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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃焼器配列であって、
　富化酸素および作動流体と炭素質燃料を混合し、燃料混合物を形成するように構成され
る混合配列、および、
　発散部材により少なくとも部分的に画定される燃焼室であって、前記発散部材は、圧力
閉じ込め部材によりさらに少なくとも部分的に包囲され、前記燃焼室は、入口部分および
対向する出口部分を有し、前記燃焼室の前記入口部分は、前記燃料混合物を燃焼温度にて
前記燃焼室内で燃焼させるために前記燃料混合物を受容し、燃焼生成物を形成するように
構成され、前記燃焼室は、前記燃焼生成物を前記出口部分に向かって指向するようにさら
に構成され、前記発散部材は、前記燃焼生成物および前記発散部材の間における相互作用
を緩衝するために、それを通じて前記燃焼室に向かって発散物質を指向するように構成さ
れ、前記発散物質は、前記作動流体として前記混合配列に供給される超臨界二酸化炭素で
ある、燃焼室、
を備える、配列。
【請求項２】
　エネルギー発生配列であって、
　　富化酸素および作動流体と炭素質燃料を混合し、燃料混合物を形成するように構成さ
れる混合配列、および、
　　発散部材により少なくとも部分的に画定される燃焼室であって、前記発散部材は、圧
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力閉じ込め部材によりさらに少なくとも部分的に包囲され、前記燃焼室は、入口部分、お
よび、燃焼室全長に沿って前記入口部分に対向した出口部分を有し、前記燃焼室の前記入
口部分は、前記燃料混合物を燃焼温度にて前記燃焼室内で燃焼させるために前記燃料混合
物を受容し、燃焼生成物を形成するように構成され、前記燃焼室は、前記燃焼生成物を前
記燃焼室全長に沿って前記出口部分に向かって指向するようにさらに構成され、前記発散
部材は、前記燃焼生成物および前記発散部材の間における相互作用を緩衝するために、そ
れを通じて前記燃焼室に向かって発散物質を指向するように構成され、前記発散物質は、
前記作動流体として前記混合配列に供給される超臨界二酸化炭素である、燃焼室、
　を備える燃焼器装置、および、
　前記燃焼室の前記出口部分から前記燃焼生成物を受容するように構成される変換装置で
あって、前記変換装置は、前記燃焼生成物に応答し、それと関連するエネルギーを運動エ
ネルギーに変換する、変換装置、
を備える、配列。
【請求項３】
　前記作動流体としての前記混合配列、および、前記発散物質としての前記発散部材のう
ち少なくとも１つに、前記発散物質を供給するように構成される少なくとも１つの発散物
質源をさらに備える、請求項１または２に記載の配列。
【請求項４】
　前記混合配列が、前記富化酸素および前記作動流体と、固体炭素質燃料、液体炭素質燃
料、および気体炭素質燃料のうち１つを混合するようにさらに構成され、前記富化酸素が
、８５％より大きいモル純度を有する酸素を含み、前記作動流体が、超臨界二酸化炭素お
よび水のうち１つを含む、請求項１または２に記載の配列。
【請求項５】
　前記炭素質燃料が、５０ミクロンおよび２００ミクロンの間の平均粒径を有する粒子状
固体であり、前記混合配列が、４５０ｋｇ／ｍ３および１，１００ｋｇ／ｍ３の間の密度
を有する水および液体ＣＯ２のうち１つを含む流動化物質と粒子状固体炭素質燃料と混合
するようにさらに構成され、前記流動化物質は、前記粒子状固体炭素質燃料と協働し、前
記粒子状固体炭素質燃料の２５重量％および５５重量％の間を有する泥漿を形成する、請
求項１または２に記載の配列。
【請求項６】
　前記燃焼室が、４０バールおよび５００バールの間の圧力にて、その前記入口部分内に
前記燃料混合物を受容するようにさらに構成される、請求項１または２に記載の配列。
【請求項７】
　前記発散物質が、５００℃および２，０００℃の間の温度にて、前記燃焼室の前記出口
部分の周りにある前記発散物質および前記燃焼生成物の脱出混合物を調整するように、前
記発散部材を介して前記燃焼室に導入されるように構成される、請求項１または２に記載
の配列。
【請求項８】
　前記燃焼温度が、前記炭素質燃料中の不燃性汚染物質が前記燃焼生成物中で液化される
ように構成され、前記発散物質が、前記発散物質が前記燃焼室内で前記発散部材に隣接し
て直ちに緩衝層を形成するように、前記発散部材を通じて指向される二酸化炭素を含み、
前記緩衝層は、前記発散部材および液化不燃性汚染物質および前記燃焼生成物と関連する
熱の間における相互作用を緩衝するように構成される、請求項１または２に記載の配列。
【請求項９】
　前記燃焼温度が、１，３００℃および３，５００℃の間にある、請求項１または２に記
載の配列。
【請求項１０】
　前記圧力閉じ込め部材と関連し、かつその温度を制御するように構成される熱除去機器
をさらに備え、前記熱除去機器は、その中で循環される液体を有する熱伝達ジャケットを
備える、請求項１または２に記載の配列。
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【請求項１１】
　前記炭素質燃料が固体であり、前記配列が、前記燃焼器装置および前記変換装置の間に
配置される分離器装置を備え、前記分離器装置は、前記燃焼生成物が前記変換装置に指向
されるより前に、それにより受容される前記燃焼生成物から液化不燃性汚染物質を実質的
に除去するように構成される、請求項２に記載の配列。
【請求項１２】
　前記分離器装置により前記燃焼生成物から除去された前記液化不燃性汚染物質が、前記
分離器装置と関連する排液溜め内に除去可能に収集される、請求項１１に記載の配列。
【請求項１３】
　前記分離器装置が、前記圧力閉じ込め部材により格納される、および圧力閉じ込め筐体
により画定される、のうち１つであるように構成され、前記分離器装置が、それから熱を
除去するように、前記圧力閉じ込め部材および前記圧力閉じ込め筐体のうち１つと動作可
能に係合される熱分散システムをさらに備え、前記熱分散システムは、その中で循環され
る液体を有する熱伝達ジャケットを備える、請求項１１に記載の配列。
【請求項１４】
　前記燃焼生成物およびそれと関連する前記液化不燃性汚染物質のうち１つに曝される前
記分離器装置の表面が、高温耐性、高腐食耐性、および低熱伝導性のうち少なくとも１つ
を有するように構成される材料から成る、請求項１１に記載の配列。
【請求項１５】
　前記分離器装置が、
　前記燃焼生成物およびそれと関連する前記液化不燃性汚染物質を受容するように構成さ
れる入口遠心分離器機器、および、それから実質的に除去される前記液化不燃性汚染物質
を有する前記燃焼生成物を排出するように構成される出口遠心分離器機器を含む、複数の
直列に配列される遠心分離器機器であって、各遠心分離器機器は、並列に動作可能に配列
される複数の遠心分離器要素を有し、各遠心分離要素は、前記燃焼生成物から前記液化不
燃性汚染物質の少なくとも一部を除去し、かつ、前記液化不燃性汚染物質の前記少なくと
も一部を排液溜めに指向するように構成される、遠心分離器機器、および、
　前記遠心分離器機器および前記排液溜めを格納するように構成される圧力閉じ込め筐体
、
を備える、請求項１１に記載の配列。
【請求項１６】
　それから熱を除去するように、前記圧力閉じ込め部材と動作可能に係合される熱分散シ
ステムをさらに備え、前記熱分散システムは、その中で循環される液体を有する熱伝達ジ
ャケットを備える、請求項１５に記載の配列。
【請求項１７】
　前記熱伝達ジャケットと動作可能に係合される熱回収機器をさらに備え、前記熱回収機
器は、前記熱伝達ジャケット内で循環される前記液体を受容し、かつ前記液体から熱エネ
ルギーを回収するように構成される、請求項１５に記載の配列。
【請求項１８】
　前記燃焼生成物およびそれと関連する前記液化不燃性汚染物質のうち１つに曝される前
記分離器装置の表面が、高温耐性、高腐食耐性、および低熱伝導性のうち少なくとも１つ
を有するように構成される材料から成る、請求項１５に記載の配列。
【請求項１９】
　前記分離器装置が、前記燃焼生成物から前記液化不燃性汚染物質を実質的に除去し、か
つ、少なくとも前記排液溜めからのその除去まで、前記不燃性汚染物質を低粘性の液体形
態に維持するように構成される、請求項１５に記載の配列。
【請求項２０】
　前記発散物質が、前記不燃性汚染物質の液化温度より上にて前記分離器装置に進入する
前記発散物質および前記燃焼生成物の混合物を調整するように、前記発散部材を介して前
記燃焼室に導入されるように構成される、請求項１１に記載の配列。
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【請求項２１】
　前記分離器装置に次いで配列され、かつ、５００℃および２，０００℃の間の温度にて
前記変換装置に進入する前記発散物質および前記燃焼生成物の混合物を調整するように、
それから実質的に除去された前記液化不燃性汚染物質を有する前記燃焼生成物に前記発散
物質を運搬するように構成される発散物質運搬機器をさらに備える、請求項２０に記載の
配列。
【請求項２２】
　前記燃焼器装置が、前記燃焼生成物が５００ｐｐｍより大きいＯ２および５０ｐｐｍ未
満のＣＯを含むように構成される、請求項２に記載の配列。
【請求項２３】
　前記燃焼器装置が、前記燃焼生成物が１％より大きい合同濃度でのＨ２およびＣＯ、お
よび１０ｐｐｍ未満のＯ２を含むように構成される、請求項２に記載の配列。
【請求項２４】
　前記変換装置が、タービン機器であって、前記タービン機器は、それと関連するエネル
ギーを運動エネルギーに変換するように前記燃焼生成物に応答する、タービン機器、およ
び、前記運動エネルギーを電気に変換するように構成される発生器機器、のうち１つを備
える、請求項２に記載の配列。
【請求項２５】
　燃焼方法であって、
　混合配列を用いて富化酸素および作動流体と炭素質燃料を混合し、燃料混合物を形成す
ること、
　発散部材により画定される燃焼室の入口部分内に前記燃料混合物を受容することであっ
て、前記発散部材は、圧力閉じ込め部材によりさらに少なくとも部分的に包囲されること
、
　燃焼温度にて前記燃焼室内で前記燃料混合物を燃焼させ、燃焼生成物を形成すること、
　前記燃焼室の出口部分に向かって前記燃焼生成物を指向すること、および、
　発散物質が前記燃焼生成物および前記発散部材の間における相互作用を緩衝するように
、前記発散部材を通じて前記燃焼室に向かって前記発散物質を指向することであって、前
記発散物質は、前記作動流体として前記混合配列に供給される超臨界二酸化炭素であるこ
と、
を含む、方法。
【請求項２６】
　富化酸素および作動流体と炭素質燃料を混合することが、８５％より大きいモル純度を
有する富化酸素、および超臨界二酸化炭素および水のうち１つと、固体炭素質燃料、液体
炭素質燃料、および気体炭素質燃料のうち１つを混合することをさらに含む、請求項２５
に記載の方法。
【請求項２７】
　前記炭素質燃料が、５０ミクロンおよび２００ミクロンの間の平均粒径を有する粒子状
固体であり、前記方法が、粒子状固体炭素質燃料を、前記混合配列を介して、４５０ｋｇ
／ｍ３および１，１００ｋｇ／ｍ３の間の密度を有する水および液体ＣＯ２のうち１つを
含む流動化物質と混合し、前記粒子状固体炭素質燃料の２５重量％および５５重量％の間
を有する泥漿を形成することをさらに含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記燃料混合物を受容することが、４０バールおよび５００バールの間の圧力にて、前
記燃焼室の前記入口部分内に前記燃料混合物を受容することをさらに含む、請求項２５に
記載の方法。
【請求項２９】
　前記発散物質を指向することが、前記発散部材を介して前記燃焼室に導入される発散が
、５００℃および２，０００℃の間の温度にて、前記燃焼室の前記出口部分の周りにある
前記発散物質および前記燃焼生成物の脱出混合物を調整するように、前記発散部材を通じ
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て前記燃焼室に向かって前記発散物質を指向することをさらに含む、請求項２５に記載の
方法。
【請求項３０】
　燃焼温度にて前記燃焼室内で前記燃料混合物を燃焼させることが、前記炭素質燃料中の
不燃性汚染物質が前記燃焼生成物中で液化されるように構成される燃焼温度にて、前記燃
焼室内で前記燃料混合物を燃焼させることをさらに含み、前記発散部材を通じて発散物質
を指向することが、前記発散物質が前記燃焼室内で前記発散部材に隣接して直ちに緩衝層
を形成するように、前記発散部材を通じて二酸化炭素を含む発散物質を指向することをさ
らに含み、前記緩衝層は、前記発散部材および液化不燃性汚染物質および前記燃焼生成物
と関連する熱の間における相互作用を緩衝するように構成される、請求項２５に記載の方
法。
【請求項３１】
　燃焼温度にて前記燃焼室内で前記燃料混合物を燃焼させることが、１，３００℃および
３，５００℃の間の燃焼温度にて、前記燃焼室内で前記燃料混合物を燃焼させることをさ
らに含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項３２】
　それと関連する熱除去機器を有する前記圧力閉じ込め部材の温度を制御することをさら
に含み、前記熱除去機器は、前記圧力閉じ込め部材と関連する熱伝達ジャケットを備え、
かつその中で循環される液体を有する、請求項２５に記載の方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　開示の背景
　開示の分野
　本開示は、過剰の酸素で酸化されるか、あるいは還元成分を含有しかつ０の酸素含量を
有するかの何れかである燃焼生成物を生成するための、高圧および高温における酸素での
炭素質燃料の燃焼のための装置および方法を対象とする。１つの特定の用途は、燃料の高
効率の燃焼を通じて発生されるエネルギーを伝達するための作動流体の使用を通じる、電
気等のエネルギーの発生のためであることになるだろう。具体的には、このような装置お
よび方法は、二酸化炭素または蒸気を作動流体として用いることができる。別の態様では
、その装置および方法を、水素および／または一酸化炭素を含有する気体を発生させるた
めに用いることができる。
【背景技術】
【０００２】
　関連技術の説明
　化石燃料が次の１００年にわたり世界の電力要求の大部分を提供し続けることになる一
方で、非炭素電源が開発および展開されることが推測されている。化石燃料および／また
は適切な生物塊の燃焼を通じる動力発生の既知の方法は、しかしながら、上昇するエネル
ギー費用および二酸化炭素（ＣＯ２）および他の排出物の増加する生成により悩まされて
いる。地球温暖化は、先進国および発展途上国による増加した炭素排出の潜在的に破滅的
な結果としてますます見られる。太陽力および風力は、近い時期に化石燃料燃焼に取って
代わることができるようには見えず、原子力は、拡散および核廃棄物処理の両方に関連す
る危険を有する。
【０００３】
　化石燃料または適切な生物塊からの動力発生のための従来の配列は今、隔離場所への運
搬のための高圧におけるＣＯ２捕獲の要求をますます負わされている。しかしながら、現
行技術はＣＯ２捕獲のための最良の設計に対してさえ非常に低い熱効率を提供するのみで
あるために、この要求は満たすのが困難であると証明している。そのうえ、ＣＯ２捕獲を
実現するための資本費用は高く、そのため、ＣＯ２を大気中に排出するシステムと比較し
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て、著しくより高い電気費用を結果的にもたらし得る。従って、ＣＯ２排出の減少および
／または生成されるＣＯ２の捕獲および隔離の改善した容易さをもって、高効率の動力発
生のための装置および方法のために、当該技術分野において止め処なく増大する必要性が
ある。
【０００４】
　炭素質燃料の酸素－燃料燃焼は、空気からの実質的に純酸素の分離（または他に、燃焼
工程における使用のためにこのような実質的に純酸素を提供すること）と、燃焼媒体とし
てその酸素を用い、実質的に窒素がなくかつ二酸化炭素および水蒸気を含む燃焼生成物を
生成することとを伴う。現在技術の空気燃焼器および酸素－燃料燃焼器は、燃焼器壁への
、および／または、タービン翼等の他のシステム構成部への過剰温度損傷を防止するため
に、限られた温度および圧力にて動作する。動作温度および／または動作圧力を制限する
ことは、いくつかの場合では、燃焼工程を望ましくなく長くしかつ／または比較的に大き
い燃焼体積を必要とし得る。加えて、燃焼工程、燃焼設計、および／または下流排出気体
処理の提供は、その工程に利用される燃料の種類に好ましくなく依存することもある。さ
らに、現在技術における従来の煮沸器システムに適用される大きい体積の燃焼気体、およ
び大気へのこうした気体の排出に起因して、排出煙突気体から汚染物質を除去する現在の
方法、および提案されている酸素－燃料燃焼システムは、工場設備の詳細な設計に、およ
び工場設備内で燃やされる燃料の正確な種類に高度に依存する。各種類の燃料は、対照的
な化学組成および量の汚染物質を有する。従って、現在技術は、各工場設備のための排出
気体清浄器システムまたは酸素－燃料燃焼の修正を、特定の化学組成を有する特定の種類
の燃料を収容するように具体的に注文設計することを望ましくなく必要とする。
【０００５】
　石炭のための現在技術は、一例として、その中で高圧での蒸気が別個の過熱器区画内で
発生および過熱される、垂直な管状壁または螺旋状に構成される管状壁を装備した、非常
に大きい単一の燃焼器を概して利用する。大型の燃焼器は著しい熱損失を経験し得、損傷
、ならびに、用いられる特定の石炭に依存する燃焼気体中における、ＳＯＸ、ＨＣｌ、Ｎ
ＯＸなどのような石炭灰、鉱滓、および腐食性成分から、噴燃器、放射および対流の熱伝
達表面、および他の構成部の燼渣に概して曝される。このような例示的な欠点は、損傷箇
所または腐食箇所および／または他の構成部を定期的な間隔で修理または置換するために
、全体の工場設備を停止することを必要とし得、そのため、工場設備のより低い利用可能
性と、中断時間の最中における工場設備の失われた生産高を補うに当たっての望ましくな
い困難とを結果的にもたらし得る。
【発明の概要】
【０００６】
　開示の概要
　上記または他の必要性は、１つの特定の態様によれば、富化酸素および作動流体と炭素
質燃料を混合し、燃料混合物を形成するように構成される混合配列を含む燃焼器装置を提
供する、本開示の態様により対処される。燃焼室は発散部材により少なくとも部分的に画
定され、そこで、発散部材は圧力閉じ込め部材により少なくとも部分的に包囲される。燃
焼室は入口部分および対向する出口部分を有し、そこで、燃焼室の入口部分は、燃料混合
物を燃焼室内で燃焼温度にて燃焼させるために燃料混合物を受容し、燃焼生成物を形成す
るように構成される。燃焼室は、燃焼生成物を出口部分に指向するようにさらに構成され
る。発散部材は、燃焼生成物および発散部材の間における相互作用を緩衝するために、そ
れを通じて燃焼室に向かって発散物質を指向するように構成される。加えて、発散物質を
燃焼室に導入し、燃焼生成物の所望の出口温度を実現することができる。
【０００７】
　別の態様では、本開示は、混合配列を用いて富化酸素および作動流体と炭素質燃料を混
合し、燃料混合物を形成することを最初に含む、燃焼方法を提供する。燃料混合物は、発
散部材により画定される燃焼室の入口部分内に受容され、そこで、発散部材は圧力閉じ込
め部材により少なくとも部分的に包囲される。燃料混合物は燃焼室内で燃焼温度にて燃焼
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されて燃焼生成物を形成し、燃焼生成物はその後燃焼室の出口部分に向けて指向される。
発散物質が燃焼生成物および発散部材の間における相互作用を緩衝するように、発散物質
は発散部材を通じて燃焼室に指向される。加えて、発散物質を燃焼室に導入し、燃焼生成
物の所望の出口温度を実現することができる。
【０００８】
　さらに別の態様では、本開示はエネルギー発生システムを提供する。このようなシステ
ムは、富化酸素および作動流体と炭素質燃料を混合し、燃料混合物を形成するように構成
される混合配列を含む、燃焼器装置を備える。燃焼室は発散部材により少なくとも部分的
に画定され、そこで、発散部材は圧力閉じ込め部材により少なくとも部分的に包囲される
。燃焼室は、入口部分および対向する出口部分を有する。燃焼室の入口部分は、燃料混合
物を燃焼室内で燃焼温度にて燃焼させるために燃料混合物を受容し、燃焼生成物を形成す
るように構成される。燃焼室は、燃焼生成物を出口部分に指向するようにさらに構成され
る。発散部材は、燃焼生成物および発散部材の間における相互作用を緩衝するために、そ
れを通じて燃焼室に発散物質を指向するように構成される。加えて、発散物質を燃焼室に
導入し、燃焼生成物の所望の出口温度を実現することができる。変換装置は燃焼生成物を
受容するように構成され、そこで、変換装置は燃焼生成物に応答し、それと関連する熱エ
ネルギーを運動エネルギーに変換する。
【０００９】
　なお別の態様では、本開示は、固体炭素質燃料中における任意の不燃性要素が燃焼生成
物中で液化されるように、固体炭素質燃料を燃焼させて燃焼生成物を形成するように構成
される燃焼器装置と実装されるのに適合した分離器装置を提供する。このような分離器装
置は、燃焼生成物およびそれと関連する液化不燃性要素を受容するように構成される入口
遠心分離器機器、および、それから実質的に除去される液化不燃性要素を有する燃焼生成
物を排出するように構成される出口遠心分離器機器を含む、複数の直列に配列される遠心
分離器機器を備える。各遠心分離器機器は、並列に動作可能に配列される複数の遠心分離
器要素を有し、そこで、各遠心分離要素は、燃焼生成物から液化不燃性要素の少なくとも
一部を除去し、かつ、液化不燃性要素の少なくとも一部を排液溜めに指向するように構成
される。圧力閉じ込め筐体は、遠心分離器機器および排液溜めを格納するように構成され
る。
【００１０】
　別の態様では、炭素質燃料（および／または炭化水素質燃料）の酸素－燃料燃焼は、空
気からの実質的に純酸素の分離（または他に、このような実質的に純酸素を提供すること
）と、実質的に窒素がなくかつ二酸化炭素および水蒸気を含む燃焼生成物を生成するため
の燃焼工程でのようなその使用とも伴い得る。二酸化炭素の豊富な燃焼生成物（冷却およ
び水分凝縮に次いで）は、その後、適切な地質学上の隔離場所内での増進石油の回収また
は増進天然気体の生成または廃棄のため等、（圧縮および精製に次いで）、後続の商業的
使用のために利用可能であり得る。高圧での酸素－燃料動力生成システムの動作は、燃料
から生じる二酸化炭素を高圧にて生成することも可能にし、二酸化炭素を加圧する必要性
を低減または除去することにより動力節約を結果的にもたらし得る。さらに、高圧の動作
は、精製燃焼生成物を動力サイクル内で直接的に用いることを、ＣＯ２または蒸気等の適
切な加熱される作動流体と混合される際に可能にし得る。高圧での動力システムの動作は
、動力サイクル内での低減した容積測定上の流体流速に繋がり、より小さい設備およびよ
り低い資本費用を結果的にもたらすこともある。温度制御の提供を伴う高圧の酸素－燃料
燃焼器は、別の重要な態様である。燃焼室／空間の発散冷却および保護される壁を通じる
、燃焼生成物気体または二酸化炭素または液体水または蒸気（再利用蒸気から等の）等の
適切な流体の循環は、燃焼温度を制御する働きをすることもある。燃焼室壁を通じる発散
流体の流れは、熱、または灰または液体鉱滓の衝突効果に起因する室壁への損傷および／
または集積を除去する働きをすることもある。従って、現行技術よりも著しく高い効率お
よび低い資本費用にて動作することができる動力システムの一部として様々な要求を満た
すように、様々な気体、液体、または固体燃料または燃料混合物を燃やすように適合させ
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ることができる、効率的な高圧で高温の燃焼器が提供される。いくつかの場合では、水素
および一酸化炭素を含む燃焼生成物を生成し、動力生成以外の下流要求に利用可能にされ
るように、その燃焼器を操作することができる。
【００１１】
　さらにさらなる態様では、本開示は、例えば、ＣＯ２および／またはＨ２Ｏの何れかを
作動流体として用いる動力サイクルとの組み合わせでのような、動力発生における使用の
ための、高圧で、高温で、高効率で、発散流体により保護される酸素－燃料燃焼器と関連
する方法および装置を概して提供する。このような用途では、その燃焼器を酸化モードで
操作することができ、それにより、これにより生成される燃焼生成物は、約５００ｐｐｍ
および約３％モルの間の範囲内の酸素濃度、および約５０ｐｐｍ未満、好ましくは約１０
ｐｐｍモル未満の一酸化炭素濃度を含有する。別の態様では、その燃焼器を還元モードで
操作することができ、それにより、これにより生成される燃焼生成物は０に近い酸素濃度
を有し、その燃焼生成物はある濃度のＣＯおよびＨ２を含有する。Ｈ２およびＣＯの生成
を最大化するように、かつＯ２の消費を最小化するように、還元モードでの動作を構成す
ることができる。動作の還元モードは、動力生成のためだけでなく、Ｈ２またはＨ２＋Ｃ
Ｏの合成気体の生成のためにも有益であり得る。特定の態様では、動作圧力は、約４０バ
ールおよび約５００バールの間の範囲内にあり、好ましくは少なくとも８０バールであり
得、燃焼生成物温度は、約１，３００℃および約３，５００℃の間の範囲内に概してあり
得る。
【００１２】
　動力生成を伴う態様では、作動流体および燃焼生成物を含む高圧で高温の流体流（燃焼
生成物）が生成されるように、作動流体の一部は、燃料および酸化剤（すなわち、富化酸
素）と共に、燃焼のために燃焼器に導入される。燃焼室の発散保護される壁を通じて、お
よび／または、燃焼室の周りにある追加の注入点を通じて、作動流体を導入することがで
きる。燃焼工程に従いかつ発散を通じて燃焼生成物と混合する作動流体は、タービン等の
動力発生機器への直接的な導入のために適切な範囲内の（すなわち、十分に低い）温度を
有し得る。このような場合では、燃焼生成物への希釈剤としての、燃焼器に導入される作
動流体の総量を、動力タービンの動作入口温度および圧力のために適切である燃焼器を出
る全体の作動流体流のための脱出温度を提供するように調節することができる。有利に、
タービンの全域にわたる圧力比（すなわち、タービンの出口での圧力に対する、入口での
圧力の比率）が約１２未満であるように、流体流をタービン内での膨張の最中に比較的高
圧にて維持することができる。流体流をさらに処理して流体流の成分を分離することもで
き、そこで、このような処理は流体流を熱交換器に通すことを含み得る。具体的には、膨
張作動流体（その少なくとも一部を流体流から再利用することができる）を同じ熱交換器
に通し、同じものの燃焼器への導入より前に高圧の作動流体を加熱することができる。特
定の態様では、本開示は、低い資本費用をもって高効率で動力を生成することができ、か
つ、商業的使用または隔離のための管線圧力にて実質的に純ＣＯ２を生成することもでき
る動力生成システムのための、高圧の酸素－燃料燃焼器を提供する。そのＣＯ２を動力生
成システムに再利用することもできる。
【００１３】
　他の態様では、開示されている燃焼のシステムおよび方法を、幅広い種類の燃焼源を用
いるように構成することができる。例えば、本開示に係る高効率の燃焼器は、気体燃料（
例えば、天然気体または石炭由来気体）、液体燃料（例えば、炭化水素、瀝青）、および
／または固体燃料（例えば、石炭、亜炭、石油骸炭）を用いることができる。藻類、生物
塊、または任意の他の適切な可燃性の有機材料等の、他の燃料でさえ、本明細書で他に記
載されているように、用いることができるだろう。
【００１４】
　他の態様では、本開示の燃焼器の方法およびシステムは、管線圧力にてＣＯ２捕獲を伴
う動力システムと組み合わされる際に、その組み合わされるシステムが、ＣＯ２の捕獲を
提供しない、現在の石炭焚き蒸気サイクル発電所の最高効率を超え得ることにおいて有用
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であり得る。このような現在の発電所は、瀝青炭を用いる１．７インチの水銀凝縮器圧力
をもって、せいぜい、例えば、４５％の効率（Ｌ．Ｈ．Ｖ．）を提供することができる。
本システムの態様は、例えば、２００バールの圧力にてＣＯ２を運搬する間にこのような
効率を超え得る。
【００１５】
　さらに別の態様では、本開示は、同様の燃料を用いる現在技術と比較して、動力発生シ
ステムの物理的大きさおよび資本費用を低減する能力を提供することができる。従って、
本開示の方法およびシステムは、動力生成システムと関連する著しく低減した建設費用に
寄与するか、または他にこれを促進することができ、特定のシステムの組み合わせの比較
的に高い効率は、電気つまりエネルギー生成の低減した費用、ならびに化石燃料の低減し
た使用に繋がり得る。
【００１６】
　１つの特定の態様では、本開示は、ＣＯ２および／またはＨ２Ｏ等の作動流体の使用を
組み込む、動力発生の方法を対象にする。いくつかの態様では、その方法は、加熱されて
圧縮されるＣＯ２および／または過熱される蒸気を燃料燃焼器に導入することを含み得る
。好ましくは、そのＣＯ２および／または蒸気を、少なくとも約８０バールの圧力にて動
作する燃焼器に導入することができる。そのＣＯ２および／またはＨ２Ｏを、２つ以上の
別個の場所にある燃焼器に導入することができる。そのＣＯ２および／またはＨ２Ｏの一
部を、燃焼室内での燃焼温度をその燃焼器の所望の設計値に基づいて決定することができ
るように、Ｏ２、および、固体燃料、液体燃料、気体燃料、または超臨界燃料と混合する
ことができる。加熱されるＣＯ２および／または過熱される蒸気の残りは、その後燃焼室
に導入され、それと直接混合することにより燃焼生成物を冷却し、約５００℃という所望
の合計の脱出流体流温度を実現し、これは動力生成システムに必要とされ得る。このよう
な条件下で、そのＣＯ２および／またはＨ２Ｏは、酸素等の酸化剤が８５％モルより大き
い純度にある状態で、燃料の燃焼に起因する燃焼気体と混合し、所望の温度にてＣＯ２お
よび／またはＨ２Ｏを含む流体流を生成することができる。特定の態様では、その脱出流
体流温度は、約１，０００℃および約１，６００℃の間の範囲内にあり得る。他の態様で
は、その脱出流体流をタービンの全域にわたり膨張させ、動力を発生させる（すなわち、
タービンに分与されるエネルギーを介して電気を生成させる）ことができる。
【００１７】
　特定の態様では、燃焼器への導入より前に作動流体をさらにより大きい温度に加熱する
ことが有用であり得る。例えば、そのＣＯ２および／またはＨ２Ｏを、燃焼器への導入よ
り前に少なくとも約７００℃の温度に加熱することができる。他の態様では、そのＣＯ２

