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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反応剤を含む反応剤流体（Ｆ３００）を供給するように構成された反応剤供給システム
（３０００）と、
　相互反応剤を含む相互反応剤流体（Ｆ１００）を供給するように構成された相互反応剤
供給システム（１０００）と、
　希釈剤を含む希釈剤流体（Ｆ２００）を供給するように構成された希釈剤供給システム
（２０００）と、
　反応器出口を有し、かつ前記反応剤供給システム（３０００）、前記相互反応剤供給シ
ステム（１０００）、および前記希釈剤供給システム（２０００）から流体を受け取り、
混合し、かつ反応させるように構成され、それにより、雰囲気条件よりも上の温度と圧力
を有してかつ反応生成物を含むエネルギー流体（Ｆ４０５）を形成する反応器（４１００
）と、
　上流の前記反応器（４１００）から前記エネルギー流体の少なくとも一部を受け取り、
少なくとも１つの冷却剤流体（Ｆ２４９）のフローを受け取り、かつ前記エネルギー流体
（Ｆ４０５）から前記冷却剤流体（Ｆ２４９）へと前記熱の少なくともいくらかを伝達し
、それにより、加熱された冷却剤流体（Ｆ２５０）および冷却されたエネルギー流体（Ｆ
４３０）を形成するように構成された下流の熱交換装置（６０２０）を有する熱伝達シス
テム（６０００）と、
　を有するエネルギー変換システムであって、
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　前記熱伝達システム（６０００）が更に、
　前記加熱された冷却剤流体の少なくともいくらかを、熱利用用途および前記希釈剤供給
システムのうちの少なくとも一方へと供給するように構成された供給システム（６３５０
）を有し、
　前記エネルギー変換システムが、
　前記熱伝達システムの中で前記冷却剤流体（Ｆ２４９）および加熱された冷却剤流体（
Ｆ２５０）のフローのうちの少なくとも一方を制御し、
　前記熱伝達システム（６０００）から前記少なくとも１つの熱利用用途への、少なくと
も１つの加熱された冷却剤流体（Ｆ２５０）のフローの供給を制御し、
　前記反応器出口の上流で、
　前記熱伝達システム（６０００）から由来する希釈剤を含む前記加熱された冷却剤のフ
ロー（Ｆ２７５）の部分と、
　希釈剤を含む他の希釈剤流体（Ｆ２５５）の部分と、
　希釈剤と他の希釈剤流体を含む加熱された冷却剤流体の組合せとのうちの少なくとも１
つの反応システムへの供給を制御する制御システムと、
　を有し、
　前記制御システムが更に、前記熱利用用途に供給される加熱された冷却剤フローの温度
、圧力、および流量のうちの少なくとも１つを規定の範囲内に制御するように構成され、
　前記制御システムが更に、加熱される部品のピーク温度が規定の温度未満になるように
制御するように構成され、
　前記加熱される部品が前記エネルギー流体、加熱された冷却剤、機械的出力、および電
力のうちの少なくとも１つによって加熱されるエネルギー変換システム。
【請求項２】
　エネルギー流体用の入口と出口とを備え、前記エネルギー流体の中の空間温度分布を制
御するように構成された燃焼器（４０００）を有し、前記燃焼システムを出る前記エネル
ギー流体の横断方向温度分布が、前記燃焼器（４０００）の排出口付近の燃焼器断面内の
少なくとも１つの横断方向で制御されることを特徴とする請求項１に記載のエネルギー変
換システム。
【請求項３】
　前記燃焼器（４０００）の出口付近の燃焼器断面内の第１の横断方向に沿って実質的に
不均一な指定温度分布を達成するように、希釈剤および燃料含有流体供給の空間的分布が
制御されることを特徴とする請求項２に記載のエネルギー変換システム。
【請求項４】
　前記の燃焼器（４０００）を出る温度の横断方向分布が、規定の横断方向温度分布の±
１０Ｋ°以内に制御されることを特徴とする請求項２に記載のエネルギー変換システム。
【請求項５】
　望ましい出口温度に対する実際の燃焼器排出口温度の比の横断方向分布が、望ましい横
断方向の比の分布範囲内に制御されることを特徴とする請求項２に記載のエネルギー変換
システム。
【請求項６】
　前記温度の比が、０．９３から１．０７の範囲内に維持されることを特徴とする請求項
５に記載のエネルギー変換システム。
【請求項７】
　前記温度の比が、０．９７から１．０３の範囲内に維持されることを特徴とする請求項
６に記載のエネルギー変換システム。
【請求項８】
　前記燃焼器出口の中心付近の温度比に対する前記燃焼器周縁部付近の温度比の比が、１
．００から１．０６の範囲内であることを特徴とする請求項５に記載のエネルギー変換シ
ステム。
【請求項９】
