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(57)【要約】
【課題】燃料がキャビティに導入された際にキャビティ
内に形成される滞留域を低減する。
【解決手段】軸線の周方向に間隔をあけて、軸線に沿っ
て延びる複数の燃料供給路２８と、複数の燃料供給路２
８に接続されて、燃料供給路２８を流通した燃料が導入
されるとともに周方向に延びるキャビティ４３と、周方
向に間隔をあけて複数が設けられてキャビティ４３の軸
線方向一方側に接続されるとともに、キャビティ４３の
外部に燃料を噴出する燃料噴出路３１と、を備え、キャ
ビティ４３内に、燃料供給路２８から導入された燃料を
燃料噴出路３１に案内する案内部５２が形成されている
燃焼器。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸線の周方向に間隔をあけて、前記軸線に沿って延びる複数の燃料供給路と、
　前記複数の燃料供給路に接続されて、該燃料供給路を流通した燃料が導入されるととも
に周方向に延びるキャビティと、
　周方向に間隔をあけて複数が設けられて前記キャビティの軸線方向一方側に接続される
とともに、該キャビティの外部に前記燃料を噴出する燃料噴出路と、を備え、
　前記キャビティ内に、前記燃料供給路から導入された前記燃料を前記燃料噴出路に案内
する案内部が形成されていることを特徴とする燃焼器。
【請求項２】
　前記燃料噴出路は、前記燃料供給路に対して少なくとも一対が設けられており、
　前記一対の燃料噴出路の一方及び他方は、前記軸線に沿う方向からみて各々の前記燃料
供給路から周方向の反対方向に等間隔を形成するように配置されていることを特徴とする
請求項１に記載の燃焼器。
【請求項３】
　前記キャビティは、前記少なくとも一対の燃料噴出路毎に独立して形成されていること
を特徴とする請求項２に記載の燃焼器。
【請求項４】
　前記案内部は、前記燃料供給路から導入された前記燃料を前記少なくとも一対の燃料噴
出路の一方及び他方に案内することを特徴とする請求項２又は請求項３に記載の燃焼器。
【請求項５】
　前記案内部は、前記一対の燃料噴出路の間に設けられ、前記燃料を周方向の一方及び周
方向の他方に分岐させる一対の案内面であることを特徴とする請求項４に記載の燃焼器。
【請求項６】
　前記案内部は、前記キャビティの周方向の両端部に形成され、軸線方向の一方側に向か
うに従って前記キャビティの周方向の幅を漸次拡大するように形成された一対の案内面で
あることを特徴とする請求項４又は請求項５に記載の燃焼器。
【請求項７】
　前記燃料噴出路は、前記キャビティの周方向の両端面に接続されており、前記案内部は
前記両端面であることを特徴とする請求項３から請求項５のいずれか一項に記載の燃焼器
。
【請求項８】
　前記燃料を径方向内側に噴射する一対の内側燃料噴出路と、
　前記燃料を径方向外側に噴射する一対の外側燃料噴出路と、を有し、
　前記両端面には、前記燃料を径方向内側及び径方向外側に分岐させる一対の径方向案内
面が形成されていることを特徴とする請求項７に記載の燃焼器。
【請求項９】
　前記キャビティの周方向の両端面は、軸線に沿う方向からみて円弧状をなしていること
を特徴とする請求項３又は請求項４に記載の燃焼器。
【請求項１０】
　前記燃料を径方向内側に噴射する一対の内側燃料噴出路と、
　前記燃料を径方向外側に噴射する一対の外側燃料噴出路と、を有し、
　前記キャビティは、軸線方向一方側に向かうに従って漸次径方向の距離が小さくなる一
対の径方向対向面を有し、
　前記案内部は、前記一対の径方向対向面であり、二組の前記一対の燃料噴出路は、前記
一対の径方向対向面のそれぞれの軸線方向一方側端部に接続されていることを特徴とする
請求項３又は請求項４に記載の燃焼器。
【請求項１１】
　前記燃焼器は、円筒形状の分離リング本体と、
　前記分離リング本体の内部を軸線に沿って貫通し、内側が前記燃料供給路とされた管形
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状の燃料供給管と、
　前記分離リング本体の軸線方向の一端に配置され、内部に前記キャビティを形成するリ
ングマニホールドと、を有し、
　前記燃料供給管と前記分離リング本体との間と、前記リングマニホールドと前記分離リ
ング本体との間の少なくとも一方に空間が設けられていることを特徴とする請求項１から
