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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガスタービンシステムを備えたシステムであって、
　タービン燃焼器と、
　前記タービン燃焼器からの燃焼生成物により駆動されるタービンと、
　前記タービンによって駆動され、５容積パーセント未満の酸化剤を含む排出ガスを圧縮
して前記タービンに供給するよう構成された排出ガス圧縮器と、
　酸化剤を圧縮して加圧された酸化剤を生成し、該加圧された酸化剤を前記タービン燃焼
器に供給するように構成された酸化剤圧縮機と、
　排出ガス再循環（ＥＧＲ）システムと、を備え、
　前記ＥＧＲシステムが、前記排出ガスを１又は２以上の排出ガス再循環経路に沿って前
記タービンから前記ガスタービンシステムの第１及び第２の排出ガス入口まで再循環させ
るよう構成され、スクラビングシステムと少なくとも前記第２の排出ガス入口の上流側の
水分分離器とを有し、前記第１の排出ガス入口により前記排出ガス圧縮器が排出ガス圧縮
のため前記排出ガスを吸入することが可能となり、前記第２の排出ガス入口は前記第１の
排出ガス入口から分離されており、前記第２の排出ガス入口が、前記タービンのタービン
段間に位置決めされている、
　ことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　前記ＥＧＲシステムが、
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　前記スクラビングシステム及び水分分離器を有する排出ガス処理システムと、
　前記第２の排出ガス入口と前記排出ガス処理システムとの間で前記１又は２以上の排出
ガス再循環経路の少なくとも１つに沿って位置決めされる流れ制御システムであって、前
記排出ガスが前記第１の排出ガス入口から別個の経路に沿って前記第２の排出ガス入口に
流れるのを可能にするよう構成された排出ガス流れヘッダを有する前記流れ制御システム
と、
　１又は２以上の命令セットを全体として格納する１又は２以上の有形の非一時的機械可
読媒体を有する制御システムと、
　前記１又は２以上の命令セットを実行する１又は２以上の処理デバイスと、を備え、
　前記処理デバイスが、
　前記タービン、前記排出ガス圧縮器、又は前記システムの別の構成要素、或いはこれら
の組み合わせの動作パラメータを示すデータを受け取り、
　前記受け取ったデータの結果として、前記第１の排出ガス入口、前記第２の排出ガス入
口、又は両方に提供された前記排出ガスのパラメータを調整するように構成されている、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　温度、圧力、水分、流量、又はこれらの組み合わせを示すフィードバックを生成するよ
う構成された１又は２以上のセンサを更に備え、前記１又は２以上のセンサが前記制御シ
ステムに通信可能に接続され、前記１又は２以上のセンサが、前記動作パラメータを示す
データとして前記制御システムに前記フィードバックを提供するよう構成される、
　請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記第２の入口が前記タービンに位置決めされ、前記１又は２以上のセンサが前記ター
ビンに位置決めされ、前記１又は２以上のプロセッシングデバイスが、前記１又は２以上
の命令セットを実行して、前記１又は２以上のセンサにより生成される前記フィードバッ
クをモニタし、該フィードバックの結果として前記第２の排出ガス入口に提供される前記
排出ガスのパラメータを調整するよう構成され、
　前記１又は２以上のセンサにより生成された前記フィードバックが、前記タービンのタ
ービン段の温度又は該タービン段間の温度を示し、前記１又は２以上のプロセッシングデ
バイスが、前記１又は２以上の命令セットを実行して、前記フィードバックの結果として
前記第２の排出ガス入口に提供される前記排出ガスの流量、温度、又はこれらの組み合わ
せを調整するように構成され、
　前記１又は２以上のセンサにより生成される前記フィードバックが、前記タービンのタ
ービン段の圧力又は該タービン段間の圧力を示し、前記１又は２以上のプロセッシングデ
バイスが、前記１又は２以上の命令セットを実行して、前記フィードバックの結果として
前記第２の排出ガス入口に提供される前記排出ガスの流量、温度、又はこれらの組み合わ
せを調整するように構成される、
　請求項３に記載のシステム。
【請求項５】
　前記第２の排出ガス入口は、前記１又は２以上の排出ガス再循環経路の少なくとも１つ
からの排出ガスが、冷却チャンネル、シールチャンネル、加熱チャンネル、パージチャン
ネル、又はこれらの何れかの組み合わせに流入することを可能にするように位置決めされ
ている、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記第２の排出ガス入口は、前記１又は２以上の排出ガス再循環経路の少なくとも１つ
からの排出ガスが、前記タービンの内側ケーシングと外側ケーシングとの間に形成された
タービンプレナム内に流入可能になり、前記内側ケーシング、前記外側ケーシング、前記
タービンの１又は２以上のタービン段、又はこれらの何れかの組み合わせの冷却を可能に
するように位置決めされている、
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　請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記第２の排出ガス入口は、前記１又は２以上の排出ガス再循環経路の少なくとも１つ
からの排出ガスが、タービンホイール、タービンブレード、又はこれらの何れかの組み合
わせの内部に配置されたチャンネルに流入可能になり、前記タービンホイール、前記ター
ビンブレード、又はこれらの何れかの組み合わせの冷却を可能にするように位置決めされ
ている、
　請求項５に記載のシステム。
【請求項８】
　前記第２の排出ガス入口は、前記１又は２以上の排出ガス再循環経路のうちの少なくと
も１つからの排出ガスが、前記ガスタービンシステムのタービン軸受組立体に流入可能に
なり、前記タービン軸受組立体の冷却、パージ、シール、又はこれらの何れかの組み合わ
せの冷却、パージ、シールまたはこれらの何れかの組み合わせを可能にするように位置決
めされる、
　請求項５に記載のシステム。
【請求項９】
　酸化剤中約０．９５～１．０５の燃料対酸素の燃焼当量比で燃料／酸化剤混合気を燃焼
させるよう構成されたタービン燃焼器を有する量論的燃焼システムを更に備える、
　請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　タービン内の燃焼ガスから排出ガスを生成するステップと、
　前記排出ガスを排出ガス再循環経路に沿って再循環させるステップと、
　排出ガス処理システムを用いて前記排出ガス再循環経路に沿った前記排出ガス内の水分
を低減し、５容積パーセント未満の酸化剤を含む、圧縮された排出ガスを生成するステッ
プと、
　前記圧縮された排出ガスをタービン燃焼器に搬送するステップと、
　酸化剤圧縮機で酸化剤を圧縮して、圧縮された酸化剤を生成するステップと、
　前記圧縮された酸化剤を前記タービン燃焼器に搬送するステップと、
　圧縮のため前記排出ガスを排出ガス圧縮器の第１の排出ガス入口に提供するステップと
、
　温度制御、クリアランス制御、圧力制御、シール、又はこれらの組み合わせのため前記
第１の排出ガス入口から分離された第２の排出ガス入口に前記排出ガス再循環経路から前
記排出ガスを提供するステップと、
　制御システムを用いて前記タービン、前記排出ガス圧縮器、又はこれらの組み合わせの
動作パラメータを監視し、前記監視の結果として、前記第２の排出ガス入口に提供される
前記排出ガスのパラメータを調整するステップと、を含む、
　ことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　前記タービン燃焼器内で酸化剤中約０．９５～１．０５の燃料対酸素の燃焼当量比で燃
料／酸化剤混合気を燃焼させて燃焼ガスを発生させるステップを更に含む、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　制御システムを用いて前記タービンの温度及び／又は圧力を示すフィードバックを監視
するステップを更に含み、前記排出ガスを前記排出ガス再循環経路から前記第２の排出ガ
ス入口に提供するステップが、前記タービンの内側タービンケーシングと外側タービンケ
ーシングとの間に位置決めされたタービンプレナムに通じたタービン入口に前記排出ガス
を提供するステップを含み、前記第２の排出ガス入口に提供される前記排出ガスのパラメ
ータを調整するステップが、前記タービンプレナムに提供される前記排出ガスの流量を調
整するステップ、前記タービンプレナムに提供される前記排出ガスの温度を調整するステ
ップ、前記タービンプレナムに提供される前記排出ガスの圧力を調整するステップ、又は
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これらの組み合わせを含む、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　制御システムを用いて前記排出ガス圧縮器の温度及び／又は圧力を示すフィードバック
を監視するステップを更に含み、前記排出ガスを前記排出ガス再循環経路から前記第２の
排出ガス入口に提供するステップが、前記排出ガス圧縮器の内側圧縮機ケーシングと外側
圧縮機ケーシングとの間に形成された圧縮機プレナムに通じた排出ガス圧縮器入口に前記
排出ガスを提供するステップを含み、前記第２の排出ガス入口に提供される前記排出ガス
のパラメータを調整するステップが、前記排出ガス圧縮器プレナムに提供される前記排出
ガスの流量を調整するステップ、前記排出ガス圧縮器プレナムに提供される前記排出ガス
の温度を調整するステップ、前記排出ガス圧縮器プレナムに提供される前記排出ガスの圧
力を調整するステップ、又はこれらの組み合わせと、
　制御システムを用いて前記排出ガス再循環経路から前記第１及び第２の排出ガス入口そ
れぞれへの前記排出ガスの第１の流れ及び／又は第２の流れの少なくとも１つのパラメー
タを制御するステップと、を更に含み、前記流れ制御システムが、前記排出ガス処理シス
テムの下流側で前記排出ガス再循環経路に沿って配置され、
　前記排出ガスの第１の流れ及び／又は第２の流れの少なくとも１つのパラメータを制御
するステップが、前記第２の排出ガス入口に提供される前記排出ガスの第２の流れの流量
、圧力、温度、又はこれらの組み合わせを制御するステップを含む、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記排出ガス再循環経路から前記第２の排出ガス入口に前記排出ガスを提供するステッ
プが、圧縮機軸受組立体、ミッドスパン軸受組立体、又はタービン軸受組立体、或いはこ
れらの組み合わせに前記排出ガスを提供するステップを含み、前記方法が、
　制御システムを用いて前圧縮機軸受組立体、前記ミッドスパン軸受組立体、又は前記タ
ービン軸受組立体、或いはこれらの組み合わせの圧力、温度、又はこれらの組み合わせを
示すフィードバックを監視し、前記監視の結果として前記第２の排出ガス入口に提供され
る前記排出ガスのパラメータを調整するステップを更に含む、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第２の排出ガス入口に提供される前記排出ガスのパラメータを調整するステップが
、前記排出ガスの流量、前記排出ガスの圧力、前記排出ガスの温度、又はこれらの組み合
わせを調整するステップを含む、
　請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記排出ガス再循環経路から前記第２の排出ガス入口に前記排出ガスを提供するステッ
プが、酸化剤圧縮システムの１又は２以上の機械構成要素に前記排出ガスを提供するステ
ップを含み、前記酸化剤圧縮システムが前記酸化剤圧縮機を含む、
　請求項１０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２０１２年４月２６日出願の名称が「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ
　ＦＯＲ　ＣＯＯＬＩＮＧ　Ａ　ＧＡＳ　ＴＵＲＢＩＮＥ　ＷＩＴＨ　ＡＮ　ＥＸＨＡＵ
ＳＴ　ＧＡＳ　ＰＲＯＶＩＤＥＤ　ＢＹ　ＴＨＥ　ＧＡＳ　ＴＵＲＢＩＮＥ」である米国
特許本出願第１３／４５６，５７５号、２０１２年１１月２日出願の名称が「ＳＹＳＴＥ
Ｍ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＤＩＦＦＵＳＩＯＮ　ＣＯＭＢＵＳＴＩＯＮ　ＩＮ
　Ａ　ＳＴＯＩＣＨＩＯＭＥＴＲＩＣ　ＥＸＨＡＵＳＴ　ＧＡＳ　ＲＥＣＩＲＣＵＬＡＴ
ＩＯＮ　ＧＡＳ　ＴＵＲＢＩＮＥ　ＳＹＳＴＥＭ」である米国特許仮出願第６１／７２２
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、１１８号、２０１２年１１月２日出願の名称が「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ
　ＦＯＲ　ＤＩＦＦＵＳＩＯＮ　ＣＯＭＢＵＳＴＩＯＮ　ＷＩＴＨ　ＦＵＥＬ－ＤＩＬＵ
ＥＮＴ　ＭＩＸＩＮＧ　ＩＮ　Ａ　ＳＴＯＩＣＨＩＯＭＥＴＲＩＣ　ＥＸＨＡＵＳＴ　Ｇ
ＡＳ　ＲＥＣＩＲＣＵＬＡＴＩＯＮ　ＧＡＳ　ＴＵＲＢＩＮＥ　ＳＹＳＴＥＭ」である米
国特許仮出願第６１／７２２、１１５号、２０１２年１１月２日出願の名称が「ＳＹＳＴ
ＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＤＩＦＦＵＳＩＯＮ　ＣＯＭＢＵＳＴＩＯＮ　Ｗ
ＩＴＨ　ＯＸＩＤＡＮＴ－ＤＩＬＵＥＮＴ　ＭＩＸＩＮＧ　ＩＮ　Ａ　ＳＴＯＩＣＨＩＯ
ＭＥＴＲＩＣ　ＥＸＨＡＵＳＴ　ＧＡＳ　ＲＥＣＩＲＣＵＬＡＴＩＯＮ　ＧＡＳ　ＴＵＲ
ＢＩＮＥ　ＳＹＳＴＥＭ」である米国特許仮出願第６１／７２２、１１４号、及び２０１
２年１１月２日出願の名称が「ＳＹＳＴＥＭ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＬＯＡＤ
　ＣＯＮＴＲＯＬ　ＷＩＴＨ　ＤＩＦＦＵＳＩＯＮ　ＣＯＭＢＵＳＴＩＯＮ　ＩＮ　Ａ　
ＳＴＯＩＣＨＩＯＭＥＴＲＩＣ　ＥＸＨＡＵＳＴ　ＧＡＳ　ＲＥＣＩＲＣＵＬＡＴＩＯＮ
　ＧＡＳ　ＴＵＲＢＩＮＥ　ＳＹＳＴＥＭ」である米国特許仮出願第６１／７２２、１１
１号に対して優先権及び利益を主張し、これら特許出願の全ては、引用により全体が本明
細書に組み込まれる。
【０００２】
　（技術分野）
　本明細書で開示される主題は、ガスタービンエンジンに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ガスタービンエンジンは、発電、航空機、及び種々の機械装置など、幅広い種類の用途
で使用されている。ガスタービンエンジンは、一般に、燃焼器セクションにおいて酸化剤
（例えば、空気）と共に燃料を燃焼させて高温の燃焼生成物を発生し、これによりタービ
ンセクションの１又は２以上のタービン段を駆動する。タービン段、高温の燃焼生成物に
よって駆動されたときに、回転出力をシャフトに伝達する。次いで、回転シャフトは、圧
縮機セクションの１又は２以上の圧縮機段を駆動して、酸化剤を圧縮して燃焼器セクショ
ンに吸入させるようにし、また、発電機を駆動して電気エネルギーを生成することができ
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　場合によっては、燃焼器セクション内の燃焼器の温度は、窒素及び硫黄ベース化学種に
好適なレベルのものとすることができ、これら化学種は、燃焼生成物中で窒素酸化物（以
下ＮＯX）及び硫黄酸化物（以下ＳＯX）をそれぞれ生成することができる。これらの酸化
副生成物は、一般に望ましくないものであり、高温燃焼生成物から発生する排出ガスを別
の用途で使用できなくなる可能性がある。
【０００５】
　加えて、燃焼生成物は、比較的高い温度を有するので、燃焼生成物が接触することがで
きる構成要素は、その結果加熱される。場合によっては、この加熱は、構成要素の熱膨張
をもたらす可能性がある。このような熱膨張が可動部品において生じた場合には、可動部
品と固定部品との間のクリアランスが影響を受ける可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　最初に請求項に記載された主題の範囲内にある特定の実施形態について以下で要約する
。これらの実施形態は、特許請求した本発明の技術的範囲を限定することを意図するもの
ではなく、むしろそれらの実施形態は、本発明の実施可能な形態の簡潔な概要を示すこと
のみを意図している。当然のことながら、本開示は、下記に説明した実施形態と同様のも
の又は該実施形態と異なるものとすることができる様々な形態を含むことができる。
【０００７】
　第１の実施形態において、システムは、ガスタービンシステムを含む。ガスタービンシ
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ステムは、タービン燃焼器と、該タービン燃焼器からの燃焼生成物によって駆動されるタ
ービンと、タービンによって駆動される排出ガス圧縮器と、を含む。排出ガス圧縮機は、
排出ガスを圧縮してタービン燃焼器に供給するよう構成される。ガスタービンシステムは
また、排出ガス再循環（ＥＧＲ）システムを含む。ＥＧＲシステムは、タービンからガス
タービンシステムの第１及び第２の排出ガス入口に１又は２以上の排出ガス再循環経路に
沿って排出ガスを再循環するよう構成され、排出ガス再循環システムは、スクラビングシ
ステムと、少なくとも第２の排出ガス入口の上流側に湿分分離器とを含む。第１の排出ガ
ス入口により、排出ガス圧縮器が排出ガスを圧縮するために排出ガスを吸入するのが可能
となり、第２の排出ガス入口は、第１の排出ガス入口から分離されている。
【０００８】
　別の実施形態において、方法は、タービンを用いて燃焼ガスから排出ガスを生成するス
テップと、排出ガスを排出ガス再循環経路に沿って再循環するステップと、排出ガス処理
システムを用いて排出ガス再循環経路に沿った排出ガス内の湿分を低減するステップと、
排出ガスを排出ガス圧縮器の第１の排出ガス入口に供給して圧縮するステップと、排出ガ
スを排出ガス再循環経路から第１の排出ガス入口から分離された第２の排出ガス入口に供
給し、温度制御、クリアランス制御、圧力制御、シール、又はこれらの組み合わせを行う
ステップと、を含む。
【０００９】
　別の実施形態において、システムは、１又は２以上の命令セットを全体として格納する
１又は２以上の有形の非一時的機械可読媒体と、１又は２以上のプロセッシングデバイス
とを有する制御システムを含み、該プロセッシングデバイスは、１又は２以上の命令セッ
トを実行して、排出ガス再循環ガスタービン（ＥＧＲ　ＧＴ）システムのタービン、ＥＧ
Ｒ　ＧＴシステムの排出ガス圧縮器、又はシステムの別の構成要素、或いはこれらの組み
合わせのパラメータを示すフィードバックを受け取り、該フィードバックの結果として、
排出ガス圧縮のための排出ガス圧縮器の排出ガス吸入口から分離された第１の排出ガス入
口に排出ガス再循環経路から提供される排出ガス流を調整する、ように構成されている。
【００１０】
　本発明のこれらの及びその他の特徴、態様並びに利点は、図面全体を通して同じ参照符
号が同様の部分を表す添付図面を参照して以下の詳細な説明を読むと、より良好に理解さ
れるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】炭化水素生成システムに結合されたタービンベースのサービスシステムを有する
システムの１つの実施形態の概略図である。
【図２】制御システム及び複合サイクルシステムを更に示す、図１のシステムの１つの実
施形態の概略図である。
【図３】ガスタービンエンジン、排出ガス供給システム、及び排出ガス処理システムの詳
細を更に示す、図１及び２のシステムの１つの実施形態の概略図である。
【図４】図１～３のシステムを作動させるプロセスの１つの実施形態のフローチャートで
ある。
【図５】図１～３のタービンベースのサービスシステムにおいて再循環排出ガスを利用で
きる方法の１つの実施形態を示す、図１～３のシステムの１つの実施形態の概略図である
。
【図６】図１～３のタービンベースのサービスシステムのタービンにおいて再循環排出ガ
スを利用できる方法の１つの実施形態を示す、図１～３のシステムの１つの実施形態の概
略図である。
【図７】図１～３のタービンベースのサービスシステムの排出ガス圧縮器において再循環
排出ガスを利用できる方法の１つの実施形態を示す、図１～３のシステムの１つの実施形
態の概略図である。
【図８】図１～３のタービンベースのサービスシステムの酸化剤圧縮システムにおいて再
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循環排出ガスを利用できる方法の１つの実施形態を示す、図１～３のシステムの１つの実
施形態の概略図である。
【図９】図１～３のタービンベースのサービスシステムの酸化剤圧縮システムにおいて再
循環排出ガスを利用できる方法の１つの実施形態を示す、図１～３のシステムの１つの実
施形態の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の１又は２以上の特定の実施形態について、以下に説明する。これらの実施形態
の簡潔な説明を行うために、本明細書では、実際の実施態様の全ての特徴については説明
しないことにする。何れかの技術又は設計プロジェクトと同様に、このような何らかの実
際の実装の開発において、システム及びビジネスに関連した制約への準拠など、実装毎に
異なる可能性のある開発者の特定の目標を達成するために、多数の実装時固有の決定を行
う必要がある点は理解されたい。その上、このような取り組みは複雑で多大な時間を必要
とする場合があるが、本開示の利点を有する当業者にとっては設計、製作、及び製造の日
常的な業務である点を理解されたい。
【００１３】
　本明細書において、例示的な詳細な実施形態が開示される。但し、本明細書で開示され
る特定の構造及び機能上の詳細事項は、単に例示的な実施形態を説明する目的で示してい
るに過ぎない。しかしながら、本発明の実施形態は、多くの代替形態として具現化するこ
とができ、本明細書に記載した実施形態のみに限定されるものと解釈すべきではない。
【００１４】
　従って、例示的な実施形態は、種々の修正及び代替形態が可能であるが、この実施形態
は、図面において例証として示されており、本明細書において詳細に説明する。しかしな
がら、開示した特定の形態に例示的な実施形態を限定する意図はなく、逆に例示的な実施
形態は、該例示的な実施形態の技術的範囲内にある全ての変形形態、均等形態、及び代替
形態を保護すべきである点は理解されたい。
【００１５】
　本明細書で使用される用語は、特定の実施形態を説明するためのものに過ぎず、例示的
な実施形態を限定するものではない。本明細書で使用される単数形態は、前後関係から明
らかに別の意味を示さない限り、複数形態も含む。本明細書内で使用する場合に、用語「
備える」、「備えている」、「含む」及び／又は「含んでいる」という用語は、そこに述
べた特徴部、完全体、ステップ、動作、要素及び／又は構成部品の存在を明示しているが
、１又は２以上の他の特徴部、完全体、ステップ、動作、要素、構成部品及び／又はそれ
らの群の存在又は付加を排除するものではない。
【００１６】
　用語「第１」、「第２」、「１次」、「２次」、その他は、種々の要素を説明するため
に本明細書で使用されるが、これらの要素は、これらの用語によって限定されるべきでは
ない。これらの用語は、単に、ある要素を別の要素と区別するのに使用される。例えば、
