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(57)【要約】
　ガスタービンシステムを作動させる効率的技術が提供
される。一実施形態では、ガスタービンシステムは、酸
化剤系統、燃料系統、制御システム及び酸化剤系統から
の酸化剤及び燃料系統からの燃料を受け入れ、これらを
燃焼させて排ガスを生じさせる多数の燃焼器を有する。
ガスタービンシステムは、多数の酸化剤流量調節装置を
更に有し、これら酸化剤流量調節装置の各々は、燃焼器
の各々とそれぞれ作動的に関連しており、酸化剤流量調
節装置は、関連の燃焼器中への酸化剤流量を別個独立に
調節するよう構成されている。排気センサが制御システ
ムと連絡状態にある。排気センサは、排ガスの少なくと
も１つのパラメータを測定するようになっており、制御
システムは、少なくとも部分的に排気センサによって測
定されたパラメータに基づいて、酸化剤流量調節装置の
各々を別個独立に調節するよう構成されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガスタービンシステムであって、
　酸化剤系統と、
　燃料系統と、
　制御システムと、
　酸化剤系統からの酸化剤及び燃料系統からの燃料を受け入れ、これらを燃焼させて排ガ
スを生じさせる複数の燃焼器と、
　複数の酸化剤流量調節装置であって、各々が前記燃焼器の各々とそれぞれ作動的に関連
しており、関連の前記燃焼器中への酸化剤流量を別個独立に調節するよう構成された複数
の酸化剤流量調節装置と、
　前記制御システムと連絡状態にある排気センサであって、前記排ガスの少なくとも１つ
のパラメータを測定するようになっており、前記制御システムは、少なくとも部分的に、
前記排気センサによって測定されたパラメータに基づいて、前記複数の酸化剤流量調節装
置の１つを別個独立に調節するよう構成されている排気センサと、備えている、
　ことを特徴とするガスタービンシステム。
【請求項２】
　前記酸化剤は、酸素及び希釈剤を含む、
　請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記複数の燃焼器の各々に提供される希釈剤供給源を更に有する、
　請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　圧縮酸化剤を前記複数の燃焼器の各々に提供するようになった酸化剤圧縮機を更に有す
る、
　請求項１記載のシステム。
【請求項５】
　前記酸化剤流量調節装置は、流量制御弁を含む、
　請求項１記載のシステム。
【請求項６】
　前記酸化剤流量調節装置は、調節可能なスワラサブアセンブリを含む、
　請求項１記載のシステム。
【請求項７】
　前記調節可能なスワラサブアセンブリは、流れスリーブの周りに位置決めされ、前記流
れスリーブ中への酸化剤流量を制御可能に調節する環状制御組立体を含む、
　請求項６記載のシステム。
【請求項８】
　環状制御組立体は、取り付けリング及びアクチュエータ翼と作動的に関連した複数の関
節運動翼を含む、
　請求項７記載のシステム。
【請求項９】
　前記複数の関節運動翼は、前記アクチュエータ翼を前記取り付けリングに対して動かす
ことによって開放位置と閉鎖位置と前記位置相互間の位置との間で制御可能に調節される
ようになっている、
　請求項８記載のシステム。
【請求項１０】
　複数の排気センサを更に有し、前記複数の排気センサ及び前記制御システムは、互いに
異なる排気センサのところでの測定パラメータ相互間の差を最小限に抑えるよう前記複数
の燃焼器への酸化剤流量を調節するようになっている、
　請求項１記載のシステム。
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【請求項１１】
　前記複数の燃焼器の少なくとも１つに設けられた前記酸化剤流量調節装置は、前記酸化
剤、前記燃料、希釈剤又はこれらの任意の組み合わせの混合度を増大させるようになって
いる、
　請求項１記載のシステム。
【請求項１２】
　燃焼器が希釈剤入口及び酸化剤入口を有し、前記酸化剤流量調節装置は、前記酸化剤入
口内に配置され、前記酸化剤流量調節装置は、前記燃料が導入される前に前記酸化剤と前
記希釈剤を混合するよう構成されている、
　請求項１記載のシステム。
【請求項１３】
　前記排ガスを受け入れて動力を発生させるようになったタービン膨張機を更に有する、
　請求項１記載のシステム。
【請求項１４】
　前記タービン膨張機から前記排ガスを受け入れて動力を発生させるようになった排熱回
収蒸気発生器を更に有する、
　請求項１３記載のシステム。
【請求項１５】
　前記膨張機から前記排ガスを受け入れるようになった希釈剤圧縮機及びＥＧＲループを
更に有し、前記ＥＧＲループは、動力を発生させるようになった排熱回収蒸気発生器及び
冷却状態の排ガスを前記希釈剤圧縮機に提供するようになった冷却排気ラインを有し、前
記希釈剤圧縮機は、圧縮状態の希釈剤を前記燃焼器に提供するようになっている、
　請求項１３記載のシステム。
【請求項１６】
　前記希釈剤圧縮機と前記燃焼器との間に設けられた排ガス抽出系統を更に有し、前記排
ガス抽出系統は、希釈剤を高い圧力状態で抽出するようになっている、
　請求項１５記載のシステム。
【請求項１７】
　ガスタービンを制御する方法であって、
　燃料をガスタービンの複数の燃焼器に提供するステッと、
　酸化剤を前記複数の燃焼器に提供するステップであって、酸化剤流量は、前記複数の燃
焼器の各々について別個独立に調節されるステップと、
　前記燃料及び前記酸化剤を前記複数の燃焼器内で燃焼させて排ガスを生じさせるステッ
プと、
　前記排ガスのパラメータを測定するステップと、
　前記複数の燃焼器の各々中への前記酸化剤流量を調節して前記パラメータを標的設定値
範囲内に調節するステップと、を備えている、
　ことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　前記酸化剤を前記複数の燃焼器の各々に提供する前に前記酸化剤を圧縮するステップを
更に有する、
　請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　前記排ガスの一部分を希釈剤として前記複数の燃焼器に戻すステップを更に有する、
　請求項１７記載の方法。
【請求項２０】
　前記希釈剤が前記燃焼器に入る前に前記希釈剤を圧縮機で圧縮するステップを更に有す
る、
　請求項１９記載の方法。
【請求項２１】
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　前記圧縮機は、前記排ガスを受け入れてこれから動力を発生させるようになった膨張機
に作動的に結合されている、
　請求項２０記載の方法。
【請求項２２】
　前記圧縮機と前記複数の燃焼器の各々との間に設けられた継手から前記排ガスの少なく
とも一部分を抽出するステップを更に有し、前記排ガスの抽出量は、少なくとも部分的に
、前記パラメータに基づいている、
　請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　非一過性コンピュータ可読媒体であって、前記非一過性コンピュータ可読媒体は、プロ
セッサに命令することによって、
　燃料をガスタービンの複数の燃焼器に提供し、
　酸化剤を前記複数の燃焼器に提供し、酸化剤流量は、前記複数の燃焼器の各々について
別個独立に調節され、
　前記燃焼の際の火炎中に生じた排ガスのパラメータをモニタし、
　前記複数の燃焼器の各々中への酸化剤流量を調節して前記パラメータを標的設定値範囲
内に調節するよう構成されたコードを有する、
　非一過性コンピュータ可読媒体。
【請求項２４】
　前記パラメータは、前記排ガス中の酸素濃度である、
　請求項２３記載の非一過性コンピュータ可読媒体。
【請求項２５】
　前記パラメータは、前記排ガス中の一酸化炭素濃度である、
　請求項２３記載の非一過性コンピュータ可読媒体。
【請求項２６】
　スワールチャートを表すデータ構造を有する、
　請求項２３記載の非一過性コンピュータ可読媒体。
【請求項２７】
　前記プロセッサに命令して複数のセンサと関連した測定値を前記データ構造と比較して
前記複数の燃焼器のどれを調節すべきかを決定するよう構成されたコードを有する、
　請求項２６記載の非一過性コンピュータ可読媒体。
【請求項２８】
　前記プロセッサに命令して複数の排気センサから測定値を得るよう構成されたコードを
有する、
　請求項２３記載の非一過性コンピュータ可読媒体。
【請求項２９】
　前記プロセッサに命令し、前記複数の燃焼器の各々への酸化剤流量を調節して互いに異
なる排気センサのところでの測定パラメータ相互間の差を最小限に抑えるよう構成された
コードを有する、
　請求項２８記載の非一過性コンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概略的には、低エミッション発電システムに関する。詳細には、本発明は、
ガスタービンシステムにおいて実質的に化学量論的燃焼を最適化するシステム及び方法に
関する。
【０００２】
〔関連出願の説明〕
　本願は、２０１０年８月６日に出願された米国特許仮出願第６１／３７１，５２３号（
発明の名称：SYSTEMS AND METHODS FOR OPTIMIZING STOICHIOMETRIC COMBUSTION）の権益
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主張出願であり、この米国特許仮出願を参照により引用し、その開示内容全体を本明細書
の一部とする。
【背景技術】
【０００３】
　本項は、本発明の例示の実施形態と関連している場合のある当該技術分野の種々の観点
を紹介するものである。この説明は、本発明の特定の観点の良好な理解を容易にする技術
内容の枠組みの提供を助けるものと考えられる。従って、本項は、このような見方で読ま
れるべきであり、必ずしも本項の記載内容が先行技術である旨の承認として読まれるべき
ではないことは理解されるべきである。
【０００４】
　例えばガスタービンと一体化された燃焼器内での燃料の燃焼は、排ガスの温度をモニタ
することによって制御できる。全負荷時、典型的なガスタービンは、所望の燃焼ガス又は
排ガス温度に達するために多くの燃焼器に導入される燃料の量を調節する。従来型燃焼タ
ービンは、入口案内翼を用いて燃焼器に導入される酸化剤を制御する。部分負荷時、燃焼