請求項１０のいずれか一項に記載の燃焼器。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１１のいずれかに記載の燃焼器を備えることを特徴とする回転機械
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃焼器及びこの燃焼器を備えた回転機械に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガスタービンに用いられる燃焼器としては、ガス燃料とともに、液体燃料である油燃料
に切換え可能なデュアル焚き燃焼器が知られている。この種の燃焼器としては、円筒形状
をなす分離リングで燃焼空気の流路を内側の流路と外側の流路を分離したものが知られて
いる。分離リングの内部にはガス燃料および油燃料を流通させる燃料供給路が形成されて
おり、特に油燃料は、軸線方向の下流側端部に周方向に複数形成された燃料噴出路から噴
射される構成となっている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２２６７７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、油燃料は加熱されることによりコーキング（油の加熱による変質、炭化）す
るため、燃料供給路の粘度が増大し詰まりを起こすことがある。この結果として、油燃料
の流量が過小となる可能性がある。
【０００５】
　また、図１５に示すように、分離リング１２７の内部に形成された燃料供給路２８と、
分離リング１２７の軸線方向Ｘの下流側端部に形成された燃料噴出路との間にキャビティ
１４３を設けて、油燃料を均圧化する方法も知られている。しかしながら、キャビティ１
４３に流速の遅い滞留域Ｅができ、油燃料が加熱される可能性がある。
【０００６】
　この発明は、燃料がキャビティに導入された際にキャビティ内に形成される滞留域が形
成されにくい燃焼器を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第一の態様によれば、燃焼器は、軸線の周方向に間隔をあけて、前記軸線に沿
って延びる複数の燃料供給路と、前記複数の燃料供給路に接続されて、該燃料供給路を流
通した燃料が導入されるとともに周方向に延びるキャビティと、周方向に間隔をあけて複
数が設けられて前記キャビティの軸線方向一方側に接続されるとともに、該キャビティの
外部に前記燃料を噴出する燃料噴出路と、を備え、前記キャビティ内に、前記燃料供給路
から導入された前記燃料を前記燃料噴出路に案内する案内部が形成されている。
【０００８】
　上記構成によれば、案内部が設けられていることによって、燃料がキャビティに導入さ
れた際にキャビティ内に形成される滞留域が形成されにくくなる。流速の遅い滞留域が減
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少することにより、油燃料の加熱が少なくなり、油の加熱による変質、炭化を低減するこ
とができる。
【０００９】
　前記燃料噴出路は、前記燃料供給路に対して少なくとも一対が設けられており、前記一
対の燃料噴出路の一方及び他方は、前記軸線に沿う方向からみて各々の前記燃料供給路か
ら周方向の反対方向に等間隔を形成するように配置されている構成としてもよい。
【００１０】
　上記構成によれば、少なくとも一対の燃料噴出路が燃料供給路に対して対称位置に設け
られるため、燃料をバランスよく複数の燃料噴出路に導入することができる。
【００１１】
　前記キャビティは、前記少なくとも一対の燃料噴出路毎に独立して形成されている構成
としてもよい。
【００１２】
　前記案内部は、前記燃料供給路から導入された前記燃料を前記少なくとも一対の燃料噴
出路の一方及び他方に案内する構成としてもよい。
【００１３】
　前記案内部は、前記一対の燃料噴出路の間に設けられ、前記燃料を周方向の一方及び周
方向の他方に分岐させる一対の案内面としてもよい。
【００１４】
　前記案内部は、前記キャビティの周方向の両端部に形成され、軸線方向の一方側に向か
うに従って前記キャビティの周方向の幅を漸次拡大するように形成された一対の案内面と
してもよい。
【００１５】
　上記構成によれば、燃料供給路からキャビティに導入された燃料は、一対の案内面によ
って、幅方向に過度に広がることなく燃料噴出路に導入される。即ち、キャビティの幅方