限定ではないが、例示的な実施形態の範囲から逸脱することなく、第１の要素は、第２の
要素と呼ぶことができ、同様に第２の要素は第１の要素と呼ぶことができる。本明細書で
使用される用語「及び／又は」とは、関連する記載品目の１又は２以上の何れか及び全て
の組み合わせを含む。
【００１７】
　本明細書では便宜上特定の専門用語を用いる場合があるが、これは、本発明の範囲を限
定するものと解釈すべきではない。例えば、「上側」、「下側」、「左側」、「右側」、
「前側」、「後側」、「頂部」、「底部」、「水平方向」、「垂直方向」、「上流側」、
「下流側」、「前方」、「後方」、などの用語は、図示の構成を単に説明しているに過ぎ
ない。実際に、本発明の実施形態の１つ又は複数の要素は、あらゆる方向に配向すること
ができ、従って、特に明記しない限り、この用語は、このような変形形態を含むものとし
て理解されたい。
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【００１８】
　以下で詳細に検討されるように、開示される実施形態は、全体的に、排出ガス再循環（
ＥＧＲ）を備えたガスタービンシステムに関し、より詳細には、ＥＧＲを用いたガスター
ビンシステムの量論的作動に関する。例えば、ガスタービンシステムは、排出ガス再循環
経路に沿って排出ガスを再循環させ、再循環された排出ガスの少なくとも一部と共に燃料
及び酸化剤を量論的に燃焼させて、様々な目標とするシステムにおいて使用するために排
出ガスを取り込むよう構成することができる。燃料及び／又は酸化剤の流れを制御するこ
とに加えて、量論的燃焼と共に排出ガスを再循環することによって、排出ガス中のＣＯ2

の濃度レベルを上昇させるのに役立ち、その結果、種々の目標とするシステムで使用する
ためにＣＯ2及び窒素（Ｎ2）を分離及び精製するよう後処理することができる。ガスター
ビンシステムはまた、排出ガス再循環経路に沿って種々の排出ガスプロセス（例えば、熱
回収、触媒反応、その他）を利用し、これによりＣＯ2の濃度レベルを上昇させ、他のエ
ミッション（例えば、一酸化炭素、窒素酸化物、及び未燃炭化水素）の濃度レベルを低下
させ、エネルギー回収（例えば、熱回収ユニットを用いて）を向上させることができる。
【００１９】
　目標用途（例えば、原油二次回収）において再循環排出ガスを利用することに加えて、
再循環排出ガスはまた、ＥＧＲガスタービンシステムの作動効率を向上させるのに利用す
ることができる。例えば、再循環排出ガスが冷却されて湿分を比較的含んでいない実施形
態において、再循環排出ガスは、タービンケーシング、タービン段、圧縮機ケーシング、
圧縮機段、他の機械設備、及び同様のものなどのタービンシステムの種々の構成要素を冷
却するのに用いることができる。加えて、又は代替として、再循環排出ガスは、ガスター
ビンシステムのシャフトがシステムの種々の構成要素（例えば、排出ガス圧縮機及び／又
はタービン）に結合する１又は２以上の軸受組立体に配向することができる。このように
して再循環排出ガスを配向することにより、軸受組立体の冷却の向上、軸受組立体のシー
ルの向上、又はこれらの組み合わせを可能にすることができる。更に別の実施形態におい
て、再循環排出ガスは、酸化剤圧縮機に提供される酸化剤を予熱するためなどの熱統合に
利用することができる。
【００２０】
　実際には、種々の構成要素における作動時間の増大、冷却性能の向上に起因する種々の
構成要素の作動範囲の拡大、及び同様のものを含む、複数の利点は、本開示によるＥＧＲ
ガスタービンシステム内で再循環排出ガスを利用することにより実現することができる。
このような実施形態は、以下で更に詳細に説明するが、ＥＧＲガスタービンシステムの一
般的構成要素が最初に紹介された後、ＥＧＲガスタービンシステム内で再循環排出ガスを
利用できる方式の具体的な実施例が続く。
【００２１】
　図１は、タービンベースのサービスシステム１４に関連する炭化水素生成システム１２
を有するシステム１０の１つの実施形態の概略図である。以下でより詳細に検討するよう
に、タービンベースのサービスシステム１４の種々の実施形態は、電力、機械出力、及び
流体（例えば、排出ガス）などの種々のサービスを提供し、オイル及び／又はガスの生成
又は取り出しを促進するよう構成される。図示の実施形態において、炭化水素生成システ
ム１２は、オイル／ガス抽出システム１６及び原油二次回収（ＥＯＲ）システム１８を含
み、これらは、地下リザーバ２０（例えば、オイル、ガス、又は炭化水素リザーバ）に結
合される。オイル／ガス抽出システム１６は、オイルガス井戸２６に結合された様々な坑
外設備（クリスマスツリー又は生成ツリー２４など）を含む。更に、井戸２６は、地中３
２にある掘削ボア３０を通って地下リザーバ２０まで延びる１又は２以上の管体２８を含
むことができる。ツリー２４は、地下リザーバ２０との間で圧力を調節し流れを制御する
、１又は２以上のバルブ、チョーク、分離スリーブ、噴出防止装置、及び種々の流れ制御
部を含む。ツリー２４は、一般に、地下リザーバ２０の外への生成流体の流れを制御する
のに使用されるが、ＥＯＲシステム１８は、１又は２以上の流体を地下リザーバ２０内に
注入することによりオイル又はガスの生成を増大させることができる。
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【００２２】
　従って、ＥＯＲシステム１８は、地中３２にあるボア３８を通って地下リザーバ２０内
に延びる１又は２以上の管体３６を有する流体注入システム３４を含むことができる。例
えば、ＥＯＲシステム１８は、１又は２以上の流体４０（ガス、蒸気、水、化学物質、又
はこれらの何らかの組み合わせ）を流体注入システム３４に送ることができる。例えば、
以下でより詳細に検討するように、ＥＯＲシステム１８は、タービンベースのサービスシ
ステム１４に結合され、その結果、システム１４は、排出ガス４２（例えば、実質的に又
は完全に酸素を伴わない）をＥＯＲシステム１８に送り、注入流体４０として用いること
ができるようになる。流体注入システム３４は、矢印４４で示されるように、１又は２以
上の管体３６を通って地下リザーバ２０に流体４０（例えば、排出ガス４２）を送る。注
入流体４０は、オイル／ガス井戸２６の管体２８からオフセット距離４６だけ離れた管体
３６を通って地下リザーバ２０に流入する。従って、注入流体４０は、地下リザーバ２０
内に配置されたオイル／ガス４８を移動させ、矢印５０で示されるように、炭化水素生成
システム１２の１又は２以上の管体２８を通ってオイル／ガス４８を上方に送り出す。以
下でより詳細に検討するように、注入流体４０は、タービンベースのサービスシステム１
４から生じた排出ガス４２を含むことができ、タービンベースのサービスシステム１４は
、炭化水素生成システム１２によって必要に応じて施設内で排出ガス４２を発生させるこ
とができる。換言すると、タービンベースのシステム１４は、１又は２以上のサービス（
例えば、電力、機械出力、蒸気、水（例えば、脱塩水）と、炭化水素生成システム１２に
より使用するための排出ガス（例えば、実質的に酸素を伴わない）とを同時に発生させ、
これによりこのようなサービスの外部供給源への依存を低減又は排除することができる。
【００２３】
　図示の実施形態において、タービンベースのサービスシステム１４は、量論的排出ガス
再循環（ＳＥＧＲ）ガスタービンシステム５２及び排出ガス（ＥＧ）プロセスシステム５
４を含む。ガスタービンシステム５２は、リーン制御モード又はリッチ制御モードのよう
な、量論的燃焼運転モード（例えば、量論的制御モード）及び量論的燃焼運転モード（例
えば、非量論的制御モード）で作動するよう構成することができる。量論的制御モードに
おいては、燃焼は、全体的に、燃料及び酸化剤の実質的に化学量論比で生じ、これにより
実質的に量論的燃焼を生じることになる。詳細には、量論的燃焼は、一般に、燃焼生成物
が実質的に又は完全に未燃燃料及び酸化剤を含まないように、燃焼反応において燃料及び
酸化剤の実質的に全てを消費することを伴う。量論的燃焼の１つの尺度は、当量比すなわ
ちファイ（Φ）であり、量論的燃料／酸化剤比に対する実際の燃料／酸化剤比の割合であ
る。１．０よりも大きい当量比は、燃料及び酸化剤のリッチ燃焼をもたらし、他方、１．
０よりも小さい当量比は、燃料及び酸化剤のリーン燃焼をもたらす。対照的に、当量比１
．０は、リッチでもなくリーンでもない燃焼をもたらし、従って、燃焼反応において燃料
及び酸化剤の全てを実質的に消費する。開示された実施形態の文脈において、用語「量論
的」又は「実質的に量論」とは、約０．９５～約１．０５の当量比を指すことができる。
しかしながら、開示された実施形態はまた、当量比１．０±０．０１、０．０２、０．０
３、０．０４、０．０５、又はそれ以上を含むことができる。この場合も同様に、タービ
ンベースのサービスシステム１４における燃料及び酸化剤の量論的燃焼は、残存する未燃
燃料又は酸化剤が実質的に存在しない燃焼生成物又は排出ガスをもたらすことができる。
例えば、排出ガス４２は、１、２、３、４、又は５容積パーセント未満の酸化剤（例えば
、酸素）、未燃燃料又は炭化水素（例えば、ＨＣ）、窒素酸化物（例えば、ＮＯX）、一
酸化炭素（ＣＯ）、硫黄酸化物（例えば、ＳＯX）、水素、及び他の不完全燃焼生成物を
有することができる。別の実施例によれば、排出ガス４２は、約１０、２０、３０、４０
、５０、６０、７０、８０、９０、１００、２００、３００、４００、５００、１０００
、２０００、３０００、４０００、又は５０００ｐｐｍｖ（百万分の１体積）未満の酸化
剤（例えば、酸素）、未燃燃料又は炭化水素（例えば、ＨＣ）、窒素酸化物（例えば、Ｎ
ＯX）、一酸化炭素（ＣＯ）、硫黄酸化物（例えば、ＳＯX）、水素、及び他の不完全燃焼
生成物を有することができる。しかしながら、開示された実施形態はまた、排出ガス４２
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中の他の範囲の残留燃料、酸化剤、及び他のエミッションレベルを生成することができる
。本明細書で使用される場合、用語「エミッション」、「エミッションレベル」、及び「
エミッション目標」は、特定の燃焼生成物（例えば、ＮＯX、ＣＯ、ＳＯX、Ｏ2、Ｎ2、Ｈ

2、ＨＣ、その他）の濃度レベルを指すことができ、これらは、再循環されたガスストリ
ーム、放出されたガスストリーム（例えば、大気中に排出された）、及び種々の目標シス
テム（例えば、炭化水素生成システム１２）において使用されるガスストリーム中に存在
することができる。
【００２４】
　ＳＥＧＲガスタービンシステム５２及びＥＧプロセスシステム５４は、異なる実施形態
における様々な構成要素を含むことができるが、図示のＥＧプロセスシステム５４は、熱
回収蒸気発生器（ＨＲＳＧ）５６及び排出ガス再循環（ＥＧＲ）システム５８を含み、こ
れらは、ＳＥＧＲガスタービンシステム５２から生じた排出ガス６０を受け取り処理する
。ＨＲＳＧ５６は、１又は２以上の熱交換器、凝縮器、及び種々の熱回収設備を含むこと
ができ、これらは全体として、排出ガス６０からの熱を水ストリームに伝達して蒸気６２
を発生するよう機能する。蒸気６２は、１又は２以上の蒸気タービン、ＥＯＲシステム１
８、又は炭化水素生成システム１２の他の何れかの部分において用いることができる。例
えば、ＨＲＳＧ５６は、低圧、中圧、及び／又は高圧の蒸気６２を生成することができ、
これらは、低圧、中圧、及び高圧蒸気タービン段又はＥＯＲシステム１８の異なる用途に
選択的に適用することができる。蒸気６２に加えて、脱塩水のような処理水６４は、ＨＲ
ＳＧ５６、ＥＧＲシステム５８、及び／又はＥＧプロセスシステム５４又はＳＥＧＲガス
タービンシステム５２の別の部分によって生成することができる。処理水６４（例えば、
脱塩水）は、内陸又は砂漠地帯などの水不足の領域において特に有用とすることができる
。処理水６４は、ＳＥＧＲガスタービンシステム５２内で燃料の燃焼を生じる大量の空気
によって少なくとも部分的に生成することができる。蒸気６２及び水６４の施設内での生
成は、多くの用途（炭化水素生成システム１２を含む）で有益であるが、排出ガス４２、
６０の施設内での生成は、ＳＥＧＲガスタービンシステム５２から生成される低酸素含有
、高圧及び熱に起因して、ＥＯＲシステム１８にとって特に有益とすることができる。従
って、ＨＲＳＧ５６、ＥＧＲシステム５８、及び／又はＥＧプロセスシステム５４の別の
部分は、排出ガス６６をＳＥＧＲガスタービンシステム５２に出力又は再循環すると同時
に、排出ガス４２を炭化水素生成システム１２と共に使用するためにＥＯＲシステム１８
に送ることができる。同様に、排出ガス４２は、炭化水素生成システム１２のＥＯＲシス
テム１８にて使用するためにＳＥＧＲガスタービンシステム５２から直接（すなわち、Ｅ
Ｇプロセスシステム５４を通過することなく）抽出することができる。
【００２５】
　排出ガス再循環は、ＥＧプロセスシステム５４のＥＧＲシステム５８により処理される
。例えば、ＥＧＲシステム５８は、１又は２以上の導管、バルブ、ブロア、及び排出ガス
プロセスシステム（例えば、フィルタ、粒子状物質除去ユニット、ガス分離ユニット、ガ
ス精製ユニット、熱交換器、熱回収ユニット、除湿ユニット、触媒ユニット、化学物質注
入ユニット、又はこれらの組み合わせ）、及び制御部を含み、排出ガス再循環経路に沿っ
て出力（例えば、排出された排出ガス６０）から入力（例えば、吸入された排出ガス６６
）まで排出ガスを再循環するようにする。図示の実施形態において、ＳＥＧＲガスタービ
ンシステム５２は、１又は２以上の圧縮機を有する圧縮機セクションに排出ガス６６を吸
入させ、これにより排出ガス６６を圧縮して、酸化剤６８及び１又は２以上の燃料７０の
吸入と共に燃焼器セクションにおいて使用する。酸化剤６８は、周囲空気、純酸素、酸素
富化空気、貧酸素空気、酸素－窒素混合気、又は燃料７０の燃焼を促進する何らかの好適
な酸化剤を含むことができる。燃料７０は、１又は２以上のガス燃料、液体燃料、又は何
らかのこれらの組み合わせを含むことができる。例えば、燃料７０は、天然ガス、液化天
然ガス（ＬＮＧ）、シンガス、メタン、エタン、プロパン、ブタン、ナフサ、ケロシン、
ディーゼル燃料、エタノール、メタノール、バイオ燃料、又は何らかのこれらの組み合わ
せを含むことができる。
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【００２６】
　ＳＥＧＲガスタービンシステム５２は、燃焼器セクションにおいて排出ガス６６、酸化
剤６８、及び燃料７０を混合して燃焼させ、これによりタービンセクションにおいて１又
は２以上のタービン段を駆動する高温の燃焼ガス又は排出ガス６０を発生する。特定の実
施形態において、燃焼器セクションにおける各燃焼器は、１又は２以上の予混合燃料ノズ
ル、１又は２以上の拡散燃料ノズル、又は何らかのこれらの組み合わせを含む。例えば、
各予混合燃料ノズルは、燃料ノズルの内部で、及び／又は燃料ノズルの部分的に上流側で
酸化剤６８と燃料７０を混合し、これにより予混合燃焼（例えば、予混合火炎）のため酸
化剤－燃料混合気を燃料ノズルから燃焼ゾーンに注入するよう構成することができる。別
の実施例によれば、各拡散燃料ノズルは、酸化剤６８及び燃料７０の流れを燃料ノズル内
で分離し、これにより拡散燃焼（例えば、拡散火炎）のため酸化剤６８及び燃料７０を燃
料ノズルから燃焼ゾーンに別個に注入するよう構成することができる。詳細には、拡散燃
料ノズルによって提供される拡散燃焼は、初期燃焼のポイントすなわち火炎領域まで酸化
剤６８及び燃料７０の混合を遅延させる。拡散燃料ノズルを利用する実施形態において、
拡散火炎は、一般に、酸化剤６８及び燃料７０の別個のストリーム間（すなわち、酸化剤
６８及び燃料７０が混合されるときに）の量論的組成点にて形成されるので、火炎安定性
を向上させることができる。特定の実施形態において、１又は２以上の希釈剤（例えば、
排出ガス６０、蒸気、窒素、又は別の不活性ガス）は、拡散燃料ノズル又は予混合燃料ノ
ズルの何れかにおいて酸化剤６８、燃料７０、又は両方と予混合することができる。加え
て、１又は２以上の希釈剤（例えば、排出ガス６０、蒸気、窒素、又は別の不活性ガス）
は、各燃焼器内での燃焼点又はその下流側にて燃焼器内に注入することができる。これら
の希釈剤を使用することにより、火炎（例えば、予混合火炎又は拡散火炎）の調質を助け
、これにより一酸化窒素（ＮＯ）及び二酸化窒素（ＮＯ2）などのＮＯXエミッションの低
減を助けることができる。火炎のタイプに関係なく、燃焼は、１又は２以上のタービン段
を駆動するための高温燃焼ガス又は排出ガス６０を生成する。各タービン段が排出ガス６
０によって駆動されると、ＳＥＧＲガスタービンシステム５２は、機械出力７２及び／又
は電気出力７４（例えば、発電機を介して）を発生する。システム５２はまた、排出ガス
６０を出力し、更に、水６４を出力することができる。この場合も同様に、水６４は、脱
塩水などの処理水とすることができ、設備内又は設備外での様々な用途で有用とすること
ができる。
【００２７】
　排出ガスの抽出はまた、１又は２以上の抽出ポイント７６を用いてＳＥＧＲガスタービ
ンシステム５２により提供される。例えば、図示の実施形態は、抽出ポイント７６から排
出ガス４２を受け取り、排出ガス４２を処理し、次いで、種々の目標システムに排出ガス
４２を供給又は分配する排出ガス（ＥＧ）抽出システム８０及び排出ガス（ＥＧ）処理シ
ステム８２を有する排出ガス（ＥＧ）供給システム７８を含む。目標システムは、ＥＯＲ
システム１８、及び／又はパイプライン８６、貯蔵タンク８８、又は炭素隔離システム９
０などの他のシステムを含むことができる。ＥＧ抽出システム８０は、１又は２以上の導
管、バルブ、制御部、及び流れ分離装置を含むことができ、これらは、排出ガス４２を酸
化剤６８、燃料７０、及び他の汚染物質から隔離すると同時に、抽出した排出ガス４２の
温度、圧力、及び流量を制御する。ＥＧ処理システム８２は、１又は２以上の熱交換器（
例えば、熱回収蒸気発生器などの熱回収ユニット、凝縮器、冷却器、又はヒーター）、触
媒システム（例えば、酸化触媒システム）、粒子状物質及び／又は水除去システム（例え
ば、ガス脱水ユニット、慣性力選別装置、凝集フィルタ、水不透過性フィルタ、及び他の
フィルタ）、化学物質注入システム、溶剤ベース処理システム（例えば、吸収器、フラッ
シュタンク、その他）、炭素捕捉システム、ガス分離システム、ガス精製システム、及び
／又は溶剤ベース処理システム、排出ガス圧縮機、これらの何れかの組み合わせを含むこ
とができる。ＥＧ処理システム８２のこれらのサブシステムにより、温度、圧力、流量、
水分含有量（例えば、水分除去量）、粒子状物質含有量（例えば、粒子状物質除去量）、
及びガス組成（例えば、ＣＯ2、Ｎ2、その他のパーセンテージ）の制御が可能となる。
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【００２８】
　抽出した排出ガス４２は、目標システムに応じて、ＥＧ処理システム８２の１又は２以
上のサブシステムにより処理される。例えば、ＥＧ処理システム８２は、炭素捕捉システ
ム、ガス分離システム、ガス精製システム、及び／又は溶剤ベース処理システムを通じて
排出ガス４２の一部又は全てを配向することができ、種々の目標システムで使用するため
に炭素含有ガス（例えば、二酸化炭素）９２及び／又は窒素（Ｎ2）を分離及び精製する
よう制御される。例えば、ＥＧ処理システム８２の実施形態は、ガス分離及び精製を実施
し、第１のストリーム９６、第２のストリーム９７、及び第３のストリーム９８のような
排出ガス４２の複数の異なるストリーム９５を生成することができる。第１のストリーム
９６は、二酸化炭素リッチ及び／又は窒素リーン（例えば、ＣＯ2リッチ・Ｎ2リーンスト
リーム）である第１の組成を有することができる。第２のストリーム９７は、二酸化炭素
及び／又は窒素（例えば、中間濃度ＣＯ2・Ｎ2ストリーム）の中間濃度レベルである第２
の組成を有することができる。第３のストリーム９８は、二酸化炭素リーン及び／又は窒
素リッチ（例えば、ＣＯ2リーン・Ｎ2リッチストリーム）である第３の組成を有すること
ができる。各ストリーム９５（例えば、９６、９７、及び９８）は、目標システムへのス
トリーム９５の送出を促進するために、ガス脱水ユニット、フィル、ガス圧縮機、又はこ
れらの組み合わせを含むことができる。特定の実施形態において、ＣＯ2リッチ・Ｎ2リー
ンストリーム９６は、約７０、７５、８０、８５、９０、９５、９６、９７、９８、又は
９９容積パーセントよりも大きいＣＯ2純度又は濃度レベルと、約１、２、３、４、５、
１０、１５、２０、２５、又は３０容積パーセントよりも小さいＮ2純度又は濃度レベル
とを有することができる。対照的に、ＣＯ2リーン・Ｎ2リッチストリーム９８は、約１、
２、３、４、５、１０、１５、２０、２５、又は３０容積パーセントよりも小さいＣＯ2

純度又は濃度レベルと、約７０、７５、８０、８５、９０、９５、９６、９７、９８、又
は９９容積パーセントよりも大きいＮ2純度又は濃度レベルとを有することができる。中
間濃度ＣＯ2・Ｎ2ストリーム９７は、約３０～７０、３５～６５、４０～６０、又は４５
～５５容積パーセントのＣＯ2純度又は濃度レベル及び／又はＮ2純度又は濃度レベルを有
することができる。上述の範囲は、単に非限定的な実施例に過ぎず、ＣＯ2リッチ・Ｎ2リ
ーンストリーム９６及びＣＯ2リーン・Ｎ2リッチストリーム９８は、ＥＯＲシステム１８
及び他のシステム８４と共に使用するのに特に好適とすることができる。しかしながら、
これらのリッチ、リーン、又は中間濃度ＣＯ2ストリーム９５は、単独で、又は種々の組
み合わせでＥＯＲシステム１８及び他のシステム８４と共に使用することができる。例え
ば、ＥＯＲシステム１８及び他のシステム８４（例えば、パイプライン８６、貯蔵タンク
８８、及び炭素隔離システム９０）は各々、１又は２以上のＣＯ2リッチ・Ｎ2リーンスト
リーム９６、１又は２以上のＣＯ2リーン・Ｎ2リッチストリーム９８、１又は２以上の中
間濃度ＣＯ2・Ｎ2ストリーム９７、及び１又は２以上の未処理排出ガス４２ストリーム（
すなわち、ＥＧ処理システム８２をバイパスした）を受け取ることができる。
【００２９】
　ＥＧ抽出システム８０は、圧縮機セクション、燃焼器セクション、及び／又はタービン
セクションに沿った１又は２以上の抽出ポイント７６にて排出ガス４２を抽出し、排出ガ
ス４２が、好適な温度及び圧力でＥＯＲシステム１８及び他のシステム８４において使用
できるようにする。ＥＧ抽出システム８０及び／又はＥＧ処理システム８２はまた、ＥＧ
プロセスシステム５４との間で流体流（例えば、排出ガス４２）を循環させることができ
る。例えば、ＥＧプロセスシステム５４を通過する排出ガス４２の一部は、ＥＯＲシステ
ム１８及び他のシステム８４で使用するためにＥＧ抽出システム８０によって抽出するこ
とができる。特定の実施形態において、ＥＧ供給システム７８及びＥＧプロセスシステム
５４は、独立し、又は互いに一体化することができ、従って、独立した又は共通のサブシ
ステムを用いることができる。例えば、ＥＧ処理システム８２は、ＥＧ供給システム７８
及びＥＧプロセスシステム５４両方によって用いることができる。ＥＧプロセスシステム
５４から抽出される排出ガス４２は、ＥＧプロセスシステム５４における１又は２以上の
ガス処理段及びその後に続くＥＧ処理システム８２における１又は２以上の追加のガス処
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理段のような、複数のガス処理段を受けることができる。
【００３０】
　各抽出ポイント７６において、抽出した排出ガス４２は、ＥＧプロセスシステム５４に
おいて実質的に量論的燃焼及び／又はガス処理に起因して、実質的に酸化剤６８及び燃料
７０（例えば、未燃燃料又は炭化水素）が存在しない場合がある。更に、目標システムに
応じて、抽出した排出ガス４２は、ＥＧ供給システム７８のＥＧ処理システム８２におい
て更なる処理を受け、これにより何らかの残留する酸化剤６８、燃料７０、又は他の望ま