および／またはＨ２Ｏを、燃焼器への導入より前に約７００℃および約１，０００℃の間
の温度に加熱することができる。いくつかの態様では、熱交換器配列を用いてこのような
加熱を実行することができる。本明細書でさらに開示されているように、同じ熱交換器を
用いて、動力発生タービンを脱出する流体流を冷却することができる。
【００１８】
　同様に、その燃焼器を、動力生成サイクルにおいて非常に高い効率を実現することがで
きる作動流体を生成するように、より高圧にて有用に操作することができる。例えば、そ
の燃焼器および作動流体の導入される部分のＣＯ２および／またはＨ２Ｏを、少なくとも
約２００バールに加圧することができる。他の態様では、その圧力は約２００バールおよ
び約５００バールの間であり得る。
【００１９】
　特定の態様では、燃焼器に導入される作動流体の部分は、作動流体中の任意の含水量が
燃料から生じるように、実質的に純ＣＯ２の再利用される蒸気であり得る。当然ながら、
外部源からのＣＯ２を作動流体として用いることができるだろう。
【００２０】
　燃焼器から脱出する流体流は、ＣＯ２および／またはＨ２Ｏの作動流体、ならびに、燃
料または燃焼工程から生じる燃焼の生成物等の１つ以上の他の成分を含み得る。その脱出
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する流体流は、約３００ｐｐｍおよび約３％モルの間の範囲内で、Ｈ２Ｏ、ＳＯ２、ＳＯ