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　前記の燃焼器（４０００）を出る前記エネルギー流体（Ｆ４０５）の中の希釈剤濃度が
、それらの流体が完全に混合されたときのそれらに関する仮説的燃焼可能限界よりも大き
くなるように、希釈剤流体（Ｆ２９５）の供給が制御されることを特徴とする請求項２に
記載のエネルギー変換システム。
【請求項１０】
　前記相互反応剤供給システム（１０００）が更に、前記相互反応剤流体を加圧するよう
に構成された流体加圧装置（１３００）を有し、環境気圧に対する前記燃焼器（４０００
）に入る圧力の圧力比が約１５よりも大きく、かつ前記希釈剤供給システム（２０００）
が更に、圧縮される前記相互反応剤流体を冷却するために、水および希釈剤流体の一方を
前記相互反応剤供給システム（１０００）へと供給するように構成されることを特徴とす
る請求項２に記載のエネルギー変換システム。
【請求項１１】
　前記熱伝達流体と流体的に連通しており、反応剤流体（Ｆ３００）から混入物質の一部
を除去し、それを前記エネルギー変換システム内での使用のために供給するように構成さ
れた反応剤処理システム（３３００）を更に有することを特徴とする請求項１に記載のエ
ネルギー変換システム。
【請求項１２】
　前記希釈剤供給システム（２０００）と流体的に連通しており、希釈剤供給部のサイズ
の規定の部分よりも大きい混入物質を前記希釈剤流体（Ｆ２００）の少なくとも一部から
フィルタで取り去るように構成された希釈剤処理システム（２１００）を更に有すること
を特徴とする請求項１に記載のエネルギー変換システム。
【請求項１３】
　前記希釈剤処理システム（２１００）が更に、前記希釈剤含有流体（Ｆ２００）から可
溶性混入物質の少なくとも一部を除去するように構成されることを特徴とする請求項１２
に記載のエネルギー変換システム。
【請求項１４】
　前記希釈剤の一部が反応の上流で反応剤含有流体と混合されることを特徴とする請求項
１に記載のエネルギー変換システム。
【請求項１５】
　前記希釈剤の一部が反応の上流で相互反応剤含有流体（１７００）と混合されることを
特徴とする請求項１に記載のエネルギー変換システム。
【請求項１６】
　流れに関して上流の前記反応器（４１００）および前記熱伝達システム（６０００）と
流体的に連通しており、前記反応器（４１００）の出口から出る前記エネルギー流体（Ｆ
４０５）の少なくとも一部を膨張させ、出力を抽出し、膨張流体（Ｆ４２０）を形成し、
かつ前記膨張流体（Ｆ４２０）を前記熱伝達システム（６０００）へと供給するように構
成された膨張器（５１００）を有する膨張システム（５０００）を更に含むことを特徴と
する請求項１に記載のエネルギー変換システム。
【請求項１７】
　前記冷却されたエネルギー流体（Ｆ４３０）が、反応剤流体（Ｆ３００）、相互反応剤
流体（Ｆ１００）、および希釈剤流体（Ｆ２００）のうちの２つ以上の成分の間の反応に
よって形成される少なくとも１つの微量汚染物質種を更に含み、
　前記エネルギー変換システムが、前記エネルギー変換システムを出る冷却されたエネル
ギー流体中の前記少なくとも１つの汚染物質の濃度を、供給される軸出力１ＭＷｈ当たり
０．１ｋｇ未満に制御するように構成されることを特徴とする請求項１６に記載のエネル
ギー変換システム。
【請求項１８】
　前記膨張器（５１００）を出る前記エネルギー流体（Ｆ４０５）の希釈剤濃度が飽和濃
度未満であり、それにより、前記膨張器（５１００）の中で希釈剤が凝縮しないように流
体供給および膨張比を制御するように更に構成されることを特徴とする請求項１６に記載



(4) JP 4489756 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

のエネルギー変換システム。
【請求項１９】
　加熱される部品が前記膨張器（５１００）によって駆動される発電機（５２００）を含
み、前記熱伝達システム（６０００）が更に、前記発電機（５２００）から熱を回収し、
かつ熱伝達流体を加熱し、かつ前記発電機（５２００）の温度を規定のレベルよりも下に
保つように構成された熱交換器を有することを特徴とする請求項１６に記載のエネルギー
変換システム。
【請求項２０】
　前記発電機（５２００）を冷却し、かつ熱を前記希釈剤含有流体で交換し、かつ加熱さ
れた希釈剤に前記膨張器（５１００）の流れに関する排出口の上流の流体を供給して混合
するために、低粘度の流体を使用するように更に構成されることを特徴とする請求項１９
に記載のエネルギー変換システム。
【請求項２１】
　加熱される部品が、前記膨張器（５１００）を機械的用途へと接続する膨張器駆動部を
更に含み、前記熱伝達システム（６０００）が、前記膨張器駆動部から熱伝達流体へと熱
を回収するように構成された熱交換器を更に含むことを特徴とする請求項１６に記載のエ
ネルギー変換システム。
【請求項２２】