しくない燃焼生成物を更に低減することができる。例えば、ＥＧ処理システム８２の処理
の前又は後で、抽出した排出ガス４２は、１、２、３、４、又は５容積パーセントよりも
少ない酸化剤（例えば、酸素）、未燃燃料又は炭化水素（例えば、ＨＣ）、窒素酸化物（
例えば、ＮＯX）、一酸化炭素（ＣＯ）、硫黄酸化物（例えば、ＳＯX）、水素、及び他の
不完全燃焼生成物を有することができる。別の実施例によれば、ＥＧ処理システム８２の
処理の前又は後で、抽出した排出ガス４２は、約１０、２０、３０、４０、５０、６０、
７０、８０、９０、１００、２００、３００、４００、５００、１０００、２０００、３
０００、４０００、又は５０００ｐｐｍｖ（百万分の１体積）よりも少ない酸化剤（例え
ば、酸素）、未燃燃料又は炭化水素（例えば、ＨＣ）、窒素酸化物（例えば、ＮＯX）、
一酸化炭素（ＣＯ）、硫黄酸化物（例えば、ＳＯX）、水素、及び他の不完全燃焼生成物
を有することができる。従って、排出ガス４２は、ＥＯＲシステム１８と共に使用するの
に特に好適である。
【００３１】
　タービンシステム５２のＥＧＲ作動は、具体的には、複数の位置７６での排出ガス抽出
を可能にする。例えば、システム５２の圧縮機セクションを用いて、どのような酸化剤６
８もなしで排出ガス６６を圧縮する（すなわち、排出ガス６６の圧縮のみ）ことができ、
その結果、酸化剤６８及び燃料７０の流入前に圧縮機セクション及び／又は燃焼器セクシ
ョンから実質的に酸素を含まない排出ガス４２を抽出することができるようになる。抽出
ポイント７６は、隣接する圧縮機段の間の段間ポートにて、圧縮機排出ケーシングに沿っ
たポートにて、燃焼器セクションにおける各燃焼器に沿ったポートにて、又はこれらの組
み合わせに位置付けることができる。特定の実施形態において、排出ガス６６は、燃焼器
セクションにおける各燃焼器のヘッド端部部分及び／又は燃料ノズルに達するまでは、酸
化剤６８及び燃料７０と混合しないようにすることができる。更に、１又は２以上の流れ
分離器（例えば、壁、仕切り、バッフル、又は同様のもの）を用いて、酸化剤６８及び燃
料７０を抽出ポイント７６から隔離することができる。これらの流れ分離器を用いると、
抽出ポイント７６は、燃焼器セクションにおける各燃焼器の壁に沿って直接配置すること
ができる。
【００３２】
　排出ガス６６、酸化剤６８、及び燃料７０がヘッド端部部分を通って（例えば、燃料ノ
ズルを通って）各燃焼器の燃焼部分（例えば、燃焼室）に流入すると、ＳＥＧＲガスター
ビンシステム５２は、排出ガス６６、酸化剤６８、及び燃料７０の実質的に量論的燃焼を
もたらすよう制御される。例えば、システム５２は、約０．９５～約１．０５の当量比を
維持することができる。結果として、各燃焼器における排出ガス６６、酸化剤６８、及び
燃料７０の混合気の燃焼生成物は、実質的に酸素及び未燃燃料を含まない。従って、燃焼
生成物（又は排出ガス）は、ＥＯＲシステム１８に送られる排出ガス４２として使用する
ためにＳＥＧＲガスタービンシステム５２のタービンセクションから抽出することができ
る。タービンセクションに沿って、抽出ポイント７６は、隣接するタービン段の間の段間
ポートなどの何れかのタービン段に位置付けることができる。従って、上述の抽出ポイン
ト７６の何れかを用いて、タービンベースのサービスシステム１４は、排出ガス４２を生
成及び抽出し、炭化水素生成システム１２（例えば、ＥＯＲシステム１８）に送出して、
地下リザーバ２０からのオイル／ガス４８の生成に用いることができる。
【００３３】
　図２は、タービンベースのサービスシステム１４及び炭化水素生成システム１２に結合
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された制御システム１００を例示した、図１のシステム１０の１つの実施形態の概略図で
ある。図示の実施形態において、タービンベースのサービスシステム１４は、複合サイク
ルシステム１０２を含み、該複合サイクルシステム１０２は、トッピングサイクルとして
ＳＥＧＲガスタービンシステム５２と、ボトミングサイクルとして蒸気タービン１０４と
、排出ガス６０から熱を回収して、蒸気タービン１０４を駆動するための蒸気６２を発生
させるＨＲＳＧ５６と、を含む。この場合も同様に、ＳＥＧＲガスタービンシステム５２
は、排出ガス６６、酸化剤６８、及び燃料７０を受け取って混合して、量論的燃焼（例え
ば、予混合及び／又は拡散火炎）をし、これにより排出ガス６０機械出力７２電気出力７
４、及び／又は水６４を生成する。例えば、ＳＥＧＲガスタービンシステム５２は、発電
機、酸化剤圧縮機（例えば、主空気圧縮機）、ギアボックス、ポンプ、炭化水素生成シス
テム１２の設備、又はこれらの組み合わせなどの１又は２以上の負荷又は機械装置１０６
を駆動することができる。一部の実施形態において、機械装置１０６は、ＳＥＧＲガスタ
ービンシステム５２と縦一列に配列された、発電機又は蒸気タービン（例えば、蒸気ター
ビン１０４）などの他の駆動装置を含むことができる。従って、ＳＥＧＲガスタービンシ
ステム５２ＳＥＧＲガスタービンシステム５２（及び何らかの追加の駆動装置）によって
駆動される機械装置１０６の出力は、機械出力７２及び電気出力７４を含むことができる
。機械出力７２及び／又は電気出力７４は、炭化水素生成システム１２に動力を供給する
ために施設内で用いることができ、電気出力７４は、送電網又はこれらの組み合わせに配
電することができる。機械装置１０６の出力はまた、ＳＥＧＲガスタービンシステム５２
の燃焼セクションに吸入するため、圧縮酸化剤６８（例えば、空気又は酸素）などの圧縮
流体を含むことができる。これらの出力（例えば、排出ガス６０、機械出力７２、電気出
力７４、及び／又は水６４）の各々は、タービンベースのサービスシステム１４の１つの
サービスとみなすことができる。
【００３４】
　ＳＥＧＲガスタービンシステム５２は、実質的に酸素を伴わない場合がある排出ガス４
２、６０を生成し、該排出ガス４２、６０をＥＧプロセスシステム５４及び／又はＥＧ供
給システム７８に送る。ＥＧ供給システム７８は、排出ガス４２（例えば、ストリーム９
５）を処理して炭化水素生成システム１２及び／又は他のシステム８４に送給することが
できる。上記で検討したように、ＥＧプロセスシステム５４は、ＨＲＳＧ５６及びＥＧＲ
システム５８を含むことができる。ＨＲＳＧ５６は、１又は２以上の熱交換器、凝縮器、
及び種々の熱回収設備を含むことができ、これらを用いて排出ガス６０から熱を回収して
水１０８に伝達し、蒸気タービン１０４を駆動するための蒸気６２を発生することができ
る。ＳＥＧＲガスタービンシステム５２と同様に、蒸気タービン１０４は、１又は２以上
の負荷又は機械装置１０６を駆動し、これにより機械出力７２及び電気出力７４を生成す
ることができる。図示の実施形態において、ＳＥＧＲガスタービンシステム５２及び蒸気
タービン１０４は、縦一列の形態で配列されて、同じ機械装置１０６を駆動する。しかし
ながら、他の実施形態において、ＳＥＧＲガスタービンシステム５２及び蒸気タービン１
０４は、異なる機械装置１０６を別個に駆動し、機械出力７２及び／又は電気出力７４を
独立して生成することができる。蒸気タービン１０４がＨＲＳＧ５６からの蒸気６２によ
り駆動されると、蒸気６２は、温度及び圧力が漸次的に低下する。従って、蒸気タービン
１０４は、使用した蒸気６２及び／又は水１０８をＨＲＳＧ５６に戻すよう再循環し、排
出ガス６０からの熱回収を介して追加の蒸気を発生させる。蒸気発生に加えて、ＨＲＳＧ
５６、ＥＧＲシステム５８、及び／又はＥＧプロセスシステム５４の別の部分は、水６４
、及び炭化水素生成システム１２と共に用いるための排出ガス４２、並びにＳＥＧＲガス
タービンシステム５２への入力として使用する排出ガス６６を生成することができる。例
えば、水６４は、他の用途で使用するための脱塩水のような処理水６４とすることができ
る。脱塩水は、水の利用性が低い領域で特に有用とすることができる。排出ガス６０に関
しては、ＥＧプロセスシステム５４の実施形態は、排出ガス６０をＨＲＳＧ５６に通過さ
せるかどうかに関係なく、ＥＧＲシステム５８を通じて排出ガス６０を再循環するよう構
成することができる。
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【００３５】
　図示の実施形態において、ＳＥＧＲガスタービンシステム５２は、システム５２の排出
出口から排出入口まで延びる排出ガス再循環経路１１０を有する。排出ガス６０は、経路
１１０に沿って、図示の実施形態においてＨＲＳＧ５６及びＥＧＲシステム５８を含むＥ
Ｇプロセスシステム５４を通過する。ＥＧＲシステム５８は、経路１１０に沿って直列及
び／又は並列配列で、１又は２以上の導管、バルブ、ブロア、ガス処理システム（例えば
、フィルタ、粒子状物質除去ユニット、ガス分離ユニット、ガス精製ユニット、熱交換器
、熱回収蒸気発生器などの熱回収ユニット、除湿ユニット、触媒ユニット、化学物質注入
ユニット、又はこれらの組み合わせ）を含むことができる。換言すると、ＥＧＲシステム
５８は、システム５２の排出ガス出口及び排出ガス入口間の排出ガス再循環経路１１０に
沿って、何らかの流れ制御構成要素、圧力制御構成要素、温度制御構成要素、湿度制御構
成要素、及びガス組成制御構成要素を含むことができる。従って、経路１１０に沿ってＨ
ＲＳＧ５６を備えた実施形態において、ＨＲＳＧ５６は、ＥＧＲシステム５８の１つの構
成要素とみなすことができる。しかしながら、特定の実施形態において、ＨＲＳＧ５６は
、排出ガス再循環経路１１０とは独立して排出ガス経路に沿って配置することができる。
ＨＲＳＧ５６がＥＧＲシステム５８に対して別個の経路に沿っているか、又は共通の経路
に沿っているかに関係なく、ＨＲＳＧ５６及びＥＧＲシステム５８は、排出ガス６０を吸
入して、再循環される排出ガス６０、又はＥＧ供給システム７８（例えば、炭化水素生成
システム１２及び／又は他のシステム８４のため）と共に使用するための排出ガス４２、
或いは別の出力の排出ガスを出力する。この場合も同様に、ＳＥＧＲガスタービンシステ
ム５２は、排出ガス６６、酸化剤６８、及び燃料７０（例えば、予混合火炎及び／又は拡
散火炎）を吸入して混合し、量論的燃焼して、ＥＧプロセスシステム５４、炭化水素生成
システム１２、又は他のシステム８４に分配するために実質的に酸素及び燃料を含まない
排出ガス６０を生成する。
【００３６】
　図１を参照して上述したように、炭化水素生成システム１２は、地下リザーバ２０から
オイル／ガス井戸２６を通るオイル／ガス４８の回収又は生成を促進する様々な設備を含
むことができる。例えば、炭化水素生成システム１２は、流体注入システム３４を有する
ＥＯＲシステム１８を含むことができる。図示の実施形態において、流体注入システム３
４は、排出ガス注入ＥＯＲシステム１１２及び蒸気注入ＥＯＲシステム１１４を含む。流
体注入システム３４は、様々な供給源から流体を受け取ることができるが、図示の実施形
態は、タービンベースのサービスシステム１４から排出ガス４２及び蒸気６２を受け取る
ことができる。タービンベースのサービスシステム１４により生成される排出ガス４２及
び／又は蒸気６２はまた、他のオイル／ガスシステム１１６で使用するため炭化水素生成
システム１２に送ることができる。
【００３７】
　排出ガス４２、排出ガス６６及び／又は蒸気６２の量、品質、及び流れは、制御システ
ム１００により制御することができる。制御システム１００は、タービンベースのサービ
スシステム１４に完全に専用とすることができ、或いはまた、任意選択的に、炭化水素生
成システム１２及び／又は他のシステム８４の制御を行うことができる。図示の実施形態
において、制御システム１００は、プロセッサ１２０、メモリ１２２、蒸気タービン制御
部１２４、ＳＥＧＲガスタービンシステム制御部１２６、及び機械制御部１２８を有する
コントローラ１１８を含む。プロセッサ１２０は、タービンベースのサービスシステム１
４を制御するために単一のプロセッサ、又はトリプル冗長プロセッサのような２又はそれ
以上の冗長プロセッサを含むことができる。メモリ１２２は、揮発性及び／又は不揮発性
メモリを含むことができる。例えば、メモリ１２２は、１又は２以上のハードドライブ、
フラッシュメモリ、リードオンリーメモリ、ランダムアクセスメモリ、又はこれらの組み
合わせを含むことができる。制御部１２４、１２６、及び１２８は、ソフトウェア及び／
又はハードウェア制御部を含むことができる。例えば、制御部１２４、１２６、及び１２
８は、メモリ１２２上に格納されてプロセッサ１２０により実行可能な種々の命令又はコ
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ードを含むことができる。制御部１２４は、蒸気タービン１０４の作動を制御するよう構
成され、ＳＥＧＲガスタービンシステム制御部１２６は、システム５２を制御するよう構
成され、機械制御部１２８は、機械装置１０６を制御するよう構成される。従って、コン
トローラ１１８（例えば、制御部１２４、１２６、及び１２８）は、タービンベースのサ
ービスシステム１４の種々のサブシステムを協働させて、炭化水素生成システム１２に排
出ガス４２の好適なストリームを提供するよう構成することができる。
【００３８】
　制御システム１００の特定の実施形態において、図示され本明細書で記載される各要素
（例えば、システム、サブシステム、及び構成要素）は、（例えば、このような要素の直
接内部に、上流側に、又は下流側に）センサ及び制御デバイスのような、１又は２以上の
工業用制御特徴要素を含み、これらは、工業用制御ネットワークを介してコントローラ１
１８と共に互いに通信可能に結合される。例えば、各要素に関連する制御デバイスは、専
用のデバイスコントローラ（例えば、プロセッサ、メモリ、及び制御命令を含む）、１又
は２以上のアクチュエータ、バルブ、スイッチ、及び工業用制御機器を含むことができ、
これらは、センサフィードバック１３０、コントローラ１１８からの制御信号、ユーザか
らの制御信号、又はこれらの組み合わせに基づいて制御を可能にする。従って、本明細書
で記載される制御機能を何れも、コントローラ１１８、 各要素に関連する専用のデバイ
スコントローラ、又はこれらの組み合わせにより格納され及び／又は実行可能な制御命令
を用いて実施することができる。
【００３９】
　このような制御機能を可能にするために、制御システム１００は、種々の制御部（例え
ば、制御部１２４、１２６、及び１２８）の実行で使用するセンサフィードバック１３０
を得るために、システム１０全体にわたって配置された１又は２以上のセンサを含む。例
えば、センサフィードバック１３０は、ＳＥＧＲガスタービンシステム５２、機械装置１
０６、ＥＧプロセスシステム５４、蒸気タービン１０４、炭化水素生成システム１２、或
いは、タービンベースのサービスシステム１４又は炭化水素生成システム１２にわたる他
の何れかの構成要素にわたって配置されたセンサから取得することができる。例えば、セ
ンサフィードバック１３０は、温度フィードバック、圧力フィードバック、流量フィード
バック、火炎温度フィードバック、燃焼ダイナミックスフィードバック、吸入酸化剤組成
フィードバック、吸入燃料組成フィードバック、排出ガス組成フィードバック、機械出力
７２の出力レベル、電気出力７４の出力レベル、排出ガス４２、６０の出力量、水６４の
出力量又は品質、又はこれらの組み合わせを含むことができる。例えば、センサフィード
バック１３０は、ＳＥＧＲガスタービンシステム５２において量論的燃焼を可能にする排
出ガス４２、６０の組成を含むことができる。例えば、センサフィードバック１３０は、
酸化剤６８の酸化剤供給経路に沿った１又は２以上の吸入酸化剤センサ、燃料７０の燃料
供給経路に沿った１又は２以上の吸入燃料センサ、及び排出ガス再循環経路１１０に沿っ
て配置され及び／又はＳＥＧＲガスタービンシステム５２内部に配置された１又は２以上
の排出エミッションセンサからのフィードバックを含むことができる。吸入酸化剤センサ
、吸入燃料センサ、及び排出エミッションセンサは、温度センサ、圧力センサ、流量セン
サ、及び組成センサを含むことができる。エミッションセンサは、窒素酸化物（例えば、
ＮＯxセンサ）、炭素酸化物（例えば、ＣＯセンサ及びＣＯ2センサ）、硫黄酸化物（例え
ば、ＳＯXセンサ）、水素（例えば、Ｈ2センサ）、酸素（例えば、Ｏ2センサ）、未燃炭
化水素（例えば、ＨＣセンサ）、又は他の不完全燃焼生成物、或いはこれらの組み合わせ
に対するセンサを含むことができる。
【００４０】
　このフィードバック１３０を用いて、制御システム１００は、当量比を好適な範囲内、
例えば、例えば、約０．９５～約１．０５、約０．９５～約１．０、約１．０～約１．０
５、又は実質的に１．０で維持するよう、（他の作動パラメータの中でも特に）ＳＥＧＲ
ガスタービンシステム５２への排出ガス６６、酸化剤６８、及び／又は燃料７０の吸入流
れを調整（例えば、増大、減少、又は維持）することができる。例えば、制御システム１
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００は、フィードバック１３０を分析して、排出エミッション（例えば、窒素酸化物、Ｃ
Ｏ及びＣＯ2などの炭素酸化物、硫黄酸化物、水素、酸素、未燃炭化水素、及び他の不完
全燃焼生成物の濃度レベル）を監視し、及び／又は当量比を求め、次いで、排出エミッシ
ョン（例えば、排出ガス４２の濃度レベル）及び／又は当量比を調整するよう１又は２以
上の構成要素を制御することができる。制御される構成要素は、限定ではないが、酸化剤
６８、燃料７０、及び排出ガス６６のための供給経路に沿ったバルブ；ＥＧプロセスシス
テム５４における酸化剤圧縮機、燃料ポンプ、又は何れかの構成要素；ＳＥＧＲガスター
ビンシステム５２の何れかの構成要素；又はこれらの組み合わせを含む、図示され図面を
参照して説明される構成要素の何れかを含むことができる。制御される構成要素は、ＳＥ
ＧＲガスタービンシステム５２内で燃焼をする酸化剤６８、燃料７０、及び排出ガス６６
の流量、温度、圧力、又はパーセンテージ（例えば、当量比）を調整（例えば、増大、減
少、又は維持）することができる。制御される構成要素はまた、触媒ユニット（例えば、
酸化触媒ユニット）、触媒ユニット（例えば、酸化燃料、熱、電気、その他）のための供
給源、ガス精製及び／又は分離ユニット（例えば、溶剤ベース分離器、吸収器、フラッシ
ュタンク、その他）、及び濾過ユニットなど、１又は２以上のガス処理システムを含むこ
とができる。ガス処理システムは、排出ガス再循環経路１１０、通気経路（例えば、大気
中に排出された）、又はＥＧ供給システム７８への抽出経路に沿った種々の排出エミッシ
ョンの低減を助けることができる。
【００４１】
　特定の実施形態において、制御システム１００は、フィードバック１３０を分析し、約
１０、２０、３０、４０、５０、１００、２００、３００、４００、５００、１０００、
２０００、３０００、４０００、５０００、又は１００００ｐｐｍｖ（百万分の１体積）
未満など、エミッションレベル（例えば、排出ガス４２の濃度レベル、６０、９５）を目
標範囲に維持又は低減するよう、１又は２以上の構成要素を制御することができる。これ
らの目標範囲は、排出エミッション（例えば、窒素酸化物、一酸化炭素、硫黄酸化物、水
素、酸素、未燃炭化水素、及び他の不完全燃焼生成物の濃度レベル）の各々に対して同じ
又は異なることができる。例えば、当量比に応じて、制御システム１００は、酸化剤（例
えば、酸素）の排出エミッション（例えば、濃度レベル）を約１０、２０、３０、４０、
５０、６０、７０、８０、９０、１００、２５０、５００、７５０、又は１０００ｐｐｍ
ｖ未満の目標範囲内に、一酸化炭素（ＣＯ）の排出エミッション（例えば、濃度レベル）
を約２０、５０、１００、２００、５００、１０００、２５００、又は５０００ｐｐｍｖ
未満の目標範囲内に、及び窒素酸化物（ＮＯX）の排出エミッション（例えば、濃度レベ
ル）を約５０、１００、２００、３００、４００、又は５００ｐｐｍｖ未満の目標範囲内
に選択的に制御することができる。実質的に量論的当量比で作動する特定の実施形態にお
いて、制御システム１００は、酸化剤（例えば、酸素）の排出エミッション（例えば、濃
度レベル）を約１０、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０、又は１００ｐ
ｐｍｖ未満の目標範囲内に、及び一酸化炭素（ＣＯ）の排出エミッション（例えば、濃度
レベル）を約５００、１０００、２０００、３０００、４０００、又は５０００ｐｐｍｖ
未満の目標範囲内に選択的に制御することができる。リーン当量比（例えば、約０．９５
～１．０）で作動する特定の実施形態において、制御システム１００は、酸化剤（例えば
、酸素）の排出エミッション（例えば、濃度レベル）を約５００、６００、７００、８０
０、９００、１０００、１１００、１２００、１３００、１４００、又は１５００ｐｐｍ
ｖ未満の目標範囲内に、一酸化炭素（ＣＯ）の排出エミッション（例えば、濃度レベル）
を約１０、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０、１００、１５０、又は２
００ｐｐｍｖの目標範囲内に、及び窒素酸化物（例えば、ＮＯX）の排出エミッション（
例えば、濃度レベル）を約５０、１００、１５０、２００、２５０、３００、３５０、又
は４００ｐｐｍｖ未満の目標範囲内に選択的に制御することができる。上述の目標範囲は
、単に実施例に過ぎず、開示された実施形態の範囲を限定するものではない。
【００４２】
　制御システム１００はまた、ローカルインタフェース１３２及びリモートインタフェー
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ス１３４に結合することができる。例えば、ローカルインタフェース１３２は、タービン
ベースのサービスシステム１４及び／又は炭化水素生成システム１２にて施設内に配置さ
れたコンピュータワークステーションを含むことができる。対照的に、リモートインタフ
ェース１３４は、インターネット接続を通じてなど、タービンベースのサービスシステム
１４及び炭化水素生成システム１２の施設外に配置されたコンピュータワークステーショ
ンを含むことができる。これらのインタフェース１３２及び１３４は、センサフィードバ
ック１３０、作動パラメータ及びその他の１又は２以上のグラフィック表示を通じてなど
、タービンベースのサービスシステム１４の監視及び制御を可能にする。
【００４３】
　この場合も同様に、上述のように、コントローラ１１８は、タービンベースのサービス
システム１４の制御を可能にする様々な制御部１２４、１２６、及び１２８を含む。蒸気
タービン制御部１２４は、センサフィードバック１３０を受け取り、蒸気タービン１０４
の作動を可能にする制御コマンドを出力することができる。例えば、蒸気タービン制御部
１２４は、ＨＲＳＧ５６、機械装置１０６、蒸気６２の経路に沿った温度及び圧力センサ
、水１０８の経路に沿った温度及び圧力センサ、及び機械出力７２及び電気出力７４を示
す種々のセンサからセンサフィードバック１３０を受け取ることができる。同様に、ＳＥ
ＧＲガスタービンシステム制御部１２６は、ＳＥＧＲガスタービンシステム５２、機械装
置１０６、ＥＧプロセスシステム５４、又はこれらの組み合わせに沿って配置された１又
は２以上のセンサからセンサフィードバック１３０を受け取ることができる。例えば、セ
ンサフィードバック１３０は、ＳＥＧＲガスタービンシステム５２の内部又は外部に配置
された温度センサ、圧力センサ、クリアランスセンサ、振動センサ、火炎センサ、燃料組
成センサ、排出ガス組成センサ、又はこれらの組み合わせから得ることができる。最後に
、機械制御部１２８は、機械出力７２及び電気出力７４に関連する種々のセンサ並びに機
械装置１０６内に配置されたセンサからセンサフィードバック１３０を受け取ることがで
きる。これら制御部１２４、１２６、及び１２８の各々は、センサフィードバック１３０