３、ＮＯ、ＮＯ２、Ｈｇ、ＨＣｌ、その上過剰酸素等の成分を含有し得る。他の態様では
、その脱出する流体流は、少なくとも変化する割合のＨ２およびＣＯを含有し、かつ実質
的に０のＯ２含量を有し得る。
【００２１】
　その燃焼器は、それを通じて燃料その上酸素その上作動流体の一部がその燃焼器に導入
され、かつ、酸化モードまたは還元モードの何れかにおいて、典型的には設計容量の約５
０％および約１００％の間である、所望の燃料流量範囲にわたり、燃焼が開始されかつ安
定的に起こる、入口ノズル配列を備え得る。特定の態様では、動作圧力は約１５０バール
より上であり得、この圧力にて、ＣＯ２、および天然気体等の燃料、または炭水化物蒸留
液等の液体との単相混合物として酸素を導入し、要求される断熱火炎温度を実現すること
ができる。この高温におけるＣＯ２が約１００℃より下の温度にある場合に、ＣＯ２の密
度は、泥漿を形成するために大幅な割合の粉末状石炭を支持するために用いられるのに十
分に高く、そこで、その泥漿を、導管内で要求される燃焼圧力および流量まで、および、
ＣＯ２および酸素の超臨界混合物が燃焼器内で所望の断熱火炎温度を実現するために添加
される混合点まで、高圧汲み出し器により汲み出すことができる。前混合される燃料、希
釈剤のＣＯ２、および酸素は、望ましくは、システムの自動発火温度より下である複合温
度にあるべきである。ＣＯ２流の温度を、この判定基準を満たすように調節することがで
きる。入口ノズルは、注入器板内に一列の穴を備え得、そのそれぞれは、迅速な熱伝達お
よび燃焼を結果的にもたらす流体の微細噴射を生成し、それにより安定した燃焼域を生成
することになる。穴大きさは、直径にして約０．５ｍｍおよび約３ｍｍの間の範囲内にあ
り得る。
【００２２】
　燃焼室の壁を、それを通じて指向され、かつＣＯ２および／またはＨ２Ｏの希釈剤流の
第２の部分を流す多孔性材料の層で裏打ちすることができる。この多孔性発散層を通じ、
および随意に追加の提供を通じる流体の流れは、約５００℃および約２，０００℃の間の
、所望の合計の脱出流体流出口温度を実現するように構成される。この流れは、発散部材
を形成する材料の最大許容動作温度より下の温度に、発散部材を冷却する働きをすること
もある。ＣＯ２および／またはＨ２Ｏの希釈剤流等の発散物質は、壁を腐食し、汚し、ま
たは他に損傷し得るだろう燃料中にて、任意の液体または固体の灰材料または他の汚染物
質の衝突を防止する働きをすることもある。このような場合では、入射放射熱を、多孔性
の発散部材を通じて半径方向に外向きに伝導し、その後、多孔性層構造の表面から発散層
を通じて半径方向に内へ通る流体への対流熱伝達により妨害することができるように、妥
当な（低い）熱伝導性を有する発散部材のための材料を用いることが望ましくあり得る。
このような構成は、発散部材を通じて指向される希釈剤流の後続部分を、約５００℃およ
び約１，０００℃の間の範囲内にある温度に加熱し、一方で、そのために用いられる材料
の設計範囲内にある多孔性の発散部材の温度を同時に維持することを可能にすることがで
きる。多孔性の発散部材のために適切な材料としては、例えば、多孔性陶材、耐火金属繊
維マット、穴開け円筒切片、および／または、焼結金属層または焼結金属粉末を挙げるこ
とができる。発散部材の第２の機能は、希釈剤の発散流体の実質的に一様で半径方向に内
向きの流れを、ならびに燃焼器に縦方向に沿って保証し、希釈剤流の第２の部分および燃
焼生成物の間における良好な混合を実現し、一方で、燃焼室の全長に沿った一様な軸流を
促進することであり得る。発散部材の第３の機能は、燃焼生成物中における灰または他の
汚染物質の固体粒子および／または液体粒子に対する緩衝を提供するか、または他に、こ
れらが発散層の表面に激突し、閉塞または他の損傷を引き起こすことを妨害するような速
度の、半径方向に内向きの希釈剤流体を実現することである。このような要因は、例えば
、残留する不活性の非可燃性残留物を有する、石炭などの燃料を燃焼させる際にのみ重要
であり得る。発散部材を包囲する燃焼器圧力容器の内側壁を絶縁し、燃焼器の中で高温の
第２の希釈剤流を分離することもできる。
【００２３】



