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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気と水素を同時発生させるシステム（１０）において、
　燃料濃厚混合物を燃焼させ、水素を豊富に含有する部分酸化燃焼生成物を生成する少な
くとも１つの一次燃焼システム（１４）と、
　前記部分酸化燃焼生成物の中へ燃料（２４）及び蒸気（２２）を噴射して前記部分酸化
燃焼生成物を急冷し、ＮＯｘの形成を抑制しながら混合生成物流れを生成する少なくとも
１つの噴射システムと、
　前記混合生成物流れを改質して、水素濃縮流れ（２６）を生成する少なくとも１つの改
質装置（１６）と、
　前記水素濃縮流れの少なくとも一部（３０）を燃焼させて、電気を発生する二次燃焼シ
ステム（３８）と、
　前記水素濃縮流れの少なくとも第２の部分（３２）を受け入れて、その水素濃縮流れか
ら水素を生成する水素処理装置（４０）と
を具備しており、前記一次燃焼システム（１４）と噴射システムと改質装置（１６）とが
、濃厚燃焼‐急冷‐改質（ｃ‐ｑ‐ｒ）段（８０）であって、噴射された蒸気（８４）の
存在下で燃料とオキシダントを燃焼させ、得られた高温ガスを追加の燃料及び追加の蒸気
（８６）と混合し、得られた燃料が濃縮された高温ガスの流れを、追加の蒸気（９４）の
噴射によって改質して、得られる混合物の平衡を水素に向けてシフトさせることのできる
、濃厚燃焼‐急冷‐改質（ｃ‐ｑ‐ｒ）段（８０）を構成している、システム。
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【請求項２】
　前記一次燃焼システム（１４）は燃焼チャンバを具備し、前記燃焼チャンバは、前記燃
焼チャンバに蒸気を添加させるための１列の開口部を有する、請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　前記水素濃縮流れの所定の各部分を前記二次燃焼システム（３８）と、前記水素処理装
置（４０）とへ方向転換させる流れ調整装置（２８）を更に具備する、請求項１又は請求
項２記載のシステム。
【請求項４】
　前記二次燃焼システム（３８）は、電気を発生するための同時発生タービン（５６）を
具備する、請求項１乃至請求項３のいずれか１項記載のシステム。
【請求項５】
　前記水素処理装置（４０）は、前記水素濃縮流れ（３２）を受け入れるように構成され
た水素発生器（６０）を具備する、請求項１乃至請求項４のいずれか１項記載のシステム
。
【請求項６】
　前記燃料は天然ガス、メタン、ナフサ、ブタン、プロパン、ディーゼル油、灯油、航空
燃料、石炭由来燃料、生物燃料、酸素添加炭化水素供給原料及びその混合物より成る群か
ら選択される、請求項１乃至請求項５のいずれか１項記載のシステム。
【請求項７】
　燃焼システム、噴射システム及び改質装置を具備する複数の繰り返し装置を更に具備し
、前記水素濃縮流れは第１の繰り返し装置の前記燃焼システムへ送り出され、前記第１の
繰り返し装置の前記改質装置からの第１の水素濃縮流れは第２の繰り返し装置の前記燃焼
システムへ送り出されるように、前記繰り返し装置は直列に接続されている、請求項１乃
至請求項６のいずれか１項記載のシステム。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は水素と電気を同時に発生させるシステム及び方法に関する。特に、本発明は、
水素と電気を同時に発生させるために濃厚燃焼‐急冷‐改質装置を使用して水素濃縮燃料
ガスを生成すること及び水素濃縮燃料ガスを利用することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　燃料ガスは、場合によっては、ガスタービンに適する燃料源であることが知られている
。通常、そのような燃料ガスは、約４００℃～約８００℃の範囲の温度で触媒燃焼プロセ
スを使用して生成される。それらの温度が窒素酸化物の形成には低いため、窒素酸化物は
良好に最小限に抑えられる。しかし、そのような低温と低圧はタービンに動力を供給する
には不十分であり、タービンへの動力供給に補助バーナを採用する必要がある。燃焼触媒
を含む燃焼ゾーンであって、蒸気改質作用をも示す燃焼ゾーンの中で燃焼される混合物を
形成するために、触媒燃焼プロセスの中には、供給材料ガスと空気を予備混合するプロセ
スがある。燃焼ゾーンにおいて混合物の部分燃焼と改質が起こり、それにより、高温改質
ガス流れが形成される。この高温改質ガス流れの一部は、前述の燃焼ゾーンへ再循環され
る。残る高温改質ガスは、燃料ガスとしてガスタービン燃焼器へ送り出される。他のプロ
セスにおいては、燃料ガスはアルコール及びアルデヒドを燃焼させる補助バーナとの組み
合わせで燃焼される。
【０００３】
　ガスタービンを使用して電気を発生することに関連する上記のプロセスは、無触媒プロ
セスを使用して改質ガス（すなわち、燃料ガス又は合成ガス）を形成できることを教示し