器に導入される酸化剤の量を減少させ、この場合も又、燃料の導入量を制御して所望の排
ガス温度に到達するようにする。部分負荷時、ガスタービンの効率は低下する。というの
は、酸化剤の燃料を減少させることが入口案内翼によって制限されるからであり、これら
入口案内翼は、酸化剤の流量を僅かに減少させることしかできない。さらに、酸化剤は、
入口案内翼がこれらの流れ制限位置にあるときに一定の低い流量のままである。この場合
、ガスタービンの効率は、これが低い動力発生状態にあるときに低下する。というのは、
当該質量流量で当該量の動力を得るためには、低い膨張機入口温度が必要だからである。
さらに、既存の酸化剤制御装置は、細かい流量制御が可能ではない場合があり、このよう
な既存の酸化剤入口制御装置は、酸化剤の流量を絞った状態で大きな圧力降下をもたらす
場合がある。酸化剤制御に関するこれら方式のいずれであっても、部分負荷時又は減圧作
動状態においてリーンブローアウト（lean blow out）に関する潜在的な問題が存在する
。
【０００５】
　燃焼器への酸化剤の導入量を制御することは、排ガスから二酸化炭素（ＣＯ2）を捕捉
することを目的とした場合に望ましいと言える。現行の二酸化炭素捕捉技術は、幾つかの
理由により費用が高くつく。１つの理由は、温度が低く且つ排ガス中の二酸化炭素の濃度
が低いということにある。しかしながら、実質的に化学量論的条件下において燃焼プロセ
スと作動させることにより二酸化炭素濃度を約４％から１０％超えるレベルまで著しく増
大させることができる。さらに、排ガスの温度を制御するために排ガスの一部分を希釈剤
として燃焼器に再利用するのが良い。また、排ガス中の未使用酸素が捕捉二酸化酸素中で
汚染される場合があり、それにより二酸化炭素の捕捉に利用できる溶剤の種類が制限され
る。
【０００６】
　多くのシステムでは、別個の酸化剤系統の作動を変更することにより酸化剤流量を減少
させることができる。例えば、独立の酸化剤圧縮機を遅い作動速度に絞ることができ、そ
れにより、酸化剤流量が減少する。しかしながら、圧縮機作動速度の減少により、一般に
、圧縮機の効率が低下する。更に、圧縮機の絞りにより、燃焼器に入る酸化剤の圧力が減
少する場合がある。これとは対照的に、ガスタービンの圧縮機区分によって酸化剤が提供
される場合、速度を減衰させることは、発電中に制御可能な変数ではない。６０サイクル
電力を生じさせるために用いられるガスタービンは、一般に、３６００ｒｐｍで作動され
る。同様に、５０サイクル電力を生じさせるためには、ガスタービンは、３０００ｒｐｍ
で作動される場合が多い。従来型ガスタービン燃焼器作動では、燃焼器への酸化剤の流量
は、制御にそれほど値しない場合がある。というのは、過剰の酸化剤が燃焼条件及び排ガ
スの温度を制御するために燃焼チャンバ内で冷却剤として用いられるからである。ガスタ
ービン内における燃焼プロセスを制御する技術を求めて多くの検証が行われた。
【０００７】
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　例えば、ウィリス（Willis）等に付与された米国特許第６，３３２，３１３号明細書は
、別々の燃焼ゾーンのために別々の弁動作式空気混合ツールを備えた燃焼チャンバを開示
している。燃焼チャンバ組立体が燃料及び空気を一次、二次及び三次燃焼ゾーンの各々に
供給するよう一次、二次及び三次燃料及び空気混合ダクトを含む。一次、二次、三次燃料
及び空気混合ダクトの各々は、空気を互いに逆方向に旋回させるよう同軸に配置された１
対の軸流スワラ又は旋回器及び燃料を同軸にそれぞれの軸流スワラに供給する燃料噴射器
を有する。一次及び二次燃料及び空気混合ダクトへのそれぞれ空気の供給を制御する弁が
設けられている。冷却用空気及び希釈空気を燃焼チャンバに供給するためにダクトが配置
されている。一次、二次及び三次燃料及び空気混合ダクト並びにこの供給ダクトへの空気
の供給量が測定される。
【０００８】
　ミトリッカ（Mittricker）等名義で出願された国際公開第２０１０／０４４９５８号パ
ンフレットは、例えばガスタービンシステムにおいて燃焼生成物を制御する方法及びシス
テムを開示している。一実施形態は、実質的に酸素及びＣＯ2を含み、酸素とＣＯ2の所与
の酸素とＣＯ2の比を有する酸素化流を有する燃焼制御システムを含み、次に、酸素化流
を燃焼燃料流と混合し、燃焼器内で燃焼させて温度センサ及び酸素濃度計により検出され
る温度及び組成を有する燃焼生成物流を生じさせる。センサからのデータを用いて酸素化
流及び燃焼燃料流の流量及び組成を制御する。このシステムは、膨張機を備えると共にフ
ィードバック構成において負荷及び負荷コントローラを備えたガスタービンを更に有する
場合がある。
【０００９】
　ミトリッカ等名義の国際公開第２００９／１２０７７９号パンフレットは、低ミッショ
ン発電及び炭化水素回収システム及び方法を開示している。一システムは、低ミッション
発電方式の圧力維持及びフラッドシステム（integrated pressure maintenance and misc
ible flood system）を含む。別のシステムは、高温ガス膨張機及び外部燃焼器を用いた
低ミッション発電、炭素隔離、原油増進回収（ＥＯＲ）又は二酸化炭素販売を可能にする
。別のシステムは、空気を入口圧縮機で圧縮し、高温二酸化炭素含有ガスを膨張機内で用
いて動力を発生させるガス動力タービンを用いて低ミッション発電を可能にする。
【００１０】
　ポール（Paul）に付与された米国特許第４，８５８，４２８号明細書は、ガスタービン
用の全最適化サイクルを備えた新一体形推進システムを開示している。この米国特許明細
書は、一体形高圧及び低圧回路を備えたガスタービンシステムを開示しており、このよう
なガスタービンシステムは、これら回路の一方から仕事を取り出す動力伝達装置を備えて
おり、それぞれの回路への空気及び燃料の量は、マイクロプロセッサによってモニタされ
る電力需要に従って変えられる。タービンシステムは、低圧圧縮機、燃焼チャンバを備え
た多段高圧圧縮機及び高圧圧縮機と関連した高圧タービンを有する。燃焼チャンバ及び低
圧タービンが低圧圧縮機と関連しており、低圧タービンは、高圧タービンから消費状態の
ガスを追加的に受け取るよう高圧タービンと段階的に作動され、マイクロプロセッサがタ
ービンシステム内における圧縮機コンポーネントとタービンコンポーネントとの間の空気
及びガス流量を調節するために用いられる。
【００１１】
　アーネスト（Earnest）に付与された米国特許第４，２７１，６６４号明細書は、ＥＧ
Ｒ方式のタービンエンジンを開示している。このエンジンは、開ループブレイトンサイク
ルで動作する主動力タービンを有する。主動力タービンへの空気供給は、ブレイトンター
ビンの排ガスから熱エネルギーを引き出す閉ループランキンサイクルのタービンによって
別個独立に駆動される圧縮機によって提供される。排ガスの一部分は、部分負荷作動中、
圧縮機入口中に再循環される。
【００１２】
　ハーゲン（Hagen）等名義で出願された米国特許出願公開第２００９／００６４６５３
号明細書は、部分負荷燃焼サイクルを開示している。部分負荷方法は、タービン入口温度
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を上げると共に部分負荷作動における熱的効率をブレイトンサイクル、フォグド（fogged
）ブレイトンサイクル又は幾分かの水蒸気送り出し又は最大水蒸気送り出し方式で動作す
るサイクルの関連技術における部分負荷作動によって得られる熱的効率よりも高く増大さ
せるために希釈剤を用いた熱力学的サイクルにおける希釈剤流体、燃料流体及び酸化剤流
体の送り出しを制御する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】米国特許第６，３３２，３１３号明細書
【特許文献２】国際公開第２０１０／０４４９５８号パンフレット
【特許文献３】国際公開第２００９／１２０７７９号パンフレット
【特許文献４】米国特許第４，８５８，４２８号明細書
【特許文献５】米国特許第４，２７１，６６４号明細書
【特許文献６】米国特許出願公開第２００９／００６４６５３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　酸化剤流量を制御する幾つかの従来の技術的努力は、酸化剤入口制御装置を具体化した
が、このようなシステムは、このような燃焼器の全てを一緒に制御することを開示してお
り、燃焼器相互間の差を考慮に入れていない。さらに、これらシステムは、酸化剤流量を
微調節する能力において制限がある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の例示の実施形態は、ガスタービンシステムを提供する。このガスタービンシス
テムは、酸化剤系統、燃料系統、制御システム及び酸化剤系統からの酸化剤及び燃料系統
からの燃料を受け入れ、これらを燃焼させて排ガスを生じさせる複数の燃焼器を有する。
酸化剤流量調節装置が燃焼器の各々とそれぞれ作動的に関連している。酸化剤流量調節装
置は、関連の燃焼器中への酸化剤流量を別個独立に調節するよう構成されている。排気セ
ンサが、制御システムと連絡状態にある。排気センサは、排ガスの少なくとも１つのパラ
メータを測定するようになっており、制御システムは、少なくとも部分的に、排気センサ
によって測定されたパラメータに基づいて、複数の酸化剤流量調節装置の１つを別個独立
に調節するよう構成されている。
【００１６】
　酸化剤は、酸素及び希釈剤を含むのが良い。希釈剤供給源が複数の燃焼器の各々に提供
される。圧縮酸化剤を複数の燃焼器に提供するのに酸化剤圧縮機を用いるのが良い。
【００１７】
　酸化剤流量調節装置は、流量制御弁を含むのが良い。酸化剤流量調節装置は、調節可能
なスワラサブアセンブリを含むのが良い。調節可能なスワラサブアセンブリは、流れスリ
ーブの周りに位置決めされていて、流れスリーブ中への酸化剤流量を制御可能に調節する
環状制御組立体を含むのが良い。環状制御組立体は、取り付けリング及びアクチュエータ
翼と作動的に関連した複数の関節運動翼を含むのが良い。複数の関節運動翼は、アクチュ
エータ翼を取り付けリングに対して動かすことによって開放位置と閉鎖位置とこれら位置
相互間の位置との間で制御可能に調節されるようになっているのが良い。
【００１８】