向両側に滞留域が形成されにくくなり、燃料の加熱を少なくすることができる。
【００１６】
　前記燃料噴出路は、前記キャビティの周方向の両端面に接続されており、前記案内部は
前記両端面としてもよい。
【００１７】
　上記構成によれば、燃料供給路からキャビティに導入された燃料は、案内部として機能
する両端面に案内されるためキャビティに滞留域が形成されにくくなり、油燃料の加熱が
少なくなる。
【００１８】
　前記燃料を径方向内側に噴射する一対の内側燃料噴出路と、前記燃料を径方向外側に噴
射する一対の外側燃料噴出路と、を有し、前記両端面には、前記燃料を径方向内側及び径
方向外側に分岐させる一対の径方向案内面が形成されている構成としてもよい。
【００１９】
　上記構成によれば、燃料供給路から導入される油燃料が両端面に当接した際に発生する
滞留を抑制することができる。
【００２０】
　前記キャビティの周方向の両端面は、軸線に沿う方向からみて円弧状をなしている構成
としてもよい。
　上記構成によれば、両端面を円弧状としない場合において発生する滞留や淀みを抑制す
ることができる。
【００２１】
　前記燃料を径方向内側に噴射する一対の内側燃料噴出路と、前記燃料を径方向外側に噴
射する一対の外側燃料噴出路と、を有し、前記キャビティは、軸線方向一方側に向かうに
従って漸次径方向の距離が小さくなる一対の径方向対向面を有し、前記案内部は、前記一
対の径方向対向面であり、二組の前記一対の燃料噴出路は、前記一対の径方向対向面のそ
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れぞれの軸線方向一方側端部に接続されている構成としてもよい。
【００２２】
　上記構成によれば、径方向対向面によって燃料が案内されることによって、キャビティ
の下流側端部が平面形状である場合と比較して、キャビティ内に形成される滞留域が形成
されにくくなる。
【００２３】
　前記燃焼器は、円筒形状の分離リング本体と、前記分離リング本体の内部を軸線に沿っ
て貫通し、内側が前記燃料供給路とされた管形状の燃料供給管と、前記分離リング本体の
軸線方向の一端に配置され、内部に前記キャビティを形成するリングマニホールドと、を
有し、前記燃料供給管と前記分離リング本体との間と、前記リングマニホールドと前記分
離リング本体との間の少なくとも一方に空間が設けられていることが好ましい。
【００２４】
　上記構成によれば、空間が断熱層として機能するため、油燃料が加熱されるのを低減す
ることができる。
【００２５】
　また、本発明は上記いずれかの燃焼器を備える回転機械を提供する。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、案内部が設けられていることによって、燃料がキャビティに導入され
た際にキャビティ内に形成される滞留域が形成されにくくなる。流速の遅い滞留域が減少
することにより、油燃料の加熱が少なくなり、油の加熱による変質、炭化を低減すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第一実施形態のガスタービンの概略図である。
【図２】本発明の第一実施形態の燃焼器の概略断面図である。
【図３】本発明の第一実施形態の分離リングの分解斜視図である。
【図４】本発明の第一実施形態の分離リングの分解斜視図の一部拡大図である。
【図５】本発明の第一実施形態の分離リングの周方向からみた一部断面図である。
【図６】本発明の第一実施形態の分離リングの径方向からみた断面図である。
【図７】本発明の第一実施形態の分離リングの変形例の周方向からみた一部断面図である
。
【図８】本発明の第二実施形態の分離リングの径方向からみた断面図である。
【図９】本発明の第三実施形態の分離リングの径方向からみた断面図である。
【図１０】本発明の第四実施形態の分離リングの径方向からみた断面図である。
【図１１】図１０のＡ矢視図であって、本発明の第四実施形態の分離リングの軸線方向か
らみた図である。
【図１２】本発明の第四実施形態の分離リングの変形例の軸線方向からみた図である。
【図１３】本発明の第五実施形態の分離リングの軸線方向からみた図である。
【図１４】本発明の第六実施形態の分離リングの周方向からみた一部断面図である。
【図１５】従来の分割リングの径方向からみた断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
（第一実施形態）