ていない。更に、ガスタービンシステムは電気の需要と、改質ガスの形成と、効率を向上
させる動作上の考慮事項との相互関係の問題に対処していない。一般に、システムは、定
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常状態にあるとき、ほぼ常時高い効率で動作する。必要とされているのは、触媒燃焼プロ
セスが要求されずに、タービン燃焼器で燃焼させるための改質ガスを生成する方法である
。更に、必要とされているのは、プロセスをほぼ定常状態で動作させることを可能にする
一方で、電気需要の変動に対応するのに適するプロセスである。
【０００４】
　水素の経済性が明らかになるにつれて、電気と同時に水素を生成することが業界にとっ
て好都合になるであろう。燃料から触媒改質によって水素を生成することは周知のプロセ
スである。必要とされているのは、水素を形成するプロセスが、事実上、電気の発生の副
産物であり、電気と水素の同時発生が電気及び水素の双方の生産コストを低減し、システ
ムの効率及び動作性の向上をもたらすような水素生成方法である。
【特許文献１】特表平１１－５０７４２８号公報
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　電気と水素を同時に発生させるシステムが開示され、システムは、濃厚燃料混合物を燃
焼させ、水素を豊富に含有する部分酸化燃焼生成物を生成する少なくとも１つの一次燃焼
システムを具備する。システムは、部分酸化燃焼生成物の中へ燃料及び蒸気を噴射して、
混合生成物流れを生成する少なくとも１つの噴射システムを更に具備する。混合生成物流
れは、水素濃縮流れを生成するために改質装置において改質される。水素濃縮流れの少な
くとも一部は電気を発生するために二次燃焼システムで燃焼され、水素濃縮流れの少なく
とも第２の部分は水素を生成するために水素処理システムへ送られる。
【０００６】
　別の面においては、電気と水素を同時に発生させるシステムは、燃料濃厚混合物を燃焼
させ、水素を豊富に含有する部分酸化燃焼生成物を生成する１つの一次燃焼システムと、
部分酸化燃焼生成物の中へ燃料及び蒸気を噴射して、混合生成物流れを生成する１つの噴
射システムと、混合生成物流れを改質して、水素濃縮流れを生成する少なくとも１つの改
質装置とを具備する複数の繰り返し装置を具備する。システムは、水素濃縮流れの少なく
とも一部を燃焼させて、電気を発生する二次燃焼システムと、水素濃縮流れの少なくとも
第２の部分を受け入れて、その水素濃縮流れから水素を生成する水素処理システムとを更
に具備する。１つの繰り返し装置の改質装置からの水素濃縮流れは、次の繰り返し装置の
燃焼システムへ送り出される。
【０００７】
　更に別の面においては、電気と水素を同時に発生させる方法は、燃料濃厚混合物を燃焼
させ、それにより、水素を豊富に含有する部分酸化燃焼生成物を生成する工程を含む。混
合生成物流れを生成するために、前記部分酸化燃焼生成物の中へ燃料及び蒸気が噴射され
る。方法は、混合生成物流れを改質して、水素濃縮流れを生成することを更に含む。これ
に続く工程は、水素濃縮流れの少なくとも一部を燃焼させて、電気を発生することと、水
素濃縮流れの少なくとも第２の部分を処理して、その水素濃縮流れから水素を生成するこ
ととを含む。
【０００８】
　本発明の上記の特徴、面及び利点並びにその他の特徴、面及び利点は、添付の図面を参
照して以下の詳細な説明を読むことにより更に良く理解されるであろう。図面中、同じ図
中符号は図１～図４を通して同じ部分を表す。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の理解を助けるために、以下、図１～図４に示される本発明のいくつかの実施例
及びそれを説明するために使用される特定の用語を参照する。ここで使用される用語は説
明を目的としており、本発明を制限するために使用されるのではない。ここで開示される
特定の構造及び機能の詳細は本発明を制限すると解釈されてはならず、単に、本発明を様
々に採用することを当業者に教示するための代表的な基準である特許請求の範囲の基準と



(4) JP 5051974 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

して解釈されるべきである。示される支持構造及び方法のどのような変形又は変更も、ま
た、当業者には通常明白であると思われるような、ここで示されるような本発明の原理の
他の適用形態も、本発明の趣旨の範囲内に含まれると考えられる。
【００１０】
　図１は、電気と水素を同時に発生させるシステム１０の一実施例を示す。同時発生シス
テム１０は、燃料濃厚混合物を燃焼させるための少なくとも１つの一次燃焼システム１４
と、燃料を改質するための少なくとも１つの改質装置１６とを具備する。燃料濃厚混合物
を燃焼させるために、オキシダント１８と燃料２０の混合物が一次燃焼システム１４の中