　ガスタービンシステムは、複数の排気センサを有するのが良く、複数の排気センサは、
制御システムと協働して、互いに異なる排気センサのところでの測定パラメータ相互間の
差を最小限に抑えるよう複数の燃焼器への酸化剤流量を調節するようになっている。複数
の燃焼器の少なくとも１つに設けられた酸化剤流量調節装置は、酸化剤、燃料、希釈剤又
はこれらの任意の組み合わせの混合度を増大させるようになっている。
【００１９】
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　燃焼器が希釈剤入口及び酸化剤入口を有するのが良く、酸化剤流量調節装置は、酸化剤
入口内に配置される。酸化剤流量調節装置は、燃料が導入される前に酸化剤と希釈剤を混
合するよう構成されているのが良い。
【００２０】
　タービン膨張機が排ガスを受け入れて動力を発生させるようになっているのが良い。排
熱回収蒸気発生器がタービン膨張機から排ガスを受け入れて動力を発生させるようになっ
ているのが良い。
【００２１】
　希釈剤圧縮機及びＥＧＲループが膨張機から排ガスを受け入れるようになっているのが
良く、ＥＧＲループは、動力を発生させるようになった排熱回収蒸気発生器及び冷却状態
の排ガスを希釈剤圧縮機に提供するようになった冷却排気ラインを有し、希釈剤圧縮機は
、圧縮状態の希釈剤を燃焼器に提供するようになっている。
【００２２】
　排ガス抽出系統が希釈剤圧縮機と燃焼器との間に設けられるのが良く、排ガス抽出系統
は、希釈剤を高い圧力状態で抽出するのが良い。
【００２３】
　別の例の磁気実施形態は、ガスタービンを制御する方法を提供する。この方法は、燃料
をガスタービンの複数の燃焼器に提供するステップ及び酸化剤を複数の燃焼器に提供する
ステップを有し、酸化剤流量は、複数の燃焼器の各々について別個独立に調節される。燃
料及び酸化剤を複数の燃焼器内で燃焼させて排ガスを生じさせる。排ガスのパラメータを
測定し、複数の燃焼器の各々中への酸化剤流量を調節してパラメータを標的設定値範囲内
に調節する。
【００２４】
　この方法は、酸化剤を複数の燃焼器の各々に提供する前に酸化剤を圧縮するステップを
有するのが良い。排ガスの一部分を希釈剤として複数の燃焼器に戻すのが良い。希釈剤が
燃焼器に入る前に希釈剤を圧縮機で圧縮するのが良い。圧縮機は、排ガスを受け入れてこ
れから動力を発生させるようになった膨張機に作動的に結合されるのが良い。
【００２５】
　圧縮機と複数の燃焼器の各々との間に設けられた継手から排ガスの少なくとも一部分を
抽出するのが良く、排ガスの抽出量は、少なくとも部分的に、パラメータに基づく。
【００２６】
　別の例示の実施形態は、プロセッサに命令し、燃料をガスタービンの複数の燃焼器に提
供し、酸化剤を複数の燃焼器に提供し、酸化剤流量は、複数の燃焼器の各々について別個
独立に調節されるよう構成されたコードを有する非一過性コンピュータ可読媒体を提供す
る。このコードは又、プロセッサに命令し、燃焼の際の火炎中に生じた排ガスのパラメー
タをモニタし、複数の燃焼器の各々中への酸化剤流量を調節してパラメータを標的設定値
範囲内に調節する。パラメータは、排ガス中の酸素濃度であるのが良い。パラメータは、
排ガス中の一酸化炭素濃度であっても良い。
【００２７】
　非一過性コンピュータ可読媒体は、スワールチャートを表すデータ構造を有するのが良
い。コードは、プロセッサに命令して複数のセンサと関連した測定値をデータ構造と比較
して複数の燃焼器のどれを調節すべきかを決定するよう構成されているのが良い。コード
は、プロセッサに命令して複数の排気センサから測定値を得るよう構成されているのが良
い。コードは、プロセッサに命令し、複数の燃焼器の各々への酸化剤流量を調節して互い
に異なる排気センサのところでの測定パラメータ相互間の差を最小限に抑えるよう構成さ
れているのが良い。
【００２８】
　本発明の利点は、以下の詳細な説明及び添付の図面を参照すると良好に理解される。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
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【図１】ガスタービンを含むガスタービンシステムの略図である。
【図２】燃焼器、例えば図１を参照して説明する燃焼器の一部分を示す略図である。
【図３】図２を参照して説明するスワラの斜視図である。
【図４】多数の燃焼器の各々への酸化剤流量を別個独立に調節するために使用できるガス
タービンシステムの略図である。
【図５】タービン膨張機に設けられたセンサを含むガスタービンシステムの略図である。
【図６】各燃焼器からの排気ラインに設けられたセンサを含むガスタービンシステムの略
図である。
【図７】各燃焼器のための酸化剤供給ラインに設けられた別個の酸化剤流量調節弁を含む
ガスタービンシステムの略図である。
【図８】膨張機排気区分からの排気流に対する排熱回収蒸気発生器（ＨＲＳＧ）を含むガ
スタービンシステムの略図である。
【図９】膨張機排気区分から排熱回収蒸気発生器（ＨＲＳＧ）までの排気流に対するセン
サを含むガスタービンシステムの略図である。
【図１０】ＨＲＳＧからの冷却排気流に対するセンサを含むガスタービンシステムの略図
である。
【図１１】ＨＲＳＧからの冷却排気流に対する冷却器を含むガスタービンシステムの略図
である。
【図１２】上述の多数のシステムの特徴を組み合わせたガスタービンシステムの略図であ
る。
【図１３Ａ】当量比（φ）が０．７５から１．２５に変化したときにおける酸素の濃度と
一酸化炭素の濃度の関係を示すシミュレーションのグラフ図である。
【図１３Ｂ】当量比（φ）が０．９９９から１．００１に変化したときにおける酸素の濃
度と一酸化炭素の濃度の関係を示すシミュレーションのグラフ図である。
【図１４】アレイ状に配置されたセンサからの読みに基づいて個々の燃焼器を付勢する方
法のブロック図である。
【図１５】ガスタービンにおける多数の燃焼器への酸化剤及び燃料を別個独立に制御する
ために使用できるプラント制御システムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下の詳細な説明の項において、本発明の特定の実施形態を好ましい実施形態と関連し
て説明する。しかしながら、以下の説明が本発明の特定の実施形態又は特定の使用に特有
である範囲まで、これは、例示目的にのみ行われ、例示の実施形態についての説明を提供
するに過ぎない。したがって、本発明は、以下に説明する特定の実施形態には限定されず
、それどころか、本発明は、特許請求の範囲に記載された本発明の範囲に含まれるあらゆ
る変形例、改造例及び均等例を含む。
【００３１】
　始めに、参照の便宜上、本明細書で用いられる或る特定の用語及び本発明との関連で用
いられるこれらの意味について説明する。本明細書において用いられる用語が以下におい
て定義されていない範囲については、当業者が与える最も広い定義が少なくとも１つの刊
行物又は発行された特許に反映されている用語に与えられるべきである。さらに、本発明
は、以下に示されている用語の使い方によって限定されることはない。というのは、全て
の均等例、同義語、新たな展開及び同一又は類似の目的を達成する用語又は技術は、特許
請求の範囲に記載された本発明の範囲に含まれると見なされるからである。
【００３２】
　「吸着剤」は、排ガス流からＣＯ2を抽出し又は隔離するために使用できる。吸着剤は
、床中の吸着剤が容量に達したときに切り換え可能な一連の平行な床内に用いられる場合
がある。流れから取り出される床は、次に、ＣＯ2を脱着するよう処理され、例えば加熱
されるのが良い。
【００３３】
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　本発明におけるＣＯ2隔離に適当な吸着剤は、関連の温度範囲及び関連の組成範囲にわ
たって適度に大きな作業容量を有し、他の望ましくない成分（例えば、Ｎ2及びＯ2）より
もＣＯ2に良好な選択性を示し、良好な反応速度を有し、高い耐久性を有し、良好な適合
性を有し、更にこのような吸着剤のコストは、適度に安価である。数種類の固相吸着剤が
ＣＯ2捕捉のための潜在的な候補である。例えば、分子篩は、多数の相互連結状態の一様
なサイズの細孔が存在するよう原子が格子又はフレーム構造の状態に配列された物質であ
る。細孔は、一般に、細孔のサイズ（孔径）とほぼ同じ又はこれより小さいサイズの分子
しか入れない。分子篩は、細孔に対してサイズに基づいて分子を吸着して分離し又は遮断
するために使用できる。分子篩の一等級は、ゼオライトである。ゼオライトは、アルミニ
ウムの水和シリケートであり、交換可能なイオンを含む場合が多い。ゼオライトは、天然
に産出するものであっても良く、人工のものであっても良い。天然に産出する形式のもの
としては、少し挙げてみただけでも、斜方沸石、クライノタイロ沸石、エリオナイト、輝
沸石及びモルデン沸石が挙げられる。例えばタイプＡ、Ｄ、Ｌ、Ｒ、Ｓ、Ｔ、Ｘ、Ｙ、Ｚ
ＳＭ、モルデン沸石又はクライノタイロ沸石を含む人工ゼオライトも又使用できる。例え
ば化学吸着を利用した液相又は溶剤吸着系も又使用できる。これらは、とりわけカーボネ
ート又はアミンを主成分とする系を含む場合がある。
【００３４】
　「物理的吸収」という用語は、ガス状供給流から比較的高い圧力、例えば約２．０７～
１３．８ＭＰａの状態で生成物を優先的に吸着する液体中にガス状供給流を通すことによ
ってガス状供給流から生成物、例えば二酸化炭素を吸収することを意味している。吸収し
た生成物が減少した供給流を液体から除去する。次に、例えば液体にこのような圧力を下
げることにより又は生成物を液体からストリップすることによって生成物を液体から回収
することができる。他の溶剤を利用したプロセス、例えばアミン又はカーボネートを利用
したプロセスとは異なり、液体中への二酸化炭素の吸収には、二酸化炭素の化学反応は関
与しない。物理的吸着プロセスの一例は、ハニウェル・コーポレイション（HONEYWELL Co
rporation）の子会社であるユーオーピー・エルエルシー（UOP LLC）から入手できるSELE
XOL（商標）プロセスである。
【００３５】
　「炭素隔離施設」は、例えば成熟又は枯渇した石油・ガス貯留層、採鉱不能の炭層、深
部岩塩地層、玄武岩地層、シェール地層又は掘削トンネル若しくはキャバーン中への導入
によって二酸化炭素を制御すると共に収納場所に隔離することができる施設である。さら