(11) JP 5639602 B2 2014.12.10

10

20

30

40

50

　不燃性残留物を有する石炭または他の燃料を、水中の泥漿として、または好ましくは、
液体ＣＯ２中の泥漿として、燃焼器に導入することができる。泥漿の液体部分は、近周囲
温度、および動力サイクル内での最も低い圧力にて、動力システムを出る。泥漿入口状態
および気体出口状態の間のモル当たりのエンタルピーの差異は、このような場合では、Ｈ

２Ｏに対して約１０ｋｃａｌ／ｇｍ－ｍｏｌおよびＣＯ２に対して約２．７８ｋｃａｌ／
ｇｍ－ｍｏｌであり、ＣＯ２の泥漿化流体について著しくより高い効率を与えることがで
きる。追加のエネルギーは、約－３０℃および約１０℃の間の範囲内にある温度にて液体
ＣＯ２を生成するために、作動流体としてのＣＯ２を有する高圧動力サイクルにおいてほ
とんど必要とされない。
【００２４】
　燃料、一般的には不燃性残留物を生成する石炭等の固体の燃焼温度は、好ましくは、約
１，８００℃および約３，０００℃の間の範囲内にある。このような条件では、灰または
他の汚染物質は、泥漿燃料供給物内の燃料粒子から生じる液体鉱滓液滴の形態にあること
になる。こうした液体鉱滓液滴を、動力タービンまたは他の下流工程の汚染物質を防ぐた
めに、効率的に除去しなければならない。例えば、サイクロン分離器、衝突分離器、また
は環状構成にて配列される段階的耐火性粒状濾過器の土台、またはそれらの組み合わせを
用いて、除去を達成することができる。特定の態様では、その液滴を、一連のサイクロン
分離器により高温の作動流体流から除去することができる。効率的な除去を実現するため
に、好ましくは少なくとも２つの、および好ましくは３つのサイクロン分離器が直列にあ
る。いくつかの要因により、除去効率を増進することができる。例えば、除去温度を、鉱
滓粘性が自由排出液体鉱滓を分離器から除去するのに十分に低いことを保証するように調
節することができる。燃焼温度および最終の脱出流体流温度の間の中間温度にて、鉱滓除
去を実行することが時々必要であり得る。このような場合では、再利用される作動流体（
発散物質）の一部を、鉱滓除去システムを出る流体流と直接的に混合することにより、最
終の脱出流体流出口温度を実現することができる。サイクロン分離器の直径は、望ましく
は比較的に低く（すなわち、直径にして約２０ｃｍおよび約５０ｃｍの間の範囲内に）あ
るべきであり、一方で、鉱滓液滴の直径は、良好な分離効率を提供するのに十分に高くあ
るべきである。例えば、高い割合の＞５０ミクロンの粒径を実現するように石炭燃料を細
砕することにより、このような条件を実現することができる。その石炭は、好ましくは、
平均粒径にして約５０ミクロンおよび約１００ミクロンの間に粒子化され、これは、脱出
作動流体流れ中に存在している、最小の割合の１０ミクロンの直径より下の鉱滓粒子を結
果的にもたらし得る。いくつかの場合では、そのサイクロン分離器の後に、タービンの上
流に直ちに配置される環状濾過器が続くことがある。
【００２５】
　特定の態様では、システム内での燃焼生成物の滞留時間は、天然気体について０．２秒
乃至２秒、瀝青炭について０．４秒乃至４秒の範囲内にあることになる。
【００２６】
　燃焼器を脱出する流体流は、様々な異なる特徴を呈し得る。例えば、その流体流は酸化
流体を含み得る。そのようなものとして、その流体流は、酸化剤（例えば、Ｏ２）の添加
により迅速に酸化させる（例えば、燃焼させる）ことができる、１つ以上の成分を含み得
る。いくつかの態様では、その流体流は、Ｈ２、ＣＯ、ＣＨ４、Ｈ２Ｓ、およびそれらの
組み合わせから成る群から選択される１つ以上の成分を含む、還元流体であり得る。二次
希釈剤の割合がＨ２＋ＣＯに転換される燃料の割合が増加するにつれて次第に低減される
ことになることを除いて、還元モードでのシステムの動作は酸化モードと概して同様であ
ることになる。燃焼生成物の平均滞留時間を、Ｈ２＋ＣＯへの転換が最大まで増加する際
に、天然気体燃料について約２．５秒および約４．５秒の間、および瀝青炭について約６
秒および約１０秒の間の範囲に増加することも必要であり得る。
【００２７】
　上記および他の態様は、このように確認されている必要性に取り組み、かつ本明細書に
他に詳述されているような利点を提供する。
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【００２８】
　図面の簡単な説明
　本開示を一般用語で記載しているものの、必ずしも縮尺通りに描かれていない添付図面
に今や参照が行われることになる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本開示の特定の態様に係る、発散冷却される燃焼器装置の概略的例解である。
【図２】本開示の特定の態様に係る、燃焼器装置内の発散部材の壁の例示的な横断面の概
略的例解である。
【図３】本開示の特定の態様に係る、燃焼器装置の発散部材組立体のための高温嵌合工程
を概略的に例解する。
【図４】本開示の特定の態様に係る、燃焼生成物汚染物質除去装置を概略的に例解する。
【図５】本開示の特定の態様に係る、平均粒径および発散流体流速の関数として灰粒子の
軌跡を示す概略図である。
【図６】本開示の特定の態様に係る、適合可能な動力発生システムの図式である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　開示の詳細な説明
　本開示は今や、その中に本開示のいくつかだが全てではない態様が示されている添付図
面を参照して、下文により完全に記載されることになる。実に、本開示を多くの異なる形
態で具現することができ、本明細書で明示されている態様に限定されるものとして解釈す
るべきでなく、寧ろ、本開示が当てはまる法的要件を満たすことになるように、こうした
態様が提供される。同様の番号は、全体にわたり同様の要素を指す。
【００３１】
　本開示に係る、固体燃料で動作することができる燃焼器装置の１つの態様は図１に概略
的に例解されており、その燃焼器装置は数字２２０により概して示されている。この例で
は、燃焼器装置２２０を、石炭等の粒子状固体を燃焼して燃焼生成物を生成するように構
成することができるが、本明細書に開示されているように、任意の他の適切な可燃性有機
材料を燃料として用いることもできる。燃焼室２２２を発散部材２３０により画定するこ
とができ、これは、それを通じて燃焼室２２２内に発散流体を指向する（すなわち、発散
冷却を促進し、および／または、燃焼生成物および発散部材２３０の間における相互作用
を緩衝する）ように構成される。当業者は、入口部分２２２Ａおよび対向する出口部分２
２２Ｂを有する、実質的に円筒形の燃焼室２２２を画定するように、発散部材２３０が実
質的に円筒形であり得ることを理解することになる。発散部材２３０を、圧力閉じ込め部
材３３８により少なくとも部分的に包囲することができる。燃焼室２２２の入口部分２２
２Ａを、数字２５０により概して示されている混合配列から燃料混合物を受容するように
構成することができる。特定の態様によれば、その燃料混合物は、特定の燃焼温度にて燃
焼室２２２内で燃焼されて燃焼生成物を形成し、そこで、燃焼室２２２は、その燃焼生成
物を出口部分２２２Ｂに指向するようにさらに構成される。熱除去機器３５０（例えば、
図２を参照されたい）を圧力閉じ込め部材３３８と関連付け、その温度を制御するように
構成することができる。特定の場合では、熱除去機器３５０は、圧力閉じ込め部材３３８
に対向する壁３３６により少なくとも部分的に画定される熱伝達ジャケットを備え得、そ
こで、それらの間に画定される水循環ジャケット３３７内で液体を循環させることができ
る。１つの態様では、循環される液体は水であり得る。
【００３２】
　混合配列２５０は、炭素質燃料２５４を富化酸素２４２および作動流体２３６と混合し
、燃料混合物２００を形成するように構成される。炭素質燃料２５４を、固体炭素質燃料
、液体炭素質燃料、および／または気体炭素質燃料の形態で提供することができる。富化
酸素２４２は、約８５％より大きいモル純度を有する酸素であり得る。富化酸素２４２を
、例えば、当該技術分野で知られている任意の空気分離システム／技術、例えば、極低温
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空気分離工程などにより供給することができるか、あるいは、高圧イオン輸送膜酸素分離
工程（空気から）を実施することができるだろう。作動流体２３６は、二酸化炭素および
／または水であり得る。炭素質燃料２５４が、粉末状石炭２５４Ａ等の粒子状固体である
場合では、混合配列２５０を、粒子状固体炭素質燃料２５４Ａを流動化物質２５５と混合
するようにさらに構成することができる。１つの態様によれば、粒子状固体炭素質燃料２
５４Ａは、約５０ミクロンおよび約２００ミクロンの間の平均粒径を有し得る。なお別の
態様によれば、流動化物質２５５は、約４５０ｋｇ／ｍ３および約１，１００ｋｇ／ｍ３