　以下、本発明に係る第一実施形態の燃焼器３について図を参照して説明する。
　図１に示すように、本実施形態の回転機械であるガスタービン１は、多量の空気を内部
に取り入れて圧縮する圧縮機２と、この圧縮機２にて圧縮された圧縮空気Ａに燃料を混合
して燃焼させる燃焼器３と、燃焼器３から導入された燃焼ガスＧの熱エネルギーを回転エ
ネルギーに変換するタービン４とを備えている。
【００２９】
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　圧縮機２及びタービン４は、それぞれ一体回転するように連結されたロータ５と、ロー
タ５の外周側を囲うステータ６とを備えている。ロータ５は、回転軸７と、軸線方向に間
隔を空けて固定されている複数の環状動翼群８と、を有している。各々の環状動翼群８は
、回転軸７の外周に、周方向に互いの間隔を空けて固定されている複数の動翼を有して構
成されている。
【００３０】
　ステータ６は、それぞれケーシング９と、ケーシング９内において軸線方向に間隔をあ
けて固定された複数の環状静翼群１０とを備えている。環状静翼群１０は、各々のケーシ
ング９内面に、周方向に互いの間隔をあけて固定されている複数の静翼を有している。
　環状静翼群１０は、それぞれ、複数の環状動翼群８と、軸線方向に交互に配置されてい
る。
【００３１】
　本実施形態の燃焼器３は、ガス焚きのほかに油焚きが可能なデュアル方式のものである
。図２に示すように、燃焼器３は、内筒１３の内部に配置された内側スワラ２０及び外側
スワラ２１を備えている二重スワラ燃焼器である。
　詳しくは、燃焼器３は、車室１２の内部に収容された内筒１３と、内筒１３の外周側を
覆うとともに車室１２の内壁に当接された外筒１４とを備えている。内筒１３は、中空の
管状部材である。内筒１３の下流側には尾筒（図示せず）が接続されている。外筒１４の
内周面と内筒１３の外周面との間には、圧縮空気Ａが流通する空気流路１５が形成されて
いる。この空気流路１５に流入した圧縮空気Ａは、外筒１４の底部分の反転部１６で１８
０°転回することで、内筒１３の内部に供給される。
【００３２】
　空気流路１５上であって反転部１６より上流側には、空気流路１５を流通する圧縮空気
Ａにトップハットノズル１７が設けられている。トップハットノズル１７は、内筒１３の
周方向に等間隔に配置されており、複数のトップハットノズル燃料噴射孔１８を備えてい
る。
【００３３】
　燃焼器３は、内筒１３の軸中心と同軸に形成された内側スワラ２０と、外側スワラ２１
とを有している。内側スワラ２０と外側スワラ２１とは、環状断面を有し、圧縮空気Ａを
流す流路である。
　内側スワラ２０の内部であって内側スワラ２０の下流側には、多数の内側スワールベー
ン２２が周方向に配列されている。内側スワールベーン２２には、複数の内側燃料噴出孔
２３が形成されている。同様に、外側スワラ２１の内部であって外側スワラ２１の下流側
には、多数の外側スワールベーン２４が周方向に配列されている。外側スワールベーン２
４には、複数の外側燃料噴出孔２５が形成されている。
【００３４】
　内側スワラ２０と外側スワラ２１とは、円筒形状の分離リング２７によって区画されて
いる。分離リング２７の内部には、複数の燃料供給路２８が形成されている。燃料供給路
２８には、油供給源２９から油燃料を供給するための油供給ライン３０が接続されている
。
【００３５】
　分離リング２７の軸線方向の一方側（下流側）の端部には、複数の燃料噴出路３１（図
４参照）が形成されている。本実施形態の燃焼器３は、１本の燃料供給路２８に対して、
４個の燃料噴出路３１が設けられている。
　なお、以下の説明においては、分離リング２７や内筒１３の軸線方向を単に軸線方向と
して説明する。また、軸線方向の一方側を圧縮空気Ａの下流側として説明する。
【００３６】
　図３に示すように、分離リング２７は、分離リング本体３３と、配管ユニット３４と、
ノズル３５と、を有している。分離リング本体３３は円筒形状をなし、分離リング本体３
３の内部には軸線に沿って複数の配管挿通孔３６が形成されている。配管挿通孔３６は、
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分離リング本体３３の周方向に等間隔に形成されている。配管挿通孔３６は、配管ユニッ
ト３４の燃料供給管３８が挿入するための貫通孔である。
【００３７】