を用いて、タービンベースのサービスシステム１４の作動を改善する。
【００４４】
　図示の実施形態において、ＳＥＧＲガスタービンシステム制御部１２６は、ＥＧプロセ
スシステム５４、ＥＧ供給システム７８、炭化水素生成システム１２、及び／又は他のシ
ステム８４における排出ガス４２、６０、９５の量及び品質を制御する命令を実行するこ
とができる。例えば、ＳＥＧＲガスタービンシステム制御部１２６は、排出ガス６０にお
ける酸化剤（例えば、酸素）及び／又は未燃燃料のレベルを排出ガス注入ＥＯＲシステム
１１２と共に使用するのに好適な閾値未満に維持することができる。特定の実施形態にお
いて、閾値レベルは、排出ガス４２、６０の容積で酸化剤（例えば、酸素）及び／又は未
燃燃料が１、２、３、４、又は５パーセント未満とすることができ、或いは、酸化剤（例
えば、酸素）及び／又は未燃燃料（及び他の排出エミッション）の閾値レベルが、排出ガ
ス４２、６０中に約１０、２０、３０、４０、５０、６０、７０、８０、９０、１００、
２００、３００、４００、５００、１０００、２０００、３０００、４０００、又は５０
００ｐｐｍｖ（百万分の１体積）未満とすることができる。別の実施例によれば、酸化剤
（例えば、酸素）及び／又は未燃燃料のこれらの低レベルを達成するために、ＳＥＧＲガ
スタービンシステム制御部１２６は、ＳＥＧＲガスタービンシステム５２での燃焼におい
て約０．９５～約１．０５の当量比を維持することができる。ＳＥＧＲガスタービンシス
テム制御部１２６は、排出ガス４２、６０、９５の温度、圧力、流量、及びガス組成を排
出ガス注入ＥＯＲシステム１１２、パイプライン８６、貯蔵タンク８８、及び炭素隔離シ
ステム９０に好適な範囲内に維持するよう、ＥＧ抽出システム８０及びＥＧ処理システム
８２を制御することができる。上記で検討したように、ＥＧ処理システム８２は、ＣＯ2

リッチ・Ｎ2リーンストリーム９６、中間濃度ＣＯ2・Ｎ2ストリーム９７、及びＣＯ2リー
ン・Ｎ2リッチストリーム９８のような１又は２以上のガスストリーム９５内への排出ガ
ス４２を精製及び／又は分離するよう制御することができる。排出ガス４２、６０、及び
９５の制御に加えて、制御部１２４、１２６、及び１２８は、機械出力７２を好適な出力
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範囲内に維持し、又は電気出力７４を好適な周波数及び出力範囲内に維持するための１又
は２以上の命令を実行することができる。
【００４５】
　図３は、炭化水素生成システム１２及び／又は他のシステム８４と共に使用するための
ＳＥＧＲガスタービンシステム５２の詳細を更に例示した、システム１０の実施形態の概
略図である。図示の実施形態において、ＳＥＧＲガスタービンシステム５２は、ＥＧプロ
セスシステム５４に結合されたガスタービンエンジン１５０を含む。図示のガスタービン
エンジン１５０は、圧縮機セクション１５２、燃焼器セクション１５４、及び膨張器セク
ション又はタービンセクション１５６を含む。圧縮機セクション１５２は、直列配列で配
置された回転圧縮機ブレードの１～２０段のような１又は２以上の排出ガス圧縮機又は圧
縮機段１５８を含む。同様に、燃焼器セクション１５４は、ＳＥＧＲガスタービンシステ
ム５２の回転軸線１６２の周りで円周方向に配置された１～２０の燃焼器１６０のような
１又は２以上の燃焼器１６０を含む。更に、各燃焼器１６０は、排出ガス６６、酸化剤６
８、及び／又は燃料７０を注入するよう構成された１又は２以上の燃料ノズル１６４を含
むことができる。例えば、各燃焼器１６０のヘッド端部部分１６６は、１、２、３、４、
５、６、又はそれ以上の燃料ノズル１６４を収容することができ、該燃料ノズルは、排出
ガス６６、酸化剤６８、及び／又は燃料７０のストリーム又は混合気を燃焼器１６０の燃
焼部分１６８（例えば、燃焼室）に注入することができる。
【００４６】
　燃料ノズル１６４は、予混合燃料ノズル１６４（例えば、酸化剤／燃料予混合火炎の生
成のため酸化剤６８及び燃料７０を予混合するよう構成された）及び／又は拡散燃料ノズ
ル１６４（例えば、酸化剤／燃料拡散火炎の生成のため酸化剤６８及び燃料７０の別個の
流れを注入するよう構成された）のあらゆる組み合わせを含むことができる。予混合燃料
ノズル１６４の実施形態は、燃焼室１６８における注入及び燃焼の前にノズル１６４内で
酸化剤６８及び燃料７０を内部で混同するためのスワールベーン、混合チャンバ、又は他
の特徴要素を含むことができる。予混合燃料ノズル１６４はまた、少なくとも一部が部分
的に混合された酸化剤６８及び燃料７０を受け取ることができる。特定の実施形態におい
て、各拡散燃料ノズル１６４は、注入ポイントまで酸化剤６８及び燃料７０の流れを隔離
すると同時に、注入ポイントまで１又は２以上の希釈剤（例えば、排出ガス６６、蒸気、
窒素、又は別の不活性ガス）の流れを隔離することができる。他の実施形態において、各
拡散燃料ノズル１６４は、注入ポイントまで酸化剤６８及び燃料７０の流れを隔離するが
、注入ポイントの前に１又は２以上の希釈剤（例えば、排出ガス６６、蒸気、窒素、又は
別の不活性ガス）を酸化剤６８及び／又は燃料７０と部分的に混合することができる。加
えて、１又は２以上の希釈剤（例えば、排出ガス６６、蒸気、窒素、又は別の不活性ガス
）は、燃焼ゾーンにて又はその下流側で燃焼器内（例えば、高温の燃焼生成物内）に注入
され、これにより高温の燃焼生成物の温度を低下させ、ＮＯX（例えば、ＮＯ及びＮＯ2）
のエミッションを低減するのを助けることができる。燃料ノズル１６４のタイプに関係な
く、ＳＥＧＲガスタービンシステム５２は、酸化剤６８及び燃料７０の実質的に量論的燃
焼を提供するよう制御することができる。
【００４７】
　拡散燃料ノズル１６４を用いた拡散燃焼の実施形態において、燃料７０及び酸化剤６８
は一般に、拡散火炎の上流側では混合せず、むしろ、燃料７０及び酸化剤６８は、火炎表
面にて直接混合及び反応し、及び／又は火炎表面は、燃料７０及び酸化剤６８間の混合位
置に存在する。詳細には、燃料７０及び酸化剤６８は、火炎表面（又は拡散境界／界面）
に別個に接近し、次いで、火炎表面（又は拡散境界／界面）に沿って拡散（例えば、分子
及び粘性拡散を介して）し、拡散火炎を発生する。燃料７０及び酸化剤６８は、この火炎
表面（又は拡散境界／界面）に沿って実質的に量論比にあるものとすることができ、その
結果、この火炎表面に沿ってより高い火炎温度（例えば、ピーク火炎温度）を生じること
ができる。量論的燃料／酸化剤比は一般に、リーン又はリッチの燃料／酸化剤比と比べて
、高い火炎温度（例えば、ピーク火炎温度）をもたらす。結果として、拡散火炎は、予混
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合火炎よりも実質的により安定することができ、これは、燃料７０及び酸化剤６８の拡散
が、火炎表面に沿った量論比（及びより高温）を維持するのを助けることに起因する。よ
り高い火炎温度はまた、ＮＯXエミッションのような排出エミッションをより多く生じる
可能性があるが、開示の実施形態では、１又は２以上の希釈剤を用いて、燃料７０及び酸
化剤６８のあらゆる予混合を尚も回避しながら、温度及びエミッションを制御することが
できる。例えば、開示された実施形態は、燃料７０及び酸化剤６８とは別個に（例えば、
燃焼ポイントの後及び／又は拡散火炎から下流側で）１又は２以上の希釈剤を導入するこ
とができ、これにより、温度を低下させ、拡散火炎により生じたエミッションを低減する
のを助けることができる。
【００４８】
　作動時には、図示のように、圧縮機セクション１５２は、ＥＧプロセスシステム５４か
らの排出ガス６６を受け取って圧縮し、次いで、圧縮した排出ガス１７０を燃焼器セクシ
ョン１５４における燃焼器１６０の各々に出力する。各燃焼器１６０内で燃料７０、酸化
剤６８、及び排出ガス１７０が燃焼すると、追加の排出ガス又は燃焼生成物１７２（すな
わち、燃焼ガス）がタービンセクション１５６に送られる。圧縮機セクション１５２と同
様に、タービンセクション１５６は、一連の回転タービンブレードを有することができる
１又は２以上のタービン又はタービン段１７４を含む。ここで、これらのタービンブレー
ドは、燃焼器セクション１５４において発生した燃焼生成物１７２により駆動され、これ
により機械装置１０６に結合されたシャフト１７６の回転を駆動する。この場合も同様に
、機械装置１０６は、タービンセクション１５６に結合された機械装置１０６、１７８及
び／又は圧縮機セクション１５２に結合された機械装置１０６、１８０など、ＳＥＧＲガ
スタービンシステム５２の何れかの端部に結合された様々な機器を含むことができる。特
定の実施形態において、機械装置１０６、１７８、１８０は、１又は２以上の発電機、酸
化剤６８用の酸化剤圧縮機、燃料７０用の燃料ポンプ、ギアボックス、又はＳＥＧＲガス
タービンシステム５２ に結合された追加の駆動装置（例えば、蒸気タービン１０４、電
気モータ、その他）を含むことができる。以下では、表１を参照しながら、非限定的な実
施例を更に詳細に検討する。図示のように、タービンセクション１５６は、排出ガス６０
を出力し、排出ガス再循環経路１１０に沿ってタービンセクション１５６の排出ガス出口
１８２から排出ガス入口１８４に向かって圧縮機セクション１５２内に再循環する。排出
ガス再循環経路１１０に沿って、排出ガス６０は、上記で詳細に検討したようにＥＧプロ
セスシステム５４（例えば、ＨＲＳＧ５６及び／又はＥＧＲシステム５８）を通過する。
【００４９】
　この場合も同様に、燃焼器セクション１５４における各燃焼器１６０は、加圧排出ガス
１７０、酸化剤６８、及び燃料７０を受け取って混合し、量論的に燃焼して、追加の排出
ガス又は燃焼生成物１７２を生成し、タービンセクション１５６を駆動する。特定の実施
形態において、酸化剤６８は、１又は２以上の酸化剤圧縮機（ＭＯＣ）を有する主酸化剤
圧縮（ＭＯＣ）システム（例えば、主空気圧縮（ＭＡＣ）システム）のような酸化剤圧縮
システム１８６により圧縮される。酸化剤圧縮システム１８６は、駆動装置１９０に結合
された酸化剤圧縮機１８８を含む。例えば、駆動装置１９０は、電気モータ、燃焼エンジ
ン、又はこれらの組み合わせを含むことができる。特定の実施形態において、駆動装置１
９０は、ガスタービンエンジン１５０のようなタービンエンジンとすることができる。従
って、酸化剤圧縮システム１８６は、機械装置１０６の一体化部分とすることができる。
換言すると、圧縮機１８８は、ガスタービンエンジン１５０のシャフト１７６により供給
される機械出力７２によって直接的又は間接的に駆動することができる。このような実施
形態においては、圧縮機１８８は、タービンエンジン１５０からの出力に依存するので、
駆動装置１９０は除外してもよい。しかしながら、１つよりも多い酸化剤圧縮機を利用す
る特定の実施形態において、第１の酸化剤圧縮機（例えば、低圧（ＬＰ）酸化剤圧縮機）
は、駆動装置１９０により駆動することができるが、シャフト１７６は、第２の酸化剤圧
縮機（例えば、高圧（ＨＰ）酸化剤圧縮機）を駆動し、或いは、その逆であってもよい。
例えば、別の実施形態において、ＨＰ　ＭＯＣは、駆動装置１９０により駆動され、ＬＰ
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縮システム１８６は、機械装置１０６から分離される。これらの実施形態の各々において
、圧縮システム１８６は、酸化剤６８を燃料ノズル１６４及び燃焼器１６０に圧縮及び供
給する。従って、機械装置１０６、１７８、１８０の一部又は全ては、圧縮システム１８
６（例えば、圧縮機１８８及び／又は追加の圧縮機）の作動効率を向上させるように構成
することができる。
【００５０】
　要素番号１０６Ａ、１０６Ｂ、１０６Ｃ、１０６Ｄ、１０６Ｅ、及び１０６Ｆで示され
る機械装置１０６の様々な構成要素は、１又は２以上の直列配列、並列配列、又は直列配
列と並列配列の何らかの組み合わせでシャフト１７６の軸線に沿って及び／又はシャフト
１７６の軸線に平行に配置することができる。例えば、機械装置１０６、１７８、１８０
（例えば、１０６Ａから１０６Ｆ）は、任意の順序で、１又は２以上のギアボックス（例
えば、平行シャフト、遊星ギアボックス）、１又は２以上の圧縮機（例えば、酸化剤圧縮
機、ＥＧブースタ圧縮機のようなブースタ圧縮機）、１又は２以上の発電ユニット（例え
ば、発電機）、１又は２以上の駆動装置（例えば、蒸気タービンエンジン、電気モータ）
、熱交換ユニット（例えば、直接式又は間接式熱交換器）、クラッチ、又はこれらの組み
合わせの何らかの直列及び／又は並列配列を含むことができる。圧縮機は、軸方向圧縮機
、半径方向又は遠心式圧縮機、又はこれらの組み合わせを含むことができ、各々が１又は
２以上の圧縮段を有する。熱交換器に関しては、直接式熱交換器は、ガス流を直接冷却す
るためにガス流（例えば、酸化剤流）に液体噴霧を注入する噴霧冷却器（例えば、噴霧中
間冷却器）を含むことができる。間接式熱交換器は、冷却剤流（例えば、水、空気、冷媒
、又は他の何れかの液体又は気体冷却剤）から流体流（例えば、酸化剤流）を分離するよ
うな、第１及び第２の流れを分離する少なくとも１つの壁（例えば、シェル及び管体熱交
換器）を含むことができ、ここで冷却剤流は、どのような直接接触もなく流体流から熱を
伝達する。間接式熱交換器の実施例は、中間冷却器熱交換器、及び熱回収蒸気発生器のよ
うな熱回収ユニットを含む。熱交換器はまた、ヒーターを含むことができる。以下でより
詳細に検討するように、これらの機械構成要素の各々は、表１に記載される非限定的な実
施例によって示される様々な組み合わせで用いることができる。
【００５１】
　一般に、機械装置１０６、１７８、１８０は、例えば、システム１８６における１又は
２以上の酸化剤圧縮機の作動速度を調整し、冷却を通じて酸化剤６８の圧縮を促進させ、
及び／又は余剰出力を抽出することによって、圧縮システム１８６の効率を向上させるよ
う構成することができる。開示された実施形態は、直列及び並列配列の機械装置１０６、
１７８、１８０における上述の構成要素のあらゆる並び換えを含むことを意図しており、
構成要素の１つ、２つ以上、又は全てがシャフト１７６から出力を得ており、或いは、全
てが得ていない。以下で示すように、表１は、圧縮機及びタービンセクション１５２、１
５６に近接して配置及び／又は結合された機械装置１０６、１７８、１８０の配列の幾つ
かの非限定的な実施例を示している。
【００５２】
　表１
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【００５３】
　表１において上記で示したように、冷却ユニットはＣＬＲで表され、クラッチはＣＬＵ
で表され、駆動装置はＤＲＶで表され、ギアボックスはＧＢＸで表され、発電機はＧＥＮ
で表され、加熱ユニットはＨＴＲで表され、主酸化剤圧縮機ユニットはＭＯＣで表され、
低圧及び高圧変形形態はそれぞれＬＰ　ＭＯＣ及びＨＰ　ＭＯＣで表され、蒸気発生器ユ
ニットはＳＴＧＮで表されている。表１は、圧縮機セクション１５２又はタービンセクシ
ョン１５６に向かって機械装置１０６、１７８、１８０を順次的に示しているが、表１は
また、逆順の機械装置１０６、１７８、１８０も包含することを意図している。表１にお
いて、２又はそれ以上の構成要素を含むあらゆる欄（セル）は、構成要素の並列配列を包
含することを意図している。表１は、機械装置１０６、１７８、１８０の図示していない
何らかの並び換えを排除することを意図するものではない。機械装置１０６、１７８、１
８０のこれらの構成要素は、ガスタービンエンジン１５０に送られる温度、圧力、及び流
量のフィードバック制御を可能にすることができる。以下でより詳細に検討するように、
酸化剤６８及び燃料７０は、加圧排出ガス１７０の品質を劣化させるどのような酸化剤６
８又は燃料７０も無しで、排出ガス１７０の分離及び抽出を可能にするよう特に選択され
た位置にてガスタービンエンジン１５０に供給することができる。
【００５４】
　図３に示すように、ＥＧ供給システム７８は、ガスタービンエンジン１５０と目標シス
テム（例えば、炭化水素生成システム１２及び他のシステム８４）との間に配置される。
詳細には、ＥＧ供給システム７８（例えば、ＥＧ抽出システム（ＥＧＥＳ）８０）は、圧
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縮機セクション１５２、燃焼器セクション１５４、及び／又はタービンセクション１５６
に沿った１又は２以上の抽出ポイント７６にてガスタービンエンジン１５０に結合するこ
とができる。例えば、抽出ポイント７６は、圧縮機段の間の２、３、４、５、６、７、８
、９、又は１０の段間抽出ポイント７６のように、隣接する圧縮機段の間に配置すること
ができる。これらの段間抽出ポイント７６の各々は、抽出した排出ガス４２の異なる温度
及び圧力を提供する。同様に、抽出ポイント７６は、タービン段の間の圧縮機段の間の２
、３、４、５、６、７、８、９、又は１０の段間抽出ポイント７６のように、隣接するタ
ービン段の間に配置することができる。これらの段間抽出ポイント７６の各々は、抽出し
た排出ガス４２の異なる温度及び圧力を提供する。別の実施例によれば、抽出ポイント７
６は、燃焼器セクション１５４全体にわたって複数の位置に配置することができ、これら
は、異なる温度、圧力、流量、及びガス組成を提供することができる。これらの抽出ポイ
ント７６の各々は、ＥＧ抽出導管、１又は２以上のバルブ、センサ、及び制御部を含むこ
とができ、これらは、抽出した排出ガス４２のＥＧ供給システム７８への流れを選択的に
制御するのに用いることができる。
【００５５】
　ＥＧ供給システム７８によって分配される抽出した排出ガス４２は、目標システム（例
えば、炭化水素生成システム１２及び他のシステム８４）に好適な制御された組成を有す
る。例えば、これらの抽出ポイント７６の各々において、排出ガス１７０は、酸化剤６８
及び燃料７０の注入ポイント（又は流れ）から実質的に隔離することができる。換言する
と、ＥＧ供給システム７８は、どのような酸化剤６８又は燃料７０の追加も無く、排出ガ
ス１７０をガスタービンエンジン１５０から抽出するよう特別に設計することができる。
更に、燃焼器１６０の各々における量論的燃焼の観点で、抽出した排出ガス４２は実質的
に酸素及び燃料を含まないものとすることができる。ＥＧ供給システム７８は、原油二次
回収、炭素隔離、貯蔵、又は施設外の場所への輸送など、種々のプロセスで使用するため
に、抽出した排出ガス４２を炭化水素生成システム１２及び／又は他のシステム８４に直
接的又は間接的に送ることができる。しかしながら、特定の実施形態において、ＥＧ供給
システム７８は、目標システムと共に使用する前に、排出ガス４２を更に処理するために
ＥＧ処理システム（ＥＧＴＳ）８２を含む。例えば、ＥＧ処理システム８２は、ＣＯ2リ
ッチ・Ｎ2リーンストリーム９６、中間濃度ＣＯ2・Ｎ2ストリーム９７、及びＣＯ2リーン
・Ｎ2リッチストリーム９８などの１又は２以上のストリーム９５への排出ガス４２を精
製及び／又は分離することができる。これらの処理された排出ガスストリーム９５は、炭
化水素生成システム１２及び他のシステム８４（例えば、パイプライン８６、貯蔵タンク
８８、及び炭素隔離システム９０）と共に個別に又は何らかの組み合わせで用いることが
できる。
【００５６】
　ＥＧ供給システム７８において実施された排出ガスの処理と同様に、ＥＧプロセスシス
テム５４は、要素番号１９４、１９６、１９８、２００、２０２、２０４、２０６、２０
８、及び２１０により示されるような、複数の排出ガス（ＥＧ）処理構成要素１９２を含
むことができる。これらのＥＧ処理構成要素１９２（例えば、１９４～２１０）は、１又
は２以上の直列配列、並列配列、又は直列配列と並列配列の何らかの組み合わせで排出ガ
ス再循環経路１１０に沿って配置することができる。更に、排出ガス再循環経路１１０は
、ＥＧ処理構成要素１９２の同じ又は異なる実施形態を通過する１又は２以上の蒸気を含
むことができる。例えば、ＥＧ処理構成要素１９２（例えば、１９４～２１０）は、任意
の順序で、１又は２以上の熱交換器（例えば、熱回収蒸気発生器などの熱回収ユニット、
凝縮器、冷却器、又はヒーター）、触媒システム（例えば、酸化触媒システム）、粒子状
物質及び／又は水除去システム（例えば、慣性力選別装置、凝集フィルタ、水不透過性フ
ィルタ、及び他のフィルタ）、化学物質注入システム、溶剤ベース処理システム（例えば
、吸収器、フラッシュタンク、その他）、炭素捕捉システム、ガス分離システム、ガス精
製システム、及び／又は溶剤ベース処理システム、又はこれらの何れかの組み合わせを含
むことができる。特定の実施形態において、触媒システムは、酸化触媒、一酸化炭素還元
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触媒、窒素酸化物還元触媒、アルミニウム酸化物、ジルコニウム酸化物、シリコーン酸化
物、チタン酸化物、プラチナ酸化物、パラジウム酸化物、コバルト酸化物、又は混合金属
酸化物、或いはこれらの組み合わせを含むことができる。開示された実施形態は、直列及
び並列配列の上述の構成要素１９２のあらゆる並び換えを含むことを意図している。以下
に示すように、表２は、排出ガス再循環経路１１０に沿った構成要素１９２の配列の幾つ
かの非限定的な実施例を示している。
【００５７】
　表２

【００５８】
　表２において上記で示したように、触媒ユニットはＣＵで表され、酸化触媒ユニットは
ＯＣＵで表され、ブースタブロアはＢＢで表され、熱交換器はＨＸで表され、熱回収ユニ
ットはＨＲＵで表され、熱回収蒸気発生器はＨＲＳＧで表され、凝縮器はＣＯＮＤで表さ
れ、蒸気タービンはＳＴで表され、粒子状物質除去ユニットはＰＲＵで表され、除湿ユニ
ットはＭＲＵで表され、フィルタはＦＩＬで表され、凝集フィルタはＣＦＩＬで表され、
水不透過性フィルタはＷＦＩＬで表され、慣性力選別装置はＩＮＥＲで表され、希釈剤供
給システム（例えば、蒸気、窒素、又は他の不活性ガス）はＤＩＬで表される。表２は、
タービンセクション１５６の排出ガス出口１８２から圧縮機セクション１５２の排出ガス
入口１８４に向かって構成要素１９２を順次的に示しているが、図示の構成要素１９２の
逆順も包含することを意図している。表２において、２又はそれ以上の構成要素を含むあ
らゆる欄（セル）は、構成要素を備えた一体的ユニット、構成要素の並列配列、又はこれ
らの組み合わせを包含することを意図している。更に、表２において、ＨＲＵ、ＨＲＳＧ
、及びＣＯＮＤはＨＥの実施例であり、ＨＲＳＧは、ＨＲＵの実施例であり、ＣＯＮＤ、
ＷＦＩＬ、及びＣＦＩＬはＷＲＵの実施例であり、ＩＮＥＲ、ＦＩＬ、ＷＦＩＬ、及びＣ
ＦＩＬはＰＲＵの実施例であり、ＷＦＩＬ及びＣＦＩＬは、ＦＩＬの実施例である。この
場合も同様に、表２は、構成要素１９２の図示していない何らかの並び換えを排除するこ
とを意図するものではない。特定の実施形態において、図示の構成要素１９２（例えば、
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１９４～２１０）は、ＨＲＳＧ５６、ＥＧＲシステム５８、又はこれらの組み合わせ内で
部分的に又は完全に一体化することができる。これらのＥＧ処理構成要素１９２は、温度
、圧力、流量及びガス組成のフィードバック制御を可能にすると同時に、排出ガス６０か
らの水分及び粒子状物質を除去することができる。更に、処理された排出ガス６０は、Ｅ
Ｇ供給システム７８で使用するために１又は２以上の抽出ポイント７６にて抽出され、及
び／又は圧縮機セクション１５２の排出ガス入口１８４に再循環することができる。
【００５９】
　処理された再循環排出ガス６６が圧縮機セクション１５２を通過すると、ＳＥＧＲガス
タービンシステム５２は、１又は２以上の管路２１２（例えば、ブリード導管又はバイパ
ス導管）に沿って加圧排出ガスの一部を抜き取ることができる。各管路２１２は、排出ガ
スを１又は２以上の熱交換器２１４（例えば、冷却ユニット）に送り、これによりＳＥＧ
Ｒガスタービンシステム５２への再循環のために排出ガスを冷却することができる。例え