へ噴射され、水素を豊富に含有する部分酸化燃焼生成物を生成する。同時発生システムは
噴射システムを更に具備し、このシステムにおいては、蒸気２２と燃料２４が部分酸化燃
焼生成物の中へ噴射されて、急冷動作により混合生成物流れ１２が形成される。混合生成
物流れ１２は改質装置へ送り出され、改質装置は混合生成物流れ１２を改質して、水素濃
縮流れ２６を生成する。実施例によっては、一次燃焼チャンバ１４と改質装置１６は共通
の燃焼チャンバ４６に収納されている。
【００１１】
　水素濃縮流れの一部３０は、電気を発生するために二次燃焼システム３８内で燃焼され
る。電気は配電網４４に接続されてもよい。二次燃焼システム３８には補充燃料３４及び
補充オキシダント３６が添加される。水素濃縮流れの第２の部分３２は、水素を生成する
ために水素処理装置４０へ送り出される。
【００１２】
　図１に示されるような同時発生システム１０は、現在可能であるよりも窒素酸化物（Ｎ
Ｏｘ）汚染物質の生成を低く抑え、炎の安定性を向上させ且つ一酸化炭素の放出を減少さ
せた上で電気と水素を同時に発生する。この場合、炎温度は、燃料とオキシダントの理論
混合比により正規化された一次燃焼システム１４における燃料とオキシダントの比の尺度
である当量比の関数である。当量比が１．０であるとき、化学量論的状態に到達しており
、この時点で炎温度は最高である。当量比が１．０未満であるときには、燃焼器は「希薄
」燃焼器であり、当量比が１．０を超えると、燃焼器は「濃厚」燃焼器である。化学量論
的炎温度に達するにつれてＮＯｘの生成は非常に急速に増加し、化学量論的炎温度から離
れるにつれて、熱ＮＯｘ生成は急速に減少する。
【００１３】
　図１に戻ると、燃焼チャンバ１６は燃料濃厚燃焼のための一次燃焼システム１４と、一
次燃焼システム１４からの部分酸化燃焼生成物を改質する改質装置１６とを具備する。燃
料２０は、ガスであってもよい。燃料２０とオキシダント１８は予備混合され、一次燃焼
システム１４の中へ噴射される。いくつかの実施例においては、燃料とオキシダントは別
個に一次燃焼システム１４内へ噴射されてもよい。他のいくつかの実施例では、燃料とオ
キシダントは一次燃焼システム１４へ送り込まれる前に、部分的に又は完全に混合される
。燃料２０は、例えば、天然ガス、メタン、ナフサ、ブタン、プロパン、ディーゼル油、
灯油、航空燃料、石炭由来燃料、生物燃料、酸素添加炭化水素供給材料及びその混合物等
の、何らかの適切な気体又は液体であればよい。いくつかの実施例においては、燃料は天
然ガス（ＮＧ）であるのが好ましい。天然ガスの可用性、低価格及び混合しやすい性質は
熱含量の低さを補っており、そのため、天然ガスは燃焼に好ましい燃料となる。オキシダ
ント１８は、例えば、空気、酸素濃厚空気、酸素欠乏空気及び／又は純粋な酸素等の、酸
素を含有する何らかの適切な気体であればよい。濃厚燃焼段においては、当量比は１より
大きく、濃厚炎‐安定限界により近いのが好ましい。いくつかの実施例においては、予備
混合された燃料とオキシダントは旋回翼を具備するノズルを介して一次燃焼システム１４
内へ噴射される。この旋回翼は、流入して来るオキシダントに回転を与える複数の旋回羽
根と、回転するオキシダント流れの中で燃料を分配する複数の燃料スポークとを具備する
。燃料とオキシダントは、一次燃焼システム１４の内部で反応する前に、予備混合燃料ノ
ズルの内部の環状流路で混合される。濃厚燃焼動作の後、噴射システムを使用して急冷工
程で燃料２４と蒸気２２の噴射が実行される。いくつかの実施例においては、燃料と蒸気
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は、一次燃焼システム１４を出る混合生成物流れ１２の中へ噴射される。急冷工程で噴射
される燃料２４は、燃焼チャンバ４６の内壁にある１列の開口部を介して燃焼チャンバ４
６の内部へ噴射されてもよい。燃料２４は沸点の低い炭化水素供給原料、天然ガス、メタ
ン、ナフサ、ブタン、プロパン及び／又はその混合物であればよい。いくつかの実施例に
おいては、好ましい燃料は天然ガスであり、その大部分はメタンである。燃料と蒸気のモ
ル比は約１：１であるのが好ましく、混合生成物流れとして指定される高温ガスの流れを
生成する。混合生成物流れは改質装置１６へ送り出され、そこで、相当に多くの量の水素
を含む水素濃縮流れ２６が生成される。いくつかの実施例においては、水素濃縮流れ２６
は一酸化炭素、窒素、平衡定数量の水、二酸化炭素及び未燃燃料を更に含む場合がある。
水素濃縮流れ２６は二次燃焼システム３８及び／又は水素処理装置４０へ方向転換される
ことが可能である。いくつかの実施例においては、水素濃縮流れ２６のうちの特定の量を
二次燃焼システム３８及び／又は水素処理装置４０へ方向転換させるために、流れ調整装
置２８が使用される。流れ調整装置は制御弁、又は水素濃縮流れ２６のうちの所定の部分
を方向転換させることができる他の何らかの装置であればよい。
【００１４】
　ここで開示する同時発生システムでは、一次燃焼システム１４及びガスタービン燃焼器