　配管ユニット３４は、環状のリングマニホールド３７と、リングマニホールド３７の軸
線に沿って延在し、一端がリングマニホールド３７に接続されている複数の燃料供給管３
８とを有している。
　ノズル３５は、分離リング２７の軸線方向の一端に取り付けられる円環状の部材である
。ノズル３５の表面には、前述した燃料噴出路３１の下流側の開口である複数の油燃料噴
射孔３９が形成されている。
【００３８】
　図４に示すように、分離リング本体３３の配管挿通孔３６は、分離リング本体３３の板
厚方向の中央に形成されている。配管挿通孔３６の軸線方向の一端には、配管ユニット３
４のリングマニホールド３７が収容される環状の収容空間４０が形成されている。
【００３９】
　配管ユニット３４のリングマニホールド３７は、断面Ｕ字形状をなす環状部材であり、
軸線方向の一方側（下流側）に開口部４１が形成されている。リングマニホールド３７の
開口部４１には、周方向内側、及び周方向外側に突出するリブ４２が形成されている。
　リングマニホールド３７の内部はキャビティ４３とされており、キャビティ壁４４によ
って複数に分割されている。換言すれば、本実施形態のキャビティ４３は、周方向に連続
しておらず、複数の離散的なキャビティ４３とされている。
【００４０】
　燃料供給管３８は円管状をなし、その内部が燃料供給路２８とされている。燃料供給管
３８の内部である燃料供給路２８と、リングマニホールド３７のキャビティ４３とは連通
している。
　ノズル３５の断面形状は、軸線方向Ｘの一方側に向かって漸次幅が狭くなる三角形状で
ある。ノズル３５には複数の燃料噴出路３１が形成されている。燃料噴出路３１は、燃料
供給路２８から供給される油燃料を噴射する噴射孔である。燃料噴出路３１の軸線方向Ｘ
の他方側は、ノズル３５の軸線方向Ｘの他方側の分離リング本体３３との接続面４５に開
口しており、ノズル３５を配管ユニット３４とともに分離リング本体３３に取り付けるこ
とによって、キャビティ４３に連通するように形成されている。
【００４１】
　燃料噴出路３１の軸線方向Ｘの一方側は、ノズル３５の軸線方向Ｘの一方側に開口して
油燃料噴射孔３９を形成している。具体的には、径方向外側の外側燃料噴出路３１ａがノ
ズル３５の外周面に開口しており、径方向内側の内側燃料噴出路３１ｂがノズル３５の内
周面に開口している。
【００４２】
　また、ノズル３５の内部には、周方向に亘って二つの環状空間４６が形成されている。
環状空間４６は、ノズル３５の接続面４５に形成された断面矩形形状の環状の溝条４７と
、溝条４７の開口を封止する環状の封止板４８とから構成されている。溝条４７は、燃料
噴出路３１に干渉せず、かつ、ノズル３５の強度に影響を与えない範囲で形成されている
。封止板４８は、環状の溶接部Ｗ１によってノズル３５に溶接されている。
【００４３】
　図５に示すように、燃料供給路２８と、キャビティ４３と、燃料噴出路３１とは、互い
に連通している。即ち、燃料供給路２８から供給された油燃料は、一旦キャビティ４３に
流入した後、燃料噴出路３１からキャビティ４３の外部であって軸線方向Ｘの一方側に噴
射される。燃料噴出路３１は、径方向Ｒ内側を指向する内側燃料噴出路３１ｂと、径方向
Ｒ外側を指向する外側燃料噴出路３１ａとを有しており、油燃料は圧縮空気Ａの下流側で
あって、径方向Ｒ内側及び径方向Ｒ外側に噴射される。
【００４４】
　図５では示されないが、燃料噴出路３１は、１本の燃料供給路２８に対して４本形成さ
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れており、１本の燃料供給路２８から供給された油燃料は、４本の燃料噴出路３１から噴
射される。即ち、１本の燃料供給路２８に対して一対の内側燃料噴出路３１ｂと、一対の
外側燃料噴出路３１ａが形成されている。
【００４５】
　燃料供給管３８と分離リング本体３３との間には、一定の空間５０が形成されている。
換言すれば、分離リング本体３３の配管挿通孔３６の内周面と燃料供給管３８の外周面と
の間には燃料供給管３８の周方向に均一の隙間が形成されている。同様に、リングマニホ
ールド３７と分離リング本体３３との間にも空間５０が形成されている。燃料供給管３８
及び分離リング本体３３との間、及びリングマニホールド３７と分離リング本体３３との
間には、適宜スペーサ５１が配置されている。
　分離リング本体３３と、配管ユニット３４とは、リングマニホールド３７のリブ４２と