　前記膨張器駆動部の潤滑剤の温度を規定の温度よりも下に維持するように更に構成され
ることを特徴とする請求項２１に記載のエネルギー変換システム。
【請求項２３】
　熱発生部品が、前記膨張器（５１００）に接続された発電機（５２００）、モータ、電
磁変換器、膨張器駆動部、および電磁制御器のうちの一以上を更に含み、
　　熱伝達システム（６０００）が、希釈剤含有流体のフローを制御するように構成され
た部品熱交換器を更に有し、これにより、前記熱発生部品の温度を制御し、かつ加熱され
た熱伝達流体へと熱を回収することを特徴とする請求項１６に記載のエネルギー変換シス
テム。
【請求項２４】
　前記熱発生部品の温度が１００℃よりも下に維持されるように、熱伝達流体の流量を制
御するように更に構成されることを特徴とする請求項２３に記載のエネルギー変換システ
ム。
【請求項２５】
　設計条件で、第１の膨張器（５１００）によって抽出可能な出力の１０％以上で前記エ
ネルギー流体から出力を取り出すように構成された少なくとも第２の膨張器（Ｅ２）を更
に含むことを特徴とする請求項１６に記載のエネルギー変換システム。
【請求項２６】
　前記反応剤流体（Ｆ３００）が燃料供給システム（３０００）によって供給される燃料
含有流体を含み、前記相互反応剤流体（Ｆ１００）が酸化剤供給システム（１０００）に
よって供給される酸化剤含有流体を含み、前記希釈剤含有流体（Ｆ２００）が、流体の水
と二酸化炭素のうちの少なくとも一方を含み、前記反応器（４１００）が燃焼器（４００
０）を含み、前記エネルギー変換システムが更に希釈剤処理システム（２１００）を含む
ことを特徴とする請求項１６に記載のエネルギー変換システム。
【請求項２７】
　前記燃料処理システム（３３００）が更に、前記燃料含有流体から、燃料供給オリフィ
スのサイズの規定の部分よりも大きい前記混入物質をフィルタで取り去るように構成され
ることを特徴とする請求項２６に記載のエネルギー変換システム。
【請求項２８】
　前記膨張器（５１００）の下流の前記エネルギー流体から由来する熱が、前記燃焼シス
テム（４０００）へと供給される燃料含有流体で熱交換されることを特徴とする請求項２
６に記載のエネルギー変換システム。
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【請求項２９】
　前記燃焼システム（４０００）への供給に先立って、前記燃料含有流体の温度が約１０
０℃よりも下に維持されることを特徴とする請求項２６に記載のエネルギー変換システム
。
【請求項３０】
　前記熱伝達システム（６０００）が、前記膨張流体から熱を回収するため、および気化
希釈剤を加熱してスーパーヒート状態の希釈剤を形成するために前記膨張器（５１００）
の下流でかつ前記第１の熱交換器（６５００）の上流に第３の熱交換器（６７００）を有
することを特徴とする請求項２６に記載のエネルギー変換システム。
【請求項３１】
　前記第１の熱交換器（６５００）から前記第３の熱交換器（６７００）および前記燃焼
システム（４０００）のうちの少なくとも１つへと供給される希釈剤の少なくとも１つの
流量を制御するように構成された装置（６３５０）を更に有する請求項３０に記載のエネ
ルギー変換システム。
【請求項３２】
　前記冷却剤流体が液体の熱的希釈剤を含み、前記熱的希釈剤の少なくとも一部が前記第
１の熱交換器（６５００）内で蒸発させられることを特徴とする請求項３０に記載のエネ
ルギー変換システム。
【請求項３３】
　前記第３の熱交換器（６７００）によって加熱された希釈剤が酸化剤圧縮機（１３００
）の下流かつ前記膨張器（５１００）の上流の前記燃焼システム（４０００）の中の流体
と混合されることを特徴とする請求項３０に記載のエネルギー変換システム。
【請求項３４】
　前記第３の熱交換器（６７００）によって加熱された希釈剤が燃焼の開始部の上流の流
体と混合される請求項３０に記載のエネルギー変換システム。
【請求項３５】
　前記熱伝達システム（６０００）が、前記膨張器（５１００）を出る前記膨張流体から
熱を回収し、かつ前記燃焼システム（４０００）の上流の酸化剤含有流体を加熱するよう
に構成された復熱型熱交換器（６８００）を更に有することを特徴とする請求項２６に記
載のエネルギー変換システム。
【請求項３６】
　前記熱伝達システム（６０００）が、希釈剤の熱交換器（６０２０）に対する前記復熱
型熱交換器（６８００）の熱回収表面積の比が２０％から３００％になるように構成され
ることを特徴とする請求項３５に記載のエネルギー変換システム。
【請求項３７】
　前記熱伝達システム（６０００）が、前記膨張器（５１００）の下流の熱交換器（６０
２０）を通って方向付けられる前記膨張流体の部分が、前記燃焼システム（４０００）の
上流の酸化剤含有流体を加熱する前記復熱型熱交換器（６８００）を通って方向付けられ