ば、熱交換器２１４を通過した後、冷却された排出ガスの一部は、タービンケーシング、
タービンシュラウド、軸受、及び他の構成要素の冷却及び／又はシールのため管路２１２
に沿ってタービンセクション１５６に送ることができる。このような実施形態において、
ＳＥＧＲガスタービンシステム５２は、冷却及び／又はシール目的でタービンセクション
１５６を通って何らかの酸化剤６８（又は他の可能性のある汚染物質）を送らず、その結
果、冷却された排出ガスの何らかの漏洩がタービンセクション１５６のタービン段を流動
し駆動する高温の燃焼生成物（例えば、作動排出ガス）を汚染することはない。別の実施
例によれば、熱交換器２１４を通過した後、冷却された排出ガスの一部は、管路２１６（
例えば、戻り導管）に沿って圧縮機セクション１５２の上流側圧縮機段に送られ、これに
より圧縮機セクション１５２による圧縮効率を向上させることができる。このような実施
形態において、熱交換器２１４は、圧縮機セクション１５２における段間冷却ユニットと
して構成することができる。このようにして、冷却された排出ガスは、ＳＥＧＲガスター
ビンシステム５２の作動効率を向上させるのを助けると同時に、排出ガスの純度（例えば
、実質的に酸化剤及び燃料を含まない）を維持するのを助ける。
【００６０】
　図４は、図１～３に示したシステム１０の動作プロセス２２０の１つの実施形態のフロ
ーチャートである。特定の実施形態において、プロセス２２０は、コンピュータに実装さ
れたプロセスとすることができ、メモリ１２２上に格納された１又は２以上の命令にアク
セスして、図２に示すコントローラ１１８のプロセッサ１２０上で命令を実行する。例え
ば、プロセス２２０の各ステップは、図２を参照して説明された制御システム１００のコ
ントローラ１１８によって実行可能な命令を含むことができる。
【００６１】
　プロセス２２０は、ブロック２２２により示されるように、図１～３のＳＥＧＲガスタ
ービンシステム５２の始動モードを開始するステップで始まることができる。例えば、始
動モードは、熱勾配、振動、及びクリアランス（例えば、回転部品と固定部品間の）を許
容可能閾値内に維持するよう、ＳＥＧＲガスタービンシステム５２の漸次的な立ち上がり
を含むことができる。例えば、始動モード２２２の間、プロセス２２０は、ブロック２２
４により示されるように、加圧された酸化剤６８を燃焼器セクション１５４の燃焼器１６
０及び燃料ノズル１６４に供給し始めることができる。特定の実施形態において、圧縮さ
れた酸化剤は、圧縮空気、酸素、酸素富化空気、貧酸素空気、酸素－窒素混合気、又はこ
れらの組み合わせを含むことができる。例えば、酸化剤６８は、図３に示す酸化剤圧縮シ
ステム１８６により圧縮することができる。プロセス２２０はまた、ブロック２２６によ
り示されるように、始動モード２２２の間、燃焼器１６０及び燃料ノズル１６４に燃料を
供給し始めることができる。始動モード２２２の間、プロセス２２０はまた、ブロック２
２８により示されるように、燃焼器１６０及び燃料ノズル１６４に排出ガス（利用可能な
）供給し始めることができる。例えば、燃料ノズル１６４は、１又は２以上の拡散火炎、
予混合火炎、又は拡散火炎と予混合火炎 の組み合わせを生成することができる。始動モ
ード２２２の間、ガスタービンエンジン１５６により生成される排出ガス６０は、量及び
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／又は品質が不十分又は不安定になる可能性がある。従って、始動モードの間、プロセス
２２０は、１又は２以上の貯蔵ユニット（例えば、貯蔵タンク８８）、パイプライン８６
、他のＳＥＧＲガスタービンシステム５２、又は他の排出ガス供給源から排出ガス６６を
供給することができる。
【００６２】
　次いで、プロセス２２０は、ブロック２３０により示されるように、燃焼器１６０にお
いて圧縮された酸化剤、燃料、及び排出ガスの混合気を燃焼させて高温燃焼ガス１７２を
生成することができる。詳細には、プロセス２２０は、燃焼器セクション１５４の燃焼器
１６０において混合気の量論的燃焼（例えば、量論的拡散燃焼、予混合燃焼、又は両方）
を可能にするよう、図２の制御システム１００により制御することができる。しかしなが
ら、始動モード２２２の間、混合気の量論的燃焼を維持することが困難となる可能性があ
る（及びひいては低レベルの酸化剤及び未燃燃料が高温燃焼ガス１７２中に存在する可能
性がある）。結果として、始動モード２２２において、高温燃焼ガス１７２は、以下で更
に詳細に検討するように、定常状態モード中よりも多くの量の残留酸化剤６８及び燃料７
０を有する可能性がある。このため、プロセス２２０は、始動モードの間に高温燃焼ガス
１７２中の残留酸化剤６８及び燃料７０を低減又は排除するための１又は２以上の制御命
令を実行することができる。
【００６３】
　次いで、プロセス２２０は、ブロック２３２によって示されるように、高温燃焼ガス１
７２を用いてタービンセクション１５６を駆動する。例えば、高温燃焼ガス１７２は、タ
ービンセクション１５６内に配置された１又は２以上のタービン段１７４を駆動すること
ができる。タービンセクション１５６の下流側では、プロセス２２０は、ブロック２３４
によって示されるように、最終タービン段１７４からの排出ガス６０を処理することがで
きる。例えば、排出ガス処理ステップ２３４は、濾過、何らかの残留酸化剤６８及び／又
は燃料７０の触媒反応、化学的処理、ＨＲＳＧ５６を用いた熱回収、及びその他を含むこ
とができる。プロセス２２０はまた、ブロック２３６によって示されるように、ＳＥＧＲ
ガスタービンシステム５２の圧縮機セクション１５２に排出ガス６０の少なくとも一部を
再循環することができる。例えば、排出ガス再循環ステップ２３６は、図１～３に示すよ
うにＥＧプロセスシステム５４を有する排出ガス再循環経路１１０の通過を含むことがで
きる。
【００６４】
　次いで、再循環された排出ガス６６は、ブロック２３８により示されるように、圧縮機
セクション１５２において圧縮することができる。例えば、ＳＥＧＲガスタービンシステ
ム５２は、圧縮機セクション１５２の１又は２以上の圧縮機段１５８において再循環され
た排出ガス６６を順次的に圧縮することができる。続いて、加圧排出ガス１７０は、ブロ
ック２２８により示されるように、燃焼器１６０及び燃料ノズル１６４に供給することが
できる。次いで、ブロック２４０によって示されるように、プロセス２２０が最終的に定
常状態モードに移行するまで、ステップ２３０、２３２、２３４、２３６、及び２３８を
繰り返すことができる。移行ステップ２４０になると、プロセス２２０は、引き続きステ
ップ２２４～２３８を実施することができるが、更に、ブロック２４２によって示される
ように、ＥＧ供給システム７８を介して排出ガス４２を抽出し始めることができる。例え
ば、排出ガス４２は、図３に示すように、圧縮機セクション１５２、燃焼器セクション１
５４、及びタービンセクション１５６に沿った１又は２以上の抽出ポイント７６から抽出
することができる。次いで、プロセス２２０は、ブロック２４４によって示されるように
、抽出した排出ガス４２をＥＧ供給システム７８から炭化水素生成システム１２に供給す
ることができる。次に、炭化水素生成システム１２は、ブロック２４６によって示される
ように、原油二次回収のために排出ガス４２を地中３２に注入することができる。例えば
、抽出した排出ガス４２は、図１～３に示されるＥＯＲシステム１８の排出ガス注入ＥＯ
Ｒシステム１１２によって用いることができる。
【００６５】
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　上述のように、ＳＥＧＲガスタービンシステム５２を利用して、他の出力のなかでもと
りわけ、原油二次回収のための生成ガスとして用いることができる排出ガス４２を生成す
ることができる。図１～３に関して上記で検討したように、ＥＧ供給システム７８（及び
一部の実施形態においては炭化水素生成システム１２）に提供される排出ガス４２は、目
標レベル又はそれ未満の酸素濃度を有するように処理することができる。実際に、排出ガ
ス４２、６６は、酸素レベル、湿度、粒子状物質、窒素酸化物、硫黄酸化物、又は他の燃
焼副生成物を低減するようＥＧプロセスシステム５４内で処理することができる。更に、
ＥＧプロセスシステム５４は、排出ガス４２、６６がＳＥＧＲ　ＧＴシステム５２に、又
はＥＧ供給システム７８に、或いは同様のものに提供されるときに、排出ガス４２、６６
の温度及び／又は圧力を制御することができる。従って、排出ガス４２、６６が特定の機
能を実行できるようにするために、排出ガス４２、６６の様々なパラメータを制御するこ
とができる。
【００６６】
　例えば、特定の実施形態によれば、排出ガス４２、６６は、ＥＧ供給システム７８によ
って生成ガスとして利用されることに加えて、タービンベースのサービスシステム１４内
でシール、湿度調節、圧力調節、及び／又は温度調節、又はこれらの組み合わせのために
利用することができる。詳細には、排出ガス６６を利用して、種々の設備（例えば、圧縮
機１５２）、機械構成要素（例えば、タービンケーシング、圧縮機ケーシング、ギア、モ
ータ）、及び同様のものの耐用寿命を改善することができる。このような構成を含むシス
テム１０の例示的な実施形態が図５に描かれている。
【００６７】
　詳細には、図５のシステム１０は、排出ガス再循環経路１１０に沿って位置決めされた
流れ制御システム２５０を含む。詳細には、図示のように、流れ制御システム２５０は、
ＥＧプロセスシステム５４によって生成される排出ガス６６の第１の部分（ＥＧプロセス
システム５４から流れ制御システム２５０への直線として示されている）を受けるように
位置付けることができ、圧縮機セクション１５２の入口１８４（圧縮をもたらす）は、流
れ制御システム２５０を通過しない排出ガス６６の第２の部分（ＥＧプロセスシステム５
４から直接的に入口１８４への直線として示される）を受ける。例えば、１つの実施形態
において、流れ制御システム２５０に提供される排出ガス６６の第１の部分は、ＥＧプロ
セスシステム５４要素の第１の組み合わせ（例えば、湿分分離器を含む見合わせ）を通過
することができ、圧縮機セクション１５２の入口１８４に提供される排出ガス６６の第２
の部分は、ＥＧプロセスシステム５４要素の第２の組み合わせ（例えば、湿分分離器を含
まない及び／又は異なる湿分分離器を含む組み合わせ）を通過する。
【００６８】
　実際には、排出ガス６６の第１及び第２の部分は、ＥＧプロセスシステム５４内で、１
又は２以上の共通導管、１又は２以上の別個の導管、又はこれらの組み合わせを通って流
れることができる。従って、一般に、ＥＧプロセスシステム５４においては、１又は２以
上の排出ガスストリームが存在することができ、この場合、各ストリームは、ＥＧプロセ
スシステムの構成要素１９２の１又は２以上を通過し、各それぞれのストリームの成分は
同じか又は異なることができる。図示の実施形態において、例えば、１又は２以上のスト
リームは、ＥＧ処理構成要素１９２の第１の組み合わせ、ＥＧ処理構成要素１９２の第２
の組み合わせ、及びその他を含む、ＥＧ処理構成要素を通過することができる。
【００６９】
　別の実施例として、流れ制御システム２５０に提供される排出ガス６６の第１の部分及
び圧縮機セクション１５２の入口１８４に提供される排出ガス６６の第２の部分は、最初
に、ＥＧ処理構成要素１９２の第１の組み合わせを含む、ＥＧ処理構成要素の共通セット
を通過することができる。その後、排出ガス６６の第１及び第２の部分を分岐することが
でき、ここで第１の部分は、ＥＧ処理構成要素１９２の第２の組み合わせを通過すること
ができ、第２の部分は、第２の組み合わせをバイパスし、入口１８４に流入することがで
きる。本実施形態によれば、ＥＧ処理構成要素１９２の第２の組み合わせは、例として、
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１又は２以上のスクラバー、１又は２以上の湿分分離ユニット、１又は２以上の熱交換器
、１又は２以上のブースタ圧縮機、又はこれらの組み合わせを含むことができる。従って
、排出ガス６６の第１の部分は、入口１８４に提供される排出ガス６６の第２の部分と比
べて、異なるレベルの湿度（例えば、より低いレベル）、異なる圧力、異なる温度、異な
る流量、又はこれらの組み合わせを有することができる。冷却／シール及び他の目的のた
めシステム１０により使用される排出ガス６６の第１の部分の追加の処理は、ＳＥＧＲ　
ＧＴシステム５２の種々の構成要素の作動性を向上させるのに望ましいとすることができ
る。
【００７０】
　図示の実施形態に示されるように、流れ制御システム２５０は、追加的に又は代替とし
て、ＥＧプロセスシステム５４とＳＥＧＲ　ＧＴシステム５２との間に位置付けることが
でき、これにより、流れ制御システム２５０は、ＳＥＧＲ　ＧＴシステム５２の１つ又は
複数の構成要素に加えて又はその代わりに、圧縮機セクション１５２の入口１８４に提供
するための処理された排出ガスとして排出ガス６６を受けることが可能となる。このよう
な実施形態において、圧縮機セクション１５２の入口１８４に提供される排出ガス６６は
、本明細書で検討される種々の冷却及びシールチャンネルに提供される排出ガス６６と同
じとすることができる。例えば、図示のように、流れ制御システム５２は、処理された排
出ガス流（全体的に符号２５２で示される）を酸化剤圧縮システム１８６（例えば、機械
装置１０６、１８０、圧縮機１８８、及び／又は駆動装置１９０）、圧縮機セクション１
５２、燃焼器１６０、又はこれらの組み合わせに配向することができる。
【００７１】
　流れ制御システム２５０は、該流れ制御システム２５０が処理された排出ガス流２５２
を所望の温度、流量、圧力、湿度レベル、又は同様のもので種々のシステム構成要素に提
供するのを可能にする１つ又は複数の流れ制御システム構成要素２５４、２５６、２５８
、２６０、２６２、２６４を含むことができる。一般に、流れ制御システム構成要素２５
４、２５６、２５８、２６０、２６２、２６４は、排出ガス６６の流量調整、排出ガス６
６の流れの分岐、排出ガス６６の流量及び／又は湿度レベルの測定、排出ガス６６の放出
（例えば、通気）、又はこれらの組み合わせを行うよう構成することができる。開示され
た実施形態は、流れ制御システム構成要素２５４、２５６、２５８、２６０、２６２、２
６４における上述の構成要素の何れか又は全ての並び換えを直列及び並列配列で含むこと
を意図しており、ここで、構成要素の１つ、２つ以上、又は全ては、別個の駆動装置から
、発電機（例えば、機械装置１０６、１８０）から、又は他の何れかの好適な動力源から
動力を得ることができ、或いは、何れの構成要素も動力を得なくてもよい。以下に示すよ
うに、表３は、排出ガス再循環経路１１０に沿って位置決めされた流れ制御システム構成
要素２５４、２５６、２５８、２６０、２６２、２６４の配列の非限定的な幾つかの実施
例を示している。
【００７２】
　（表３）
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【００７３】
　表３において上記で示すように、ヘッダユニット（例えば、流れマニホールド）は、図
２と同様にＨＥＡＤで表され、ブースタブロアはＢＢで表され、放出バルブ（例えば、ブ
リード又は通気）はＲＥＬで表され、流れ制御バルブはＦＣＶで表され、流量計はＦＭで
表され、湿度検出器はＨＤで表され、温度計（例えば、熱電対）はＴＨＥＲＭで表される
。表３は、特定の順序で流れ制御システム構成要素２５４、２５６、２５８、２６０、２
６２、２６４を示しているが、表３はまた、流れ制御システム構成要素２５４、２５６、
２５８、２６０、２６２、２６４のあらゆる好適な組み合わせ及び順序を包含することを
意図している。更に、表３は、流れ制御システム構成要素２５４、２５６、２５８、２６
０、２６２、２６４の例示していないあらゆる並び換えを排除するものではない。これら
の流れ制御システム構成要素２５４、２５６、２５８、２６０、２６２、２６４は、ター
ビンベースのサービスシステム１４の種々の構成要素に送られる排出ガス６６の温度、圧
力及び流量のフィードバック制御を可能にすることができる。以下でより詳細に検討する
ように、処理された排出ガス流２５２は、温度安定化、熱統合、乾燥、シール、冷却、パ
ージ（例えば、高温ガスの）、圧力安定化、粒子状物質除去を促進するよう特に選択され
た位置にてガスタービンエンジン１５０、酸化剤圧縮システム１８６、ＥＧ供給システム
７８、又はこれらの組み合わせに供給することができる。
【００７４】
　例示として、図５はまた、処理された排出ガス流２５２の１又は２以上を圧縮機セクシ
ョン１５２及び／又はタービンセクション１５６の種々の段に提供する流れ制御システム
２５０を描いている。処理された排出ガス流２５２の量、温度、圧力、及び他のパラメー
タは、タービンベースのサービスシステム１４の作動を向上させるのに好適な冷却、予熱
、及び／又は圧力安定化の所望の量に少なくとも部分的に依存することができる。例えば
、以下で詳細に検討するように、流れ制御システム２５０は、処理された排出ガス流２５
２の１又は２以上をタービンセクション１５６の種々の段に提供し、（例えば、ホットス
ポットの発生を低減するために）タービンセクション１５６にわたってより均一に分布し
た温度勾配を促進させることができる。同様に、流れ制御システム２５０は、これに加え
て又は代替として、１又は２以上の処理された排出ガス流２５２を圧縮機セクション１５
２の種々の段に提供し、例えば、より均一に分布した温度勾配を促進させ、また圧縮機セ
クション１５２の下流側段での圧縮を強化するのを可能にすることができる。実際に、特
定の実施形態において、処理された排出ガス２５２の流れは、圧縮機セクション１５２の
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より後方（例えば、下流側）の段に提供されて、圧縮機セクション１５２の冷却を可能に
し、これにより圧縮機セクション１５２がより高性能で作動できるようになる。
【００７５】
　ケーシング内に収容される回転ブレードを含むこのような機械装置において、１又は２
以上の処理された排出ガス流２５２は、熱膨張を制御して、回転部分（例えば、ホイール
、ブレード）と固定部分（例えば、タービンシュラウド）との間のクリアランスを制御す
る役割を果たすことができる。実際には、１つの実施形態において、制御システム１００
は、このようなクリアランスを監視し、これに応じて１又は２以上の処理された排出ガス
流２５２のうちの少なくとも１つを調整することができる。
【００７６】
　特定の実施形態において、処理された排出ガス流２５２を利用して、圧縮機セクション
及び／又はタービンセクション１５２、１５６の種々の段の周りのチャンバを加圧するこ
とができる。実際には、１つの実施形態において、チャンバ（例えば、プレナム）の圧力
は、圧縮機／タービン内の作動流体の圧力に少なくともほぼ等しいか、又はそれよりも大
きいとすることができる。このような圧力は、圧縮機／タービンからの作動流体の漏洩を
阻止するのに望ましいとすることができる。更に別の実施形態において、処理された排出
ガス流２５２は、タービンセクション１５６の高温キャビティをパージし、例えば、保守
整備の容易さ及び／又は熱誘起停止時間の防止に使用することができる。
【００７７】
　これに加えて又は代替として、処理された排出ガス流２５２は、１又は２以上の軸受組
立体に提供することができ、ここでシャフト１７６は、圧縮機セクション１５２及び／又
はタービンセクション１５６と相互作用し、例えば、冷却の向上、シールの向上、パージ
、及び圧力安定化を可能にすることができる。例えば、処理された排出ガス流２５２は、
軸受内の潤滑剤を冷却し、潤滑剤の性能を助けるのに用いることができる。この場合も同
様に、このような実施形態は、以下で更に詳細に説明される。
【００７８】
　図６は、タービンベースのサービスシステム１４の１つの実施形態を示しており、ここ
で流れ制御システム２５０は、１つ又は複数の排出ガス流２５２をタービンセクション１
５６の種々の部分に提供するよう構成されている。図示のように、タービンセクション１
５６は、膨張ゾーン２７０を含み、高温燃焼ガス１７２がタービンセクション１５６を通
って流れ、ここで高温燃焼ガス１７２から仕事が取り出されて排出ガス６０を発生させる
。タービンセクション１５６は、複数の段２７２を含み、各々は、シャフト１７６の周り
に位置決めされたタービンホイール２７６によって支持される１又は２以上のタービンブ
レード２７４を有する。高温燃焼ガス１７２は、タービンブレード２７４と相互作用して
ガス１７２から仕事が取り出されて、タービンブレード２７４及びホイール２７６により
シャフト１７６が回転を生じるようになる。高温燃焼ガス１７２から仕事が取り出される
と、ガス１７２は膨張してエネルギーを失い、排出ガス６０を発生する。従って、タービ
ンブレード２７４及びホイール２７６は、比較的高温高圧を受ける可能性がある。
【００７９】
　特定の実施形態において、排出ガス１７２からの仕事の取り出し及び膨張は、膨張ゾー
ン２７０内（例えば、複数の段２７２にわたる）の熱及び圧力勾配をもたらす。本実施形
態によれば、流れ制御システム２５０は、処理された排出ガス流２５２の１又は２以上を
膨張ゾーン２７０内に、タービン段２７２の１又は２以上に、又はこれらの組み合わせに
提供し、ゾーン２７０にわたる各段２７２内での温度及び／又は圧力勾配の均一性を向上
させるのを可能にすることができる。換言すると、処理された排出ガス流２５２を利用し
て、温度分布をより均一にし、段２７２の平衡及びひいてはタービン１５６の作動に悪影
響を及ぼす可能性がある不均一な熱膨張を阻止するのを助けることができる。実際に、こ
のような熱膨張の制御は、上述のように、回転ブレード２７６と周囲のタービン部品（例
えば、内側ケーシング及び／又はタービンシュラウド）との間のクリアランスを制御する
ことができる。
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【００８０】
　図示の実施形態において、タービンセクション１５６は、タービンセクション１５６の
種々の部分への処理された排出ガス流２５２の送給を可能にする１又は２以上の排出ガス
経路を含む。膨張ゾーン２７０に関して、タービンセクション１５６は、複数の排出ガス
入口２７８を含み、該排出ガス入口２７８は、処理された排出ガス流２５２が外側タービ
ンケーシング２８０を通り、更に外側タービンケーシング２８０と内側タービンケーシン
グ２８４（例えば、１又は２以上の内側シュラウドセグメント）との間の圧縮機セクショ
ン１５２により形成される排出ガスプレナム２８２内に流入できるようにすることができ
る。従って、排出ガスプレナム２８２は、内側及び外側タービンケーシング２８０、２８
４に沿った排出ガス６６の流れを可能にし、内側ケーシング２８４の冷却を促進する。特
定の実施形態において、これに加えて又は代替として、入口２７８は、排出ガス６６が膨
張ゾーン２７０に流入するのを可能にし、例えば、タービン段２７２間の圧力安定を促進
することができる。このような排出ガス流は、矢印２８６で図示される。１つの実施形態
において、排出ガス６６は、プレナム２８２を通って流れ、該プレナム２８２を冷却して
、プレナム２８２から熱を除去し、タービンセクション１５６における排出ガスの高温ガ
ス経路内に排出ガス６６を送給することができる。
【００８１】
　実際に、矢印２８６で図示するように、排出ガス６６は、１つ又は複数の円周方向及び
軸方向位置に供給されて、プレナム２８２内、膨張ゾーン２７０、又はタービン段２７２
の１又は２以上の冷却チャンネル内の排出ガス６６の分布を制御することができる。これ
により、冷却、シール、パージ、及び／又は圧力安定化のための排出ガス６６の分布制御
が可能になる。更に、このようにして排出ガス６６を提供することにより、種々の可動部