分離リング本体３３の軸線方向の一端とを溶接（溶接部をＷ２で示す）することによって
接合されている。分離リング本体３３と、ノズル３５とは、符号Ｗ３で示す溶接部にて接
合されている。
【００４６】
　図６に示すように、リングマニホールド３７の内部に形成されているキャビティ４３は
、キャビティ壁４４によって複数に区画されている。キャビティ４３は、１本の燃料供給
路２８に対して一つの区画が独立して割り当てられるように区画されている。
　外側燃料噴出路３１ａは１本の燃料供給路２８に対して２本（一対）設けられている。
図６からは確認できないが、内側燃料噴出路３１ｂも１本の燃料供給路２８に対して２本
（一対）設けられている。
【００４７】
　一対の内側燃料噴出路３１ｂの一方及び他方は、軸線方向Ｘからみて燃料供給路２８か
ら周方向の反対方向に等間隔を形成するように配置されている。同様に、一対の外側燃料
噴出路３１ａの一方及び他方は、軸線方向Ｘからみて燃料供給路２８から周方向の反対方
向に等間隔を形成するように配置されている。即ち、燃料供給路２８と燃料噴出路３１と
は一直線上には配置されていない。
【００４８】
　キャビティ４３の内部であって、周方向Ｃに離間する一対の燃料噴出路３１の間には燃
料供給路２８から導入された油燃料を周方向Ｃに離間する一対の燃料噴出路３１に案内す
る案内部５２が形成されている。油燃料は案内部５２によって符号Ｆで示すように案内さ
れる。
　案内部５２は、一対の第一案内面５３から構成されている。第一案内面５３は、燃料供
給路２８から導入された油燃料を燃料噴出路３１に向かって案内する斜面であり、上流側
で稜線５４にて接続されている。換言すれば、案内部５２は、上流側の稜線５４から、下
流側に向かうに従って漸次拡幅するような、一対の第一案内面５３から形成されている。
【００４９】
　次に、本実施形態の燃焼器３の作用について説明する。
　まず、圧縮機２の出口から車室１２内に排出される圧縮空気Ａは、外筒１４と内筒１３
との間にできる空気流路１５に流れ込む。空気流路１５に流れ込んだ圧縮空気Ａは、外筒
１４の内壁に沿って流れる。
【００５０】
　次いで、圧縮空気Ａが反転部１６で１８０°転回する。圧縮空気Ａには燃焼器３の内側
スワラ２０及び外側スワラ２１で旋回流が与えられつつ、内側燃料噴出孔２３及び外側燃
料噴出孔２５からガス燃料が供給される。
　油焚き運転の際においては、油燃料噴射孔３９を介して圧縮空気Ａに油燃料が供給され
る。
【００５１】
　上記実施形態によれば、一つの燃料供給路２８に対して、燃料噴出路３１が４本設けら
れていることによって、燃料供給路２８の圧力の違いによる燃料噴出路３１からの油燃料
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の噴射量のバラつきを低減することができる。
　また、燃料供給路２８と燃料噴出路３１との間にキャビティ４３を設けたことによって
、油燃料がキャビティ４３内で均圧化される。これにより、燃料噴出路３１からの油燃料
の噴射量のバラつきをより低減することができる。
【００５２】
　また、キャビティ４３内であって、一対の燃料噴出路３１の間に案内部５２が設けられ
ていることによって、油燃料がキャビティ４３に導入された際にキャビティ４３内に形成
される滞留域が形成されにくくなる。流速の遅い滞留域が減少することにより、油燃料の
加熱が少なくなり、コーキングを低減することができる。
【００５３】
　また、燃料供給路２８を画定する燃料供給管３８と分離リング本体３３との間、及びリ
ングマニホールド３７と分離リング本体３３との間に、断熱層として機能する空間５０が
形成されていることによって、油燃料が加熱されるのを低減することができる。
　また、ノズル３５の内部にも断熱層として機能する空間を形成することによって、下流
側からの油燃料への入熱を低減することができる。
【００５４】
　また、燃料噴出路３１は、燃料供給路２８に対して少なくとも一対が設けられており、
一対の燃料噴出路３１の一方及び他方が各々の燃料供給路２８から周方向の反対方向に等
間隔を形成するように配置されている。これにより、少なくとも一対の燃料噴出路３１が
燃料供給路２８に対して対称位置に設けられるため、燃料をバランスよく複数の燃料噴出
路３１に導入することができる。
【００５５】
　なお、上記実施形態では、分離リング２７の組立の際、配管ユニット３４を分離リング
本体３３に接合した後、ノズル３５を分離リング本体３３に接合する構成としたが、これ