る前記膨張流体（Ｆ４３５）の部分の３３％から３００％になるように構成されることを
特徴とする請求項３５に記載のエネルギー変換システム。
【請求項３８】
　前記流体処理システムが更に、前記膨張システム（５０００）に入る前記エネルギー流
体（Ｆ４０５）の少なくとも１つの成分の濃度を下げるために前記希釈剤流体、前記燃料
含有流体、および前記酸化剤含有流体のうちの一以上を処理するように構成されることを
特徴とする請求項２６に記載のエネルギー変換システム。
【請求項３９】
　前記膨張システム（５０００）の出口の上流の前記酸化剤含有流体、燃料含有流体、お
よびエネルギー流体のうちの少なくとも１つへと供給される量に少なくともほとんど等し
い量で前記膨張流体（Ｆ４３０）から希釈剤を回収し、
　かつ前記酸化剤流体と共に前記酸化剤供給システム（１０００）の中に供給される水、
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二酸化炭素、いずれかの希釈剤燃焼生成物、およびいずれかの希釈剤のうちの少なくとも
１つの一部分を回収するように構成された希釈剤回収システム（６０１０）を更に含むこ
とを特徴とする請求項１６に記載のエネルギー変換システム。
【請求項４０】
　前記冷却された膨張流体を環境気圧よりも上に圧縮してそれを排出するために、前記希
釈剤回収システムの下流に構成された再圧縮機を更に有することを特徴とする請求項３９
に記載のエネルギー変換システム。
【請求項４１】
　前記燃焼チャンバ（４１００）の上流の酸化剤含有流体を圧縮する一以上の流体加圧装
置の圧力比、および前記希釈剤回収システム（６０１０）の下流の前記冷却された前記膨
張流体を圧縮する前記再圧縮機（５３００）の圧力比の積である総計の組み合わされた膨
張比が、約３７よりも大きいことを特徴とする請求項４０に記載のエネルギー変換システ
ム。
【請求項４２】
　前記再圧縮機（５３００）が、冷却された前記膨張流体の圧力に対する環境気圧の再圧
縮比を変えるように更に構成されることを特徴とする請求項４０に記載のエネルギー変換
システム。
【請求項４３】
　前記希釈剤回収システム（６０１０）の下流の冷却された前記膨張流体を圧縮する流体
加圧装置の圧縮比が、１．１から８になるよう構成されることを特徴とする請求項４０に
記載のエネルギー変換システム。
【請求項４４】
　前記エネルギー変換システムを出る流体中の希釈剤流体の濃度が飽和濃度のうちの望ま
しい部分よりも小さく、それにより、柱状噴流が形成される確率を制御するように、前記
エネルギー流体中の凝縮不能ガスに対する凝縮可能な希釈剤の比、周囲温度に対する冷却
された前記膨張流体の温度の比、および再圧縮比を制御するように更に構成されることを
特徴とする請求項４０に記載のエネルギー変換システム。
【請求項４５】
　酸化剤含有流体の質量流量に対する凝縮可能希釈剤の質量流量の比が、合計の酸化剤含
有流体流量に相対した前記エネルギー変換システムの正味の比出力が前記酸化剤含有流体
を圧縮する前記流体加圧装置を出る流体の流量１ｋｇ当たり９４０ｋＪよりも大きくなる
ように制御され、前記酸化剤含有流体が空気であり、正味の比出力が、前記希釈剤回収シ
ステム（６０１０）の下流で前記酸化剤含有流体、燃料含有流体、および希釈剤流体と冷
却された膨張流体を圧縮するために利用される電力の合計を差し引いた前記膨張器（５１
００）の総計の出力を有することを特徴とする請求項３９に記載のエネルギー変換システ
ム。
【請求項４６】
　酸化剤含有流体の質量流量に対する凝縮可能な希釈剤の質量流量の比が、前記膨張器の
流量に相対した前記エネルギー変換システムの正味の比出力が空気で動作中の前記膨張器
（５１００）に入る流体流量１ｋｇ当たり７００ｋＪを超えるように制御され、正味の比
出力が、前記希釈剤回収システム（６０１０）の下流で前記酸化剤含有流体、燃料含有流
体、および希釈剤流体と冷却された膨張流体を圧縮するために利用される電力の合計を差
し引いた前記膨張器（５１００）の総計の出力を有することを特徴とする請求項３９に記
載のエネルギー変換システム。
【請求項４７】
　前記希釈剤処理システム（２１００）が更に、前記エネルギー変換システムから回収さ
れる希釈剤の部分を制御するように構成され、それにより前記エネルギー変換システムの
中の希釈剤の量を制御することを特徴とする請求項３９に記載のエネルギー変換システム
。
【請求項４８】
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　前記希釈剤回収システム（６０１０）が更に、前記膨張器（５１００）の前記出口の上
流に供給される希釈剤の部分に、前記エネルギー変換システムから除去されることを要求
される部分を加えた以上の部分を回収するように構成されることを特徴とする請求項３９
に記載のエネルギー変換システム。
【請求項４９】