に、隔離を隔離ガスのための他の使用、例えば有効貯留層からの三次原油回収における炭
化水素産出の増大と組み合わせることができる。
【００３６】
　「複合サイクル発電プラント」は、発電のために蒸気タービンとガスタービンの両方を
用いる。ガスタービンは、開ブレイトンサイクルで動作し、蒸気タービンは、ガスタービ
ンからの熱により動力供給されるランキンサイクルで動作する。これら複合サイクルガス
／蒸気発電プラントは、一般に、ガス単独プラント又は蒸気単独プラントよりもエネルギ
ー変換効率が高い。複合サイクルプラントの効率は、５０％～６０％という高い効率であ
る場合がある。複合サイクルプラントの効率が高いことは、ガスタービンと蒸気タービン
の組み合わせの相乗的利用の結果として得られる。典型的には、複合サイクル発電プラン
トは、ガスタービン排気からの熱を利用して水を沸騰させて蒸気を発生させる。典型的な
複合サイクルプラントのボイラは、排熱回収蒸気発生器又は排熱熱交換器（ＨＲＳＧ）と
呼ばれる場合がある。発生した水蒸気は、複合サイクルプラントの蒸気タービンに動力供
給するために利用される。ガスタービン及び蒸気タービンは、独立の発電機に別々に動力
供給するために利用可能であり、又は変形例として、蒸気タービンをガスタービンと組み
合わせて一緒になって共通駆動シャフトにより単一発電機を駆動しても良い。
【００３７】
　「希釈剤」は、燃料を燃焼させるためにガスタービンに供給される酸化剤の濃度を減少
させるために用いられるガスである。希釈剤は、窒素、ＣＯ2、燃焼排気又は任意の種類
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の他のガスの過剰分であるのが良い。実施形態では、希釈剤は又、燃焼器に冷却作用をも
たらすことができる。
【００３８】
　本明細書で用いられる「圧縮機」は、作業流体の圧力を増大させるよう設計された形式
の機器を含み、又、任意の一形式若しくは類似し又は互いに異なる形式の圧縮機器の組み
合わせを含む。圧縮機は、圧縮機と関連した補助機器、とりわけモータ及び駆動システム
を更に含む場合がある。圧縮機は、１つ又は２つ以上の圧縮段を例えば直列に利用するこ
とができる。例示の圧縮機としては、容積移送形式、例えば往復圧縮機及び回転圧縮機並
びに動的形式、例えば遠心圧縮機及び軸流圧縮機が挙げられるが、これらには限定されな
い。例えば、圧縮機は、以下に更に詳細に説明するようにガスタービンエンジンにおける
第１段（初段）であるのが良い。
【００３９】
　「制御システム」は、典型的には、１組の共通のプロセス結果を達成するよう協働する
論理回路を採用した１つ又は２つ以上の物理的システムコンポーネントを含む。ガスター
ビンエンジンの作動において、その目的は、特定の排ガス組成及び温度を達成することに
あると言える。制御システムは、外乱、製造公差に起因した物理的コンポーネント相互間
のばらつき及び制御された出力値を得るために入力される設定値の変化があっても物理的
システムコンポーネントを確実に制御するよう設計されているのが良い。制御システムは
、通常、コントローラに送ることができるプロセス変数の読みを提供し、次に、例えば酸
化剤流れに作用する最終の制御要素を駆動するアクチュエータに制御信号を提供すること
ができる少なくとも１つの測定装置を有する。制御システムは、安定状態のままであり、
特定の作動条件範囲内で動揺を回避するよう設計されているのが良い。良好に設計された
制御システムは、作動プロセス中の変動状態の間であっても人による介在の必要性を大幅
に減少させることができる。
【００４０】
　「当量比」という用語は、燃焼器に入る燃料と酸素の質量比を質量比が化学量論比であ
る場合の燃料と酸素の質量比で除算した値を意味している。ＣＯ2及び水を生じさせる燃
料と酸素の完全燃焼は、当量比が１である。例えば燃料よりも酸素の方が多い希薄すぎる
混合物は、１未満の当量比をもたらし、例えば酸素よりも燃料の方が多い濃厚すぎる混合
物は、１を超える当量比をもたらす。
【００４１】
　「燃料」という用語は、ガスタービンに動力供給するために酸化剤で燃焼可能な任意種
類の炭化水素を含む。このような炭化水素としては、天然ガス、処理済み天然ガス、ケロ
セン、ガソリン又は任意の種類の他の天然又は合成炭化水素が挙げられる。
【００４２】
　「ガスタービン」エンジンは、ブレイトンサイクルで動作する。排ガスを逃がす場合、
これは、開ブレイトンサイクルと呼ばれ、排ガスを再利用することにより閉ブレイトンサ
イクルが提供される。本明細書で用いる「ガスタービン」という用語は、典型的には、圧
縮機区分、多数の燃焼器及びタービン膨張機区分を含む。圧縮機は、酸化剤を圧縮するた
めに使用でき、酸化剤は、燃料と混合されて燃焼器に送られる。燃料と酸化剤の混合物は
、次に、点火されて高温燃焼ガスが生じる。燃焼ガスは、タービン膨張機区分に送られ、
タービン膨張機区分は、圧縮機に動力供給するために燃焼ガスからエネルギーを抽出する
と共に有用な仕事を行わせて負荷に動力供給する。本明細書において説明する実施形態で
は、酸化剤は、外部圧縮機によって燃焼器に提供されるのが良く、外部圧縮機は、ガスタ
ービンエンジンのシャフトに機械的に連結されていても良くそうでなくても良い。さらに
、実施形態では、圧縮機区分は、冷却材として燃焼器に送られるのが良い希釈剤、例えば
再利用排ガスを圧縮するために使用されるのが良い。
【００４３】
　「排熱回収蒸気発生器」、即ちＨＲＳＧは、高温ガス流から熱を回収する熱交換器又は
ボイラである。ＨＲＳＧは、プロセスで用いることができ又は蒸気タービンを駆動するた
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めに用いることができる蒸気を発生させる。ＨＲＳＧに関して一般的な用途は、ガスター
ビンからの高温排気がＨＲＳＧに送られて蒸気タービンを駆動する蒸気を発生させる複合
サイクル発電プラントにおける用途である。この組み合わせにより、ガスタービン単独か
蒸気タービン単独かのいずれかよりも効率的に電気を発生させる。
【００４４】
　「炭化水素」は、主として元素である水素及び炭素を含む有機化合物であるが、窒素、
硫黄、酸素、金属又は任意種類の他の元素が少量で存在していても良い。本明細書で用い
られる炭化水素という用語は、一般に、原料天然ガス中に見受けられる成分、例えばＣＨ

4、Ｃ2Ｈ2、Ｃ2Ｈ4、Ｃ2Ｈ6、Ｃ3異性体、Ｃ4異性体、ベンゼン等を意味している。
　「酸化剤」という用語は、燃料を燃焼させるためにガスタービンエンジンの燃焼器中に
流入させることができるガス混合物である。本明細書において用いられる場合、酸化剤は
、希釈剤としての任意の種々の他のガスと混合される酸素であるのが良く、他のガスとし
ては、ＣＯ2、Ｎ2、空気、燃焼排気等が挙げられる。
【００４５】
　「センサ」という用語は、物理的量の絶対値又はその変化を検出し、求め、モニタし、
記録し又は違ったやり方で検知することができる任意の装置を意味している。本明細書で
用いられる場合、センサは、温度、圧力、Ｏ2濃度、ＣＯ濃度、ＣＯ2濃度、流量、音響デ
ータ、振動データ、化学物質濃度、弁位置又は任意他の物理的データを含む物理的量を測
定するために使用されるのが良い。
【００４６】
　「圧力」という用語は、ガスにより容積部の壁に及ぼされる単位面積当たりの力である
。圧力は、平方インチ当たりのポンド（ｐｓｉ）で示される場合がある。「大気圧」とい
う用語は、大気の局部圧力を意味している。「絶対圧」（ｐｓｉａ）は、大気圧（標準条
件では１４．７ｐｓｉａ）にゲージ圧（ｐｓｉｇ）に加えた合計を意味している。「ゲー
ジ圧」（ｐｓｉｇ）は、ゲージ（計器）の測定される圧力を有し、ゲージは、局部大気圧
を超える圧力だけを支持する（即ち、０ｐｓｉｇのゲージ圧は、１４．７ｐｓｉａの絶対
圧に一致する）。「蒸気圧」という用語は、通常の熱力学的意味を有している。所与の圧
力状態における閉鎖系内での純粋成分の場合、成分蒸気圧は、本質的に、系中の全圧に等
しい。
【００４７】
　物質又はその特定の特性の量又は大きさに関して用いられる場合の「実質的に」という
用語は、物質又は特性が提供しようする効果を提供するのに十分な量を意味している。許
容可能な正確なばらつき度は、幾つかの場合、特定の前後関係で決まる場合がある。
【００４８】
　概観
　本発明の実施形態は、ガスタービンエンジンの多数の燃焼器を個々に制御するシステム
及び方法を提供する。制御は、少なくとも部分的に、例えば排気膨張機にリング状に設け
られたセンサからの測定値に基づいている場合がある。センサは、とりわけ酸素センサ、
一酸化炭素センサ及び温度センサを含むのが良い。さらに、種々の形式のセンサの組み合
わせが情報を更に提供するよう用いられる場合がある。
【００４９】
　センサは、特定の燃焼器に対して１対１の関係を持たなくても良いが、特定の燃焼器に
よって影響を受ける場合がある。種々のセンサの応答は、例えばスワールチャートに基づ
く場合のある和アルゴリズム及び差アルゴリズムを用いて特定の燃焼器にフィードバック
される場合がある。スワールチャートは、膨張機内の排気流のパターンをその時点での排
気流に貢献している場合のある燃焼器に関連付ける。
【００５０】
　個々に制御される燃焼器の使用により、ガスタービンエンジンの燃焼効率が向上させる
ことができ、例えば、燃焼を１対１当量比に近づけることができる。効率のこのような向
上により、排気中の汚物及び未燃焼の炭化水素を減少させることができ、しかも排ガスか
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らのＣＯ2捕捉を効率的にすることができる。これにより、原油増進回収並びに隔離への
使用のためにタービンからのＣＯ2の捕捉度を向上させることができる。
【００５１】
　図１は、ガスタービン１０２を有するガスタービンシステム１００の略図である。ガス
タービン１０２は、単一のシャフト１０８に取り付けられた圧縮機１０４及びタービン膨
張機１０６を有するのが良い。ガスタービン１０２は、単一シャフト構成には限定されな
い。というのは、一般にシャフト相互間に機械的リンク機構又は動力伝達装置を備えた状
態で多数のシャフトを用いることができるからである。実施形態では、ガスタービン１０
２は、高温排ガスを例えばライン１１２により膨張機に供給する多数の燃焼器１１０を更
に有している。例えば、ガスタービン１０２は、ガスタービン１０２のサイズに応じて、