５４のバーナは燃料とオキシダントの予備混合された混合物を利用し、予備混合渦流シス
テム又は予備混合非渦流システムを具備する。半径流旋回翼、軸流旋回翼及び／又は二重
反転旋回翼が利用されてもよい。
【００１５】
　別の例による同時発生システム５０を示す一実施例が図２に示されている。図２におい
て、同じ特徴は図１と同じ図中符号で示されている。同時発生システム５０は、燃料濃厚
混合物を燃焼させるための少なくとも１つの一次燃焼システム１４と、少なくとも１つの
改質装置１６とを具備する。オキシダント１８と燃料２０の混合物は一次燃焼システム１
４の内部へ噴射され、そこで燃料濃厚混合物が燃焼されて、水素を豊富に含有する部分酸
化燃焼生成物が生成される。いくつかの実施例においては、一次燃焼チャンバ１４と改質
装置１６は共通する燃焼チャンバ４６内に収納されている。同時発生システムは噴射シス
テムを更に具備し、噴射システムにおいては、部分酸化燃焼生成物の中へ蒸気２２と燃料
２４が噴射され、急冷動作により混合生成物流れ１２が生成される。混合生成物流れ１２
は、混合生成物流れを改質する改質装置１６へ送り出され、そこで水素濃縮流れ２６が生
成される。いくつかの実施例においては、炎温度を制御するために、蒸気の一部５２は直
接に一次燃焼システム１４へ送られる。
【００１６】
　水素濃縮流れの一部３０は電気を発生するために二次燃焼システム３８で燃焼される。
発生された電気は配電網４４に接続される。二次燃焼システム３８には補充燃料３４及び
補充オキシダント３６が添加される。水素濃縮流れの第２の部分３２は、水素を生成する
ために水素処理装置４０へ送り出される。
【００１７】
　二次燃焼システム３８はガスタービン燃焼器５４と、同時発生タービン５６と、熱回収
・水蒸気再循環システム５８とを更に具備する。同時発生タービン５６へ送り込まれる高
温ガスの熱力学的膨張によって、同時発生タービン５６を駆動するための動力が発生され
、駆動された同時発生タービン５６は電気を発生する。同時発生タービン５６からの電気
は電力供給用配電網４４に供給される適切な形態に転換される。
【００１８】
　ここで開示される同時発生システムは、一次燃焼システム１４における炎温度を低下さ
せることにより、熱ＮＯｘの形成が最小限に抑制されるように当量比を制御するシステム
及び方法を含む。従来のタービン燃焼器では、主にバーナの炎温度を低下させるという方
法により熱ＮＯｘを制御していた。燃焼システムの総当量比は（タービン入口温度を制限
し且つ効率を最大にするために）希薄でなければならないため、ＮＯｘの放出を減少させ
るためには、まず、より希薄な反応ゾーンを有する燃焼器を設計することである。予備混
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合システムにおいては、総当量比が希薄であるために、炎温度は低下する。拡散システム
では、水を噴射することにより炎温度を低下させる。炎ゾーンを希薄にすること（すなわ
ち、炎ゾーンの当量比を減少させること）で炎の長さも短縮され、その結果、気体分子が
ＮＯｘ形成温度にとどまる滞留時間が短縮される。これらのメカニズムは共にＮＯｘの形
成を減少させる。しかし、全力動作状態で一次ゾーン当量比を減少させると、工業用ガス
タービンにおいては燃料流量の大きな減少（４０：１）、空気流量の大きな減少（３０：
１）及び燃料／空気比の大きな減少（５：１）が起こるため、当量比の減少は制限される
。従来のガスタービンでは、燃料と空気はタービンの反応ゾーンの中へ直接に噴射される
。一般に、燃焼は希薄条件の下で起こるか、あるいは理論混合比条件で又はそれに近い条
件で起こり、反応ゾーン内部に相当に大きな再循環が存在している。
【００１９】
　ＮＯｘの形成を減少させる方法の１つは、炎ゾーンにヒートシンクを導入することによ
り炎温度を低下させるという方法である。水と蒸気は、共に、この目標を達成するのに非
常に効果的である。しかし、タービンを通過する質量流量が追加されるためにガスタービ
ン出力は増大するのであるが、水を燃焼器温度まで加熱するために必要とされる燃料が追
加されることにより、全体的な効率は損なわれてしまう。燃焼器の下流側にある高温ター
ビンガス流路領域における付着物や腐食を防止するために、水は必然的にボイラ給水の品
質でなければならない。水の噴射は、ＮＯｘの形成を減少させるための極めて有効な手段
である。しかし、このＮＯｘ減少技法を使用する場合には、燃焼器はいくつかの基準を守
って設計されなければならない。使用される水の有効性を最大にするために、燃焼器ヘッ
ドエンドの内部へ水を噴射するための追加の流路を付けて燃料ノズルは設計される。従っ
て、水は流入して来る燃焼空気と有効に混合され、それが最高温度になる場所で炎ゾーン
に到達する。ＮＯｘ減少のために噴射される蒸気は、水とほぼ同じ経路をたどって燃焼器
ヘッドエンド内部に至る。しかし、熱ＮＯｘの形成を減少させるという点で、蒸気は水ほ