　前記膨張器（５１００）の前記出口の上流に供給され得る部分に燃焼で形成され得る希
釈剤の部分を加え、入来する酸化剤含有流体を通じて受け取り得る湿度の部分を加えた量
に等しくなるように使用済みの流体から希釈剤の部分を回収するように更に構成されるこ
とを特徴とする請求項３９に記載のエネルギー変換システム。
【請求項５０】
　前記希釈剤回収システム（６０１０）が直接接触型凝縮器（７５００）を含むことを特
徴とする請求項３９に記載のエネルギー変換システム。
【請求項５１】
　前記希釈剤回収システム（６０１０）に入る前記冷却剤流体と、前記希釈剤回収システ
ム（６０１０）を出る表面型熱交換器を使用して冷却されたエネルギー流体の温度との間
の接近温度が２０Ｋ（華氏３６度）未満であることを特徴とする請求項５０に記載のエネ
ルギー変換システム。
【請求項５２】
　前記希釈剤回収システム（６０１０）に入る前記冷却剤流体と、前記希釈剤回収システ
ム（６０１０）を出る直接接触型熱交換器を使用して冷却されたエネルギー流体の温度と
の間の接近温度が４Ｋ（華氏７．２度）未満である請求項５０に記載のエネルギー変換シ
ステム。
【請求項５３】
　前記希釈剤回収システム（６０１０）が前記冷却された膨張エネルギー流体から可溶性
混入物質の一部を更に除去することを特徴とする請求項３９に記載のエネルギー変換シス
テム。
【請求項５４】
　前記熱伝達システム（６０００）が、膨張した流体を冷却し、かつ気化した希釈剤を凝
縮させるための冷却システム（５０２０）を更に有することを特徴とする請求項３９に記
載のエネルギー変換システム。
【請求項５５】
　前記凝縮熱回収システムが、希釈剤を冷却剤流体として使用する直接接触型熱交換器を
有することを特徴とする請求項５４に記載のエネルギー変換システム。
【請求項５６】
　前記流体処理システムが、混入物質を含む流体であって水、二酸化炭素、および回収さ
れた希釈剤から選択される前記流体の少なくとも一部を除去するように構成され、
　これにより前記膨張流体中の少なくとも１つの混入物質の一部を除去し、かつ前記膨張
システム（５０００）に入る前記エネルギー流体へと供給される前記混入物質の濃度を規
定のレベルよりも下に下げることを特徴とする請求項３９に記載のエネルギー変換システ
ム。
【請求項５７】
　前記第１の熱交換器（６５００）を出る前記エネルギー流体（Ｆ４３２）の少なくとも
一部分の熱を、希釈剤を含む熱交換流体（Ｆ２５１）の少なくとも一部で交換して前記熱
を回収するために前記第１の熱交換器（６５００）の下流に第２の熱交換器（６６００）
を更に有することを特徴とする請求項１に記載のエネルギー変換システム。
【請求項５８】
　前記加熱された希釈剤流体（Ｆ２５２）の一部を、前記第２の熱交換器（６６００）か
ら圧縮される前記相互反応剤流体へと供給するように更に構成されることを特徴とする請
求項５７に記載のエネルギー変換システム。
【請求項５９】
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　前記第２の熱交換器（６６００）を出る流体（Ｆ４３１）の出口温度が１５０℃未満と
なるように、流体供給および膨張比が構成および制御されることを特徴とする請求項５７
に記載のエネルギー変換システム。
【請求項６０】
　前記熱伝達システム（６０００）が、前記第１の熱交換器（６５００）の面積に対する
前記第２の熱交換器（６６００）の面積の比が２０％から１５０％の範囲になるように構
成されることを特徴とする請求項５７に記載のエネルギー変換システム。
【請求項６１】
　下流の前記第２の熱交換器（６６００）を通って流れる膨張した流体（Ｆ４３２）から
の熱が液体の希釈剤によって回収されることを特徴とする請求項５７に記載のエネルギー
変換システム。
【請求項６２】
　酸化剤流体圧力装置（１３００）によって圧縮される酸化剤含有流体を冷却するために
、下流の前記第２の熱交換器（６６００）内で加熱された液体の希釈剤の一部が供給され
ることを特徴とする請求項５７に記載のエネルギー変換システム。
【請求項６３】
　前記第２の熱交換器（６６００）から前記第１の熱交換器（６５００）へと供給され、
前記酸化剤供給システム（１０００）へと供給される熱的希釈剤の流量を制御するように
構成された装置を更に有する請求項５７に記載のエネルギー変換システム。
【請求項６４】
　前記第２の熱交換器（６６００）から前記酸化剤供給システム（１０００）への入口、
および前記酸化剤供給システム（１０００）内で圧縮された酸化剤含有流体の中を含めた
複数の場所へと供給される希釈剤の多数の流量を制御するように構成された流量制御器を
更に有することを特徴とする請求項５７に記載のエネルギー変換システム。
【請求項６５】
　前記酸化剤流体加圧装置（１３００）へと供給される加熱された液体の希釈剤の流量の