品（例えば、ホイール２７６及び／又はブレード２７４）の均一な熱膨張、及びひいては
可動部品と内側ケーシング２８０との間のより均一なクリアランスを可能にすることがで
きる。加えて、又は代替として、排出ガス６６は、例えば、タービンセクション１５６に
おけるホットスポットを低減するために、他の場所と比べて比較的高温であるタービンセ
クション１５６の領域に集中させることができる。
【００８２】
　例えば、排出ガス６６は、クリアランス制御の目的で（温度、流量、その他を制御する
ことにより）調整することができる。回転部品（例えば、タービンブレード２７６）又は
固定部品（例えば、内側ケーシング２８４のシュラウドセグメント）が加熱すると、熱膨
張によりクリアランスの変化（例えば、縮小）が生じる可能性がある。ブレード２７６を
バイパスすることができる排出ガス６０がより少なくなることから、特定量の熱膨張が望
ましく、これにより性能の向上に役立つことができる。しかしながら、より大きな量の熱
膨張は、ブレード２７６と内側ケーシング２８４のシュラウドとの間の摩擦を引き起こす
可能性がある。これら及び他の部品の熱膨張を制御するために、排出ガス６６は、内側ケ
ーシング２８４のシュラウド、タービンブレード２７６、ホイール２７４間のスペース、
その他を通って流れ、温度及びクリアランス制御を可能にすることができる。更に、圧縮
された周囲空気とは異なり、排出ガス６６は膨張ゾーン２７０における作動流体と同じガ
スであるので、排出ガス６６は、高温ガスの組成を変えることなく、例えば、排出ガス６
６にどのような燃料、酸素、又は他の望ましくない成分を付加することなく、冷却後に高
温ガス経路に流入することができる。
【００８３】
　図示のように、処理された排出ガス流２５２は、入口２７８に独立して提供することが
でき、これにより、流れ制御システム２５０は、排出ガス６６を１又は２以上の特定の入
口２７８に選択的に送給できるようになる。例えば、流れ制御システム２５０は、排出ガ
スを第１の流れ制御システム出口２９０から第１のタービンセクション入口２９０に流す
ことができる。図示のように、第１のタービンセクション入口２９０は、タービンセクシ
ョン１５６の後方部分２９２に位置付けることができる。従って、第１のタービンセクシ
ョン入口２９０に提供される排出ガス６６の圧力が、排出ガスプレナム２８２の他の部分
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内の排出ガス６６の圧力よりも大きい場合には、排出ガス６６は、タービンセクション１
５６の後方部分２９２から前方部分２９４に移動することができる。このような構成は、
ＥＧ供給システム７８への生成ガスとしての排出ガス４２の最終的提供のために排出ガス
６６の加熱及び加圧を可能にするのに望ましいとすることができる。例えば、排出ガス４
２は、ＥＧ供給システム７８に流体結合された一連の出口２９５を介して排出ガスプレナ
ム２８２から除去することができる。
【００８４】
　他の実施形態において、排出ガス６６は、反対方向で排出ガスプレナム２８２を通過し
て流れることができる。詳細には、流れ制御システム２５０は、排出ガスを第２の流れ制
御システム出口２９６から第２のタービンセクション入口２９８に流すことができる。従
って、第２のタービンセクション入口２９８に提供される排出ガス６６の圧力が、排出ガ
スプレナム２８２の他の部分内の排出ガス６６の圧力よりも大きい場合には、排出ガス６
６は、タービンセクション１５６の後方部分２９２から前方部分２９４に流れることがで
きる。このような排出ガス流は、タービンセクション１５６、特に前方部分２９４の近傍
領域の冷却を促進することができる。
【００８５】
　加えて、又は代替として、排出ガス６６は、排出ガスプレナム２８２から、タービン段
７２内に配置された１又は２以上の冷却チャンネルに流入することができる。例えば、最
後方タービン段に示されるように、排出ガス６６は、プレナム２８２から内部冷却チャン
ネル３００に流入することができ、該内部冷却チャンネル３００は、タービンホイール２
７６、タービンブレード２７４、又はこれらの組み合わせを通る冷却流体として排出ガス
６６を流すよう構成されている。実際に、各タービン段２７２内には、１つの内部冷却チ
ャンネル、又は複数の冷却チャンネル（例えば、マイクロチャンネル）が存在することが
できる。同様に図示のように、排出ガス６６は、チャンネル３００内を循環した後、チャ
ンネル３００から出て、膨張ゾーン２７０内で排出ガス６０と組み合わせることができる
。
【００８６】
　上述の実施形態は、例証に過ぎず、排出ガス６６を冷却及び圧力安定化の目的でタービ
ンセクション１５６内で利用できるようにする実施例を表すことを意図している。実際に
、処理された排出ガス流２５２は、タービンセクション入口２７８の何れか１つ又はその
組み合わせに提供することができ、排出ガス４２は、タービンセクション出口２９５の何
れか１つ又はその組み合わせからＥＧ供給システム７８に流れることができる。加えて、
又は代替として、排出ガス６６は、タービンセクション出口２９５の何れか１つ又はその
組み合わせからＥＧプロセスシステム５４に（例えば、プレナム２８２から収集されるデ
ブリを除去するため、及び／又は更に冷却するために）流れることができる。
【００８７】
　本発明の実施形態によれば、タービンホイール２７６がその周りに位置決めされるシャ
フト１７６は、一連の軸受により支持される。軸受の１つ、詳細には軸受組立体は、ター
ビン及び圧縮機セクション１５２、１５６を（例えば、それぞれのロータ／シャフトを介
して）結合する役割を果たすことができる。この軸受組立体は、ミッドスパン軸受組立体
３０２と呼ばれ、シャフト１７６（圧縮機セクション１５２及びタービンセクション１５
６のそれぞれのシャフトを含むことができる）の重量を支持し、シャフト１７６の熱成長
及び／又は収縮に対応して、ＳＥＧＲ　ＧＴシステム５２の作動中のシャフト１７６の回
転速度を支持するよう設計された１又は２以上の軸受を含むことができる。非限定的な実
施例として、ミッドスパン軸受組立体３０２は、ジャーナル軸受、荷重スラスト軸受、非
荷重スラスト軸受、又はこれらの組み合わせを含むことができる。
【００８８】
　ミッドスパン軸受組立体３０２は、該ミッドスパン軸受組立体３０２内の摩擦及び熱を
低減する流体（例えば、加圧オイル）を収容するよう少なくとも部分的にシールされた内
側ハウジング３０４を含むことができる。ミッドスパン軸受組立体３０２はまた、排出ガ
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ス６６が組立体３０２の１又は２以上の冷却チャンネルに流入するのを可能にする１又は
２以上の排出ガス入口３０６を含むことができる。１つの実施形態によれば、排出ガス６
６は、冷却媒体、シール媒体、パージ媒体、又はこれらの組み合わせとして機能を果たす
ことができる。実際に、１つの実施形態において、排出ガス６６は、ミッドスパン軸受組
立体３０２内の圧力安定化を可能にすることができる。例えば、作動の途中で、排出ガス
６６は、ミッドスパン軸受組立体３０２を通って流れることができ、ここでミッドスパン
軸受組立体３０２に流れる量は、ミッドスパン軸受組立体３０２から流出（例えば、漏洩
により）して膨張ゾーン２７０（又はガスタービンシステム１５０の他の領域）に流入す
る排出ガス６６の量に実質的に等しい。このようにして、比較的一定圧力で流れ制御シス
テム２５０からミッドスパン軸受組立体３０２に流れる排出ガス６６は、ミッドスパン軸
受組立体３０２内の圧力を安定化させる役割を果たすことができる。このような圧力安定
化は、運転柔軟性（例えば、作動流体からのより大きな範囲の温度及び／又は圧力に耐え
る能力）を向上させ、並びにミッドスパン軸受組立体３０２の耐用寿命を改善することを
可能にすることができる。更に、排出ガス６６は、ミッドスパン軸受組立体３０２におけ
る潤滑剤を冷却するのに用いることができ、これは、潤滑剤の性能を向上させることがで
きる。１つの実施形態において、このことは、他の場合には好適ではない負荷でミッドス
パン軸受組立体３０２を安定化させることができる。
【００８９】
　ガスタービンシステム１５０はまた、タービンセクション１５６の後方部分２９２にお
いてシャフト１７６を支持するタービン軸受組立体３０８を含む。図示のタービン軸受組
立体３０８は、シール流体（例えば、加圧オイル）を用いて少なくとも部分的にシールさ
れる内側ハウジング３１０と、該内側ハウジング３１０を囲む外側ハウジング３１２とを
含む。内側及び外側ハウジング３０８、３１０との間の流体回路３１４により、排出ガス
６６は、タービン軸受組立体３０８を通って流れることができ、これにより排出ガス６６
は、同時に冷却剤及びシール媒体として機能することができる。詳細には、タービン軸受
組立体３０８は、第１及び第２のタービン軸受入口３１６、３１８を含み、その各々が、
排出ガス６６が流れ制御システム２５０からタービン軸受組立体３０８内に流入するのを
可能にする。
【００９０】
　上述のように、本発明の実施形態は、排出ガス６６をタービンセクション１５６に提供
することにのみ限定されるものではない。実際には、図示のように、流れ制御システム２
５０は、タービンセクション１５６に加えて又はその代わりに、燃焼器１６０、圧縮機セ
クション１５２、酸化剤圧縮システム１８６、ＥＧ供給システム７８、又はこれらの組み
合わせに処理された排出ガス流２５２を提供することができる。従って、ＥＧプロセスシ
ステム５４から流れ制御システム２５０に提供される排出ガス６６は、処理された排出ガ
ス流２５２がタービンベースのサービスシステム１４内で利用される特定の様態に対応す
るように処理することができる。
【００９１】
　作動中、タービンセクション１５６内で発生する排出ガス６０は、膨張ゾーン２７０か
らタービンセクション１５６の排出セクション３２０を通って流れることができる。排出
セクション３２０（例えば、排出ダクト）から、排出ガス６０は、ＥＧ供給システム７８
への直接の第１の流れ３２２と、流れ調節システム３２６を介したＥＧプロセスシステム
５４への第２の流れ３２４とに分配することができる。流れ調節システム３２６は、１又
は２以上の流れ分配ヘッダ、１又は２以上の流れ制御バルブ、又は流れを制御及び分配す
るよう構成された他の特徴要素を含むことができる。一般に、流れ調節システム３２６は
、約１０、０００Ｌｂ／ｈｒ（約４５３６ｋｇ／ｈｒ）～約５０、０００、０００Ｌｂ／
ｈｒ（約２２６７９６１９ｋｇ／ｈｒ）の排出ガス流量及び約１００°Ｆ（約３７．８°
Ｃ）～約１５００°Ｆ（約８１５．６°Ｃ）の温度に耐えることができるあらゆるサイズ
のもの、及び材料の何れか又はその組み合わせから製造することができる。特定の実施形
態において、流れ調節システム３２６は存在しない場合があり、排出ガス６０は、ＥＧプ
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ロセスシステム５４（例えば、ＥＧＲシステム５８及びＨＲＳＧ５６）に直接流れる場合
がある。
【００９２】
　ＥＧプロセスシステム５４のＥＧ処理構成要素１９２は、可能性のある酸化性化合物の
除去、湿分低減、粒子状物質の除去、冷却、又は流量向上、又はこれらの組み合わせを可
能にするように構成することができる。一部の実施形態において、ＥＧ処理構成要素１９
２は、冷却及び／又はシールの目的で、スクラビングシステム、湿分分離器、１又は２以
上のブースタブロア、１又は２以上の熱交換器、又は１又は２以上の噴射装置、又はこれ
らの組み合わせを含むように構成することができる。上記で記載したように、冷却及び／
又はシールの目的で使用される排出ガス６６に利用されるＥＧ処理構成要素１９２の特定
の組み合わせは、圧縮機セクション１５２の入口１８４に入口排出ガスとして最終的に提
供される構成要素と同じか又は異なるものとすることができる。例えば、冷却及び／又は
シールの目的で使用される排出ガス６６に利用されるＥＧ処理構成要素１９２の組み合わ
せは、圧縮機セクション１５２の入口１８４への入口排出ガスとして利用されるＥＧ処理
構成要素１９２の組み合わせと比べて、追加の湿分分離器、追加の熱交換器、追加の圧縮
機、又はこれらの組み合わせを含むことができる。
【００９３】
　非限定的な実施例として、１つの実施形態において、排出ガス６０は最初に、ＨＲＳＧ
５６（又はより一般的には熱交換器）を通って流れることができる。排出ガス６０（ＨＲ
ＳＧ５６にて蒸気を発生することができる）から熱が取り出されると、排出ガス６０は、
ＥＧ処理構成要素１９４にて第１のスクラビングシステムに流れることができる。第１の
スクラビングシステムは、水又は乾燥処理媒体もしくは両方などの流体と排出ガス６０を
接触させて、排出ガス６０からの粒子状物質及び／又は他の望ましくない化合物（例えば
、微量金属、ＮＯX、ＳＯX）の析出及び分離を可能にするよう構成された１又は２以上の
スクラバーを含むことができる。特定の実施形態において、第１のスクラビングシステム
内で実施されるスクラビングプロセスは、排出ガス６０の温度を低減することができる。
非限定的な実施例として、排出ガス６０の温度は、第１のスクラビングシステム内で５％
～８０％、１０％～６０％、又は２０％～５０％の間など、約１％～９０％の間で低下さ
せることができる。
【００９４】
　次いで、ＥＧプロセスシステム５４は、スクラビングシステム（ＥＧ処理構成要素１９
４）にてスクラビングするのに使用される流体の一部を含むことができる排出ガス６０を
ＥＧ処理構成要素１９６に流すことができる。追加の熱交換器は、スクラビング流体を含
む排出ガス６０と熱交換媒体との間で熱を伝達するよう構成された１又は２以上の直接式
又は間接式熱交換器を含むことができる。例証として、ＥＧ処理構成要素１９６にある熱
交換器は、スクラビング流体及び熱交換媒体を含む排出ガス６０を直接接触させるよう構
成された噴射クーラー又は同様の冷却特徴要素を含むことができる。特定の実施形態にお
いて、熱交換器は、排出ガス６０の湿度冷却を可能にすることができる。
【００９５】
　別の実施形態において、ＥＧ処理構成要素１９６にある熱交換器は、間接式熱交換器と
することができ、この場合、スクラビング流体を含む排出ガス６０は、直接接触すること
なく（例えば、シェル及び管体構成を介して）熱を熱交換器に伝達する。例証として、熱
交換媒体は、水、蒸気、燃料７０（図１～５）、酸化剤６８（図１～５）、又はタービン
ベースのサービスシステム１４の作動に有利に影響を及ぼすよう熱を受け取ることができ
るあらゆる好適なプロセスストリームを含むことができる。非限定的な実施例として、排
出ガス６０の温度は、ＥＧ処理構成要素１９６の熱交換器内で５％～８０％、１０％～６
０％、又は２０％～５０％の間など、約１％～９０％の間で低下させることができる。熱
交換（例えば、スクラビング流体を有する排出ガス６０を加熱又は冷却するため）を受け
ると、排出ガス６０は、ＥＧ処理構成要素１９６にある少なくとも１つの噴射装置に提供
することができる。
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【００９６】
　ＥＧ処理構成要素１９６にある少なくとも噴射装置は、流れ噴射装置又はＥＧ処理構成
要素２００における集塵装置（例えば、湿式電気集塵装置）に入るための入口とすること
ができる。集塵装置は、排出ガス６０内の粒子状物質を帯電させ、荷電粒子状物質が収集
装置（例えば、荷電プレート、ロッド、及び／又はメッシュ）に引き寄せられるようにす
ることができる。ＥＧ処理構成要素２００において反応性液体（例えば、帯電させること
ができる液体）から粒子状物質及び／又は液滴を除去するためにあらゆる好適な集塵装置
又はシステムを利用することができる。
【００９７】
　排出ガス６０がＥＧ処理構成要素２００の集塵装置から出ると、排出ガス６０は、低減
されたレベルのＮＯX、ＳＯX、粒子状物質、及び他の同様の材料を含む、所望の又は好適
なレベルの特定の燃焼副生成物を有することができる。換言すると、スクラビングに利用
される特定の流体以外の種々の設備に対する可能性のある悪影響（例えば、長期間にわた
る）を及ぼす可能性がある材料は、ガスタービン１５０に再循環して戻すのに適切なレベ
ルまで低減される。
【００９８】
　スクラビング流体（例えば、水）、燃焼内で生成された水、又は他の水分源を有する排
出ガス６０は、ＥＧ処理構成要素２０２にある流体分離装置に提供される。一般には、流
体分離装置は、再循環経路１１０を流れる排出ガス６０内のスクラビング流体、水、水蒸
気、及び同様のもののレベルを制御可能に低減するよう構成することができる。特定の実
施形態において、流体分離装置は、湿分分離器とすることができる。湿分分離器は、液滴
、水分、及び／又は湿分の少なくとも一部を流体ストリームから除去するよう好適に構成
された何れかのタイプの装置を含むことができる。非限定的な例証として、湿分分離器は
、パネル型、単一段、複数段、セルドリフト型、コアレッサ、デミスタ、乾燥剤、トリエ
チレングリコール、膜ベースの分離ユニット、サイクロン、遠心分離機、ノックアウトタ
ンク、集塵装置、又はこれらの組み合わせとすることができる。湿分分離器は、スクラビ
ング及び／又は熱交換プロセスから持ち越すことができる排出ガス６０から、水、オイル
、又は他の形態の湿分などの液滴を除去することにより、排出ガス６０を少なくとも部分
的に乾燥させることができる。特定の実施形態において、湿分分離器の作動は、排出ガス
６０内の湿分レベル、排出ガスがガスタービン１５０内で提供される特定の位置、又はこ
れらの組み合わせを示すフィードバックに応じて調整することができる。
【００９９】
　湿分分離器は、一般には排出ガス６０内の湿分レベルを低減するよう構成することがで
きるが、一部の実施形態において、湿分分離器は、湿分レベル（例えば、水レベル、オイ
ルレベル、スクラビング流体レベル、又はこれらの組み合わせ）を少なくとも約５％、１
０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、９５％、又
は少なくとも９９％低減することができる。非限定的な例証として、１つ又は複数の湿分
分離器は、排出ガス６０中の湿分の約２０％～１００％、３０％～１００％、４０％～１
００％、５０％～９９％、６０％～９５％、又は７５％～９０％など、排出ガス６０中の
湿分の約１０％～１００％を除去することができる。特定の実施形態において、ＥＧプロ
セスシステム５４の１又は２以上の除湿ユニットにより除去される湿分は、タービンベー
スのサービスシステム１４の構成要素の腐食又は他の湿分関連の損耗を阻止するのに十分
なものとすることができる。更に、冷却、予熱、シール、又はこれらの組み合わせに利用
される排出ガスは、他の排出ガス流れと再結合されて、最終的に生成ガスとして利用する
ことができるので、排出ガスは、（例えば、原油二次回収で使用するために）ＥＧ供給シ
ステム７８において作動流体として機能する能力に悪影響を与えないよう十分に低い湿分
レベルを有することができる。
【０１００】
　更に、上述のように、流れ制御システム２５０に提供される排出ガス６６の第１の部分
（例えば、冷却／シールのために使用される排出ガス）は、圧縮機セクション１５２の入
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口１８４に提供される排出ガス６６の第２の部分と比べて異なる組成を有することができ
る。実際に、第１の部分が追加の処理（例えば、湿分分離器での追加の湿分分離）を受け
る実施形態において、第１の部分は、非限定的な例証として、圧縮機セクション１５２の
入口１８４に提供される排出ガスの湿分レベルよりも低い、約１０％～１００％、２０％
～９０％、又は３０％～８０％などの湿分レベルを有することができる。
【０１０１】
　上述のＥＧ処理構成要素に加えて、又はその代わりとして、図６のＥＧプロセスシステ
ム５４は、ブースタブロア、圧縮機、及び／又は図３に関して上述したものを含む様々な
他の構成要素を含むことができる。ＥＧ処理構成要素１９２はまた、必要に応じて直列又
は並列に配列することができる。実際に、ＥＧ処理構成要素１９２は、制御システム１０
０によって個別に又は全体的に制御され、これらの作動は、オペレータ入力、フィードバ
ック信号、設定ポイント、及び他の同様の制御入力を含むことができる同様の入力に基づ
いて、少なくとも部分的に制御されるようになる。更に、制御システム１００は、このよ
うな入力に応答して、流れ制御システム２５０、流れ調節システム３２６、又はこれらの
構成要素の何れかの組み合わせの作動を制御することができる。本明細書で検討されるよ
うに、このような制御手法は、プロセッサによって実行可能な命令を全体的に格納する１
又は２以上の非一時的な機械可読媒体上に実装することができる。これらの構成要素の１
つの実施例は、コントローラ１１８のメモリ１２２及びプロセッサ１２０を含む。
【０１０２】
　図示のように、制御システム１００は、タービンセクション１５６に関する１又は２以
上の作動パラメータを監視するよう構成された１又は２以上のセンサ３２８に通信可能に
結合される。例えば、１又は２以上のセンサ３２８は、温度、圧力、湿度レベル、酸素レ
ベル、ＣＯ2レベル、流量、粒子状物質レベル、タービンブレード／ホイール回転速度、
シャフト１７６の回転速度、又はこれらの組み合わせを監視するよう構成することができ
る。その結果、１又は２以上のセンサ３２８は、制御システム１００のフィードバック信
号を提供することができ、制御システム１００のコントローラ１１８（図２）は、このフ
ィードバックを処理して、ＥＧプロセスシステム５４、流れ制御システム２５０、流れ調
節システム３２６、又はガスタービン１５０の他の構成要素の何れかの作動パラメータを
調整すべきかどうかを判定することができる。
【０１０３】
　例えば、作動中、流れ制御システム２５０は、流れ制御システム入口３３０にて処理さ
れた排出ガスとして排出ガス６６を受けることができる。制御システム１００は、排出ガ
ス６６の１又は２以上のパラメータ（例えば、温度、圧力、湿度、湿分、又はこれらの組
み合わせ）を示すフィードバックを受け取ることができる。パラメータに基づいて、及び
排出ガス６６の所望の最終用途に基づいて、制御システム１００は、上記で検討した第１
及び第２の出口２８８、２９６を含む１又は２以上の流れ制御システム出口３３２を介し
て流れを分流することができる。
【０１０４】
　制御システム１００はまた、タービンセクション１５６のどの位置が処理された排出ガ
ス流２５２の１又は２以上を受け取ることから恩恵を受けることができるかを判定するこ
とができる。例えば、制御システム１００は、圧力、温度、流量、可動部品及び固定部品
（例えば、タービンブレード２７４と内側シュラウド／ケーシング２８０）間のクリアラ
ンス、又は同様のものを示すフィードバックをタービンセクション１５６の前方部分２９
４に位置決めされた第１のセンサ３３４から受け取ることができる。制御システム１００
は、フィードバックに基づいて、フィードバックが望ましくない高温、望ましくない低圧
、望ましくない少ない又は不均一なクリアランス、又は同様のものを示すことを判定する
ことができ、第２のタービンセクション入口２９８への排出ガス６６の流れを調整するこ
とができる。第２のセンサ３３６、第３のセンサ３３８、第４のセンサ３４０、又は第５
のセンサ３４２からのフィードバックに基づいて、タービンセクション１５６全体にわた
って同様のタイプの監視及び調整を行うことができる。
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【０１０５】
　更に、このような調整は、タービンケーシング及び膨張ゾーン２７０に沿った及び／又
はその内部の流れに限定されない。実際に、制御システム１００はまた、ミッドスパン軸
受組立体３０２及び／又はタービン軸受組立体３０８に関するフィードバックを受け取る
ことができる。例えば、フィードバックは、ミッドスパン軸受組立体３０２の内側ハウジ