ど有効ではない。水の高い潜熱は、炎温度を低下させるときに強力な熱シンクとして作用
する。一般に、所定量のＮＯｘを減少させる場合、制御のために要求される蒸気の質量は
水の質量と比較して約１．６倍である。ガスタービンのログハードウェアの寿命を考慮す
ると、燃焼器内部へ噴射できる水又は蒸気の量には実際には限界がある。
【００２０】
　燃焼器内部への水及び／蒸気の噴射はいくつかのパラメータに影響を及ぼす。第１に、
蒸気を噴射する場合に比べて、水の噴射はより大きな動的作用を励起する傾向にある。燃
焼ハードウェアに対する振動圧力負荷は振動強制機能として作用するので、ハードウェア
の長い寿命を確保するためには、この負荷を最小にしなければならない。多数ノズル燃料
システムの追加等、燃焼器構造の変形によって、動圧作用を著しく減少させることが可能
である。開示される同時発生システムにおいては、ガスタービン燃焼器５４ではなく、燃
焼チャンバ４６の内部へ水及び／又は蒸気が噴射される。このような分離により、動的振
動をより有効に減衰し、大部分を隔離することができる。第２に、燃焼器に添加される水
及び／又は蒸気の量が多くなるにつれて、一酸化炭素の急激な増加が観測されるポイント
に到達する。通常、一酸化炭素の放出も増加することから、従来のタービン燃焼器ではこ
のような事態は望ましくない。しかし、開示される同時発生システムにおいては、一酸化
炭素はそれほど大きな問題ではない。これは、水素濃縮流れ２６が直接に同時発生タービ
ンへ送り込まれないためである。水素濃縮流れ２６の一部はガスタービン燃焼器５４へ方
向転換され、ガスタービン燃焼器５４で酸化雰囲気と接触する。それにより、一酸化炭素
は酸化される。水素濃縮流れの第２の部分は、水性ガス触媒媒体を具備する水素発生器へ
導かれ、そこで一酸化炭素は二酸化炭素に転換される。第３に、水及び／又は蒸気の噴射
が増加すると、燃焼器の動作の安定性が低下し、最終的には炎が吹き消されるような段階
に達する。第４に、未燃炭化水素（ＵＨＣｓ）が増加する可能性があるが、特に煙の燃料
組成を適切に選択することにより、これを最小限に抑えることができる。
【００２１】
　図２に戻ると、いくつかの実施例においては、ガスタービン燃焼器５４は希薄予備混合
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燃焼アセンブリ（図示せず）と、二次燃料噴射機アセンブリ又は希薄直接噴射（ＬＤＩ）
燃料噴射器アセンブリと、燃焼の高温補助ガスをタービンノズル及びタービンブレードへ
流通させる転移部材とを具備する。希薄予備混合燃焼器アセンブリはケーシングと、複数
の予備混合燃料ノズルと、スリーブ内部の内筒とを具備する。希薄予備混合燃焼器アセン
ブリの燃焼は内筒の内部で起こる。燃焼オキシダントは内筒の内部で流れスリーブを介し
て誘導され、複数の開口部を通って内筒に入る。燃焼反応は内筒の内部で起こり、ガスタ
ービンを駆動する熱を放出する。希薄予備混合燃焼器アセンブリに対する高圧オキシダン
トは流れスリーブに入り、環状プレナムから転移部材緩衝スリーブに入る。この高圧オキ
シダントは、一連の羽根及びブレードを利用する圧縮機により供給される。各々の予備混
合燃料ノズルは旋回翼を含む。旋回翼は、流入して来るオキシダントに回転を与える複数
の旋回羽根と、好ましくは天然ガスである燃料を回転しているオキシダント流れに配分す
る複数の燃料スポークとを具備する。補充燃料３４と補充オキシダント３６は必要に応じ
て予備混合され、ガスタービン燃焼器５４に添加される。そこで、燃料とオキシダントは
予備混合燃料ノズル内部の環状流路で混合された後、ガスタービン燃焼器５４の一次反応
ゾーンの内部で反応し、高温補充ガスを生成する。一次反応ゾーンは、同様に加圧されて
いる燃焼チャンバからの高温ガスの流れで充満されている。ガスタービン燃焼器５４はガ
スタービンの高負荷条件、中間範囲負荷動作条件及び低負荷動作条件で動作することが可
能である。動作中、供給源の組み合わせ（すなわち、水素濃縮流れ３０と、ガスタービン
燃焼器５４で生成される高温補充ガス）が燃料とオキシダントの１：１の理論混合比より
低い、言い換えれば、相対的に希薄である燃焼混合物を生成するように、炎の希薄度及び
補充ガスの流量が選択される。ガスタービン燃焼器５４は同時発生タービン５６に動力を
供給し、それにより電気を発生する。電気は、配電網４４に供給されることが可能である
。それにより発生される潜熱は排気ガスから回収されることが可能であり、また、それに
より発生される水は熱回収・水蒸気再循環システム５８を介して回収され、再循環される
ことが可能である。
【００２２】
　ガスタービン燃焼器５４に入る水素濃縮流れ３０は燃料を豊富に含み、タービンに動力
を供給するほど十分に高温ではなく、十分に加圧されていない。従って、燃料希薄炎の中
で補充燃焼燃料３４及び補充オキシダント３６を添加される。ガスタービン燃焼器５４に
補充燃料及び補充オキシダントが添加された後、ガスタービン燃焼器５４のガスは同時発