に限ることはない。例えば、図７に示すように、ノズル３５と配管ユニット３４とを溶接
（溶接部をＷ４で示す）した後、分離リング本体３３とノズル３５とを溶接する構成とし
てもよい。
　上記構成によれば、断熱層として機能する空間５０の範囲を増大することができる。
【００５６】
（第二実施形態）
　以下、本発明の第二実施形態の燃焼器３の分離リング２７を図面に基づいて説明する。
なお、本実施形態では、上述した第一実施形態との相違点を中心に述べ、同様の部分につ
いてはその説明を省略する。
　図８に示すように、本実施形態の案内部５２は、キャビティ４３の周方向Ｃの両端部に
形成され、軸線方向Ｘの一方側に向かうに従ってキャビティ４３の周方向Ｃの幅を漸次拡
大するように形成された一対の斜面である第二案内面５６である。
【００５７】
　上記実施形態によれば、燃料供給路２８からキャビティ４３に導入された油燃料は、第
二案内面５６によって構成されている案内部５２によって、周方向Ｃに過度に広がること
なく燃料噴出路３１に導入される。即ち、キャビティ４３の周方向Ｃ両側に滞留域が形成
されにくくなり、油燃料の加熱が少なくなる。
【００５８】
（第三実施形態）
　以下、本発明の第三実施形態の燃焼器３の分離リング２７を図面に基づいて説明する。
なお、本実施形態では、上述した第一実施形態との相違点を中心に述べ、同様の部分につ
いてはその説明を省略する。
　図９に示すように、本実施形態のキャビティ４３は、キャビティ壁４４（図４、図６を
参照）によって区画されておらず、周方向Ｃに亘って延在している。本実施形態の案内部
５２は、一対の第一案内面５３と、一対の第二案内面５６とから構成されている。
【００５９】
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　第一案内面５３は、第一実施形態の第一案内面５３と同様に、燃料供給路２８から導入
された油燃料を燃料噴出路３１に向かって案内する斜面であり、上流側で稜線５４にて接
続されている。換言すれば、案内部５２は、上流側の稜線５４から、下流側に向かうに従
って漸次拡幅するような、一対の第一案内面５３から形成されている。
　第二案内面５６は、キャビティ４３の周方向Ｃの両端部に形成され、軸線方向Ｘの一方
側に向かうに従ってキャビティ４３の周方向Ｃの幅を漸次拡大するように形成された一対
の斜面である。
【００６０】
　上記実施形態のように、本実施形態の案内部５２は、周方向に連続して形成されるキャ
ビティ４３にも適用可能である。
【００６１】
（第四実施形態）
　以下、本発明の第四実施形態の燃焼器３の分離リング２７を図面に基づいて説明する。
なお、本実施形態では、上述した第一実施形態との相違点を中心に述べ、同様の部分につ
いてはその説明を省略する。
　図１０及び図１１に示すように、本実施形態の燃料噴出路３１は、キャビティ４３の周
方向Ｃの両端面５８に接続されている。換言すれば、燃料噴出路３１は、キャビティ４３
の両端面５８に沿って流れる油燃料が導入され易いように、両端面５８の延長線上に形成
されている。これにより、キャビティ４３の両端面５８が案内部５２として機能する。
【００６２】
　上記実施形態によれば、燃料供給路２８からキャビティ４３に導入された油燃料は、案
内部５２として機能する両端面５８に案内されるためキャビティ４３に滞留域が形成され
にくくなり、油燃料の加熱が少なくなる。
【００６３】
　なお、上記実施形態の両端面５８には、図１２に示すように、油燃料を径方向Ｒ内側及
び径方向Ｒ外側に分岐させる一対の径方向案内面５９を形成することが好ましい。このよ
うな径方向案内面５９を形成することによって、燃料供給路２８から導入される油燃料が
両端面５８に当接した際に発生する滞留を抑制することができる。
【００６４】
（第五実施形態）
　以下、本発明の第五実施形態の燃焼器３の分離リング２７を図面に基づいて説明する。
なお、本実施形態では、上述した第四実施形態との相違点を中心に述べ、同様の部分につ
いてはその説明を省略する。
　図１３に示すように、本実施形態の両端面は、軸線に沿う方向からみて円弧状をなす円
弧状端面６０とされている。具体的には、二点鎖線で示すような角部を丸面取りしたよう
な形状となっている。
　上記実施形態によれば、両端面５８を円弧状としない場合において発生する図１３に符
号Ｅで示すような滞留や淀みを抑制することができる。
【００６５】