２基、４基、６基、１４基、１８基又はそれ以上の数の燃焼器１１０を有することができ
る。
【００５２】
　燃焼器１１０は、燃料源１１４により提供される燃料を燃やすために用いられる。種々
の源から酸化剤を燃焼器１１０の各々に提供することができる。例えば、実施形態では、
外部酸化剤源１１６、例えば外部圧縮機が酸化剤を燃焼器１１０に提供することができる
。実施形態では、酸化剤又は再利用排ガス１１８又はこれらの混合物を圧縮機１０４で圧
縮することができ、次に燃焼器１１０に提供することができる。他の実施形態では、例え
ば外部酸化剤源１１６が提供される場合、圧縮機１０４は、酸化剤の冷却及び希釈のため
に燃焼器１１０に供給することができる再利用排ガスだけを圧縮するために用いられても
良い。
【００５３】
　燃焼器１１０からの排ガスは、タービン膨張機１０６内で膨張し、機械エネルギーを生
じさせる。機械エネルギーは、シャフト１０８を介して圧縮機１０４に動力供給すること
ができる。さらに、機械エネルギーの一部分を機械的動力出力１２０としてガスタービン
から取り出して電気を発生させ又は酸化剤圧縮機に動力供給しても良い。膨張した排ガス
１２２をガス抜きし、熱回収のために用い、圧縮機１０４に再利用し又はこれらの任意の
組み合わせ状態で用いることができる。
【００５４】
　実施形態では、酸化剤を燃焼器１１０の各々に個々に計量供給してその燃焼器１１０内
の当量比を制御することができる。当業者には明らかなように、例えば当量比１での化学
量論的燃焼は、非化学量論的燃焼よりも高温になるであろう。したがって、過剰酸化剤か
追加の非可燃性ガス、例えば再利用排ガスかのいずれかを追加してエンジンを冷却するこ
とができ、それにより非常に高い熱による燃焼器１１０又はタービン膨張機１０６の損傷
を阻止することができる。再循環排ガス１２２の使用により、排気が酸素不足になり、そ
れによりこのような排気が原油増進回収のための良好な材料になるという別の利点が得ら
れる。さらに、例えば図２及び図３を参照して説明するように各燃焼器１１０への酸化剤
を個々に調節することにより、燃焼器１１０相互間の差を補償することができ、それによ
りガスタービン１０２の全体的効率が向上する。燃焼器１１０の各々への混合物パラメー
タの制御の仕方について図１３Ａ、図１３Ｂ及び図１４を参照して更に説明する。
【００５５】
　図２は、図１を参照して説明した燃焼器、例えば燃焼器１１０の一部分を示す略図２０
０である。これは、燃焼器１１０の一例に過ぎないことは明らかである。というのは、他
の多くのオプションが利用可能だからである。略図２００に示されているように、酸化剤
２０２を調節可能な酸化剤スワラ２０４中に供給するのが良い。スワラ２０４は、図３を
参照して更に説明するようにアクチュエータリング２０６を動かすことによって広く開放
可能であり又は部分的に閉鎖可能である。スワラ２０４は、例えば空気と酸化剤流中の再
利用排ガス又は燃料を含む酸化剤との混合度を促進することができる渦巻き状ガス流２０
８を生じさせる。燃料２１０を別個の流路２１２を通って例えば渦巻き状ガス２０８の外
部に沿って注入しても良く、それにより燃料２１０を加熱することができ、燃焼が促進さ
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れる。燃料２１０の注入は、別個の流路２１２には限定されない。というのは、燃料２１
０を任意の数の場所に注入することができるからである。例えば、燃料の予熱流２１４を
スワラ２０４の中心に沿って下方に注入するのが良く、それにより螺旋流路２０８中の酸
化剤２０２と混合させる。燃料２１０を燃焼ゾーン２１６への流入に先立って酸化剤２０
２と混合し、燃焼ゾーン内では、燃料１１０と酸化剤２０２を火炎２１８の状態で消費さ
せる。空気中でのメタンの化学量論的燃焼の断熱火炎温度は、約１９６０℃であり、酸素
中でのメタンの化学量論的燃焼は、約２８００℃である。したがって、機器の損傷の恐れ
を減少させるためには冷却が必要な場合がある。実施形態では、希釈剤をこれが調節可能
な酸化剤スワラ２０４中に注入されているときに冷却目的で酸化剤２０２に追加するのが
良い。実施形態では、希釈剤は、再利用排ガス、窒素又は燃焼プロセスに加わらない他の
ガスであるのが良い。
【００５６】
　図３は、図２を参照して説明したスワラ２０４の斜視図である。スワラ２０４は、多数
の翼３０２を有し、翼３０２は、酸化剤流３０４を翼３０２の各々相互間のスロート開口
部中に差し向ける。スロート開口部３０６のサイズを調節するためにアクチュエータリン
グ２０６を用いるのが良い。例えば、アクチュエータリングが角度を変化させると、翼３
０２は、開閉することができ、それによりスロート３０８中への酸化剤流３０４を調節す
ることができる。調節可能なスワラ２０４を各燃焼器１１０（図１）内に設けて燃焼器１
１０に供給される酸化剤の量を加減するのが良い。各燃焼器１１０への酸化剤の量を調節
するためにスワラ２０４を用いることができるシステムが図４に示されている。
【００５７】
　燃焼器への酸化剤の個別的制御
　図４は、多数の燃焼器１１０の各々への酸化剤流を個別的に調節するために使用できる
ガスタービン４００の略図である。参照符号が付けられたユニットは、図１を参照して全
体的に説明したものである。システム４００は、酸化剤流量調節装置４０２、例えば上述
のスワラ２０４及び各燃焼器１１０内に設けられた混合区分を用いる。アクチュエータ４
０４を用いると酸化剤流量調節装置４０２を調節することができる。
【００５８】
　多くのセンサ４０６がガスタービン１０２の膨張機排気区分４０８内に設けられるのが
良く、例えば、５個、１０個、１５個、２０個、２５個、３０個又はそれ以上のセンサ４
０６が膨張機排気区分４０８の周りにリング状に配置されるのが良い。センサ４０６の個
数は、ガスタービン１０２のサイズで決定されるのが良い。センサ４０６は、酸素センサ
、一酸化炭素センサ、温度センサ等を含む本明細書において説明した形式の任意のもので
あって良い。酸素センサの例としては、ラムダ及び／又は広帯域ジルコニア酸素センサ、
チタニアセンサ、ガルヴァニックセンサ、赤外線センサ又はこれら任意の組み合わせが挙
げられる。温度センサの例としては、熱電対、抵抗型温度装置、赤外線センサ又はこれら
の任意の組み合わせが挙げられる。一酸化炭素センサの例としては、酸化物を主成分とす
るフィルムセンサ、例えば、錫酸化バリウム及び／又は二酸化チタンが挙げられる。例え
ば、一酸化炭素センサとしては、白金活性化二酸化チタン、ランタン安定化二酸化チタン
等が挙げられる。センサ４０６の選択は、測定がシステムの実時間制御に必要なので、応
答時間で左右される場合がある。センサ４０６は、互いに異なる形式のセンサ４０６の組
み合わせを更に含む場合がある。センサ４０６は、データ信号４１０を制御システム４１
２に送る。
【００５９】
　制御システム４１２は、大型システム、例えば分散型制御システム（ＤＣＳ）、プログ
ラマブルロジックコントローラ（ＰＬＣ）、直接ディジタルコントローラ（ＤＤＣ）又は
任意他の適当な制御システムの一部であるのが良い。さらに、制御システム４１２は、パ
ラメータを自動的に調節することができ又はガスタービン１０２に関する情報を調節を手
動で行うオペレータに提供することができる。以下において、図１４を参照して制御シス
テム４１２について更に説明する。
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【００６０】
　理解されるように、図４に示されているガスタービンシステム４００及び他の図に示さ
れている類似のガスタービンシステムは、本発明の種々の実施形態の説明を助けるために
単純化されている。したがって、本発明の実施形態では、酸化剤系統１１６と燃料系統１
１４の両方並びにガスタービンシステムそれ自体は、図示していない多くの装置を含む場
合がある。このような装置としては、流量計、例えばオリフィス流量計、質量流量計、超
音波流量計、ベンチュリ流量計等が挙げられる。他の装置としては、ラインを開閉する弁
、例えばピストンモータ弁（ＰＭＶ）及び流量を調節するためのモータ弁、例えばダイヤ
フラムモータ弁（ＤＭＶ）、球形弁等が挙げられる。さらに、図示のユニットに加えて、
実施形態では、圧縮機、タンク、熱交換器及びセンサを利用する場合がある。
【００６１】
　図４に示されている実施形態では、圧縮機１０４は、流れ４１４、例えば再利用排気流
を圧縮するために使用されるのが良い。圧縮後、流れ４１４をライン４１６から燃焼器１
１０の混合区分中に注入するのが良い。流れ４１４は、純粋再利用流には限定されない。
というのは、注入される流れ４１４は、酸化剤を燃焼器１１０に提供することができるか
らである。膨張機排気区分４０８からの排気流４１４を用いると、以下において図１２を
参照して更に説明するように再利用流を提供することができる。センサ４０６の配置場所
は、膨張機排気区分４０８には限定されず、センサ４０６を多くの他の場所に配置するこ
とができる。例えば、センサ４０６を膨張機排気区分４０８周りに多数のリングの状態に
配置することができる。さらに、センサ４０６をセンサ４０６の形式によっては多数のリ
ングの状態に分けても良く、例えば、酸素濃度計を１つのリングの状態に配置し、温度セ
ンサを別のリングの状態に配置するのが良い。当業者には明らかなように、任意の数の適
当な構成例を用いることができる。排気膨張機内のセンサ４０６に加えて又はこれに代え
て、センサは、図５及び図６を参照して説明するようにガスタービン１０２の他の部分に
配置しても良い。
【００６２】
　図５は、タービン膨張機１０６に設けられたセンサ５０２を有するガスタービンシステ
ム５００の略図である。参照番号が付けられたユニットは、図１及び図４を参照して上述
したものである。タービン膨張機１０６に設けられたセンサ５０２は、信号５０４を制御
システム４１２に送り戻し、制御システム４１２は、燃焼器１１０の各々又は全てに関す
る調節の決定を行うよう使用できる。任意の数の物理的測定を膨張機１０６に対して行う
ことができ、例えば、センサ１０６を用いて温度、圧力、ＣＯ濃度、Ｏ2濃度、振動等を
測定することができる。さらに、これらパラメータの組み合わせを測定するために多数の
センサ５０２を用いても良い。センサ５０２をタービン膨張機１０６に設けることにより
、個々の燃焼器１０６の状態に対するセンサ５０２の各々の依存性を高めることができ、