部分が、前記酸化剤加圧装置（１３００）を出る前記酸化剤含有流体を飽和させるために
必要なそれ以下であり、前記流量制御器が前記多数の流量を前記加圧装置（１３００）内
で急騰を生じさせる量未満になるように制御するように構成されることを特徴とする請求
項６４に記載のエネルギー変換システム。
【請求項６６】
　反応剤を含む反応剤流体、相互反応剤を含む相互反応剤流体、および希釈剤を含む希釈
剤流体を供給するように構成された供給システムを有するエネルギー変換システムと、
　反応器出口を有し、反応剤供給システム（３０００）、相互反応剤供給システム（１０
００）、および希釈剤供給システム（２０００）から出る流体を受け取り、混合し、かつ
反応させように構成され、それにより、周囲環境条件よりも上の温度と圧力を有し、かつ
反応生成物を含むエネルギー流体（Ｆ４０５）を形成する反応器（４１００）と、
　上流の前記反応器（４１００）から前記エネルギー流体の少なくとも一部を受け取り、
少なくとも１つの冷却剤流体（Ｆ２４９）のフローを受け取り、かつ前記エネルギー流体
（Ｆ４０５）から前記冷却剤流体（Ｆ２４９）へと前記熱の少なくともいくらかを伝達し
、それにより、加熱された冷却剤流体（Ｆ２７５）を形成するとともに冷却されたエネル
ギー流体（Ｆ４３０）を排出するように構成された下流の熱交換装置（６０２０）を有す
る熱伝達システム（６０００）と、
　前記加熱された冷却剤流体の少なくともいくらかを、熱利用用途および前記希釈剤供給
システム（２０００）のうちの少なくとも一方へと供給するように構成された供給システ
ム（６３５０）と、
　を有するエネルギー伝達システムであって、　前記エネルギー伝達システムが、
　冷却剤流体、加熱された冷却剤流体、および冷却剤と加熱された冷却剤の流体の組合せ
を含む前記熱伝達システム（６０００）の中で少なくとも１つの熱伝達流体のフローを制
御し、
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　前記熱伝達システム（６０００）から前記少なくとも１つの熱利用用途への少なくとも
１つの加熱された冷却剤流体（Ｆ２７６）のフローの供給を制御し、
　前記反応器出口の上流で、
　前記熱伝達システム（６０００）から由来する希釈剤を含む前記加熱された冷却剤のフ
ロー（Ｆ２７６）の部分、希釈剤を含む他の希釈剤流体（Ｆ２５５）の部分、および希釈
剤と他の希釈剤流体を含む加熱された冷却剤流体の組合せのうちの少なくとも１つの反応
システムへの供給を制御する制御システム、
　を有し、
　前記制御システムが更に、前記熱利用用途に供給される加熱された冷却剤フローの温度
、圧力、および流量のうちの少なくとも１つを規定の範囲内に制御するように構成され、
　前記制御システムが更に、前記反応器の出口で流出するエネルギー流体（Ｆ４０５）の
温度を規定の範囲内に制御するように構成されるエネルギー伝達システム。
【請求項６７】
　前記反応器（４１００）が、反応および前記エネルギー流体（Ｆ４０５）のうちの１つ
からの、前記反応器（４１００）の部品による熱獲得を減少させるように構成された断熱
部を有することを特徴とする請求項６６に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項６８】
　前記反応器（４１００）が、前記反応剤流体、相互反応剤流体、希釈剤流体、反応生成
物の流体、およびエネルギー流体（Ｆ４０５）のうちの少なくとも１つからの輻射を遮断
するように構成された少なくとも１つの輻射シールドを有することを特徴とする請求項６
６に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項６９】
　前記熱伝達システム（６０００）が、前記反応器（４１００）内の前記エネルギー流体
の一部と前記熱伝達システム（６０００）内の熱伝達流体の部分との間の表面型熱交換を
可能にするための熱交換装置（６０２０）を有することを特徴とする請求項６６に記載の
エネルギー伝達システム。
【請求項７０】
　前記熱伝達システム（６０００）が、前記反応器内の前記エネルギー流体の一部と前記
熱伝達システム（６０００）へと供給されるかまたはその中にある希釈剤を含む熱伝達流
体との間の直接接触型熱交換を可能にするための熱交換装置（６０２０）を有することを
特徴とする請求項６６に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項７１】
　前記熱伝達システム（６０００）が、前記相互反応剤流体で熱を交換し、それに続いて
前記熱伝達流体を前記熱伝達システム（６０００）へと戻すために、熱伝達流体の一部を
前記相互反応剤供給システム（１０００）内の相互反応剤熱交換装置（１８００）へと供
給することを特徴とする請求項６６に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項７２】
