴと、発電所に
対して想定されるガスタービンの運転コンセプトの種々の制限値の組合せから生じる排気
ガスの流量とのすべての可能な変動に対して設計される。
【００３０】
　本発明のさらなる利点、特徴および詳細は、図面に基づく、好ましい実施態様の例に関
する以下の説明から明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】ガスタービンを備えた発電所の簡略化されたブロック回路図を示す。
【図２】ガスタービンの種々のＶＩＧＶ全負荷制限値と、それに対応するタービン入口温
度の、上部負荷領域における負荷に対する推移とを示す。
【図３】標準設計条件における全負荷効率に関する、正規化された全負荷出力ＰＢＬの関
数としての全負荷における相対効率ηｒｅｌであって、出力ＰＢＬがＶＩＧＶ全負荷制限
値の変更によって調整される場合の相対効率ηｒｅｌを示す。
【図４】標準設計および寿命最適化運転コンセプトのためのガスタービンのＴＩＴ全負荷
およびＴＩＴ部分負荷制限値と、それに対応するＶＩＧＶ位置およびＴＩＴの、上部負荷
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領域における負荷に対する推移とを示す。
【図５】寿命最適化運転における制限値と比較したＣＯ排出量最適化運転のためのＴＩＴ
およびＴＡＴ部分負荷制限値と、それに対応するＶＩＧＶ位置およびＴＩＴの、上部負荷
領域における負荷に対する推移とを示す。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　図１に示された発電所においては、中心の構成機器であるガスタービン１０が表されて
おり、このガスタービン１０は、コンプレッサ１２と、燃焼室２０と、タービン１４とを
含む。コンプレッサ１２およびタービン１４は、共通の軸１６上に配置されており、この
共通軸１６が発電機１８を駆動する。コンプレッサ１２は、空気流入ライン２８およびフ
ィルター２６を介して周囲環境から空気を吸い込み、それを圧縮して、その圧縮された空
気はプレナムを経由して燃焼室２０に送り込まれる。空気の流量は、少なくとも１つの調
節可能な案内翼列２４によって制御できる。圧縮された空気の一部分は、コンプレッサ末
端部において、寿命の点で重要な高温ガス部分を冷却するための冷却空気として分岐され
る。この高圧の冷却空気は、燃焼室冷却空気２１として、かつ高圧のタービン冷却空気２
９として用いられる。設計によっては、この高圧冷却空気は、冷却空気冷却器によって冷
却空気温度に再冷却される（図示せず）。圧縮空気の第２の部分は、コンプレッサにおい
て、寿命の点で重要な高温ガス部分を冷却するための冷却空気２３として分岐される。良
好な冷却を確実にするために、この冷却空気を、冷却空気冷却器２５によって冷却空気温
度Ｔｃｏｏｌに冷却して、再冷却された冷却空気２７として、寿命の点で重要な高温ガス
部分を冷却するために使用できる。残りの空気流量は、燃焼室において、燃料供給ライン
２２から供給される燃料（液体または気体状）を燃焼するために用いられる。生成された
高温ガスは、タービン１４内部で出力発生しながら膨張し、続いて、例えば、蒸気タービ
ン用のプロセス蒸気または蒸気を発生する後続の排熱蒸気発生装置において使用できる。
冷却空気温度Ｔｃｏｏｌの測定および冷却空気冷却器２５の制御は、ガスタービン制御器
３０の中に組み込むことができるが図示されていない。
【００３３】
　ガスタービンを制御するために制御器３０が設けられる。制御器３０は、図においては
若干の信号ラインを含む簡単なブロックとして表されている。しかし、実際には、それは
非常に複雑であり、種々の装置部分のための多くの入力／出力と共に構成することができ
る。信号ライン４６は、ガスタービン制御器３０を、ガスタービン、ボイラ、および水－
蒸気サイクルを含む発電所のユニットを制御するユニット制御器と接続する。
【００３４】
　制御器３０に付属するか、あるいは制御器３０に組み込まれるデータ記憶装置の中には
、部分負荷および全負荷用のＶＩＧＶ、ＴＩＴ、ＴＡＴおよび冷却空気温度Ｔｃｏｏｌを
制限する制限値の異なるいくつかの組が保存されている。
【００３５】
　ガスタービン１０を制御するために、基本的なプロセス量、具体的に特に、コンプレッ