それにより制御アルゴリズムの効率が向上する。図６を参照して説明するようにこれを一
段と高めることができる。
【００６３】
　図６は、各燃焼器１１０からの排気ライン６０４に設けられたセンサ６０２を有するガ
スタービンシステム６００の略図である。参照番号が付けられたユニットは、図１及び図
４を参照して上述したものである。この実施形態では、個々の燃焼器１１０に固有の信号
６０６をセンサ６０２から制御システム４１２に戻し、それにより、特定の制御アルゴリ
ズムを燃焼器１１０の各々について制御システム４１２で実施することができる。上述し
たように、センサ６０２は、温度、圧力、ＣＯ濃度、Ｏ2濃度又はこれら任意の組み合わ
せを測定することができる。センサ６０２のこの構成は、燃焼器１１０の各々の特定の制
御とガスタービン１０２に関する全体的制御データの両方についてデータを提供するため
に膨張機排気区分４０８又は他の場所に配置されたセンサ４０６と組み合わせるのが良い
。図７を参照して説明するように燃焼器１１０の各々における燃焼プロセスに対する一層
の制御を得るために実施形態では他の技術も又使用するのが良い。
【００６４】
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　図７は、各燃焼器１１０のための酸化剤供給ライン７０４に設けられた別個の酸化剤流
れ調節弁７０２を有するガスタービンシステム７００の略図である。本明細書で用いられ
る酸化剤流調節弁７０２は、ラインを通るガスの流量を制御するよう設計された任意の可
変形態システムであって良い。参照符号が付けられたユニットは、図１、図４及び図６を
参照して上述したものである。制御システム４１２によってアクチュエータ７０６を用い
て酸化剤流れ調節弁７０２を通る酸化剤の流量を調節するのが良い。酸化剤流れ調節弁７
０２は、酸化剤の流れを調節するよう酸化剤流れ調節装置４０２と一緒に動作するのが良
く、それにより燃焼器１１０内における燃焼プロセスの厳密な制御が提供される。さらに
、実施形態では、一層の制御を提供するよう酸化剤流れ調節弁７０２を燃焼器１１０から
の排気ライン６０４に設けられたセンサ６０２（図６）と組み合わせるのが良い。
【００６５】
　実施形態では、ガスタービン１０２は、多くの用途のために動力、ＣＯ2、熱エネルギ
ー又はこれらの任意の組み合わせを提供するよう使用できる。例えば、排気からの熱を図
８を参照して説明するように回収することができる。
【００６６】
　エネルギー回収及び排気の再利用
　図８は、膨張機排気区分４０８からの排気流４１８に対して設けられた排熱回収蒸気発
生器（ＨＲＳＧ）８０２を有するガスタービンシステム８００の略図である。参照符号が
付けられたユニットは、図１及び図４を参照して上述したものである。排気流４１８中の
排ガスとしては、燃料、酸素、一酸化炭素、二酸化炭素、水素、窒素、酸化窒素、窒素酸
化物、アルゴン、水、水蒸気又はこれらの任意の組み合わせが挙げられるが、これらには
限定されない。排気流４１８は、約４３０℃～約７２５℃の温度を有すると共に約１０１
ｋＰａ～約１１０ｋＰａの圧力を有する場合がある。
【００６７】
　略図８００に示された実施形態では、燃焼により生じた熱を用いて入口水流８０４を沸
騰させて水蒸気流８０６を生じさせることができ、この水蒸気流８０６も又過熱されるの
が良い。水蒸気流８０６を例えばランキンサイクルで用いると、蒸気タービンから機械的
動力を生じさせることができ又はユーティリティ用の水蒸気を生じさせることができ又は
これら両方を実施することができる。蒸気タービンからの機械的動力を用いると、電気を
発生させ、圧縮機を作動させたりすることができる。システム８００は、任意形式の熱回
収ユニット（ＨＲＵ）を用いることができるのでＨＲＳＧ８０２には限定されない。例え
ば、熱を熱交換器で回収して温水又は他の加熱流体を生じさせることができる。さらに、
有機作動流体（ＯＲＣ）を利用したランキンサイクルを用いると、熱エネルギーを機械エ
ネルギーに変換することにより熱エネルギーを回収することができる。
【００６８】
　次に、冷却状態の排気流８０８を他の目的に用いることができ、例えば、以下に説明す
るように再利用排気を流れ４１４に提供することができる。図９及び図１０を参照して説
明するように水蒸気発生プロセスをモニタすると共に制御するためにシステムに種々のセ
ンサを追加して設けるのが良い。
【００６９】
　図９は、膨張機排気区分４０８から排熱回収蒸気発生器（ＨＲＳＧ）８０２までの排気
流４１８に対して設けられたセンサ９０２を有するガスタービンシステム９００の略図で
ある。参照符号で示されたユニットは、図１、図４及び図８を参照して上述したものであ
る。信号９０４がセンサ９０２から制御システム４１２に提供されている。センサ９０２
は、温度センサ、圧力センサ又は上述したセンサの任意のものであって良い。さらに、セ
ンサ９０２は、単一のセンサであっても良く一群のセンサであっても良く、又、センサ９
０２は、燃焼器１１０の全てを制御するための情報を提供してＨＲＳＧ８０２を制御する
ためにガスタービン１０２からの排気流４１８の温度を調節するよう構成されているのが
良い。実施形態では、センサ９０２を例えば図４、図５及び図６に示されているように上
述したセンサ構成の任意のものと組み合わせることができる。図１０を参照して説明する
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ようにＨＲＳＧ８０２及びガスタービン１０２の制御を他の場所に設けたセンサによって
一段と促進することができる。
【００７０】
　図１０は、ＨＲＳＧ８０２からの冷却排気流８０８に対して設けられたセンサ１００２
を有するガスタービンシステム１０００の略図である。先の参照番号が付けられているユ
ニットは、図１、図４及び図８を参照して上述したものである。信号１００４がセンサ１
００２から制御システム４１２に提供されている。センサ１００２は、温度センサ、圧力
センサ又は上述したセンサの任意のものであって良い。さらに、センサ１００２は、単一
のセンサであっても良く一群のセンサであっても良く、又、センサ１００２は、燃焼器１
１０の全てを制御するための情報を提供してガスタービン１０２からの排気流４１８の温
度を調節するよう構成されているのが良い。信号１００４が、制御システム４１２によっ
て使用されて冷却排気流８０８中の無駄になっている熱の量に対してＨＲＳＧ８０２によ
り取り出される熱の量を求めることができる。
【００７１】
　実施形態では、センサ１００２を例えば図４、図５、図６及び図８に示されているよう
に上述したセンサ構成の任意のものと組み合わせることができる。ＨＲＳＧ８０２からの
却排気流８０８中の熱は、下流側のユニットで利用するには高すぎる場合がある。したが
って、図１１を参照して説明するように冷却器を用いて過剰の熱を除去するのが良い。
【００７２】
　図１１は、ＨＲＳＧ８０２からの冷却排気流８０８に対して設けられた冷却器１１０２
を有するガスタービンシステム１１００の略図である。先の参照番号が付けられているユ
ニットは、図１、図４、図８及び図１０を参照して上述したものである。冷却器１１０２
は、非接触型熱交換器であっても良く、或いは任意の数の他の形式のものであっても良い
。例えば、一実施形態では、冷却器１１０２は、向流直接接触型熱交換器であるのが良く
、この場合、水流れ１１０４が容器の頂部のところに導入され、冷却状態の排気流８０８
が容器の底部のところに導入される。水が高温排気ガスに接触すると、水は、蒸発と熱交
換の両方によって水蒸気を冷却する。加熱された水の流れ１１０６は、容器の底部から除
去され、そして冷却され、その後、水の流れ１１０４として再利用される。出口排気流１
１０８は、冷却されると共に水蒸気で飽和され、このような出口排気流を図１２を参照し
て説明するように例えば流れ４１４への再利用流として用いることができる。
【００７３】
　図１２は、上述した多くのシステムの特徴を組み合わせたガスタービンシステム１２０
０の略図である。先の参照番号が付けられているユニットは、図１、図４、図８及び図１
１を参照して上述したものである。この実施形態では、冷却器１１０２からの飽和排ガス
１２０２を圧縮機１０４の入口に再循環させるのが良い。圧縮後、飽和排ガス１２０２を
流れ４１６として燃焼器１１０に供給して燃焼器１１０の冷却を助けるのが良い。流れ４
１６の一部分を抽出副流１２０４として他の使用のために処理システムにそらすのが良い
。処理システムは、例えば原油増進回収のために炭化水素貯留層中への注入のためにＣＯ
及びＯ2の変換又は除去によって副流１２０４中のＣＯ2を精製することができる。そらさ
れたガスの他の用途としては、炭素隔離が挙げられる。この用途では、副流１２０４を処
分のために地下地層中に直接注入しても良い。
燃焼器への当量比の個々の制御
【００７４】
　上述したガスタービンシステムは、燃焼器１１０の各々内における燃焼プロセスを個々
に且つひとまとまりとして制御するために使用できる。上述したように、制御の一目的は
、燃料と酸素の当量比のバランスを取ることにある。これは、排気流中のＣＯ濃度により
表される未燃焼又は部分的に燃焼された炭化水素を最小限に抑えると共に排気流中の未消
費酸素を最小限に抑えるよう実施されるのが良い。図１３を参照して当量比について更に
説明する。
【００７５】
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　図１３Ａ及び図１３Ｂは、それぞれ、当量比（φ）が０．７５から１．２５に変化した
とき及び０．９９９から１．００１に変化したときにおける酸素の濃度と一酸化炭素濃度
の関係を示すシミュレーションのグラフ図である。最も高い効率は、当量比が約１．０の
場合に達成できる。当量比の関数としての酸素濃度が線１３１０として示され、当量比の
関数としての一酸化炭素の濃度が線１３２０として示されている。当量比（φ）は、（ｍ
ｏｌ％燃料／ｍｏｌ％酸素）actual／（ｍｏｌ％燃料／ｍｏｌ％酸素）stoichiometricに
等しい。ｍｏｌ％燃料は、Ｆfuel／（Ｆoxygen＋Ｆfuel）に等しく、この場合、Ｆfuelは
、燃料のモル流量に等しく、Ｆoxygenは、酸素のモル流量に等しい。　ｍｏｌ％酸素は、
Ｆoxygen／（Ｆoxygen＋Ｆfuel）に等しく、この場合、Ｆoxygenは、酸素のモル流量に等
しく、Ｆfuelは、燃料のモル流量に等しい。酸素のモル流量は、酸化剤混合物中の希釈剤