（第六実施形態）
　以下、本発明の第五実施形態の燃焼器３の分離リング２７を図面に基づいて説明する。
なお、本実施形態では、上述した第一実施形態との相違点を中心に述べ、同様の部分につ
いてはその説明を省略する。
　図１４に示すように、本実施形態のキャビティ４３は、リングマニホールド３７によっ
て画定されているキャビティ４３と、ノズル３５内に形成されているノズルキャビティ６
２とによって形成されている。
【００６６】
　ノズルキャビティ６２は、ノズル３５の周方向に亘って形成されている断面三角形状の
溝条であって、一対の径方向対向面６３から構成されている。ノズルキャビティ６２の径
方向Ｒの寸法は、リングマニホールド３７のキャビティ４３の径方向Ｒの寸法と略同一と
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されている。そして、ノズルキャビティ６２は、軸線方向Ｘの一方側に向かうに従って漸
次径方向の幅が小さくなるように形成されている。即ち、ノズルキャビティ６２は、軸線
方向Ｘ一方側に向かうに従って漸次近づくように形成されている一対の径方向対向面６３
を有している。
【００６７】
　一対の外側燃料噴出路３１ａ及び一対の内側燃料噴出路３１ｂは、一対の径方向対向面
６３のそれぞれの軸線方向Ｘ一方側端部に接続されている。換言すれば、本実施形態のキ
ャビティ４３は、下流側に凸状とされており、二組の一対の燃料噴出路３１は、リングキ
ャビティ４３の下流側先端部近傍に接続されている。
【００６８】
　上記実施形態によれば、径方向対向面６３によって油燃料が案内されることによって、
キャビティ４３の下流側端部が平面形状である場合と比較して、キャビティ４３内に形成
される滞留域が形成されにくくなる。
【符号の説明】
【００６９】
　１　ガスタービン（回転機械）
　２　圧縮機
　３　燃焼器
　４　タービン
　５　ロータ
　６　ステータ
　７　回転軸
　８　環状動翼群
　９　ケーシング
　１０　環状静翼群
　１２　車室
　１３　内筒
　１４　外筒
　１５　空気流路
　１６　反転部
　１７　トップハットノズル
　１８　トップハットノズル燃料噴射孔
　２０　内側スワラ
　２１　外側スワラ
　２２　内側スワールベーン
　２３　内側燃料噴出孔
　２４　外側スワールベーン
　２５　外側燃料噴出孔
　２７　分離リング
　２８　燃料供給路
　２９　油供給源
　３０　油供給ライン
　３１　燃料噴出路
　３１ａ　外側燃料噴射路
　３１ｂ　内側燃料噴出路
　３３　分離リング本体
　３４　配管ユニット
　３５　ノズル
　３６　配管挿通孔
　３７　リングマニホールド
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　３８　燃料供給管
　３９　油燃料噴射孔
　４０　収容空間
　４１　開口部
　４２　リブ
　４３　キャビティ
　４４　キャビティ壁
　４６　環状空間
　４７　溝条
　４８　封止板
　５０　空間
　５１　スペーサ
　５２　案内部
　５３　第一案内面
　５４　稜線
　５６　第二案内面
　５８　両端面
　５９　径方向案内面
　６０　円弧状端面
　６２　ノズルキャビティ
　６３　径方向対向面
　Ａ　圧縮空気

【図１】 【図２】



(13) JP 2015-83897 A 2015.4.30

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(14) JP 2015-83897 A 2015.4.30

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】



(15) JP 2015-83897 A 2015.4.30

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】



(16) JP 2015-83897 A 2015.4.30

フロントページの続き

(72)発明者  湯浅　厚志
            東京都港区港南二丁目１６番５号　三菱重工業株式会社内
(72)発明者  薛　耀華
            東京都港区港南二丁目１６番５号　三菱重工業株式会社内
(72)発明者  赤松　真児
            東京都港区港南二丁目１６番５号　三菱重工業株式会社内


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