の間の密度を有する水および／または液体ＣＯ２を含み得る。より具体的には、流動化物
質２５５は、粒子状固体炭素質燃料２５４Ａと協働し、例えば、約２５重量％および約５
５重量％の間の粒子状固体炭素質燃料２５４Ａを有する泥漿２５０Ａを形成することがで
きる。酸素２４２は、燃焼室２２２への導入より前に燃料２５４および作動流体２３６と
混合されるものとして図２に示されているが、当業者は、いくつかの場合では、必要また
は所望に応じて、酸素２４２を燃焼室２２２に別個に導入することができることを理解す
ることになるだろう。
【００３３】
　混合配列２５０は、いくつかの態様では、例えば、円筒形の燃焼室２２２の入口部分２
２２Ａと関連付けられる発散部材２３０の端壁２２３の周りに配列される、一列の相隔た
る注入ノズル（図示せず）を備え得る。燃料／燃料混合物を燃焼室２２２にこのようにし
て注入することは、例えば、大きい面積の注入される燃料混合物入口流を提供することが
でき、これは、同様に、放射により注入される燃料混合物入口流への迅速な熱伝達を促進
することができる。注入される燃料混合物の温度を、このように燃料（すなわち、石炭粒
子）の添加温度に迅速に増加させることができ、これはこのように密質の燃焼を最終的に
もたらし得る。燃料混合物の注入速度は、例えば、約１０ｍ／秒および約４０ｍ／秒の間
の範囲内にあり得るが、これらの値は、特定の注入ノズルの構成等の多くの要因に依存し
得る。このような注入配列は、多くの異なる形態を取ることができる。例えば、その注入
配列は、例えば、約０．５ｍｍおよび約３ｍｍの直径の間の範囲内にある一列の穴を備え
得、そこで、注入される燃料は、約１０ｍ／ｓおよび約４０ｍ／ｓの間の速度にてそれを
通じて注入されることになるだろう。
【００３４】
　図２により具体的に示されているように、燃焼室２２２は発散部材２３０により画定さ
れ、これを圧力閉じ込め部材３３８により少なくとも部分的に包囲することができる。い
くつかの場合では、圧力閉じ込め部材３３８を、熱伝達ジャケット３３６によりさらに少
なくとも部分的に包囲することができ、そこで、熱伝達ジャケット３３６は、それらの間
に１つ以上の流路３３７を画定するように圧力閉じ込め部材３３８と協働し、これを通じ
て低圧の水流を循環させることができる。蒸発機構を通じて、圧力閉じ込め部材３３８の
選択される温度、例えば、約１００℃および約２５０℃の間の範囲内に制御および／また
は維持するために、循環される水をこのように用いることができる。いくつかの態様では
、絶縁層３３９を、発散部材２３０および圧力閉じ込め部材３３８の間に配置することが
できる。
【００３５】
　いくつかの場合では、発散部材２３０は、例えば、外側発散部材３３１および内側発散
部材３３２を備え得、内側発散部材３３２は、圧力閉じ込め部材３３８から外側発散部材
３３１に対向して配置され、かつ燃焼室２２２を画定する。外側発散部材３３１は、例え
ば、鋼、および、不銹鋼合金およびニッケル合金を含む鋼合金等の、任意の適切な高温耐
性材料から成り得る。いくつかの場合では、外側発散部材３３１を、絶縁層３３９に隣接
するその表面から、内側発散部材３３２に隣接するその表面に、それを通じて延在する第
１の発散流体供給通路３３３Ａを画定するように、構成することができる。第１の発散流
体供給通路３３３Ａは、いくつかの場合では、圧力閉じ込め部材３３８、熱伝達ジャケッ
ト３３６、および／または絶縁層３３９により画定される、第２の発散流体供給通路３３
３Ｂに対応し得る。第１および第２の発散流体供給通路３３３Ａ、３３３Ｂを、そのため
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、発散流体２１０をそれらを通じて内側発散部材３３２に指向するために協働するように
構成することができる。いくつかの場合では、例えば、図１に示されているように、発散
流体２１０は作動流体２３６を含み得、それと関連付けられる同じ源からこれを得ること
ができる。発散流体２１０が内側発散部材３３２を通じて燃焼室２２２内に指向されるよ
うに、十分な供給量でかつ十分な圧力にて発散流体２１０（すなわち、ＣＯ２）を運搬す
るために、第１および第２の発散流体供給通路３３３Ａ、３３３Ｂを必要に応じて絶縁す
ることができる。発散部材２３０および関連する発散流体２１０を伴うこのような措置は
、本明細書に開示されているように、燃焼器装置２００が、本明細書で他に開示されてい
る比較的高圧および比較的高温にて動作することを可能にすることができる。
【００３６】
　この点において、内側発散部材３３２は、例えば、多孔性陶材材料、穿孔材料、積層材
料、２つの寸法において乱雑に配向されかつ第３の寸法において順序付けされる繊維から
成る多孔性マット、または、本明細書に開示されているようなその必要とされる特徴を呈
する、任意の他の適切な材料またはその組み合わせ、すなわち、内側発散部材３３２を通
じて発散流体を受容および指向するための多重流動通路または細孔または他の適切な開口
部３３５から成り得る。多孔性陶材材料、および、このような発散冷却システムのために
適切な他の材料の非限定的な例としては、酸化アルミニウム、酸化ジルコニウム、転移強
化ジルコニウム、銅、モリブデン、タングステン、銅浸潤タングステン、タングステン被
膜モリブデン、タングステン被膜銅、様々な高温ニッケル合金、およびレニウム被鞘また
は被膜材料が挙げられる。適切な材料の源としては、例えば、ＣｏｏｒｓＴｅｋ，Ｉｎｃ
．（コロラド州、ゴールデン）（ジルコニウム）、ＵｌｔｒａＭｅｔ　Ａｄｖａｎｃｅｄ
　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ（カリフォルニア州、パコイマ）（耐火性金
属被膜）、Ｏｒｓａｍ　Ｓｙｌｖａｎｉａ（マサチューセッツ州、ダンバーズ）（タング
ステン／銅）、およびＭａｒｋｅＴｅｃｈ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，Ｉｎｃ．（ワ
シントン州、ポート・タウンゼンド）（タングステン）が挙げられる。このような発散冷
却システムのために適切な穿孔材料の例としては、上記の材料および供給者（穿孔末端構
造物を、例えば、当該製造技術分野において知られている方法を用いて、初期には非多孔
性の構造物を穿孔することにより得ることができるところ）の全てが挙げられる。適切な
積層材料の例としては、上記の材料および供給者（積層末端構造物を、例えば、当該製造
技術分野において知られている方法を用いて、所望の末端多孔性を実現するようなやり方
で非多孔性または部分的に多孔性の構造物を積層することにより得ることができるところ
）の全てが挙げられる。
【００３７】
　図３Ａおよび３Ｂは、燃焼器装置２２０の１つの態様において、燃焼室２２２を画定す
る構造物を、発散部材２３０と、圧力閉じ込め部材３３８、または、発散部材２３０およ
び圧力閉じ込め部材３３８の間に配置される絶縁層３３９等の、周囲の構造物との間の「
高温」干渉嵌合を通じて形成することができることを例解する。例えば、比較的に「低温
」である際に、発散部材２３０を、周囲の圧力閉じ込め部材３３８に対して、半径方向お
よび／または軸方向に、より小さくあるように寸法付けることができる。そのようなもの
として、圧力閉じ込め部材３３８に挿入される際に、半径方向および／または軸方向の間
隙がそれらの間に存在し得る（例えば、図３Ａを参照されたい）。当然ながら、このよう
な寸法の差異は、発散部材２３０の圧力閉じ込め部材３３８への挿入を促進することがで
きる。しかしながら、例えば、動作温度の近くに加熱される際に、発散部材２３０を、半
径方向および／または軸方向に膨張し、特筆されている間隙を低減または除去するように
構成することができる（例えば、図３Ｂを参照されたい）。そのようにする際に、軸方向
および／または半径方向の干渉嵌合を、発散部材２３０および圧力閉じ込め部材３３８の
間に形成することができる。外側発散部材３３１および内側発散部材３３２を有する発散
部材２３０を伴う場合では、このような干渉嵌合は内側発散部材３３２を圧縮下に置くこ
とがある。そのようなものとして、多孔性陶材等の適切な高温耐性の脆性材料を、内側発
散部材３３２を形成するために用いることができる。
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【００３８】
　内側発散部材３３２がこのように構成される状態で、発散物質２１０が、燃焼室２２２
内で内側発散部材３３２に隣接して直ちに緩衝層２３１（すなわち、「蒸気壁」）を形成
するように、発散物質２１０は、例えば、内側発散部材３３２を通じて指向される（すな
わち、作動流体２３６と同じ源からの）二酸化炭素を含み得、そこで、緩衝層２３１を、
内側発散部材３３２および液化不燃性要素および燃焼生成物と関連する熱の間における相
互作用を緩衝するように構成することができる。すなわち、いくつかの場合では、例えば
、発散流体２１０を、少なくとも燃焼室２２２内での圧力にて、内側発散部材３３２を通
じて運搬することができ、そこで、発散流体２１０（すなわち、ＣＯ２流）の燃焼室２２
２への流速は、発散流体２１０が燃焼生成物と混合しかつこれを冷却し、後続の下流工程
の入口要求に対して十分な温度（すなわち、タービンは、例えば、約１，２２５℃の入口
温度を必要とし得る）にて脱出流体混合物を形成するのに十分であるが、そこで、その脱
出流体混合物は、流体状態または液体状態にある燃料中に、鉱滓液滴または他の汚染物質
を維持するのに十分に高いままである。燃料の不燃性要素の液体状態は、例えば、液体形
態にあり、好ましくは自由流動的で低粘性の形態にある、燃焼生成物からのこのような汚
染物質の分離を促進することができ、これは、このような分離のために実装される任意の
除去システムを詰まらせるかまたは他に損傷する可能性がより低くなることになる。実際
には、このような要求は、使用される固体炭素質燃料の種類（例えば、石炭）、および、
燃焼工程にて形成される鉱滓の特定の特性等の、様々な要因に依存し得る。すなわち、燃
焼室２２２内での燃焼温度は、好ましくは、炭素質燃料中の任意の不燃性要素が燃焼生成
物中で液化されるほどである。
【００３９】
　特定の態様では、多孔性の内側発散部材３３２は、そのため、燃焼室２２２を画定する
内側発散部材３３２の表面の周りに流体隔壁つまり緩衝層２３１を形成するように、発散
流体を燃焼室２２２に半径方向に内向きに指向するように構成される（例えば、図２を参
照されたい）。内側発散部材３３２の表面も、燃焼生成物により加熱される。そのような
ものとして、内側発散部材３３２を通過する発散流体２１０が加熱され、一方で多孔性の
内側発散部材３３２が同時に冷却され、例えば、最高燃焼温度の領域内で約１，０００℃
である、燃焼室２２２を画定する内側発散部材３３２の表面の温度を結果的にもたらすよ
うに、適切な熱伝導性を有するように多孔性の内側発散部材３３２を構成することができ
る。内側発散部材３３２と協働する発散流体２１０により形成される流体隔壁つまり緩衝
層２３１は、そのため、内側発散部材３３２および高温燃焼生成物および鉱滓または他の
汚染物質粒子の間における相互作用を干渉し、かつ、そのようなものとして、内側発散部
材３３２を接触、燼渣、または他の損傷から緩衝する。さらに、約５００℃および約２，
０００℃の間の温度にて、発散流体２１０の脱出混合物および燃焼室２２２の出口部分２
２２Ｂの周りにある燃焼生成物を調整するように、発散流体２１０は内側発散部材３３２
を介して燃焼室２２２に導入される。
【００４０】
　特定の態様によれば、本明細書に開示されているような燃焼器装置２２０内での実施の
ために適切な発散流体２１０としては、十分な量および圧力の流れにて提供され、流体隔
壁／緩衝層２３１を形成することができ、かつ、燃焼生成物を希釈し、適切な最終の出口
温度の作動流体／燃焼生成物の脱出流を生成することができる、任意の適切な流体を挙げ
ることができる。いくつかの態様では、流体隔壁／緩衝層が、それにより、良好な熱的絶
縁特性ならびに好適な可視光およびＵＶ光の吸収特性を実証することができるという点に
おいて、ＣＯ２が適切な発散流体２１０であり得る。実施される場合に、ＣＯ２は超臨界
流体として用いられる。適切な発散流体の他の例としては、例えば、下流工程から再利用
されるＨ２Ｏまたは冷却される燃焼生成物の気体が挙げられる。いくつかの燃料を燃焼器
装置の起動の最中に発散流体として用い、例えば、動作の最中に用いられる燃料源の注入
より前に、燃焼室２２２内にて適切な動作温度および動作圧力を実現することができる。
いくつかの燃料を発散流体として用い、燃料源として石炭から生物塊に切り替える際等の
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、燃料源間の切り替えの最中に、燃焼器装置２２０の動作温度および動作圧力を調節また
は維持することもできる。いくつかの態様では、２つ以上の発散流体を用いることができ
る。発散流体２１０が流体隔壁／緩衝層２３１を形成する燃焼室２２２の温度条件および
圧力条件について、発散流体２１０を最適化することができる。
【００４１】
　本開示の態様は、そのため、高効率の燃焼器装置２２０および関連する作動流体２３６
の使用を通じて、電力等の動力を生成するための装置および方法を提供する。作動流体２
３６は、適切な燃料２５４および酸化剤２４２、および効率的な燃焼のために有用でもあ
り得る任意の関連する材料と併用して、燃焼器装置２２０に導入される。特定の態様では
、（例えば、約１，３００℃および約３，５００℃の間の範囲内の）比較的高温にて動作
するように構成される燃焼器装置２２０を実装する際に、流体流を、動力生成目的のため
にそれからエネルギーを抽出することにより利用することができるように、作動流体２３
６は、燃焼器装置２２０を脱出する流体流の温度の温和化を促進することができる。
【００４２】
　特定の態様では、例えば、圧倒的にＣＯ２および／またはＨ２Ｏを含む、循環される作
動流体２３６を用いて、発散冷却される燃焼器装置２２０を動力発生システム内に実装す
ることができる。１つの特定の態様では、燃焼器装置２２０に進入する作動流体２３６は
、好ましくは実質的にＣＯ２のみを含む。酸化条件下で動作する燃焼器装置２２０では、
ＣＯ２の作動流体２３６は、燃料２５４、酸化剤２４２、および燃料燃焼工程の任意の生
成物のうち１つ以上の成分と混ざり合うことができる。従って、本明細書で脱出流体流と
も呼ばれることがある、燃焼器装置２２０の出口部分２２２Ｂに向かって指向されかつこ
れを脱出する作動流体２３６は、図１に示されているように、Ｈ２Ｏ、Ｏ２、Ｎ２、アル
ゴン、ＳＯ２、ＳＯ３、ＮＯ、ＮＯ２、ＨＣｌ、Ｈｇ等のより少量の他の物質、および、
燃焼工程の生成物（例えば、灰または液化灰等の粒子状物質または汚染物質）であり得る
他の成分の痕跡と共に、（作動流体が圧倒的にＣＯ２である場合において）ＣＯ２を圧倒
的に含み得る。図１にて要素１５０を参照されたい。還元条件下での燃焼器装置２２０の
動作は、図１における要素１７５に示されているように、ＣＯ２、Ｈ２Ｏ、Ｈ２、ＣＯ、
ＮＨ３、Ｈ２Ｓ、ＣＯＳ、ＨＣｌ、Ｎ２、およびアルゴンを含む、異なる一覧の見込まれ
る成分を有する脱出流体流を結果的にもたらし得る。本明細書でさらに詳細に論じられて
いるように、燃焼器装置２２０と関連する燃焼工程を、脱出流体流の特質が還元性または
酸化性の何れかであり得るように制御することができ、そこで、どちらの場合も特定の恩
恵を提供することができる。
【００４３】
　特定の態様では、例えば、約１，３００℃および約３，５００℃の間の範囲内にある比
較的に高い動作温度にて、燃料２５４の比較的に完全な燃焼を提供することができる、高
効率で発散冷却される燃焼器装置として、燃焼器装置２２０を構成することができる。こ
のような燃焼器装置２２０は、いくつかの場合では、１つ以上の冷却流体、および／また
は１つ以上の発散流体２１０を実装することができる。燃焼器装置２２０と関連して、追
加の成分を実装することもできる。例えば、Ｎ２およびＯ２を分離するために空気分離構
成単位を設けることができ、その空気分離構成単位からＯ２を受容し、ＣＯ２および／ま
たはＨ２Ｏ、および、気体、液体、超臨界流体、または高密度のＣＯ２流体中で泥漿化す
る固体粒子状燃料を含む燃料流とそのＯ２を混合するために、燃料注入器機器を設けるこ
とができる。
【００４４】
　別の態様では、発散冷却される燃焼器装置２２０は、加圧燃料流を燃焼器装置２２０の
燃焼室２２２に注入するための燃料注入器を含み得、そこで、その燃料流は、処理される
炭素質燃料２５４、流動化媒体２５５（本明細書で論じられているように、作動流体２３
６を含み得る）、および酸素２４２を含み得る。酸素（富化）２４２およびＣＯ２の作動
流体２３６を、均質の超臨界混合物として組み合わせることができる。存在する酸素の量
は、燃料を燃焼し、所望の組成を有する燃焼生成物を生成するのに十分であり得る。燃焼
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器装置２２０は、燃料流を受容するための高圧で高温の燃焼体積として構成される燃焼室
２２２、ならびに、燃焼室２２２を画定する多孔性の発散部材２３０の壁を通じてその燃
焼体積に進入する発散流体２１０も含み得る。発散流体２１０の供給速度を用いて、燃焼
装置出口部分／タービン入口部分の温度を所望の値に制御し、および／または、発散部材
２３０を形成する材料と親和性がある温度に発散部材２３０を冷却することができる。発
散部材２３０を通じて指向される発散流体２１０は、燃焼室２２２を画定する発散部材２
３０の表面にて流体／緩衝層を提供し、そこで、その流体／緩衝層は、特定の燃料燃焼に
起因する灰または液体鉱滓の粒子が、発散部材２３０の露出した壁と相互作用することを
防止することができる。
【００４５】
　高効率の燃焼器装置の態様を、例えば、様々な等級および種類の石炭、木材、油、燃料
油、天然気体、石炭系燃料気体、タール・サンドからのタール、瀝青、生物燃料、生物塊
、藻類、および段階的可燃性固体廃物を含む、様々な燃料源で動作するように構成するこ
ともできる。具体的には、石炭粉末または粒子状固体を用いることができる。例示的な石
炭を燃焼させる燃焼器装置２２０が本明細書に開示されているが、当業者は、燃焼器装置
２２０内で用いられる燃料が特定の等級の石炭に限定されないことを理解することになる
。そのうえ、本明細書に開示されている酸素燃料式の燃焼器装置により維持される高圧お
よび高温のために、石炭、瀝青（タール・サンドから生じる瀝青を含む）、タール、アス
ファルト、使用済タイヤ、燃料油、ディーゼル、ガソリン、ジェット燃料（ＪＰ－５、Ｊ
Ｐ－４）、天然気体、炭化水素質材料の気化または熱分解から生じる気体、エタノール、
固体または液体の生物燃料、生物塊、藻類、および処理される固体の屑またはゴミを含む
、幅広い種類の燃料種類を実装することができる。全てのこのような燃料は、十分な速度
にて、かつ、燃焼室２２２内での圧力より上の圧力にて、燃焼室２２２への注入を可能に
するために適切に処理される。このような燃料は、周囲温度にてまたは昇温（例えば、約
３８℃および約４２５℃の間）にて適切な流動性および粘性を有する、液体、泥漿、ゲル
、または練り物の形態にあり得る。任意の固体燃料材料は、必要に応じて粒径を低減する
ために、細砕または細断または他に処理される。流動化媒体または泥漿化媒体を、適切な
形態を実現するために、および、高圧汲み出しのための流動要求を満たすために、必要に
応じて添加することができる。当然ながら、流動化媒体は、燃料の形態（すなわち、液体
または気体）によっては必要とされないことがある。同様に、いくつかの態様では、循環
される作動流体を流動化媒体として用いることができる。
【００４６】
　いくつかの態様では、燃焼室２２２は、約１，３００℃および約３，５００℃の間の燃
焼温度を持続させるように構成される。燃料流（および作動流体２３６）を、燃焼が起こ
る圧力より大きい圧力にて燃焼室２２２に注入または他に導入することができるように、
燃焼室２２２をさらに構成することができる。石炭粒子状物質が炭素質燃料である場合に
、液体ＣＯ２または水を細砕される固体燃料と混合することにより生成される超臨界ＣＯ