サ１２の少なくとも１つの調節可能な案内翼２４の傾斜角度ＶＩＧＶと、タービン１４の
入口におけるタービン入口温度ＴＩＴとを利用する。ＶＩＧＶを制御するために、少なく
とも１つの調節可能な案内翼列２４と制御器３０の入力部との間に、データライン４５が
設けられる。このライン４５を介して、案内翼の設定位置がＶＩＧＶの位置調節機構に送
られ、同様に、測定されたＶＩＧＶの実際位置が制御器に伝送される。タービン入口温度
ＴＩＴは、理想的には、タービン入口で測定して、データライン４２を介して制御器に伝
達できる。しかし、実際には、これは、現代のガスタービンではＴＩＴが高いので不可能
であり、従って、タービン１４の圧力比およびＴＡＴからＴＩＴの近似値を得る。ＴＡＴ
は、センサー３４によって測定され、データライン４４を介して制御器に伝送される。タ
ービンの圧力比を決定するためにタービン１４の前後の圧力を測定できる。しかし、実際
には、圧力比を決定するために、多くの場合簡略化して、吸い込み圧力３１およびコンプ
レッサ出口圧力３３の測定によって近似値が得られる。その吸い込み圧力３１およびコン
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プレッサ出口圧力３３の測定値は、データライン４１および４３を介して制御器３０に伝
達される。上記の測定値からＴＩＴを決定すること、並びに、例えば、空気の相対湿度ま
たはＶＩＧＶの位置のような他のパラメータを顧慮して修正することは、当業者には既知
である。
【００３６】
　図２においては、ガスタービンの種々のＶＩＧＶ全負荷制限値と、ＴＩＴ全負荷制限値
１および部分負荷制限値５と、それに対応するタービン入口温度ＴＩＴおよびＶＩＧＶの
、上部負荷領域における相対負荷Ｐｒｅｌに対する推移とを示す。これは、標準設計の運
転については実線で、効率最適化運転については点線で、出力最適化運転については一点
破線で模式的に表されている。
【００３７】
　運転コンセプトに対する制限値の影響を、全負荷から負荷低減する場合について説明す
る。標準設計の運転（実線）の場合は、ＶＩＧＶは標準設計の運転用のＶＩＧＶ全負荷制
限値２にあり、ＴＩＴは標準設計の運転用の全負荷制限値１にあるが、この標準設計の運
転について、まず最初に、ＴＩＴを、燃料の流量を制御することによって、高い部分負荷
において標準設計の運転用のＴＩＴ部分負荷制限値５に達するまで低下させる。この負荷
低減の間、ＶＩＧＶは、標準設計の運転用のＶＩＧＶ全負荷制限値２に一定に開いたまま
である。標準設計の運転用のＴＩＴ部分負荷制限値５に達するとすぐに、ＴＩＴは一定に
保持され、負荷はＶＩＧＶの位置によって制御される。この場合、ＴＩＴは、燃料流量に
よって、標準設計の運転用のＴＩＴ部分負荷制限値５に一定に制御される。
【００３８】
　最大流量を低減するために、ＶＩＧＶ全負荷制限値を効率最適化運転用の制限値４に下
げると、上部負荷領域における運転コンセプト（運転状態）が移動する（点線）。同じＴ
ＩＴ全負荷制限値１において全負荷に達するが、流量が減少しているので全負荷出力は小
さくなる。図示されていないＴＡＴは、流量が低減しているので高くなる。この説明例に
おいては、ガスタービンの構成機器の効率、ひいては、ガスタービンの効率と、後続の水
－蒸気サイクルの効率とが共に、流量の低減または排気ガス温度の上昇によって改善され
、その結果、発電所の全効率が改善される。標準設計の運転コンセプトによる単純な負荷
低減により、この効率の改善は実現され得ないであろう。というのも、全負荷から出発し
てまず最初に効率の低下を必然的に伴うＴＩＴが下げられるからである。
【００３９】
　最大流量を増大させるために、ＶＩＧＶ全負荷制限値を出力最適化運転用の制限値３に
上昇させると、上部負荷領域における運転コンセプトが移動する（一点破線）。同じＴＩ
Ｔ全負荷制限値１において全負荷に達するが、より開かれたＶＩＧＶにおいて流量が増大
しているので全負荷出力は増大する。
【００４０】
　図３においては、全負荷における相対効率ηｒｅｌが、標準設計条件における全負荷効
率に関する、正規化された全負荷出力ＰＢＬの関数として表されている。全負荷出力ＰＢ

ＬはＶＩＧＶ全負荷制限値の変更によって調整される。