ング３０４に位置決めされた第５のセンサ３４４及び／又はミッドスパン軸受組立体３０
２の外側ハウジング３４８に位置決めされた第６のセンサ３４６によって生成することが
できる。加えて、又は代替として、フィードバックは、タービン軸受組立体３０８の内側
ハウジング３１０に位置決めされた第７のセンサ３５０及び／又はタービン軸受組立体３
０８の外側ハウジング３１２に位置決めされた第８のセンサ３５２によって生成すること
ができる。
【０１０６】
　これらのセンサの何れか１つ又はこれらの組み合わせから得られるフィードバックは、
ミッドスパン軸受組立体３０２及び／又はタービン軸受組立体３０８内の圧力、温度、及
び／又は可動部品と固定部品間のクリアランスに関連することができる。フィードバック
に基づいて、制御システム１００は、フィードバックが関連する特定の軸受組立体に対す
る排出ガス６６の流量を調整することができる。例えば、ミッドスパン軸受組立体３０２
における圧力が圧力閾値を下回る場合には、制御システム１００は、流れ制御システム２
５０から１又は２以上の排出ガス入口３０６への排出ガス６６の流れを増大させることが
できる。同様に、ミッドスパン軸受組立体３０２における温度が温度閾値を上回る場合に
は、制御システム１００は、流れ制御システム２５０から１又は２以上の排出ガス入口３
０６への排出ガス６６の流れを増大させることができる。更に、軸受組立体の可動部品と
固定部品間のクリアランスが特定の閾値を下回る場合には、制御システム１００は、排出
ガス６６によって提供される冷却を増大させることができる（例えば、流量を増大させる
こと及び／又は排出ガス６６の温度を低下させることにより）。制御システム１００は、
タービン軸受組立体３０８に対して同様の作動を実施することができる。
【０１０７】
　上記で検討したように流れを配向することに加えて、制御システム１００はまた、処理
された排出ガス流２５２の温度、流量、圧力、及びその他に関連するパラメータを監視し
制御することができる。詳細には、制御システム１００は、一部の実施形態において、流
れ２５２が適切な温度、流量、及び圧力でタービンセクション１５６に提供されるのを確
保することができる。例えば、制御システム１００は、処理された排出ガス流２５２の圧
力を監視することができ、ＥＧプロセスシステム５４（例えば、ブースタブロア、圧縮機
）の１又は２以上の構成要素の作動を調整して、注入側（例えば、入口２７８及び／又は
膨張ゾーン２７０内）での排出ガス６６の圧力が、排出ガス６６の所望の効果を提供しな
がら逆流を阻止するのに十分であるのを確保することができる。換言すると、制御システ
ム１００は、処理された排出ガス流２５２の圧力を低側圧力閾値と上側圧圧力閾値との間
に調整することができる。
【０１０８】
　別の実施例として、制御システム１００は、処理された排出ガス流２５２の温度が、タ
ービンセクション１５６の種々の構成要素の冷却を可能にするほど十分に低くいが、熱応
力を引き起こす可能性があるタービンセクション１５６にわたる大きな温度低下を生じる
ほどには低くないように保証することができる。従って、流れ２５２の圧力と同様にして
、制御システム２５２は、処理された排出ガス流２５２の温度を下側温度閾値と上側温度
閾値との間に制御することができる。以下で詳細に検討するように、タービンベースのサ
ービスシステム１４全体にわたって、同様の作動を実施することができる。
【０１０９】
　図７は、制御システム１００が処理された排出ガス流２５２を利用して圧縮機セクショ
ン１５２の作動性を向上させることができる方式の１つの実施形態を示している。上述の
タービンセクション１５６と同様の方式で、圧縮機セクション１５２は、排出ガス６６を
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圧縮機セクション１５２の種々の領域に処理された排出ガスとして送給する（例えば、シ
ール、冷却、クリアランス制御、圧力安定化、温度安定化、及び／又はパージのため）の
を可能にする複数の排出ガス入口を含む。詳細には、図示のように、圧縮機セクション１
５２は、圧縮機軸受組立体３６０を含み、該圧縮機軸受組立体３６０は、タービンセクシ
ョン１５６の軸受組立体と同様に、シャフト１７６（圧縮機セクション１５２及びタービ
ンセクション１５６のそれぞれのシャフトを含むことができ、又は両セクションを通って
延びる単一シャフトであってもよい）の重量を支持し、シャフト１７６の熱成長及び／又
は収縮に対応し、また、ＳＥＧＲ　ＧＴシステム５２の作動中にシャフト１７６の回転速
度を支持するよう設計された１又は２以上の軸受を含むことができる。非限定的な例証と
して、圧縮機軸受組立体３６０は、ジャーナル軸受、荷重スラスト軸受、非荷重スラスト
軸受、又はこれらの組み合わせを含むことができる。
【０１１０】
　圧縮機軸受組立体３６０は、該圧縮機軸受組立体３６０の摩擦及び熱を低減する流体（
例えば、加圧オイル）を収容するよう少なくとも部分的にシールされた内側ハウジング３
６２を含むことができる。内側ハウジング３６２は、外側ハウジング３６４内に位置付け
ることができる。圧縮機軸受組立体３６０はまた、排出ガス６６が組立体３６０の１又は
２以上の冷却チャンネルに流入するのを可能にする１又は２以上の排出ガス入口３６６を
含むことができる。１つの実施形態によれば、排出ガス６６は、シール媒体、パージ媒体
（例えば、高温流体をパージするための）、又はこれらの組み合わせとして機能を果たす
ことができる。実際に、１つの実施形態において、排出ガス６６は、圧縮機軸受組立体３
６０内の圧力安定化を可能にすることができる。例えば、作動の途中で、排出ガス６６は
、圧縮機軸受組立体３６０を通って流れることができ、ここで圧縮機軸受組立体３６０に
流れる量は、圧縮機軸受組立体３６０から流出（例えば、漏洩により）する排出ガス６６
の量に実質的に等しい。このようにして、比較的一定圧力で流れ制御システム２５０から
圧縮機軸受組立体３６０に流れる排出ガス６６は、圧縮機軸受組立体３６０内の圧力を安
定化させる役割を果たすことができる。このような圧力安定化は、運転柔軟性（例えば、
シャフト１７６の回転速度の変化によって生じるより大きな範囲の温度に耐える能力）を
向上させ、並びに圧縮機軸受組立体３６０の耐用寿命を改善することを可能にすることが
できる。
【０１１１】
　図６に関して上記で検討したように、制御システム１００は、流れ制御システム２５０
、ＥＧプロセスシステム５４、及びタービンベースのサービスシステム１４全体にわたっ
て位置決めされる種々のセンサに通信可能に結合される。圧縮機軸受組立体３６０に関し
て、制御システム１００は、圧縮機軸受組立体３６０の外側ハウジング３６４に位置決め
される第１のセンサ３６８、圧縮機軸受組立体３６０の内側ハウジング３６２に位置決め
される第２のセンサ３７０、又はこれらの組み合わせからフィードバックを受け取ること
ができる。これらのセンサの何れか又は両方から得られたフィードバックの結果として、
制御システム１００は、排出ガス６６の温度、圧力、流量、又はこれらの組み合わせなど
、１又は２以上の入口３６６に対する排出ガス６６の少なくとも１つのパラメータを調整
することができる。
【０１１２】
　圧縮機軸受組立体３６０の１又は２以上の入口３６６に加えて又はその代わりに、圧縮
機セクション１５２は、該圧縮機セクション１５２の外側ケーシング３７６と内側ケーシ
ング３７８との間のスペースにより形成されるプレナム３７４内に排出ガス６６を送給す
るのを可能にする１又は２以上の圧縮機入口３７２を含むことができる。１又は２以上の
圧縮機入口３７２は、圧縮機セクション１５２の入口端部３８０と出口端部３８２との間
の何れかのポイントに位置付けることができる。図示のように、入口３７２は、圧縮機ブ
レード３８８に結合された圧縮機ホイール３８６により形成された圧縮機段３８４にて及
び／又は圧縮機段３８４間で圧縮機セクション１５２の冷却を可能にするように位置付け
ることができる。１又は２以上の入口３７２に提供される排出ガス６６は、圧縮機セクシ
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ョン１５２の冷却、温度安定化、クリアランス制御（例えば、圧縮機ブレード３８８と内
側ケーシング３７８の１又は２以上のシュラウドセグメントとの間）、パージ、及び／又
は圧力安定化のために利用することができる。
【０１１３】
　例えば、排出ガス６６は、排出ガス６６は、流れ制御システム２５０から、出口端部３
８２に位置決めされた第１の圧縮機入口３９０に提供することができる。第１の圧縮機入
口３９０に提供される排出ガス６６がプレナム３７４内の排出ガス６６よりも高い圧力を
有する実施形態において、排出ガス６６は、出口端部３８２から入口端部３８０に向かっ
て流れることができる。特定の実施形態において、排出ガス６６は、圧縮機セクション１
５２の出口端部３８２から熱を受け取ることができ（例えば、出口端部３８２が、一般に
、圧縮による熱に起因して入口端部３８０よりも高温であるので）、また、流れ制御シス
テム２５０から圧縮機セクション１５２への入口流路３９２に沿って流れる排出ガス６６
に熱を伝達し、又はこれと組み合わせることができる。このような熱伝達は、圧縮のため
圧縮機セクション１５２に流入する（例えば、入口１８４を介して）排出ガス６６の予熱
をもたらすことができ、これは、悪天候中又は低温／寒冷条件下での始動中に圧縮機セク
ション１５２を除氷するのに望ましいとすることができる。或いは、プレナム３７４を通
って流れる排出ガス６６が、圧縮機セクション１５２に提供される排出ガス６６よりも十
分に低温であるような特定の実施形態において、プレナム３７４を通って流れる排出ガス
６６は、圧縮機セクション１５２に流入する排出ガス６６を冷却することができ、これは
圧縮効率を向上させることができる。
【０１１４】
　一部の実施形態において、プレナム３７４内で加熱されていた排出ガス６６は、矢印３
９４で示されるように、圧縮機セクション１５２のプレナム３７４から出て、入口流路３
９２と合流することができる。更に、１つの実施形態において、入口流路３９２は、第１
のプレナム出口３９６から圧縮機セクション１５２の入口１８４に流れることができる。
換言すると、１つの実施形態において、圧縮機セクション１５２の入口１８４は、排出ガ
ス６６が予熱された後、プレナム３７４から排出ガス６６を受け取ることができる。従っ
て、流れ制御システム２５０から圧縮機セクション１５２に直接提供され、その後で加熱
された排出ガス６６と組み合わされる排出ガス６６は、プレナム３７４から出る排出ガス
６６の高い温度を相殺するのに十分に低い温度を有することができる。この組み合わされ
たストリームは、圧縮機セクション１５２内で圧縮され、燃焼器１６０の１又は２以上内
で燃焼希釈剤として、及び／又はＥＧ供給システム７８の生成ガスとして利用される排出
ガス６６とすることができる。
【０１１５】
　排出ガス６６を圧縮機入口３９０に提供することに加えて、又はその代わりに、流れ制
御システム２５０は、第１の圧縮機入口３９０よりも圧縮機セクション１５２の入口端部
３８０に向かってより近接して位置決めされた第２の圧縮機入口３９８に排出ガス６６を
（例えば、１又は２以上の処理された排出ガス流２５２を介して）提供することができる
。第２の圧縮機入口３９８に流入する排出ガス６６の圧力がプレナム３７４の他の部分よ
りも高圧である実施形態において、排出ガス６６は、入口端部３８０から出口端部３８２
に流れることができる。このような実施形態において、第２の入口３９８に流入する排出
ガス６６は、入口端部３８０から熱を除去するよう制御することができ、これにより、排
出ガス６６が燃焼器１６０及び／又はＥＧ供給システム７８内で使用するために圧縮され
る効率を向上させることができる。
【０１１６】
　排出ガス６６をプレナム３７４に提供することに加えて、又はその代わりに、排出ガス
６６は、圧縮機セクション１５２の圧縮ゾーン４００に提供することができ、ここで、排
出ガス６６は、燃焼器１６０、ＥＧ供給システム７８、又はこれらの組み合わせ内で使用
するために圧縮される。例えば、流れ制御システム２５０（及び／又は冷却／シール排出
ガスが他の場合に生じる湿分分離器）をバイパスした排出ガス６６に加えて、又はその代
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わりに、流れ制御システム２５０は、処理された排出ガス流２５２の１又は２以上を圧縮
ゾーン４００に提供し、ゾーン４００内の圧力及び／又は温度の安定化を可能にすること
ができる。例えば、追加の排出ガス６６を圧縮ゾーン４００の特定の領域に提供し、圧縮
機段３８４の１又は２以上での圧力及び／又は温度レベルを調整することが望ましいとす
ることができる。換言すると、圧縮機段３８４の１又は２以上での圧力及び／又は温度レ
ベルを調整することにより、処理された排出ガス流２５２は、圧縮機セクション１５２に
わたる温度及び／又は圧力増大の一貫性を高めることが可能となる。
【０１１７】
　加えて、又は代替として、一部の実施形態において、排出ガス６６は、種々の圧縮段に
提供され、クリアランスを制御し、及び熱膨張を均質化／制御することができる。例えば
、圧縮機段３８４の１又は２以上で生じる熱膨張が不均一であるか又は所定の範囲内であ
る実施形態において、排出ガス６６は、圧縮機段３８４の全て又は一部（例えば、ホイー
ル３８６、ブレード３８８、又はその両方）を冷却（又は加熱）し、所望のレベルの熱膨
張、従って、ブレード３８８と内側ケーシング３７８のシュラウドとの間のクリアランス
を得るように制御することができる。
【０１１８】
　上記で検討したように、処理された排出ガス流２５２は、圧縮機セクション１５２にお
ける様々な領域に提供することができる。同様に、排出ガス４２は、１又は２以上の圧縮
機出口４０４を介して圧縮機セクション１５２から（例えば、プレナム３７４から）引き
出すことができる。図示の実施形態において、１又は２以上の圧縮機出口４０４は、圧縮
機セクション１５２の外側ケーシング３７６に位置決めされ、これにより、圧縮機セクシ
ョン１５２の領域を冷却した後に排出ガス４２をプレナム３７４から引き出すことが可能
となる。排出ガス４２は、１又は２以上の生成ガス流４０６として１又は２以上の圧縮機
出口４０４からでることができ、ＥＧ供給システム７８、燃焼器１６０、ＥＧプロセスシ
ステム５４、流れ制御システム２５０、又はこれらの組み合わせに提供することができる
。
【０１１９】
　タービンセクション１５６と同様に、制御システム１００は、圧縮機段３８４に関連す
るパラメータ（例えば、温度、圧力、熱膨張、クリアランス）、プレナム３７４内の環境
、又はこれらの組み合わせを監視するよう構成された１又は２以上のセンサ４０８からフ
ィードバックを受け取ることができる。例えば、センサ４０８の１又は２以上は、プレナ
ム３７４内、圧縮ゾーン４００内、又は両方内に位置付けることができる。制御システム
１００は、センサ４０８によって生成されるフィードバックを監視することができ、結果
として処理された排出ガス流２５２の１又は２以上のパラメータ（例えば、流量、圧力、
温度）を調整することができる。例えば、１又は２以上のセンサ４０８は、圧縮段３８４
の温度を監視するように構成することができ、処理された排出ガス流２５２の温度、流量
、又は両方を調整し、複数の圧縮段３８４のうちの１又は２以上の圧縮段の温度を下側温
度閾値と上側温度閾値との間に維持する（例えば、圧縮機セクション１５２にわたる均質
な温度上昇を確保する、及び／又は圧縮機ブレード３８８と内側ケーシング３７８との間
の所望のクリアランスを確保する）ようにすることができる。
【０１２０】
　制御システム１００はまた、圧力に基づいて同様の動作を実施することができる。例え
ば、制御システム１００は、圧縮機段３８４の１又は２以上における圧力を示すフィード
バックを受け取ることができ、また、制御システム１００は、処理された排出ガス流２５
２のうちの１又は２以上を段３８４に近接した領域（例えば、矢印４０２で示すような）
に提供して、圧縮機セクション１５２に沿った一貫して均質な圧力上昇を確保することが
できる。
【０１２１】
　上記で検討したように、ＥＧプロセスシステム５４にて処理されている排出ガス６６は
、排出ガス６６を冷却流体として、圧力安定化流体として、加熱流体として（例えば、除
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氷用）、又はこれらの組み合わせとして利用するのを可能にする１又は２以上の特性を有
することができる。更に、低い湿分及び湿度レベルの排出ガス６６により、圧縮空気（酸
素及び湿分が含まれた）又は窒素などの他のガス及び他の不活性ガスの代わりに排出ガス
６６を利用することが可能となる。実際に、本発明の実施形態による冷却、加熱、パージ
、クリアランス制御、及び／又はシールのために排出ガス６６を使用することは、ＳＥＧ
Ｒ　ＧＴシステム５２が原油二次回収と組み合わせて使用される実施構成に特に好適とす
ることができ、この場合生成ガス中の酸素レベルが低いことが望ましい。更に、排出ガス
６６は、システム５２内で生成されて循環されるという追加の利点を提供し、この場合、
窒素などの不活性ガスは、指定設備、貯蔵タンク及びその他を用いて連続的に生成し、及
び／又はシステム５２内に取り込むことができる。これにより、排出ガス６６は、上述の
目的の流体として利用できると共に、主作動流体としての機能を果たすことができる。
【０１２２】
　実際に、ＥＧプロセスシステム５４を用いて排出ガス６６の幾つかのパラメータを調整
する能力に起因して、タービンベースのサービスシステム１４はまた、排出ガス６６を利
用して酸化剤圧縮システム１８６の１又は２以上の構成要素を冷却、加熱、乾燥、洗浄、
又は加圧することができる。例えば、図示のように、タービンベースのサービスシステム
１４は、処理された排出ガス流路４１０を含み、該流路は、流れ制御システム２５０（又
はＥＧプロセスシステム５４）から酸化剤圧縮システム１８６に延びる幾つかの実際の導
管又は通路を含むことができる。流路４１０に沿って提供される処理された排出ガス流２
５２を用いて、酸化剤圧縮機１８８、該圧縮機１８８の駆動装置１９０、及び／又は機械
装置１０６、１８０の構成要素のうちの１又は２以上の作動性を向上させることができる
。
【０１２３】
　図８には、排出ガス６６を機械装置０６、１８０と共に利用できる方式の１つの実施形
態が示されている。具体的には、図８は、処理された排出ガス流２５２が、主酸化剤圧縮
機（ＭＯＣ）４２２への第１の流路４２０、ギアボックス４２６への第２の流路４２４、
及び発電機４３０への第３の流路４２８を辿るタービンベースのサービスシステム１４の
１つの実施形態を示している。
【０１２４】
　図示のように、ＭＯＣ４２２は、ＳＥＧＲ　ＧＴシステム５２のシャフト１７６によっ
て少なくとも部分的に駆動され、ここでシャフト１７６の回転は、酸化剤６８を圧縮酸化
剤４３２に圧縮するためにＭＯＣ４２２において利用される出力を生成する。圧縮酸化剤
４３２は、一般に、ＳＥＧＲ　ＧＴシステム５２内で燃焼するために利用され、このよう
なプロセスに好適なあらゆる圧力に圧縮することができる。一般に、ＭＯＣ４２２は、１
又は２以上の圧縮段を含み、該圧縮段は、半径方向、軸方向、又は円周方向段とすること
ができ、１つのケーシング又は複数のケーシング内に収容することができる。
【０１２５】
　一部の実施形態において、ＭＯＣ４２２に流れる第１の流路４２０内の排出ガス６６は
、圧縮機及びタービンセクション１５２、１５６に関して上記で説明したのと同様の方式
で利用することができる。すなわち、排出ガス６６は、圧縮強化、及び／又は圧力安定を
可能にし、及び／又はＭＯＣ４２２にわたって温度が上昇するようにＭＯＣ４２２の特定
セクションを冷却するのに利用することができる。例えば、排出ガス６６は、圧縮機ケー
シングに沿って流れ、ケーシングを冷却して、スループットの向上を可能にすることがで
きる。他の実施形態において、排出ガス６６は、ＭＯＣ４２２の圧縮機ケーシングを通っ
て、圧力安定化、クリアランス制御、熱膨張制御、及びその他のために１又は２以上の酸
化剤圧縮段に流入することができる。排出ガス６６はまた、圧縮効率を改善する段間冷却
媒体として機能を果たすことができる。更に、１つの実施形態において、矢印４３４で図
示するように、第１の流路４２０は、酸化剤流路４３６と流れ統合して、酸化剤６８がＭ
ＯＣ４２２に導入される前に酸化剤６８の冷却を可能にすることができる。加えて、又は
代替として、排出ガス６６は、酸化剤６８と組み合わせて該酸化剤６８を希釈し、燃料器
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１６０に導入する前に酸化剤６８と排出ガス６６の予混合を可能にすることができる。
【０１２６】
　更に、制御システム１００は、１又は２以上のＭＯＣセンサ４３８を用いてＭＯＣ４２
２の１又は２以上のパラメータ（例えば、段温度、段圧力、ケーシング温度及び／又は圧
力、圧縮機段クリアランス）を示すフィードバックを監視することができる。例証として
、制御システム１００は、ＭＯＣ４２２（例えば、圧縮段の）にわたる温度を監視するこ
とができ、第１の流路４２０に沿った排出ガス６６の流れを調整（例えば、温度、圧力、
又は流量を調整）し、ＭＯＣ４２２にわたるほぼ一定の温度変化（例えば、各圧縮段にて
均質な温度）を維持することができる。ＭＯＣ４２２内の圧力に関して、同様の動作を実
施することができる。
【０１２７】
　図示の実施形態において、タービンベースのサービスシステム１４はまた、平行シャフ
トギアボックス、遊星ギアボックス、又は同様のものなどの何れかの好適なタイプのもの
とすることができるギアボックス４２６を含む。ギアボックス４２６は、高速度又は低速
度のように、ＳＥＧＲ　ＧＴシステム５２と異なる速度でＭＯＣ４２２が作動するのを可
能にすることができる。実際に、１つの実施形態において、ギアボックス４２６により、
ＳＥＧＲ　ＧＴシステム５２が所望の負荷で作動できるようにしながら、ＭＯＣ４２２が
所望の速度で作動できるようになる。ギアボックス４２６は、１又は２以上の軸受組立体
、ギア組立体、又はこれらの組み合わせを含むことができ、第２の流路４２４に沿って冷
却流、加熱流、パージ流、又は乾燥流として排出ガス６６を受け取ることから恩恵を受け
ることができる。
【０１２８】
　例えば、排出ガス６６中の比較的低い湿分レベル（例えば、低湿度）及び低レベルの腐
食材料により、排出ガス６６が圧縮機セクション１５２及びタービンセクション１５６の
軸受組立体と同様に利用できるようになる。従って、特定の実施形態において、制御シス
テム１００は、１又は２以上のギアボックスセンサ４３２を介してギアボックス内（例え
ば、軸受組立体を含む種々のシール内）の温度及び／又は圧力を監視することができ、ま
た、必要に応じて第２の流路４２４に沿って排出ガス６６を提供することができる。実際
に、排出ガス６６を利用して、ギアボックス４２６の温度を下側及び上側温度閾値間に維
持することができ、及び／又はギアボックス４２６の種々のシール機構内の圧力を下側及
び上側圧力閾値間に維持することができる。更に、第２の流路４２４に沿って流れる排出
ガス６６は、特定の実施形態において、湿潤環境のようなギアボックス４２６内の湿分を
軽減するのに使用される乾燥流として利用することができる。加えて、又は代替として、
１つの実施形態において、排出ガス６６は、汚染物質（例えば、砂、汚れ、湿分）をギア
ボックス４２６のハウジングの外に運び、高温ガスをギアボックス４２６の外に吹き出し
、又はこのような汚染物質をギアボックス４２６のギア機構の外に取り除いて、より長い
作動時間を促進することができる加圧流として利用することができる。
【０１２９】
　一部の実施形態において、排出ガス６６は、ギアボックス４２６によって使用される１
又は２以上の潤滑剤の温度制御に用いることができる。例えば、排出ガス６６は、１又は