２流体中で石炭粒子を泥漿化させ、汲み出し可能な泥漿を形成することができる。このよ
うな場合では、液体ＣＯ２は、約４５０ｋｇ／ｍ３および約１００ｋｇ／ｍ３の間の範囲
内にある密度を有し得、固体燃料の質量分率は、約２５％および約５５％の間の範囲内に
あり得る。随意に、ある量のＯ２を、石炭を燃焼させるのに十分な石炭／ＣＯ２泥漿と混
合し、燃焼生成物の所望の組成物を生成することができる。随意に、そのＯ２を、燃焼室
２２２に別個に注入することができる。燃焼器装置２２０は、燃焼室２３０を画定する発
散部材２３０を少なくとも部分的に包囲する圧力閉じ込め部材３３８を含み得、そこで、
絶縁部材３３９を、圧力閉じ込め部材３３８および発散部材２３０の間に配置することが
できる。いくつかの場合では、水循環ジャケット３３７を画定するジャケット付き水冷却
システム等の熱除去機器３５０を、圧力閉じ込め部材３３８と（すなわち、燃焼器装置２
２０の「殻」を形成する圧力閉じ込め部材３３８に対して外部に）係合させることができ
る。燃焼器装置２２０の発散部材２３０と接続して実装される発散流体２１０は、例えば
、微量のＨ２Ｏ、および／または、Ｎ２またはアルゴン等の不活性気体と混合されるＣＯ
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２であり得る。発散部材２３０は、例えば、多孔性金属、陶材、複合母体、層状多岐管、
任意の他の適切な構造物、またはそれらの組み合わせを含み得る。いくつかの態様では、
燃焼室２２２内での燃焼は高圧で高温の脱出流体流を生成することができ、これをタービ
ン等の動力生成装置に、それに関する膨張のために次いで指向することができる。
【００４７】
　図１に例解されている装置態様に関して、燃焼器装置２２０を、約３５５バールの圧力
にて酸素２４２を受容するように構成することができる。さらに、粒子状固体燃料（例え
ば、粉末状石炭）２５４、および流動化流体（例えば、液体ＣＯ２）２５５も、約３５５
バールの圧力にて受容することができる。同様に、作動流体（例えば、加熱され、高圧で
、ことによると再利用される、ＣＯ２流体）２３６を、約３５５バールの圧力および約８
３５℃の温度にて提供することができる。本開示の態様によれば、しかしながら、燃料混
合物（燃料、流動化流体、酸素、および作動流体）を、約４０バールおよび約５００バー
ルの間の圧力にて、燃焼室２２２の入口部分２２２Ａ内に受容することができる。燃焼器
装置２２０の態様により実装される比較的に高い圧力は、それにより生成されるエネルギ
ーを最小体積内で比較的に高い強度に集中させるように機能し、比較的に高いエネルギー
密度を本質的に結果的にもたらすことができる。その比較的に高いエネルギー密度は、こ
のエネルギーの下流処理をより低圧でよりも効率的に行うことを可能にし、このようにし
て実行可能性要因を当該技術に提供する。本開示の態様は、そのため、既存の動力設備よ
りも数桁大きい（すなわち、１０～１００倍だけの）エネルギー密度を提供することがで
きる。より高いエネルギー密度は工程の効率を増加させるが、設備の規模および質量、ひ
いては設備の費用を低減することにより、熱エネルギーから電気へのエネルギー変換を実
施するのに必要とされる設備の費用を低減もする。
【００４８】
　実施される際に、ＣＯ２の三重点圧力およびＣＯ２の臨界圧力の間における任意の圧力
にて液体である、ＣＯ２の流動化流体２５５は、粉末状石炭燃料２５４と混合され、結果
として得られる泥漿を、約３５５バールの特筆されている圧力にて適切な汲み出し器によ
り（流体泥漿として）燃焼室２２２に汲み出すことができるように、質量または他の質量
分率により約５５％のＣＯ２および約４５％の粉末状石炭の割合で混合物を形成する。い
くつかの態様では、そのＣＯ２および粉末状石炭を、汲み出しより前に、約１３バールの
圧力にて混合することができる。Ｏ２流２４２が、再利用ＣＯ２の作動流体流２３６と混
合され、その組み合わせが、その後粉末状石炭／ＣＯ２泥漿と混合され、単一の流体混合
物を形成する。Ｏ２の石炭に対する割合を、石炭を追加の１％の過剰Ｏ２で完全に燃焼さ
せるのに十分であるように選択することができる。別の態様では、石炭の一部を実質的に
完全に酸化させることを可能にし、一方で他部は部分的に酸化されるのみであるようにＯ