【００４１】
　図示の例において、ＶＩＧＶ全負荷制限値を標準設計の制限値２に比べて低減すると、
図２に関して説明したように、個々の構成機器の効率が流量の減少によってまず最初に改
善されるので、最初に効率が上昇する。従って、効率最適化運転用のＶＩＧＶ全負荷制限
値４によって、標準設計に比べて改善された効率を実現することが可能である。
【００４２】
　ＶＩＧＶ全負荷制限値をさらに低減すると、流量と共に、圧力比、ひいては、理論プロ
セスの効率が低下する。さらに、主構成機器がその設計点から相かなり離れて運転される
ので、その構成機器の効率が上昇するどころではなく、再度降下する。
【００４３】
　図示の例においては、ＶＩＧＶ全負荷制限値を標準設計の制限値２に比べて高めると、
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効率低下を受け入れるという条件の下で出力を高めることができる。ＶＩＧＶ全負荷制限
値を増大させればさせるほど、効率が急激に低下するので、ＶＩＧＶ全負荷制限値３を高
める可能性は制限される。さらに、ＶＩＧＶは、コンプレッサのサージ限界またはサージ
限界に対して必要な安全距離のために、あるいは他の構成機器の限界のために、任意に開
くことはできない。サージ限界に対する安全距離は、仕上げ公差、可能性のあるコンプレ
ッサの汚染を考慮して、かつ、低周波数である送電網の要求を考慮して決定されるべきで
ある。
【００４４】
　提案された可変ＶＩＧＶ全負荷制限値によって、ガスタービンを、標準設計の制限値２
の回りの領域内で運転することが可能になる。この運転可能領域は、コンプレッサのサー
ジ限界に対する安全距離または他の構成機器の限界と、効率の最適値とによって制限され
る。
【００４５】
　図４においては、寿命最適化運転コンセプトの場合の、上部負荷領域におけるＴＩＴお
よびＶＩＧＶの制限値および推移（実線）が表されている。参照用として、さらに、上部
負荷領域における標準設計の運転コンセプトの制限値と、対応するＴＩＴおよびＶＩＧＶ
の負荷に対する推移とが、点線として表されている。
【００４６】
　寿命最適化運転コンセプトを実現するために、不変のＶＩＧＶ全負荷制限値２において
、低減されたＴＩＴ全負荷制限値６と低減されたＴＩＴ部分負荷制限値７とが導入される
。ＴＩＴが低減されるために、等しい全負荷流量において、より低い全負荷出力が実現さ
れる。全負荷から出発してＴＩＴ部分負荷制限値７に達する角の点は、制限値の低減に対
応して、同様に、より低い負荷に移動している。ＶＩＧＶは、同様に対応して、より低い
負荷において閉じ始める。低部分負荷における寿命を対応して長くするために、さらに、
ＴＡＴ制限値を低下させることが必要になる可能性がある。
【００４７】
　ＴＩＴおよびＴＡＴの制限値は、寿命を延長するために任意に低下させることはできな
い。制限値を低減し過ぎると、燃焼が不安定になり、失火脈動（Ｌｏｅｓｃｈｐｕｌｓａ
ｔｉｏｎｅｎ）および／または排出物質の増大がもたらされる。ガスタービンと共に、ボ
イラを含む後続の水－蒸気サイクルの制限値も考慮するべきである。ＴＡＴが設計点から
過度に逸脱した結果になると、水－蒸気サイクルの効率が大きく低下し、寿命の延長にも
拘らず、運転の経済性が反って損なわれる。
【００４８】
　寿命の延長と同様に、少なくともＴＩＴ全負荷制限値１の低減によって、ＮＯｘ排出量
の低減を実現できる。また別に、寿命の低下時に制限値を高めることによって、出力の増
大を達成できる。
【００４９】
　図５には、ＣＯ最適化運転コンセプトの場合のＴＩＴ、ＴＡＴおよびＶＩＧＶの制限値
および推移（実線）が表されている。参照用として、さらに、標準設計の運転コンセプト
の制限値と、対応するＴＩＴおよびＶＩＧＶの負荷に対する推移とが、点線として表され
ている。
【００５０】
　燃焼室および燃焼器の設計によっては、全負荷温度における低ＮＯｘ排出用として最適
化される予混合燃焼の場合に、低減されたＴＩＴによる部分負荷運転において、ＣＯ排出
量が高くなる可能性がある。これは、通常、標準設計の運転コンセプトの場合には問題に
ならない。しかし、例えば、部分負荷運転における非常に低いＣＯ排出量のような特殊な