に対する酸素の割合で決まり、Ｆoxygen／（Ｆoxygen＋Ｆdiluent）として計算できる。
本明細書で用いられる場合、酸素の流量をＦoxidant＝（Ｆoxygen＋Ｆdiluent）として計
算できる。
【００７６】
　当量比（φ）が１を下回り又は１を上回ると、排ガス中の酸素及び一酸化炭素のモル分
率又は濃度が変化する。例えば、当量比（φ）が１を下回ると、酸素のモル分率は、約１
の当量比（φ）での約１ｐｐｍ（即ち、約１．０×１０-6の酸素をモル分率）から約０．
９９９の当量比における約１００ｐｐｍ（即ち、約１×１０-4の酸素モル分率）まで急増
する。同様に、当量比（φ）が１を上回ると、一酸化炭素の濃度は、約０．９９５の当量
比（φ）での約１ｐｐｍ（即ち、約１．０×１０-6の一酸化炭素濃度）から約１．００１
の当量比における約１００ｐｐｍ（即ち、約１×１０-4の一酸化炭素濃度）まで急増する
。
【００７７】
　少なくとも部分的にセンサ、例えばセンサ４０６（図４）、５０２（図５）又は６０２
（図６）から得られるデータに基づいて、燃焼器１１０の各々への酸化剤１１６の量及び
／又は燃料１１４の量は、所望の組成を有する排気流４１８を生じさせるよう調節される
のが良い。例えば、膨張機排気区分４０８、タービン膨張機１０６又は排気ライン６０４
内の排ガス中の酸素及び／又は一酸化炭素濃度をモニタすることにより、各燃焼器１１０
に導入される酸化剤１１６及び燃料１１４の量の個々の調節を燃料の燃焼がその燃焼器１
１０内で当量比（φ）の所定の範囲内で実施されるよう制御することができる。これは、
約３ｍｏｌ％以下、約２．５ｍｏｌ％以下、約２ｍｏｌ％以下、約１．５ｍｏｌ％以下、
約１ｍｏｌ％以下又は約０．５ｍｏｌ％以下の酸素及び一酸化炭素の組み合わせ濃度を有
する排気流４１８を生じさせるために使用できる。さらに、排気流４１８は、約４，００
０ｐｐｍ以下、約２，０００ｐｐｍ以下、約１，０００ｐｐｍ以下、約５００ｐｐｍ以下
、約２５０ｐｐｍ以下又は約１００ｐｐｍ以下の組み合わせ酸素及び一酸化炭素を有する
のが良い。
【００７８】
　各燃焼器１１０内における当量比（φ）に関する所望の又は所定の範囲は、所望量の酸
素及び／又は一酸化炭素を含む混合排気流４１８を生じさせるよう燃料１１４の燃焼を実
施するために計算され又は入力されるのが良い。例えば、各燃焼器１１０内の当量比（φ
）を約０．８５から約１．１５までの所定の範囲内に維持して約０．５ｍｏｌ％、約０．
８ｍｏｌ％又は約１ｍｏｌ％という低い割合から約１．５ｍｏｌ％、約１．８ｍｏｌ％、
約２ｍｏｌ％又は約２．２ｍｏｌ％という高い割合までの組み合わせ酸素及び一酸化炭素
濃度を有する排気流４１８を生じさせるのが良い。別の例では、各燃焼器１１０内の当量
比（φ）を約０．８５から約１．１５までの所定の範囲内に維持して約２ｍｏｌ％未満、
約１．９ｍｏｌ％以下、約１．７ｍｏｌ％以下、約１．４ｍｏｌ％以下、約１．２ｍｏｌ
％以下又は約１ｍｏｌ％以下の組み合わせ酸素及び一酸化炭素濃度を有する排気流４１８
を生じさせるのが良い。さらに別の例では、各燃焼器１１０内の当量比（φ）を約０．９
６から約１．０４までの所定の範囲内に維持して約４，０００ｐｐｍ以下、約３，０００
ｐｐｍ以下、約２，０００ｐｐｍ以下、約１，０００ｐｐｍ以下、約５００ｐｐｍ以下、
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約２５０ｐｐｍ以下又は約１００ｐｐｍ以下の組み合わせ酸素及び一酸化炭素濃度を有す
る排気流４１８を生じさせるのが良い。
【００７９】
　燃焼器１１０は、同一の設定値の状態にある必要なく又はそれどころか同一の範囲内に
ある必要はないことが注目されよう。本発明の実施形態では、構成、性能又は作動の差を
考慮に入れて燃焼器１１０の各々について異なる又は偏りのある設定値を用いることがで
きる。これは、互い異なる燃焼器１１０の互いに異なる動作特性により排気流４１８を許
容できないレベルの酸素又は一酸化炭素で汚染される状況を回避することができる。
　したがって、本発明の実施形態では、ガスタービン１０２を作動させる２種類の方法が
用いられる。第１の方法では、１組の燃焼器１１０全体を例えば始動中且つグローバルな
設定値調節、例えば速度又は動力変化に応答して単一のものとして作動させる。第２の方
法では、個々の燃焼器１１０を別々に付勢して例えば摩耗の差、製造上のばらつき等を補
償することができる。
【００８０】
　１組の燃焼器１１０全体を作動させる一方法は、最初に、即ち、始動時に、燃料１１４
及び酸化剤１１６内の酸素を１を超える当量比で導入するステップを有するのが良い。例
えば、始動時における当量比（φ）は、約１．０００１、約１．０００５、約１．００１
、約１．０５又は約１．１という低い値から約１．１、約１．２、約１．３、約１．４、
約１．５という高い値までの範囲にわたるのが良い。別の例では、当量比（φ）は、約１
．０００１～約１．１、約１．０００５～約１．０１、約１．０００７～約１．００５又
は約１．０１～約１．１の範囲にわたるのが良い。グローバル調節の場合、排気流４１８
中の酸素及び／又は一酸化炭素の濃度をセンサ４０６、５０２又は９０２により測定し又
は推定するのが良い。排気流４１８中の膨張した排ガスは、当初、高い濃度（例えば、約
１，０００ｐｐｍ以上又は約１０，０００ｐｐｍ以上）の一酸化炭素及び低い濃度（例え
ば、約１０ｐｐｍ以下又は約１ｐｐｍ以下）の酸素を含むのが良い。
【００８１】
　１組の燃焼器１１０全体を作動させる別の方法は、最初に、即ち、始動時に、燃料１１
４及び酸化剤１１６内の酸素を１未満の当量比で導入するステップを有するのが良い。例
えば、始動時における当量比（φ）は、約０．５、約０．６、約０．７、約０．８又は約
０．９という低い値から約０．９５、約０．９８、約０．９９、約０．９９９という高い
値までの範囲にわたるのが良い。別の例では、当量比（φ）は、約０．９～約０．９９９
、約０．９５～約０．９９、約０．９６～約０．９９又は約０．９７～約０．９９の範囲
にわたるのが良い。排気流４１８中の膨張した排ガスは、当初、高い濃度（例えば、約１
，０００ｐｐｍ以上又は約１０，０００ｐｐｍ以上）の酸素及び低い濃度（例えば、約１
０ｐｐｍ以下又は約１ｐｐｍ以下）の一酸化炭素を含むのが良い。
【００８２】
　例えば、排ガス中の酸素濃度が約１ｐｐｍ以下から約１００ｐｐｍ以上、約１，０００
ｐｐｍ以上、約１ｍｏｌ％以上、約２ｍｏｌ％以上、約３ｍｏｌ％以上又は約４ｍｏｌ％
以上まで増大すると、オペレータ若しくは制御システム４１２又はこれら両方には１未満
の当量比（φ）に達成したという警告が出されるのが良い。１つ又は２つ以上の実施形態
では、酸化剤１１６を介する酸素の量及び燃料１１４の量を一定に又は実施的に一定に維
持して１よりも僅かに小さい値、例えば約０．９９の当量比（φ）を有する燃焼プロセス
を提供するのが良い。酸化剤１１６を介する酸素の量を減少させると共に／或いは燃料１
１４の量を増大させるのが良く、次に、これを一定又は実質的に一定の量に維持して所定
の範囲内に収まる当量比（φ）を有する燃焼プロセスを提供するのが良い。例えば、排気
流４１８中の酸素の濃度が約１ｐｐｍ以下から約１，０００ｐｐｍ、約０．５ｍｏｌ％、
約２ｍｏｌ％又は４ｍｏｌ％に増大すると、排ガス中の酸素の増加が最初に検出された時
点で、酸化剤１１６を介して導入される酸素の量を酸化剤１１６を介して導入される酸素
の量に対して約０．０１％、約０．０２％、約０．０３％又は約０．０４％という低い割
合から約１％、約２％、約３％又は約５％という高い割合までの範囲の量だけ減少させる
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のが良い。別の例では、排気流４１８中の酸素の濃度が約１ｐｐｍ以下から約１，０００
ｐｐｍ以上に増大すると、排ガス中の酸素の増加が最初に検出された時点で、酸化剤１１
６を介して導入される酸素の量を酸化剤１１６を介して導入される酸素の量に対して約０
．０１％～約２％、約０．０３％～約１％、約０．０５％～約０．５％の量だけ減少させ
るのが良い。さらに別の例では、排気流４１８中の酸素の濃度が約１ｐｐｍ以下から約１
，０００ｐｐｍ以上に増大すると、排ガス中の酸素の増加が最初に検出された時点で、燃
料１１４の量を酸化剤１１６を介して導入される燃料の量に対して約０．０１％、約０．
０２％、約０．０３％又は約０．０４％という低い割合から約１％、約２％、約３％又は
約５％という高い割合までの範囲の量だけ減少させるのが良い。
【００８３】
　ガスタービンシステム１０２の作動中、当量比（φ）をセンサ４０６、５０２又は６０
２により連続方式において定期的な時間間隔で、ランダムな又は非定期的な時間間隔で、
排気流４１８の当量比（φ）を変更し又は変化させる場合のあるガスタービンシステム１
０２に対する１回又は２回以上の変化が起こった場合又はこれらの任意の組み合わせの場
合にモニタするのが良い。例えば、当量比（φ）を変更し又は変化させる場合のあるガス
タービンシステム１０２に対して起こる変化としては、燃料の組成の変化、酸化剤の組成
の変化又はこれらの組み合わせが挙げられる。したがって、例えば酸素の濃度及び／又は
一酸化炭素の濃度をモニタするのが良く、そして酸化剤１１６の量及び／又は燃料１１４
の量の調節を行って排気流４１８中の酸素の量及び／又は一酸化炭素の量を制御するのが
良い。
【００８４】
　少なくとも１つの実施形態では、当量比（φ）を減少させることは、小刻みなステップ
で、小刻みではないステップで、連続方式で又はこれらの任意の組み合わせで実施するこ
とができる。例えば、酸化剤１１６の量及び／又は燃料１１４の量を当量比（φ）が酸化
剤１１６及び／又は燃料１１４に対する調節毎に固定された又は実質的に固定された量だ
け、例えば、約０．００１、約０．０１又は約０．０５だけ変化するよう調節するのが良
い。別の例では、酸化剤１１６の量及び／又は燃料１１４の量を当量比が連続して変化す
るよう連続的に変更するのが良い。好ましくは、酸化剤１１６の量及び／又は燃料１１４
の量を変更し、実質的に一定の組成の排ガスを生じさせるのに十分な期間にわたって燃焼
を実施し、その時点で、酸化剤１１６の量及び／又は燃料１１４の量を調節して当量比（
φ）を約０．００００１、約０．０００１又は約０．０００５という低い値から約０．０
０１、約０．０１又は約０．０５という高い割合までの範囲にわたる量変化させるのが良