２以上の潤滑剤と熱交換するのに使用して、潤滑剤を上側温度閾値と下側温度閾値との間
で維持できるようにすることができる。このようにして、排出ガス６６は、設計作動温度
での潤滑剤の保守管理を可能にすることができる。
【０１３０】
　図示のように、タービンベースのサービスシステム１４はまた、ＳＥＧＲ　ＧＴシステ
ム５２を介して発生する出力を用いることによって電力７４を出力するよう構成された発
電機４３０を含む。例えば、電力７４は、自治体の配電網に提供することができる。図示
の発電機４３０は両端を有し、発電機４３０の入力がシャフト１７６に対応し、発電機４
３０の出力シャフト４３４が、ギアボックス４２６の入力シャフト４３６に対応する。
【０１３１】
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　本発明の実施形態によれば、ギアボックス４２６と同様にして、流れ制御システム２５
０は、冷却、乾燥、パージ、又は汚染物質除去のために排出ガス６６を第３の流路４２８
に沿って発電機４３０に配向することができる。例えば、制御システム１００は、１又は
２以上の発電機センサ４３８からフィードバックを受けることができ、該フィードバック
センサは、発電機４３０の内部温度、発電機４３０の１又は２以上のシールの圧力、発電
機４３０の湿度、又はこれらもしくは同様のパラメータの何らかの組み合わせを示すフィ
ードバックを生成することができる。監視されるパラメータに基づいて、制御システム１
００は、発電機４３０の湿度の低減、発電機４３０からの汚染物質（例えば、粒子状物質
）の除去、発電機４３０の冷却又は加熱、或いはこれらの組み合わせを行うために第３の
流路４２８に沿った排出ガス６６の適切な流れを可能にするようにして流れ制御システム
２５０を作動させることができる。
【０１３２】
　例えば、発電機４３０が低温／寒冷気候に曝される実施形態において、制御システム１
００は、低温、高湿分レベル、又はこれらの組み合わせを示すフィードバックを受け取っ
て、排出ガス６６の暖流又は高温流を発電機４３０に配向して発電機４３０を除氷又は暖
機することができる。発電機４３０の冷却、発電機４３０の除湿、発電機４３０への少量
の湿度の付与、又は他のこのような実施構成のために同様の動作を実施することができる
。更にまた、図９に示す構成要素のような酸化剤圧縮システム１８６の他の構成要素に対
して同様の動作を実施することができる。
【０１３３】
　詳細には、図９は、タービンベースのサービスシステム１４の１つの実施形態を示し、
ここでは流れ制御システム２５０が、処理された排出ガス流２５２の１又は２以上を酸化
剤圧縮システム１８６の駆動装置４４０（蒸気タービン４４０として例示される）及び／
又は酸化剤圧縮システム１８６のクラッチ４４２に提供するよう構成されている。詳細に
は、流れ制御システム２５０は、第４の流路４４４を介して排出ガス６６を蒸気タービン
４４０に送給することができ、該第４の流路４４４は、１又は２以上の導管、管路、及び
関連する流れ調整特徴要素を含むことができる。蒸気タービン４４０に提供される排出ガ
ス６６は、圧縮機セクション１５２、タービンセクション１５６、ＭＯＣ４２２、ギアボ
ックス４２６、及び／又は発電機４３０に関して上記で検討したのと同様にして利用する
ことができる。従って、排出ガス６６は、温度及び／又は湿度レベルの調整、汚染物質の
除去、蒸気タービン４４０のパージ、蒸気タービン４４０の段のクリアランスの制御（例
えば、熱膨張を制御することによる）、及び同様のことを行うのに用いることができる。
【０１３４】
　更に、破線矢印４４６で示されるように、排出ガス６６はまた、ＨＲＳＧ５６（又は他
の蒸気供給源）から蒸気タービン４４０に提供される蒸気（「Ａ」で表記される）の温度
及び／又は圧力を調整するのに用いることができる。加えて、又は代替として、破線矢印
４４８で示されるように、排出ガス６６は、蒸気タービン４４０からＨＲＳＧ５６に提供
される蒸気（「Ｂ」で表記される）の温度及び／又は圧力を調整するのに用いることがで
きる。実際に、制御システム１００は、１又は２以上の蒸気タービンセンサ４５０を用い
て、蒸気タービン４４０の蒸気及び凝縮液温度及び／又は圧力、段間圧力及び温度、ケー
シング温度、又は他のこのようなパラメータを監視することができる。駆動装置４４０が
異なるタイプのもの（例えば、電気モータ）である実施形態において、制御システム１０
０は、そのパラメータを監視し、発電機４３０に関して上記で説明したのと同様に排出ガ
ス６６を利用することができる。
【０１３５】
　特定の実施形態において、蒸気タービン４４０をＳＥＧＲ　ＧＴ列から結合解除するの
が望ましいとすることができる。従って、図示のタービンベースのサービスシステム１４
はまた、蒸気タービン４４０がＳＥＧＲ　ＧＴシステム５２から独立して作動するのを可
能にするクラッチ４４２を含む。図示のように、流れ制御システム２５０はまた、第５の
流路４５２を介して処理された排出ガス流２５２の１又は２以上をクラッチ４４２に提供
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することができる。排出ガス６６は、クラッチ４４２において、シール、温度制御、圧力
制御、汚染物質制御、パージ、１又は２以上のクラッチ潤滑剤の温度制御、又はこれらの
組み合わせのために利用することができる。実際に、制御システム１００は、クラッチ４
４２において、温度、圧力、湿度レベル、又はこれらの組み合わせに関連する１又は２以
上のパラメータを監視することができる。このような監視の結果として、制御システム１
００は、温度、圧力、湿度レベル、湿分レベル、又はこれらの組み合わせのような、クラ
ッチ４４２に流れる排出ガス６６の１又は２以上のパラメータを調整し、クラッチ４４２
を各パラメータに対して所望の範囲内に維持することができる。
【０１３６】
（補足説明）
　上記で記載されるように、本発明の実施形態は、処理された排出ガスを使用して、ター
ビンベースのサービスシステムの種々の構成要素の温度制御、圧力制御、湿度制御、パー
ジ、クリアランス制御、及び／又はシールするシステム及び方法を提供する。上記で記載
された特徴要素の何れか１つ又はその組み合わせは、あらゆる好適な組み合わせで利用で
きる点に留意されたい。実際に、このような組み合わせの全ての並び換えも現在企図され
る。例証として、以下の条項は、本開示の更なる説明として提供されるものである。
【０１３７】
　実施形態１．ガスタービンシステムを備えたシステムであって、該ガスタービンシステ
ムが、タービン燃焼器と、タービン燃焼器からの燃焼生成物により駆動されるタービンと
、タービンによって駆動され、排出ガスを圧縮してタービンに供給するよう構成された排
出ガス圧縮器と、排出ガス再循環（ＥＧＲ）システムと、を含み、ＥＧＲシステムが、排
出ガスを１又は２以上の排出ガス再循環経路に沿ってタービンからガスタービンシステム
の第１及び第２の排出ガス入口まで再循環させるよう構成され、スクラビングシステムと
、少なくとも第２の排出ガス入口の上流側の湿分分離器とを有し、第１の排出ガス入口に
より排出ガス圧縮器が排出ガス圧縮のため排出ガスを吸入することが可能となり、第２の
排出ガス入口は第１の排出ガス入口から分離されている。
【０１３８】
　実施形態２．第２の排出ガス入口は、１又は２以上の排出ガス再循環経路のうちの少な
くとも１つからの排出ガスが冷却チャンネル、シールチャンネル、加熱チャンネル、パー
ジチャンネル、又はこれらの組み合わせに流入することを可能にするように位置決めされ
る、請求項１に記載のシステム。
【０１３９】
　実施形態３．第２の排出ガス入口は、１又は２以上の排出ガス再循環経路のうちの少な
くとも１つからの排出ガスがタービンの内側ケーシングと外側ケーシングとの間に形成さ
れたタービンプレナム内に流入可能にして、内側ケーシング、外側ケーシング、タービン
の１又は２以上のタービン段、又はこれらの組み合わせの冷却を可能にするように位置決
めされる、前出の実施形態の何れかに記載のシステム。
【０１４０】
　実施形態４．第２の排出ガス入口は、１又は２以上の排出ガス再循環経路のうちの少な
くとも１つからの排出ガスがタービンホイール、タービンブレード、又はこれらの組み合
わせの内部内に配置されたチャンネルに流入可能にして、タービンホイール、タービンブ
レード、又はこれらの組み合わせの冷却を可能にするように位置決めされる、前出の実施
形態の何れかに記載のシステム。
【０１４１】
　実施形態５．第２の排出ガス入口は、１又は２以上の排出ガス再循環経路のうちの少な
くとも１つからの排出ガスがガスタービンシステムのミッドスパン軸受組立体、ガスター
ビンシステムのタービン軸受組立体、ガスタービンシステムの圧縮機軸受組立体、又はこ
れらの組み合わせに流入可能にして、ミッドスパン軸受組立体、タービン軸受組立体、圧
縮機軸受組立体、又はこれらの組み合わせの冷却、パージ、シール、又はこれらの組み合
わせを可能にするように位置決めされる、前出の実施形態の何れかに記載のシステム。
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【０１４２】
　実施形態６．第２の排出ガス入口は、１又は２以上の排出ガス再循環経路のうちの少な
くとも１つからの排出ガスが、排出ガス圧縮器の１又は２以上の圧縮機段の温度制御を目
的として排出ガス圧縮器の内側圧縮機ケーシングと外側圧縮機ケーシングとの間に形成さ
れた圧縮機プレナム内に流入可能にするように位置決めされる、前出の実施形態の何れか
に記載のシステム。
【０１４３】
　実施形態７．第２の排出ガス入口が、タービンのタービン段間に位置決めされる、前出
の実施形態の何れかに記載のシステム。
【０１４４】
　実施形態８．第２の排出ガス入口が、排出ガス圧縮器の圧縮機段間に位置決めされる、
前出の実施形態の何れかに記載のシステム。
【０１４５】
　実施形態９．加圧された酸化剤をタービン燃焼器に供給するよう構成された酸化剤圧縮
システムを更に備え、酸化剤圧縮システムが１又は２以上の機械構成要素を含み、第２の
排出ガス入口が、１又は２以上の機械構成要素のうちの少なくとも１つに結合される、前
出の実施形態の何れかに記載のシステム。
【０１４６】
　実施形態１０．酸化剤圧縮システムが主酸化剤圧縮機を含み、第２の入口が、１又は２
以上の排出ガス再循環経路のうちの少なくとも１つからの排出ガスが主酸化剤圧縮機の内
側酸化剤圧縮機ケーシングと外側酸化剤圧縮機ケーシングとの間に形成された酸化剤圧縮
機プレナム内に流入可能にして、酸化剤圧縮機の１又は２以上の圧縮機段の温度制御を可
能にするように位置決めされる、前出の実施形態の何れかに記載のシステム。
【０１４７】
　実施形態１１．酸化剤圧縮システムが、ガスタービンシステムによって駆動される主酸
化剤圧縮機と、主酸化剤圧縮機がガスタービンシステムと異なる作動速度で作動できるよ
うに構成されたギアボックスとを含み、第２の入口がギアボックスに位置決めされる、前
出の実施形態の何れかに記載のシステム。
【０１４８】
　実施形態１２．ガスタービンシステムによって駆動され且つ電力を発生するよう構成さ
れた発電機を更に備え、該発電機が第２の排出ガス入口を含む、前出の実施形態の何れか
に記載のシステム。
【０１４９】
　実施形態１３．ＥＧＲシステムが、スクラビングシステム及び湿分分離器を有する排出
ガス処理システムと、第２の排出ガス入口と排出ガス処理システムとの間で１又は２以上
の排出ガス再循環経路のうちの少なくとも１つに沿って位置決めされる流れ制御システム
と、を含み、流れ制御システムが、排出ガスが第１の排出ガス入口から別個の経路に沿っ
て第２の排出ガス入口に流れるのを可能にするよう構成された排出ガス流れヘッダを含む
、前出の実施形態の何れかに記載のシステム。
【０１５０】
　実施形態１４．流れ制御システムが、第１の排出ガス入口、第２の排出ガス入口、又は
これらの組み合わせに提供される排出ガスの圧力を増大させるよう構成された１又は２以
上のブースタ圧縮機を含む、前出の実施形態の何れかに記載のシステム。
【０１５１】
　実施形態１５．１又は２以上の命令セットを全体として格納する１又は２以上の有形の
非一時的機械可読媒体と、１又は２以上のプロセッシングデバイスとを有する制御システ
ムを更に備え、プロセッシングデバイスが、１又は２以上の命令セットを実行して、ター
ビン、排出ガス圧縮器、又はシステムの別の構成要素、或いはこれらの組み合わせの動作
パラメータを示すデータを受け取り、受け取ったデータの結果として、第１の排出ガス入
口、第２の排出ガス入口、又は両方に提供される排出ガスのパラメータを調整する、よう
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に構成されている、前出の実施形態の何れかに記載のシステム。
【０１５２】
　実施形態１６．温度、圧力、湿分、流量、又はこれらの組み合わせを示すフィードバッ
クを生成するよう構成された１又は２以上のセンサを更に備え、１又は２以上のセンサが
制御システムに通信可能に結合され、１又は２以上のセンサが、動作パラメータを示すデ
ータとして制御システムにフィードバックを提供するよう構成される、前出の実施形態の
何れかに記載のシステム。
【０１５３】
　実施形態１７．第２の入口がタービンに位置決めされ、１又は２以上のセンサがタービ
ンに位置決めされ、１又は２以上のプロセッシングデバイスが、１又は２以上の命令セッ
トを実行して、１又は２以上のセンサにより生成されるフィードバックを監視し、該フィ
ードバックの結果として第２の排出ガス入口に提供される排出ガスのパラメータを調整す
るよう構成される、前出の実施形態の何れかに記載のシステム。
【０１５４】
　実施形態１８．１又は２以上のセンサにより生成されるフィードバックが、タービンの
タービン段の温度又は該タービン段間の温度を示し、１又は２以上のプロセッシングデバ
イスが、１又は２以上の命令セットを実行して、フィードバックの結果として第２の排出
ガス入口に提供される排出ガスの流量、温度、又はこれらの組み合わせを調整するように
構成される、前出の実施形態の何れかに記載のシステム。
【０１５５】
　実施形態１９．１又は２以上のセンサにより生成されるフィードバックが、タービンの
タービン段の圧力又は該タービン段間の圧力を示し、１又は２以上のプロセッシングデバ
イスが、１又は２以上の命令セットを実行して、フィードバックの結果として第２の排出
ガス入口に提供される排出ガスの流量、温度、又はこれらの組み合わせを調整するように
構成される、前出の実施形態の何れかに記載のシステム。
【０１５６】
　実施形態２０．第２の入口が排出ガス圧縮器に位置決めされ、１又は２以上のセンサが
排出ガス圧縮器に位置決めされ、１又は２以上のプロセッシングデバイスが、１又は２以
上の命令セットを実行して、１又は２以上のセンサにより生成されるフィードバックを監
視し、該フィードバックの結果として第２の排出ガス入口に提供される排出ガスのパラメ
ータを調整するよう構成される、前出の実施形態の何れかに記載のシステム。
【０１５７】
　実施形態２１．１又は２以上のセンサにより生成されるフィードバックが、排出ガス圧
縮器の圧縮機段又は該圧縮機段間の圧力を示し、１又は２以上のプロセッシングデバイス
が、１又は２以上の命令セットを実行して、フィードバックの結果として第２の排出ガス
入口に提供される排出ガスの流量、温度、又はこれらの組み合わせを調整するように構成
される、前出の実施形態の何れかに記載のシステム。
【０１５８】
　実施形態２２．酸化剤中１．０±０．０１、０．０２、０．０３、０．０４、又は０．
０５の燃料対酸素の燃焼当量比で燃料／酸化剤混合気を燃焼させるよう構成されたタービ
ン燃焼器を有する量論的燃焼システムを更に備える、前出の実施形態の何れかに記載のシ
ステム。
【０１５９】
　実施形態２３．タービン内の燃焼ガスから排出ガスを生成するステップと、排出ガスを
排出ガス再循環経路に沿って再循環させるステップと、排出ガス処理システムを用いて排
出ガス再循環経路に沿った排出ガス内の湿分を低減するステップと、圧縮のため排出ガス
を排出ガス圧縮器の第１の排出ガス入口に提供するステップと、温度制御、クリアランス
制御、圧力制御、シール、又はこれらの組み合わせのため第１の排出ガス入口から分離さ
れた第２の排出ガス入口に排出ガス再循環経路から排出ガスを提供するステップと、を含
む、方法。
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【０１６０】
　実施形態２４．タービン燃焼器内で酸化剤中１．０±０．０１、０．０２、０．０３、
０．０４、又は０．０５の燃料対酸素の燃焼当量比で燃料／酸化剤混合気を燃焼させて燃
焼ガスを発生させるステップを更に含む、前出の実施形態の何れかに記載の方法。
【０１６１】
　実施形態２５．制御システムを用いてタービン、排出ガス圧縮器、又はこれらの組み合
わせの動作パラメータを監視し、監視の結果として第２の排出ガス入口に提供される排出
ガスのパラメータを調整するステップを更に含む、前出の実施形態の何れかに記載の方法
。
【０１６２】
　実施形態２６．制御システムを用いてタービンの温度及び／又は圧力を示すフィードバ
ックを監視するステップを更に含み、排出ガスを排出ガス再循環経路から第２の排出ガス
入口に提供するステップが、タービンの内側タービンケーシングと外側タービンケーシン
グとの間に位置決めされたタービンプレナムに通じたタービン入口に排出ガスを提供する
ステップを含み、第２の排出ガス入口に提供される排出ガスのパラメータを調整するステ
ップが、タービンプレナムに提供される排出ガスの流量を調整するステップ、タービンプ
レナムに提供される排出ガスの温度を調整するステップ、タービンプレナムに提供される
排出ガスの圧力を調整するステップ、又はこれらの組み合わせを含む、前出の実施形態の
何れかに記載の方法。
【０１６３】
　実施形態２７．制御システムを用いて排出ガス圧縮器の温度及び／又は圧力を示すフィ
ードバックを監視するステップを更に含み、排出ガスを排出ガス再循環経路から第２の排
出ガス入口に提供するステップが、排出ガス圧縮器の内側圧縮機ケーシングと外側圧縮機
ケーシングとの間に形成された圧縮機プレナムに通じた排出ガス圧縮器入口に排出ガスを
提供するステップを含み、第２の排出ガス入口に提供される排出ガスのパラメータを調整
するステップが、排出ガス圧縮器プレナムに提供される排出ガスの流量を調整するステッ
プ、排出ガス圧縮器プレナムに提供される排出ガスの温度を調整するステップ、排出ガス
圧縮器プレナムに提供される排出ガスの圧力を調整するステップ、又はこれらの組み合わ
せを含む、前出の実施形態の何れかに記載の方法。
【０１６４】
　実施形態２８．制御システムを用いて排出ガス再循環経路から第１及び第２の排出ガス
入口それぞれへの排出ガスの第１の流れ及び／又は第２の流れの少なくとも１つのパラメ
ータを制御するステップを更に含み、流れ制御システムが、排出ガス処理システムの下流
側で排出ガス再循環経路に沿って配置される、前出の実施形態の何れかに記載の方法。
【０１６５】
　実施形態２９．排出ガスの第１の流れ及び／又は第２の流れの少なくとも１つのパラメ
ータを制御するステップが、第２の排出ガス入口に提供される排出ガスの第２の流れの流
量、圧力、温度、又はこれらの組み合わせを制御するステップを含む、前出の実施形態の
何れかに記載の方法。
【０１６６】
　実施形態３０．排出ガス再循環経路から第２の排出ガス入口に排出ガスを提供するステ
ップが、圧縮機軸受組立体、ミッドスパン軸受組立体、又はタービン軸受組立体、或いは
これらの組み合わせに排出ガスを提供するステップを含む、前出の実施形態の何れかに記
載の方法。
【０１６７】
　実施形態３１．制御システムを用いて前圧縮機軸受組立体、ミッドスパン軸受組立体、
又はタービン軸受組立体、或いはこれらの組み合わせの圧力、温度、又はこれらの組み合
わせを示すフィードバックを監視し、監視の結果として第２の排出ガス入口に提供される
排出ガスのパラメータを調整するステップを更に含む、前出の実施形態の何れかに記載の
方法。
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【０１６８】
　実施形態３２．第２の排出ガス入口に提供される排出ガスのパラメータを調整するステ
ップが、排出ガスの流量、排出ガスの圧力、排出ガスの温度、又はこれらの組み合わせを
調整するステップを含む、前出の実施形態の何れかに記載の方法。
【０１６９】
　実施形態３３．排出ガス再循環経路から第２の排出ガス入口に排出ガスを提供するステ
ップが、燃焼ガスを生成するよう構成されたタービン燃焼器に圧縮された酸化剤を提供す
るよう構成された酸化剤圧縮システムの１又は２以上の機械構成要素に排出ガスを提供す
るステップを含む、前出の実施形態の何れかに記載の方法。
【０１７０】
　実施形態３４．制御システムを備えたシステムであって、制御システムが、１又は２以
上の命令セットを全体として格納する１又は２以上の有形の非一時的機械可読媒体と、１
又は２以上のプロセッシングデバイスと、を含み、プロセッシングデバイスが、１又は２
以上の命令セットを実行して、排出ガス再循環ガスタービン（ＥＧＲ　ＧＴ）システムの
タービン、該ＥＧＲ　ＧＴシステムの排出ガス圧縮器、又はシステムの別の構成要素、或
いはこれらの組み合わせのパラメータを示すフィードバックを受け取り、フィードバック
の結果として、排出ガス圧縮のために、排出ガス圧縮器の排出ガス吸入口とは別個の第１
の排出ガス入口に排出ガス再循環経路から提供される排出ガス流を調整する、ように構成
されている、システム。
【０１７１】
　実施形態３５．フィードバックを生成するよう構成された１又は２以上のセンサを更に
備え、該１又は２以上のセンサが、制御システムに通信可能に結合される、前出の実施形
態の何れかに記載のシステム。
【０１７２】
　実施形態３６．１又は２以上のセンサによって生成されるフィードバックが、ＥＧＲ　
ＧＴシステムの１又は２以上の構成要素の温度、圧力、湿分、流量、又はこれらの組み合
わせを示す、前出の実施形態の何れかに記載のシステム。
【０１７３】
　実施形態３７．フィードバックが、タービンに関連付けられる、前出の実施形態の何れ
かに記載のシステム。
【０１７４】
　実施形態３８．制御システムが、第１の排出ガス入口に提供される排出ガス流の温度、
圧力、流量、又はこれらの組み合わせを調整するよう構成され、第１の排出ガス入口がタ
ービンに位置決めされる、前出の実施形態の何れかに記載のシステム。
【０１７５】
　実施形態３９．フィードバックが、排出ガス圧縮器に関連付けられる、前出の実施形態
の何れかに記載のシステム。
【０１７６】
　実施形態４０．制御システムが、第１の排出ガス入口に提供される排出ガス流の温度、
圧力、流量、又はこれらの組み合わせを調整するよう構成され、第１の排出ガス入口が排
出ガス圧縮器に位置決めされる、前出の実施形態の何れかに記載のシステム。
【０１７７】
　実施形態４１．フィードバックが、圧縮した酸化剤をＥＧＲ　ＧＴシステムのタービン
燃焼器に供給するよう構成された酸化剤圧縮システムの１又は２以上の機械構成要素に関
連付けられる、前出の実施形態の何れかに記載のシステム。
【０１７８】
　実施形態４２．制御システムが、第１の排出ガス入口に提供される排出ガス流の温度、
圧力、流量、又はこれらの組み合わせを調整するよう構成され、第１の排出ガス入口が１
又は２以上の機械構成要素に位置決めされる、前出の実施形態の何れかに記載のシステム
。
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【０１７９】
　本発明の特定の特徴のみを本明細書で例示し説明してきたが、当業者であれば、多くの
変更形態及び変形が想起されるであろう。従って、本発明の真の精神の範囲内にあるこの
ような変更形態及び変更全ては、添付の請求項によって保護されるものとする点を理解さ
れたい。

【図１】 【図２】
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