　前記熱伝達システム（６０００）が、希釈剤含有流体の一部を前記相互反応剤供給シス
テム（１０００）へと供給し、かつそれを前記相互反応剤供給システム（１０００）内で
流体混合装置（１７００）によって相互反応剤流体の少なくとも一部と混合するように構
成されることを特徴とする請求項６６に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項７３】
　前記相互反応剤システムが少なくとも１つの圧縮機（１３００）を有し、前記流体の供
給および混合装置（１７００）が前記圧縮装置のうちのいずれか１つの上流および下流の
うちの少なくとも一方に置かれることを特徴とする請求項７２に記載のエネルギー伝達シ
ステム。
【請求項７４】
　前記供給および混合装置（１７００）が、前記希釈剤流体の一部を前記圧縮装置の少な
くとも１つへと噴射するように構成される請求項７３に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項７５】
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　前記相互反応剤供給システム（１０００）が、圧縮される前記相互反応剤流体を冷却す
るように構成され、前記圧縮装置のうちのいずれかの前段もしくは後段に置かれるか、ま
たはその一部として構成される少なくとも１つの表面冷却装置を有することを特徴とする
請求項７２に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項７６】
　前記相互反応剤流体の少なくとも一部が更なる処理のために前記相互反応剤供給システ
ム（１０００）から前記熱伝達システム（６０００）へと供給されることを特徴とする請
求項６６に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項７７】
　発電機（５２００）、
　タービン発電機駆動部、および
　電子変換器で構成される熱発生部品のグループのうちの少なくとも１つを更に有し、
　前記熱伝達システム（６０００）が熱伝達流体によって前記熱発生部品を冷却するよう
に構成されることを特徴とする請求項６６に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項７８】
　前記熱発生部品が希釈剤流体によって冷却されることを特徴とする請求項７７に記載の
エネルギー伝達システム。
【請求項７９】
　前記反応剤供給システム（３０００）が更なる処理のために反応剤流体の一部を前記熱
伝達システム（６０００）へと供給することを特徴とする請求項６６に記載のエネルギー
伝達システム。
【請求項８０】
　前記希釈剤供給システム（２０００）が更なる処理のために希釈剤流体の一部を前記熱
伝達システム（６０００）へと供給することを特徴とする請求項６６に記載のエネルギー
伝達システム。
【請求項８１】
　更に、前記相互反応剤流体の一部を前記反応器（４１００）へと供給するように構成さ
れることを特徴とする請求項６６に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項８２】
　更に、前記反応剤流体の一部を前記反応器（４１００）へと供給するように構成される
ことを特徴とする請求項６６に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項８３】
　更に、前記希釈剤流体の一部を前記反応器（４１００）へと供給するように構成される
ことを特徴とする請求項６６に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項８４】
　前記エネルギー変換システムが、少なくとも１つのポンプを有することを特徴とする請
求項６６に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項８５】
　前記熱伝達システムが、少なくともいくらかの熱を前記エネルギー変換システム（６０
００）内の他の処理へと供給することを特徴とする請求項６６に記載のエネルギー伝達シ
ステム。
【請求項８６】
　前記熱伝達システム（６０００）が、希釈剤含有流体の一部を前記エネルギー変換シス
テム内の他の処理へと供給することを特徴とする請求項６６に記載のエネルギー伝達シス
テム。
【請求項８７】
　前記熱伝達システム（６０００）が、冷却されたエネルギーガスの一部を他の処理へと
供給することを特徴とする請求項６６に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項８８】
　前記熱伝達システム（６０００）が、熱伝達流体の一部を他の処理へと供給することを