生タービン駆動発電機５６に有効に動力を与えられるほど十分に高温であり、十分に加圧
されているので、その結果、効率良く電気が発生される。同時発生タービンから出る排気
ガスは低圧であるが、まだ相当に多くの潜熱を含んでいる。熱交換器を使用して、この排
気ガスの潜熱を回収でき、プラントにおいて、例えば、ボイラ内の水を予熱する目的で使
用するためにエネルギーを保存しておくことができる。また、排気ガス中の水を保存して
、水又は蒸気として再利用するか、あるいは熱交換器の媒体として使用することも可能で
ある。
【００２３】
　希薄条件で動作中の燃料希薄タービン燃焼器５４で水素濃縮ガスを使用すると、燃焼器
からの放出が減少し、燃料希薄タービン燃焼器５４の安定性が改善され、タービン燃焼器
のより良い動作性特性が得られる。
【００２４】
　本発明の技法に従った一実施例において、濃厚燃焼段は１つ以上のピストン機関を具備
する。
【００２５】
　開示される同時発生システムでは、一次燃焼システム１４の燃料濃厚炎は低温で動作す
る。燃料２０とオキシダント１８を予備混合することで、燃料２０とオキシダント１８の
化学量論的混合に起因するホットスポットが存在しなくなることが保証される。その化学
量論的混合は、ＮＯｘを形成する周囲の窒素を酸化するのに十分な高温まで燃焼生成物の
温度を上昇させると考えられる。燃料とオキシダントの化学量論的混合は、全ての燃料を
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二酸化炭素と水に転換するのに十分なオキシダントと燃料の比として定義されている。開
示される同時発生システムでは、炎温度を下げ且つ予備混合を行うことにより、一次燃焼
システム１４内のＮＯｘの形成は最小限に抑えられる。燃料の濃厚燃焼は標準的な燃焼反
応（２）ではなく、部分酸化反応（１）を促進する。
【００２６】
　ＣＨ４＋１／２Ｏ２　→　ＣＯ＋２Ｈ２　　　（１）
　ＣＨ４＋２Ｏ２　→　ＣＯ２＋２Ｈ２Ｏ　　　（２）
　水素が濃縮された一次燃焼システム１４からの部分酸化流れは、その後に続く蒸気２２
及び燃料２４の添加により急冷されて、混合生成物流れ１２を形成する。部分酸化流れの
中へ蒸気２２と燃料２４を噴射することにより、流れの温度は低下する。熱、燃料及び蒸
気の組み合わせは、反応（３）に示されるように天然ガス等の燃料の改質を促進する。改
質プロセスは改質ガス（一般に合成ガスとしても知られている）の形成に至り、このガス
は濃縮水素流れ２６として示されている。
【００２７】
　ＣＨ４＋Ｈ２Ｏ　→　ＣＯ＋３Ｈ２　　（３）
　１つには、水素及び一酸化炭素を形成するための蒸気と天然ガスの反応（３）は吸熱反
応であるので、燃焼チャンバ４６内の温度は更に低下する。蒸気と燃料の添加は、窒素酸
化物（ＮＯｘ）の形成を抑制する。
【００２８】
　改質装置１６により生成される濃縮水素流れの第２の部分３２は、水素処理装置４０へ
と方向転換される。水素処理装置４０は、水素発生器６０と浄化システム６２とを具備す
る。いくつかの実施例では、水素発生器６０は、濃縮水素流れ３２の水素の含有量を更に
増加させるための水性ガス触媒転換器である。水素発生器６０では、下記の水性ガス転化
反応（４）が起こる。
【００２９】
　ＣＯ＋Ｈ２Ｏ　→　ＣＯ２＋Ｈ２　　（４）
　水素発生器６０から出る流れは更に水素を濃縮された状態にあり、水性ガス転化反応（
４）で形成された相当に多くの量の二酸化炭素を含む。水素発生器６０を出た流れは浄化
システム６２へ送り出される。浄化システムは、水素発生器６０からの流出流れから水を
分離し、それにより、乾燥改質ガスを形成する１つ以上の凝縮器／熱交換器（図示せず）
を具備していてもよい。それらの熱交換器はシステム内の潜熱を回収する。回収された潜
熱は、例えば、ボイラ内の水を予熱する等、プラントの様々な用途に使用されることが可
能である。一実施例では、浄化システム６０は水分分離装置（図示せず）を具備していて
もよく、これは水を分離するための遠心分離機等の機械的装置であってもよい。更に別の
実施例では、水分を吸収する少なくとも１つの分子ふるい床を使用して水を分離すること
ができる。いくつかの実施例においては、乾燥改質ガスは水素を含有するのに加えて、窒
素、一酸化炭素、二酸化炭素及び少量の気体燃料（すなわち、天然ガス）を更に含む。
【００３０】
　浄化システム６２は分離装置を更に具備し、それによる乾燥改質ガスの浄化は、圧力ス
イング吸着、化学吸収及び膜分離を含めて、当該技術で知られている様々な技法を適用す
ることにより実現できる。ただし、技法は上記の方法に限定されない。
【００３１】
　圧力スイング吸着（ＰＳＡ）は、水素を含有するガスの混合物から二酸化炭素を分離す
るために使用できる。ＰＳＡ技法では、高い部分圧力で、固体分子ふるいが水素より強力
に二酸化炭素を吸着することができる。その結果、高圧で、水素を含むガスの混合物が吸
着床に通されるときに混合物から二酸化炭素が除去される。減圧とパージングによって、