２の量を選択し、還元性でありかついくらかのＨ２＋ＣＯ＋ＣＨ４を含む流動混合物を結
果的にもたらすことができる。このようにして、燃焼生成物の２段階膨張を、必要または
所望に応じて、いくらかのＯ２注入および第１の段階および第２の段階の間における再加
熱をもって実施することができる。さらなる態様では、燃焼温度は、約１，３００℃およ
び約３，５００℃の間の範囲内にあり得るが、燃料混合物を介して燃焼室２２２内に存在
するＣＯ２の量は、約２，４００℃の（断熱または他の）燃焼温度を実現するのに十分で
あるように選択される。Ｏ２＋石炭泥漿＋加熱される再利用ＣＯ２の燃料混合物は、１つ
の態様では、その燃料混合物の自動発火温度より下の結果として生じる温度にて提供され
る。示されている条件を実現するために、固体炭素質燃料（例えば、石炭）が、例えば、
固体石炭を微粉炭機内で細砕することにより、好ましくは、約５０ミクロンおよび約２０
０ミクロンの間の平均粒径にて提供される。このような細砕工程を、約５０ミクロンより
下の最小質量分率の粒子を提供するように構成される粉砕器内で行うことができる。この
ようにして、燃焼工程中に液化され液体鉱滓液滴を形成する、その中の任意の不燃性要素
は、直径にして約１０ミクロンより大きくあり得る。いくつかの態様では、ＣＯ２＋Ｏ２

＋粉末状石炭泥漿を含む燃料混合物を、約４００℃の温度にて、約３５５バールの圧力に
て燃焼室２２２に指向することができ、そこで、燃焼室２２２内での燃焼時の正味の圧力
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は約３５４バールであり得る。燃焼室２２２内での温度は約１，３００℃および約３，５
００℃の間に及び得、いくつかの好適な態様では、単一の燃焼段階のみが実施される。
【００４９】
　燃焼器装置２２０の１つの例では、本明細書に開示されているように、５００ＭＷの正
味の電力システムを、約５８％の効率（低位発熱量基準）にて、下記の条件にて、ＣＨ４