い。排気流４１８が実質的に一定濃度の酸素を達成した後、酸化剤１１６及び／又は燃料
１１４を再び調節して当量比（φ）が変化するようにしても良い。排気流４１８中の酸素
及び／又は一酸化炭素の量をモニタするのが良く、そして酸化剤１１６及び／又は燃料１
１４の量を排気流４１８が例えば約２ｍｏｌ％以下、約１．５ｍｏｌ％以下又は約１ｍｏ
ｌ％以下の酸素及び一酸化炭素の組み合わせ濃度を有するまで繰り返し調節するのが良い
。
【００８５】
　燃焼器１１０を排気流４１８が２ｍｏｌ％未満、１ｍｏｌ％未満、０．５ｍｏｌ％未満
又は約０．１ｍｏｌ％以下の組み合わせ酸素及び一酸化炭素濃度を有するよう連続方式で
作動させるのが良い。別の例では、燃焼が燃焼器１１０内で実施されている期間の間、排
気流４１８は、ガスタービン１０２が作動されている期間の約５０％、５５％、６０％、
６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％又は約９５％の間、２ｍｏｌ％未満又
は約１ｍｏｌ％以下の組み合わせ酸素及び一酸化炭素濃度を有するのが良い。換言すると
、燃焼が燃焼器１１０内で行われている期間の大部分にわたり、排気流４１８は、約２ｍ
ｏｌ％以下、約１ｍｏｌ％以下、約０．５ｍｏｌ％以下又は約０．１ｍｏｌ％以下の組み
合わせ酸素及び一散炭素濃度を有するのが良い。
【００８６】
　ガスタービン１０２の全体的制御をいったん設定すると、個々の燃焼器１１０に必要な
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付勢を第２の方法で決定するのが良い。例えば、図４を参照すると、膨張機排気区分４０
８内のセンサ４０６からのデータ信号４１０に基づき、個々の燃焼器１１０の各々のため
の酸素流量調節装置４０２を制御システム４１２によって調節してセンサ４０６の測定値
を所望設定値又はその近くに維持するのが良い。幾つかの計算値を各センサ４０６の測定
値から求めることができる。これらは、例えば、第１の方法に関して説明したようにｎ個
の燃焼器１１０内の酸化流量調節装置４０２の全てに同様の調節を行うよう用いることが
できる平均値を含むのが良い。
【００８７】
　更に、例えば２つ又は３つ以上のセンサ４０６の測定値の差に基づいて計算される種々
の互いに異なる値を用いると、燃焼器１１０の１つ又は２つ以上の酸化剤流量調節装置４
０２への付勢調節を行ってセンサ４０６の測定値相互間の差を最小限に抑えることができ
る。制御システム４１２は又、例えば圧縮機入口案内翼（ＩＧＶ）又は速度制御を調節し
て例えば燃焼器１１０の全てに対する酸化剤流量を一度変化させることによって酸化剤系
統１１６を直接調節することも可能である。さらに、制御システム４１２は、例えばガス
タービン１０２について選択された速度に応じて全ての燃焼器１１０への燃料１１４の同
様な調節を行うことができる。酸化剤に関して、燃焼器１１０の各々への燃料供給を個々
に付勢して燃焼の当量比を制御することができる。これについては図１５を参照して更に
説明する。
【００８８】
　図１４は、アレイ状に配置されたセンサ４０６からの読みに基づいて個々の燃焼器１１
０を付勢する方法１４００のブロック図である。ガスタービン１０２をこの方法１４００
が始まる前に始動させ、そして燃焼器１１０の全てが本質的に同一の混合物又は先の作動
点を用いていると仮定することができる。方法１４００は、ブロック１４０２で始まり、
このブロックでは、センサ４０６又は５０２から読みを得る。ブロック１４０４では、個
々のセンサ４０６又は５０２から得た測定値の和及びこれらの差を求める。ブロック１０
４６では、和及び差を組み合わせて排気中の高い酸素又は高い一酸化炭素条件に寄与して
いる燃焼器１１０を特定するのを助けるのが良い。これは、上述したようにスワールチャ
ートによって実施されても良い。これら燃焼器１１０のための燃料１１４及び酸化剤１１
６の調節を例えば第１の方法において燃焼器１１０の全てを調節するために用いられるも
のとして関与した特定の燃焼器１１０について同一の検討事項を用いてブロック１４０８
で計算する。ブロック１４１０では、酸化剤１１６に関する新たな設定値を入力し、酸化
剤を燃焼器１１０に提供する。実質的に同時のやり方で、ブロック１４１２において、燃
料１１４について新たな設定値を入力し、燃料１１４を燃焼器１１０に提供する。ブロッ
ク１１１４では、燃焼プロセスが提供された燃料１１４及び酸化剤１１６を消費する。次
に、プロセスの流れは、ブロック１４０２に戻り、ここで、この方法が繰り返される。
【００８９】
　より正確な測定を用いて燃焼プロセスに対する細かい制御を行うことができる。例えば
、図６に示されているセンサ構成では、各燃焼器１１０は、燃焼器１１０からの排気ライ
ン６０４に設けられた別個のセンサ６０２を有する。この実施形態では、個々の燃焼器１
１０に対する変化の影響を例えば第１の方法に関して説明した技術を用いて高すぎる酸素
又は一酸化炭素排気を生じさせる任意の燃焼器１１０について行うと共に酸化剤１１６及
び燃料１１４に対する正確な調節をこのような任意の燃焼器１１０について行うのが良い
。これら調節は、例えばガスタービン１０２の作動速度の設定値の変化に応答して１組の
燃焼器１１０全体に行われた一様な調節に加えて実施されるのが良い。
【００９０】
　制御システム
　図１５は、ガスタービン１０２内の多数の燃焼器１１０への酸化剤１１６及び燃料１１
４を個々に制御するために使用できるプラント制御システム１５００のブロック図である
。上述したように、制御システム６００は、ＤＣＳ、ＰＬＣ、ＤＤＣ又は任意他の適当な
制御装置であって良い。さらに、センサ、弁、アクチュエータ及び他の制御装置を含む任
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意のコントローラ、制御される装置又はモニタされるシステムは、ＩＥＣ６１１５８に準
拠したリアルタイム分布式制御ネットワーク、例えばFIELDBUSシステムの一部であって良
い。プラント制御システム１５００は、プラント又は施設におけるガスタービン１０２の
個々の燃焼器１１０の各々について用いられる制御システム４１２をホストとして働くの
が良い。
【００９１】
　制御システム１５００は、プロセッサ１５０２を有するのが良く、プロセッサ１５０２
は、プラント制御システム１５００を介してシステム内に設けられる単一コアプロセッサ
、多コアプロセッサ又は一連の個々のプロセッサであって良い。プロセッサ１５０２は、
バス１５０４によりプラント制御システム１５００内の分布型プロセッサを含む他のシス
テムと通信することができる。バス１５０４は、Ethernet bus、FIELDBUS又は制御システ
ム製造業者からの所有権を主張できるバスを含む他の多くのバスであって良い。記憶シス
テム１５０６がバス１５０４に結合されるのが良く、このような記憶システムは、コンピ
ュータ可読媒体、例えばハードドライブ、光ドライブ、読み取り書き込み記憶装置（ＲＡ
Ｍ）ドライブ及びＲＡＭ及び読み取り専用記憶装置（ＲＯＭ）を含むメモリの任意の組み
合わせを含むことができる。記憶システム１５０６は、プラントに関する作動システム１
５０８を提供するために用いられるコード並びに例えば上述の第１又は第２の方法に基づ
いてタービン制御システム１５１０を具体化するためのコードを記憶するのが良い。
【００９２】
　ヒューマンマシンインターフェース１５１２が例えばディスプレイ１５１４、キーボー
ド１５１６及び１つ又は２つ以上の制御ステーションのところに設置されたポインティン
グデバイス１５１８を介してプラント制御システム１５００へのオペレータアクセスを提
供することができる。ネットワークインターフェース１５２０は、ネットワーク１５２２
、例えば企業用のローカルエリアネットワーク広域ネットワークへのアクセスを提供する
ことができる。
【００９３】
　プラントインターフェース１５２４は、第１のガスタービンシステムのための測定及び
制御システムを提供することができる。例えば、プラントインターフェース１５２４は、
多くのセンサ１５２６、例えば図４、図５、図６、図９及び図１０を参照して説明したセ
ンサ４０６，５０２，６０２，９０２，１００２を読み取ることができる。プラントイン
ターフェース１５２４は又、例えばガスタービン１０２の燃焼器１１０への燃料１１４を
調節するために用いられる燃料流量制御装置１５２８を含む多くの制御装置に対する調節
を行うことができる。他の制御装置としては、ガスタービン１０２の燃焼器１１０の各々
のための酸化剤流量調節装置４０２に設けられたアクチュエータ４０４、酸化剤流調節弁
７０２に設けられたアクチュエータ７０６又はこれら両方を調節するために使用される酸
化剤流制御装置１５３０が挙げられる。プラントインターフェース１５２４は又、他のプ
ラントシステム１５３２、例えばガスタービン１０２により提供される機械エネルギーか
ら電力を生じさせるために用いられる発電機を制御することができる。追加のプラントシ
ステム１５３２は又、酸化剤１１６をガスタービン１０２に提供するために用いられる圧
縮機システムを含むことができる。
【００９４】
　プラント制御システム１５００は、単一のプラントインターフェース１５２４には限定
されない。タービンが更に追加される場合、追加のプラントインターフェース１５３４を
これらタービンの制御ために追加するのが良い。さらに、機能の分布は、図１５に示され
ている分布には限定されない。異なる構成を用いることができ、例えば、１つのプラント
インターフェースシステムは、幾つかのタービンを作動させることができ、別のプラント
インターフェースシステムは、圧縮機システムを作動させることができ、更に別のプラン
トインターフェースは、発電システムを作動させることができる。
【００９５】
　本発明の技術には種々の改造及び変形形態が可能であるが、上述の例示の実施形態は、
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例示として示されているに過ぎない。再度確認的に理解されるべきこととして、本発明は
、本明細書において開示された特定の実施形態に限定されるわけではない。もっとはっき
りと言えば、本発明は、特許請求の範囲に記載された本発明の精神及び範囲に含まれる全
ての改造例、均等例及び変形例を含む。
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