床の再生が実現される。臨界動作には典型的なことであるが、二酸化炭素の連続分離のた
めに複数の吸着容器が使用され、その場合、１つの吸着床が使用されている間に、その他
の吸着床は再生される。
【００３２】
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　ガス流れから二酸化炭素を分離するもう１つの技法は、酸化カルシウム（ＣａＯ）及び
酸化マグネシウム（ＭｇＯ）、又はその組み合わせ等の酸化物を使用する化学吸収である
。一実施例では、高圧、高温の条件で、ＣＯ２はＣａＯにより吸収されて炭酸カルシウム
（ＣａＣＯ３）を形成し、それにより、ガス混合物からＣＯ２が除去される。吸収剤であ
るＣａＯは、ＣａＣＯ３をＣａＯに再び改質することができるＣａＣＯ３の焼成により再
生される。
【００３３】
　乾燥改質流れからＣＯ２を分離するために使用される更に別の技法は、アミンを使用す
るＣＯ２の化学吸収である。乾燥改質ガスは、アミンを使用する二酸化炭素の化学吸収を
利用するのに適する温度まで冷却されてもよい。この技法は、相対的に低い温度で二酸化
炭素を吸収する能力を有し、濃厚溶媒の温度を上昇させることにより容易に再生されるア
ルカノールアミン溶媒に基づいている。この技法で使用される溶媒はトリエタノールアミ
ン、モノエタノールアミン、ジエタノールアミン、ジイソプロパノールアミン、ジグリコ
ールアミン及びメチルジエタノールアミンを含む。
【００３４】
　ガス流れから二酸化炭素を分離するために、膜分離技法も使用できる。膜プロセスは一
般にエネルギーの観点から吸収プロセスより効率的であると共に、操作が容易である。高
温の二酸化炭素の分離に使用される膜は、ＣＯ２に対して選択的に作用するゼオライト膜
及びセラミック膜を含む。しかし、膜技術の分離効率は低く、膜分離による二酸化炭素の
完全な分離は実現できないであろう。通常、膜分離装置は高圧でより効率的に動作し、水
素処理装置４０において乾燥改質ガスから二酸化炭素を分離するために膜分離装置を使用
するには、乾燥改質ガスを圧縮するための圧縮機が必要になる。
【００３５】
　いくつかの実施例では、水素処理装置４０内の乾燥改質ガスは、純粋な水素を得るため
に膜分離技法を使用する。相対的に低い温度で動作する水素選択膜として、多様なポリマ
ーが使用できる。一実施例では、ＰＳＡ装置をＣＯ２分離膜と組み合わせることにより水
素の分離効率を向上させることができる。第１の工程で、ＰＳＡ技法によりＨ２が分離さ
れる。次の工程では、ＣＯ２選択膜によりＣＯ２が分離される。ポリマー膜の中には、相
対的に低い温度でのＣＯ２分離に適する選択透過性を示すものがある。
【００３６】
　いくつかの実施例においては、水素浄化システム６２は低温分離技法を使用してもよい
。低温分離は、複数の分留物及び複数の生成物を回収することが重要である場合に使用で
きる。いくつかの実施例では、改質ガスの個別の成分ガスを分離するために、浄化システ
ム６２は液化装置、冷凍用冷却装置及び蒸留機器を具備する。
【００３７】
　浄化システムから出た浄化水素流れはいくつかの方法で方向転換される。浄化水素の一
部６４は水素貯蔵部６８に貯蔵されてもよい。浄化水素は低温加圧液体又は加圧気体とし
て貯蔵されてもよいが、いくつかの実施例においては、カーボンナノキューブ、グラファ
イトカプセル封入金属、ナノ物質及び／又は他の吸収剤等の吸収剤の中で貯蔵されてもよ
い。更に別の実施例では、浄化水素は金属水素化物として貯蔵されてもよい。そのように
貯蔵された水素は、その後、オフサイトで出荷されるか、販売されるか、あるいは同時発
生システム５０の内部で別の用途に利用される。貯蔵されている水素の一部７２ａは、補
充燃料として二次燃焼システム３８へ方向転換されてもよい。
【００３８】
　更に、浄化水素の別の部分６６は、１つ以上の燃料電池を具備する燃料電池システム７
４で利用される。燃料電池は固体酸化物燃料電池（ＳＯＦＣ）、陽子交換膜（ＰＥＭ）燃
料電池、溶融炭酸塩燃料電池、燐酸燃料電池、アルカリ燃料電池、ダイレクトメタノール
燃料電池、再生燃料電池、亜鉛空気燃料電池及びプロトニックセラミック燃料電池より成
る群から選択される。燃料電池システム７４は水素を利用し、水素は直ちに電気に変換さ
れる。電気は、その後、必要に応じて配電網４４へ送信される。ＰＥＭ燃料電池又はＳＯ
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ＦＣ等の燃料電池システム７４における反応の副産物は水と熱であり、それらは、共に、
同時発生プラントで使用するための熱回収・水蒸気再循環システム７８を介して回収され
ることが可能である。燃料電池システム７４への水素は水素貯蔵部６８から流れ７２ｂを
介して供給されるか、又は水素浄化装置６２から直接に供給されるかのいずれかである。
【００３９】
　ここで開示される同時発生システムは、濃厚燃焼‐急冷‐改質装置を使用して水素を生
成するシステム及び方法に関する。それらのシステム及び方法は、水素が濃縮されている