燃料で動作するように構成することができる：
　燃焼圧力：３５０ａｔｍ
　燃料投入量：８６２ＭＷ
　燃料流量：１７．２ｋｇ／秒
　酸素流量：６９．５ｋｇ／秒
【００５０】
　ＣＨ４およびＯ２は１５５ｋｇ／秒のＣＯ２の作動流体と混合されて燃焼され、２，４
００℃の断熱温度にてＣＯ２、Ｈ２Ｏ、およびいくらかの過剰Ｏ２を含む脱出流体流を生
成する。燃焼室は、約１ｍの内径および約５ｍの全長を有し得る。約６００℃の温度にお
ける３９５ｋｇ／秒のＣＯ２の流れは発散部材に向かって指向され、これは約２．５ｃｍ
厚であり得、かつ発散部材を通じて指向される。このＣＯ２は、燃焼室内での燃焼の発散
部材への放射から生じる、発散部材を通じて伝導される熱から対流的に加熱される。
【００５１】
　燃焼室を画定するその内表面の周りに、発散部材の表面温度は約１，０００℃であり得
、一方で、６３６，７ｋｇ／秒の脱出流体流は約１，３５０℃の温度にあり得る。このよ
うな場合では、燃焼生成物の燃焼および希釈の平均滞留時間は約１．２５秒である。さら
に、発散部材を通じて燃焼室に進入する発散流体についての平均の半径方向に内向きの速
度はおおよそ０．１５ｍ／ｓである。
【００５２】
　石炭燃料式の燃焼器装置についての例を補正することにより、約２．０秒の燃焼室内で
の燃焼生成物の燃焼および希釈の平均滞留時間、および約８ｍの燃焼室全長を有し、約１
ｍの内径を有する構成が結果的にもたらされる。希釈（発散）流体としてＣＯ２を有する
システムの正味の効率は、そのため約５４％（低位発熱量基準）である。このような場合
では、発散流体の半径方向に内向きの速度は約０．０７ｍ／ｓであり得る。このような条
件下で、図５は、それから１ｍｍの距離から発散部材に向かって約５０ｍ／ｓにて半径方
向に外向きに発射される、５０ミクロンの直径の液体鉱滓粒子の仮想軌跡を示す。例解さ
れているように、その粒子は、発散部材を通じて発散流体流れにより脱出流体流れ流に運
び戻される前に、発散部材から最小の０．１９ｍｍに到達することになるだろう。このよ
うな場合では、発散部材を通じる発散流体流れは、燃焼工程に起因する発散部材および液
体鉱滓粒子の間における相互作用を効果的に緩衝する。
【００５３】
　当業者により理解されることになるように、開示されている燃焼器装置の態様を、関連
する方法を用いて適切な動力生成システム内に実装することができる。例えば、このよう
な動力生成システムは、燃料を提供するための１つ以上の注入器（および随意に流動化媒
体）、酸化剤、およびＣＯ２の作動流体を含み得、発散冷却される燃焼器装置は、本明細
書に開示されているように、燃料混合物を燃焼させるための少なくとも１つの燃焼段階を
有し、かつ脱出流体流を提供する。変換装置（例えば、図６における要素５００を参照さ
れたい）を、脱出流体流（燃焼生成物および作動流体）を受容し、かつ脱出流体流に応答
してそれと関連するエネルギーを運動エネルギーに変換するように構成することができ、
そこで、その変換装置は、例えば、入口および出口を有する動力生成タービンであり得、
かつそこで、動力は脱出流体流が膨張する際に生成される。より具体的には、そのタービ
ンを、入口および出口の間で所望の圧力比にて脱出流体流を維持するように構成すること
ができる。発生器機器（例えば、図６における要素５００を参照されたい）を、タービン
の運動エネルギーを電気に変換するように設けることもできる。すなわち、脱出流体流を
高圧からより低圧に膨張させ、その後電力に転換することができる軸動力を生成すること
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ができる。タービン出口からの脱出流体流を冷却するための、かつ、燃焼器装置に進入す
るＣＯ２の作動流体を加熱するための熱交換器を設けることができる。回収または廃棄の
ために、熱交換器を出る脱出流体流を純ＣＯ２および１つ以上のさらなる成分に分離する
ための、１つ以上の機器も設けることができる。このようなシステムは、精製ＣＯ２を圧
縮するための、かつ、脱出流体流から分離されたＣＯ２の少なくとも一部を加圧管線に運
搬し、一方で、残りの部分が熱交換器により加熱される作動流体として再利用されるため
の、１つ以上の機器も含み得る。当業者は、しかしながら、本開示は脱出流体流の直接的
な実装を含み、いくつかの場合では、比較的高温の脱出流体流を間接的に実装することが
できることを理解することになる。すなわち、その脱出流体流を熱交換器に指向すること
ができ、そこで、それと関連する熱エネルギーは第２の作動流体流を加熱するために用い
られ、その加熱された第２の作動流体流は、その後、変換機器（例えば、タービン）に指
向され、動力を発生させる。さらに、当業者は、多くの他のこのような配列が本開示の範
囲内にあり得ることを理解することになる。
【００５４】
　本開示の特定の態様では、炭素質燃料の組成は不燃性要素（すなわち、汚染物質）をそ
の中に含めることができるようなものであり、かつ、燃焼工程に従う燃焼生成物／脱出流
体流中に存在するままである。このようなことは、その炭素質燃料が石炭等の固体である
場合に当てはまることがある。そうした態様では、脱出流体流の直接的な実装は、脱出流
体流がそれに直接的に流路で運ばれる場合に、後続の変換装置（タービン）上のこのよう
な不燃性要素の集積またはこれに対する他の損傷をもたらし得る。当業者は、このような
不燃性要素が、液体または気体等の炭素質燃料（すなわち、天然気体）の他の形態を実施
する際に、必ずしも存在し得ないことも理解することになる。従って、固体炭素質燃料源
、および、脱出流体流および変換装置の間における直接的な相互作用を実装する態様では
、動力システム（燃焼器装置および変換装置）は、その燃焼器装置およびその変換装置の
間に配置される分離器装置をさらに含み得る。このような場合では、その分離器装置を、
燃焼生成物／脱出流体流が変換装置に指向されるより前に、それにより受容される燃焼生
成物／脱出流体流から液化不燃性要素を実質的に除去するように構成することができる。
さらに、分離器装置を実装する態様では、開示されている発散物質を、その分離器装置の
上流および下流の両方に導入することができる。より具体的には、不燃性要素の液化温度
より上にて分離器装置に進入する発散物質および燃焼生成物の混合物を調整するように、
発散部材および分離装置の上流を介して、発散物質を最初に燃焼室に導入することができ
る。分離器装置に続き、発散物質運搬機器（例えば、図６における要素４７５を参照され
たい）を、約５００℃および約２，０００℃の間の温度にて変換装置に進入する発散物質
および燃焼生成物の混合物を調整するように、分離器装置を脱出し、かつそれから実質的
に除去された液化不燃性要素を有する燃焼生成物に発散物質を運搬するように構成するこ
とができる。
【００５５】
　以前に論じられたように、燃焼器装置の態様は、固体炭素質燃料中の不燃性要素を燃焼
工程の最中に液化させる燃焼温度を実現する能力を含み得る。このような場合では、例え
ば、図４に示されているような、サイクロン式分離器等の分離器装置３４０等の、液化不
燃性要素を除去するための設備を適用することができる。概して、本開示により実装され
るこのようなサイクロン式分離器の態様は、燃焼生成物／脱出流体流およびそれらと関連
する液化不燃性要素を受容するように構成される入口遠心分離器機器１００Ａ、および、
それから実質的に除去される液化不燃性要素を有する燃焼生成物／脱出流体流を排出する
ように構成される出口遠心分離器機器１００Ｂを含む、複数の直列に配列される遠心分離
器機器１００を含み得る。各遠心分離器機器１００は、中央収集器導管２の周りに並列に
動作可能に配列される、複数の遠心分離器要素つまりサイクロン１を含み、そこで、各遠
心分離要素／サイクロン２は、液化不燃性要素の少なくとも一部を燃焼生成物／脱出流体
流から除去し、かつ、液化不燃性要素の除去された部分を排液溜め２０に指向するように
構成される。このような分離器装置３４０を昇圧にて動作するように構成することができ
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、そのようなものとして、これは、遠心分離器機器および排液溜めを格納するように構成
される圧力閉じ込め筐体１２５をさらに備え得る。このような態様によれば、圧力閉じ込
め筐体１２５は、燃焼器装置２２０も包囲する圧力閉じ込め部材３３８の拡張部であり得
、あるいは、圧力閉じ込め筐体１２５は、燃焼器装置２２０と関連する圧力閉じ込め部材
３３８を係合させることができる別個の部材であり得る。どちらの場合でも、脱出流体流
を介して分離器装置３４０により経験される昇温のために、圧力閉じ込め筐体１２５は、
その中で循環される液体（図示せず）を有し、それから熱を除去するためにそれと動作可
能に係合される熱伝達ジャケット等の、熱分散システムも含み得る。いくつかの態様では
、熱回収機器（図示せず）を熱伝達ジャケットと動作可能に係合させることができ、そこ
で、その熱回収機器を、その熱伝達ジャケット内で循環される液体を受容し、かつその液
体から熱エネルギーを回収するように構成することができる。
【００５６】
　より具体的には、図４に示されている（鉱滓除去）分離器装置３４０は、それから脱出
流体流／燃焼生成物を受容するために、その出口部分２２２Ｂの周りにある燃焼器装置２
２０と直列に配置されるように構成される。燃焼器装置２２０からの発散冷却される流体
流は、その中の液体鉱滓（不燃性要素）液滴と共に、円錐漸縮管１０を介して入口遠心分
離器機器１００Ａの中央収集器設備２Ａに進入するように指向される。１つの態様では、
分離器装置３４０は、３つの遠心分離器機器１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃを含み得る（
しかし、当業者は、このような分離器装置が、必要または所望に応じて、１つ、２つ、３
つ、またはそれ以上の遠心分離器機器を含み得ることを理解することになる）。この場合
では、直列に動作可能に配列される３つの遠心分離器機器１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ
は、３段階のサイクロン式分離構成単位を提供する。各遠心分離器機器は、例えば、対応
する中央収集器導管２の周辺の周りに配列される、複数の遠心分離器要素（サイクロン１
）を含む。入口遠心分離器機器１００Ａの中央収集器設備２Ａおよび中央収集器導管２、
および中間遠心分離器機器１００Ｃは、それらの出口端にてそれぞれ封止される。そうし
た態様では、脱出流体流は、各自の遠心分離器機器１００の遠心分離器要素（サイクロン
１）のそれぞれに対応する分岐流路１１に指向される。分岐流路１１は、各自のサイクロ
ン１の入口端を係合させ、そのための接線入口（例えば、サイクロン１に進入する出口流
体流に、螺旋流れ中にてサイクロン１の壁と相互作用させる）を形成するように構成され
る。各サイクロン１からの出口流路３は、その後、各自の遠心分離器機器１００の中央収
集器導管２の入口部分へ経路付けられる。出口遠心分離器機器１００Ｂにて、脱出流体流
（それから実質的に分離する不燃性要素を有する）は、「清浄な」脱出流体流を、その後
、変換装置と関連するもの等の後続の工程に指向することができるように、出口遠心分離
器機器１００Ｂの中央収集器導管から、および、収集器導管１２および出口ノズル５を介
して指向される。例示的な三段階のサイクロン式分離配列は、このようにして、例えば、
脱出流体流内にて質量により５ｐｐｍ未満まで下がる鉱滓の除去を可能にする。
【００５７】
　分離器装置３４０の各段階にて、分離された液体鉱滓は、排液溜め２０に向かって延在
する出口管４を介してサイクロン１のそれぞれから指向される。その分離された液体鉱滓
は、その後、それからの成分の除去および／または回収のために、排液溜め２０および圧
力閉じ込め筐体１２５から延在する出口ノズルつまり導管１４に指向される。鉱滓の除去
を達成する際に、水冷却される区画６を通じて、または他に高圧、冷水接続を有する区画
を通じて、液体鉱滓を指向することができ、そこで、その水との相互作用はその液体鉱滓
を固化および／または顆粒化させる。固化鉱滓および水の混合物を、その後、容器（収集
設備）７内で、適切な弁９を通じて除去することができる鉱滓／水の流体混合物に分離す
ることができ、一方で、任意の残留気体を別個の線８を介して除去することができる。
【００５８】
　分離器装置３４０は比較的高圧の脱出流体流と併用して（すなわち、比較的低粘性を有
する液体形態にある不燃性要素を維持するのに十分な温度にて）実装されるため、いくつ
かの場合では、燃焼生成物／脱出流体流、およびそれと関連する液化不燃性要素のうち１
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つに曝される分離器装置３４０の表面が、高温耐性、高腐食耐性、および低熱伝導性のう
ち少なくとも１つを有するように構成される材料から成ることが望ましくあり得る。この
ような材料の例としては、酸化ジルコニウムおよび酸化アルミニウムを挙げることができ
るが、このような例は、いかなる形においても限定的であることを目的としていない。そ
のようなものとして、特定の態様では、分離器装置３４０は、燃焼生成物／脱出流体流か
ら液化不燃性要素を実質的に除去し、かつ、少なくとも排液溜め２０からのその除去まで
、その不燃性要素を低粘性の液体形態に維持するように構成される。
【００５９】
　そのようなものとして、本明細書に開示されているように、固体炭素質燃料の場合にお
ける鉱滓分離を、いくつかの場合では、維持および点検のためのシステムから容易に抽出
することができる、単一の構成単位（分離器装置３４０）内で達成することができる。し
かしながら、このような態様は、図６に示されているようなさらなる利点を提供すること
ができ、それにより、特定の燃料源の利用可能性に関して使用可能な「フレックス燃料」
手法を実施するように、システムを容易に構成することができる。例えば、単一の構成単
位の分離器装置３４０を、燃焼器装置２２０が固体炭素質燃料を燃料源として用いた際に
、燃焼器装置２２０および変換装置（タービン）５００の間にあるシステム内に設置する
ことができる。液体または気体の炭素質燃料源に変わることが望ましければ、燃焼器装置
２２０を変換装置５００に直接的に指向することができるように、分離器構成単位３４０
をそのシステムから取り外してよい（すなわち、以前に論じられたように、必須でないこ
とがある）。そのシステムを、そのため、燃料利用可能性が固体炭素質燃料源に後で影響
すれば、分離器構成単位３４０を実装するように容易に元に戻すこともできる。
【００６０】
　本明細書に明記されている本開示の多くの修正および他の態様は、前述の記載および関
連する図面に提示されている教示の恩恵を有する、本開示に関係する技術分野における技
能を有する者の心に浮かぶことになる。従って、本開示は開示されている特定の態様に限
定されるものではないこと、および、修正および他の態様は添付の請求の範囲の範囲内に
含まれることを目的としていることを理解されたい。特定の用語が本明細書で使用されて
いるが、それらは一般的かつ記述的な意味でのみ用いられ、限定の目的のためには用いら
れない。
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