要求に対しては、部分負荷ＴＩＴを、標準より高いレベルに保持することが有利であり得
る。これは、高い部分負荷の場合に、ＣＯ最適化運転用の、標準より高いＴＩＴ部分負荷
制限値８を用いることによって実現される。
【００５１】
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　全負荷から負荷低減する場合、ＣＯ最適化運転用の高められたＴＩＴ部分負荷制限値８
に、標準の運転コンセプトの場合よりも高い負荷において到達する。これは、吸気流量が
ＶＩＧＶの閉操作によってすでに高い負荷において低減されるという結果に繋がっている
。
【００５２】
　ＶＩＧＶの閉操作によって流量が減少すると共に、一定の部分負荷ＴＩＴにおいて、排
気ガス温度ＴＡＴは上昇する。この温度ＴＡＴは、標準の運転コンセプトの場合は、ＴＡ
Ｔ部分負荷制限値９によって制限される。ＴＡＴが標準設計の運転用のＴＡＴ部分負荷制
限値９に達するとすぐに、ＴＩＴでなくＴＡＴを、燃料流量を介して制御する。
【００５３】
　図示の例においては、ＴＩＴ部分負荷制限値のみが増大されるのではなく、ＴＡＴ部分
負荷制限値も、標準のＴＡＴ部分負荷制限値９からＣＯ最適化運転用のＴＡＴ部分負荷制
限値１１に増大される。この増大がなければ、低い部分負荷領域において標準の運転コン
セプトと同じＴＩＴで運転され、それに対応して、同等の排出物質を予期しなければなら
ないであろう。設計および要求に応じて、ＣＯ最適化運転コンセプト用の２つの制限値の
ＴＩＴ部分負荷またはＴＡＴ部分負荷制限値のいずれかのみを増大させることも意味があ
る。
【００５４】
　冷却空気冷却器を備えたガスタービンの場合は、冷却空気温度Ｔｃｏｏｌが制限され、
少なくとも１つの冷却空気冷却器の冷却性能を、その冷却空気温度Ｔｃｏｏｌの制限値を
超えることがないように設計する。冷却空気温度Ｔｃｏｏｌの変化は、一方では、重要な
高温ガス部分の寿命に影響を及ぼす可能性があり、他方では、それは、冷却器の全発電所
内への組み込みおよび冷却器において除去される熱の利用に応じて、発電所の全効率に影
響を及ぼす可能性がある。この場合、発電所は、ほとんどの場合、冷却空気温度Ｔｃｏｏ

ｌを標準設計の制限値未満に低下させると効率の損失がもたらされるように最適化される
。しかし、効率の損失を受け入れると、例えば、ＴＩＴを高めることによる寿命の不利益
を低減することができる。従って、冷却空気温度Ｔｃｏｏｌの制限値は、運転コンセプト
を柔軟化しかつ最適化するためのさらなる別のパラメータである。
【００５５】
　種々の運転コンセプトのＴＩＴ、ＴＡＴ、冷却空気温度Ｔｃｏｏｌ用の制限値または他
の制限値は一定値である必要はない。それらは、必要に応じて、負荷、ＶＩＧＶまたは他
のパラメータの関数として調整可能である。さらに、運転コンセプトは、以上に示した例
に限定されるわけではない。運転コンセプトは、種々の形に組合せること、または拡大す
ることが可能である。例えば、低減されたＴＩＴ全負荷制限値６および低減されたＴＩＴ
部分負荷制限値７を含む寿命最適化運転コンセプトを、出力最適化運転３または効率最適
化運転４用の異なるＶＩＧＶ制限値と組合せることができる。
【００５６】
　制御が例えばＶＩＧＶ制御からＴＩＴ制御に切り換えられる図２、図４および図５にお
ける角の点は、１つの相対負荷値に固定して結び付けられているわけではない。それは、
周囲条件、特にコンプレッサ入口温度および圧力並びにガスタービンの状態に応じて変化
することができる。例えば、どの発電所も老化して出力の低下をもたらすが、その結果、
それ以外には同じ境界条件においても、角の点が低負荷の方向に動くことがあり得る。
【００５７】
　寿命を延長するためのＴＩＴおよび／またはＴＡＴ制限値の低減と並んで、寿命の消耗
を受け入れた上で出力増大を実現するように、制限値を高める可能性を追求することもし
ばしば有用である。
【００５８】
　本発明の１つの実施態様においては、種々の寿命の因子に属する制限値のいくつかの組
を選択できる。これは、運転者またはオペレータが、発電所を、例えば、標準の寿命で運
転すること、３０％、５０％または１００％だけ延長した寿命で運転すること、あるいは