部分酸化燃焼生成物である高温ガスの流れを形成する燃焼システムを利用するのが好まし
い。燃焼チャンバは、少なくとも１つのｃ‐ｑ‐ｒ段を具備する濃厚燃焼‐急冷‐改質装
置であり、各々のｃ‐ｑ‐ｒ段は燃焼する工程、急冷する工程及び改質する工程を含む。
【００４０】
　図３は、濃厚燃焼‐急冷‐改質（ｃ‐ｑ‐ｒ）段８０の一例を示す概略図である。その
ような濃厚燃焼‐急冷‐改質段８０は、水素の生成を最適化するために使用されることが
可能である。ｃ‐ｑ‐ｒ段８０は、３つの工程を含む。最初の燃焼工程９０では、噴射さ
れる蒸気８４が存在するところで燃料及びオキシダント８２が燃焼される。オキシダント
は空気、酸素濃厚空気、酸素欠乏空気又は純粋な酸素であればよい。その後、急冷工程９
２では、燃焼工程９０の結果得られた高温ガスが追加燃料及び追加蒸気８６と混合されて
、燃料が非常に濃縮されている高温ガスの流れを形成する。次に、改質工程９６において
追加蒸気９４が噴射され、それにより、混合物の平衡は水素に向かって転移する。更に水
素を濃縮された高温ガスの流れは改質工程を出て、その後、別の同様なｃ‐ｑ‐ｒ段に進
み、そこで更に水素が濃縮される。図４は、直列に接続された３つのｃ‐ｑ‐ｒ段８０を
有する濃厚燃焼‐急冷‐改質（ｃ‐ｑ‐ｒ）装置１００の一例を概略的に示す。各段８０
は高温ガスの流れにおける水素の品質、又は水素の割合（％）を改善する。複数のｃ‐ｑ
‐ｒ段は水素の収量を増加させると共に、当量比を徐々に大きくするので、総当量比は１
を超える。濃厚燃焼‐急冷‐改質装置は１つ以上のｃ‐ｑ‐ｒ段を具備することができ、
段の数は要求される水素の収量によって決まる。
【００４１】
　燃料とオキシダントの予備混合された混合物に加えて、燃焼チャンバ、一次燃焼システ
ム、及び一次燃焼システムに燃料とオキシダントを供給する構成要素に構造上の制限があ
るために、全ての燃焼ガスが常に完全に予備混合されるとは限らないと予想される。例え
ば、拡散炎と予備混合炎の双方を有するバーナの場合のように、燃料とオキシダントの混
合物は燃焼に先立って部分的に予備混合されることが可能である。
【００４２】
　先に説明したように、ここで開示される水素と電気を同時に発生するシステム及び方法
は、ほぼ定常状態の条件で動作しつつ、電気に対するピーク負荷需要変動に独自の方式で
応答するシステムを提供する。燃料電池技術をガスタービン技術と組み合わせることによ
り、ピーク負荷の期間中に容易に利用可能であるバックアップ電源が作成される。電気的
負荷が低いとき、燃料はより大きな割合で水素に転換されることが可能であり、燃料電池
又は他の用途に後に使用されるのに備えて、その水素を貯蔵しておくことができる。電気
的需要が高いときには、燃料電池をオンラインに乗せて、高い電気的需要に適応するため
に必要とされる電気を発生することができる。タービンシステムが障害を有する場合、又
は計画に従って運転停止された場合、燃料電池はその部分バックシステムを構成すること
ができる。電気の容量が過剰になれば、過剰な容量を使用して、相対的に安価に水素を製
造することが可能である。その場合、水素は、オフサイトに配置されているか、更には移
動自在であってもよい燃料電池に対する燃料供給源として使用されることが可能である。
更に、過剰な水素は、オフサイトに配置されている燃料電池で使用するために、石油系燃
料の場合と同様に販売、配給されることも可能である。
【００４３】
　本発明が満たす様々な要求を達成して本発明の様々な実施例を説明した。特許請求の範
囲に示される図中符号は発明の範囲を狭めようとするのではなく、発明の理解を容易にす
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ることを意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】水素と電気を同時に発生させるシステムの一例のフローチャート。
【図２】水素と電気を同時に発生させるシステムの別の例のフローチャート。
【図３】燃焼させる工程、急冷する工程及び改質する工程から成る、水素濃縮流れを形成
するためのｃ‐ｑ‐ｒ段を示す概略図。
【図４】図３に示されるようなｃ‐ｑ‐ｒ段の繰り返し工程を示す概略図。
【符号の説明】
【００４５】
　１０…同時発生システム、１２…混合生成物流れ、１４…一次燃焼システム、１６…改
質装置、１８…オキシダント、２０…燃料、２２…蒸気、２４…燃料、２６…水素濃縮流
れ、２８…流れ調整装置,３４…補充燃料、３６…補充オキシダント、３８…二次燃焼シ
ステム、４０…水素処理装置、４４…配電網、４６…燃焼チャンバ、５０…同時発生シス
テム、５４…ガスタービン燃焼器、５６…同時発生タービン、５６…熱回収・水蒸気再循
環システム、６０…水素発生器、６２…浄化システム、８０…ｃ‐ｑ‐ｒ段、１００…濃
厚燃焼‐急冷‐改質（ｃ‐ｑ‐ｒ）装置

【図１】 【図２】
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