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、逆に３０％または５０％だけ短縮した寿命で運転することを可能にする。
【００５９】
　本発明のさらに別の実施態様においては、運転者またはオペレータが、所望の範囲内に
おいて所望の寿命を定め、ＴＩＴおよび／またはＴＡＴ制限値を、この目標寿命に応じて
適応させることができる。
【００６０】
　柔軟な運転方式は、効率および寿命について最適化された運転と、相応に重要な電力予
備分の供給とを可能にする。発電所が電力を供給する送電網に応じて、発電所は、正規運
転において、例えば、その全負荷出力の約９０％においてのみ運転される。これは、発電
所が、通常、設計に比べて低い効率を伴う部分負荷において運転される結果をもたらす。
本発明による運転コンセプトの柔軟な適応方式は、このような発電所が、部分負荷運転に
よる効率の損失を回避するだけでなく、効率最適化運転コンセプトによって、効率の改善
をも実現することを可能にする。必要な電力予備分は、理想的には、ＴＩＴおよびＶＩＧ
Ｖの制限値を適応させることによって示すことができる。
【００６１】
　さらに、電力供給システムに応じて、いわゆる「運転予備力」を販売できる。「運転予
備力」と呼称されるのは、通常、１０分間以内に送電網に追加的に供給でき、かつ、少な
くとも２時間連続的に供給し得る容量である。このような送電網においては、発電所を、
効率最適化運転コンセプトまたは寿命最適化運転コンセプトによって運転し、制限値を適
応させることによって実現し得る可能追加出力を「運転予備力」として販売することが考
慮の対象になる。
【００６２】
　本発明は、以上説明した運転コンセプトおよびその組合せに限定されるものではない。
本発明は、同様に、他の運転コンセプト、例えば、順次燃焼方式を備えたガスタービン用
の運転コンセプト、あるいは、ＴＩＴの部分負荷低減のない運転コンセプト、あるいは、
種々の制限値の付加的な段階化を想定するコンセプトに転用可能である。
【符号の説明】
【００６３】
　１　　　　標準設計運転用のＴＩＴ全負荷制限値
　２　　　　標準設計運転用のＶＩＧＶ全負荷制限値
　３　　　　出力最適化運転用のＶＩＧＶ全負荷制限値
　４　　　　効率最適化運転用のＶＩＧＶ全負荷制限値
　５　　　　標準設計運転用のＴＩＴ部分負荷制限値
　６　　　　寿命最適化運転用のＴＩＴ全負荷制限値
　７　　　　寿命最適化運転用のＴＩＴ部分負荷制限値
　８　　　　ＣＯ最適化運転用のＴＩＴ部分負荷制限値
　９　　　　標準設計運転用のＴＡＴ部分負荷制限値
　１０　　　ガスタービン
　１１　　　ＣＯ最適化運転用のＴＡＴ部分負荷制限値
　１２　　　コンプレッサ
　１４　　　タービン
　１６　　　軸
　１８　　　発電機
　２０　　　燃焼室
　２１　　　燃焼室冷却空気
　２２　　　燃料供給ライン
　２３　　　冷却空気
　２４　　　調節可能な案内翼列
　２５　　　冷却空気冷却器
　２６　　　フィルター
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　２７　　　再冷却された冷却空気
　２８　　　空気流入ライン
　２９　　　高圧のタービン冷却空気
　３０　　　制御器
　３１　　　センサー（コンプレッサ入口条件：温度、圧力および空気湿度）
　３２　　　センサー（タービン入口温度ＴＩＴ）
　３３　　　センサー（コンプレッサ出口圧力）
　３４　　　センサー（タービン出口温度ＴＡＴ）
　４１　　　信号ライン（コンプレッサ入口条件）
　４２　　　信号ライン（タービン入口温度ＴＩＴ）
　４３　　　信号ライン（コンプレッサ末端部圧力）
　４４　　　信号ライン（タービン出口温度ＴＡＴ）
　４５　　　信号ライン（ＶＩＧＶ設定値および実際値）
　４６　　　信号ライン／ユニット制御器に対する信号交換
　ＴＩＴ　　タービン入口温度
　ＴＡＴ　　タービン出口温度
　Ｔｃｏｏｌ　　冷却空気温度
　ＶＩＧＶ　調節可能な案内翼列の傾斜角度
　Ｐｒｅｌ　　標準の場合の全負荷に関する相対負荷
　ＰＢＬ　　　正規化された全負荷出力
　ηｒｅｌ　　全負荷における相対効率
　ＢＬ　　　全負荷
　ＰＬ　　　部分負荷

【図１】 【図２】

【図４】
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