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特徴とする請求項６６に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項８９】
　前記熱伝達流体が前記エネルギー変換システムの外部で他の処理に使用され、その後、
少なくとも前記熱伝達流体の一部が前記熱伝達システム（６０００）へと戻されることを
特徴とする請求項８８に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項９０】
　前記熱伝達流体が、蒸気および気化希釈剤含有流体のうちの少なくとも一方を有するこ
とを特徴とする請求項８８に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項９１】
　前記蒸発した希釈剤含有流体の少なくとも一部が、表面型熱交換装置（６７００）の使
用による前記排出ガスまたは前記エネルギーガスによって更に加熱され、前記反応器（４
１００）および前記エネルギー変換システムの外部の熱利用用途のうちの一方に使用され
ることを特徴とする請求項９０に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項９２】
　前記熱伝達流体が、高温液体の水および高温液体の希釈剤含有流体のうちの少なくとも
一方を有することを特徴とする請求項８８に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項９３】
　前記熱伝達流体が、冷却用途、空調用途、および冷却用途のうちの少なくとも１つのた
めにエネルギーを供給することに使用されることを特徴とする請求項８８に記載のエネル
ギー伝達システム。
【請求項９４】
　前記希釈剤流体（Ｆ２００）および前記熱伝達流体のうちの一方の一部がエネルギー流
体（Ｆ４０５）によって加熱され、それにより、加熱された希釈剤流体（Ｆ２５０）また
は加熱された熱伝達流体をそれぞれ形成することを特徴とする請求項６６に記載のエネル
ギー伝達システム。
【請求項９５】
　前記加熱された希釈剤流体（Ｆ２５０）の少なくとも一部が、前記希釈剤供給システム
（２０００）によって前記反応器（４１００）に供給されることを特徴とする請求項９４
に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項９６】
　前記加熱された希釈剤流体（Ｆ２５０）または前記熱伝達流体の少なくとも一部が、前
記相互反応剤流体（Ｆ１００）を冷却するために前記希釈剤供給システム（２０００）に
よって前記相互反応剤供給システム（１０００）へと供給されることを特徴とする請求項
９４に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項９７】
　前記加熱された希釈剤流体（Ｆ２５０）または前記加熱された熱伝達流体の少なくとも
一部が前記反応剤流体（Ｆ３００）を加熱するために使用され、前記反応剤流体（Ｆ３０
０）が前記反応器（４１００）へと供給されることを特徴とする請求項９４に記載のエネ
ルギー伝達システム。
【請求項９８】
　前記加熱された希釈剤流体（Ｆ２５０）の少なくとも一部が１つの混合装置を使用して
前記反応剤流体と混合され、前記反応剤流体が前記反応器（４１００）へと供給されるこ
とを特徴とする請求項９４に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項９９】
　前記希釈剤流体の少なくとも一部が蒸発させられ、いくつかの混合装置を使用して前記
反応剤と混合され、前記反応剤流体が前記反応器（４１００）へと供給されることを特徴
とする請求項９４に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項１００】
　前記反応剤流体の少なくとも一部が気化させられ、前記反応剤流体の少なくとも一部が
前記反応器（４１００）へと供給されることを特徴とする請求項９９に記載のエネルギー
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伝達システム。
【請求項１０１】
　前記蒸発した希釈剤流体の少なくとも一部の１つが、前記反応器（４１００）へと直接
噴射されることを特徴とする請求項９０に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項１０２】
　前記希釈剤流体および水のうちの一方の少なくとも一部が、表面型凝縮装置（７４００
）および直接流体接触装置（７５００）のうちの少なくとも一方によって冷却された前記
エネルギー流体（Ｆ４３０）の一部から凝縮させられることを特徴とする請求項６６に記
載のエネルギー伝達システム。
【請求項１０３】
　前記エネルギー流体（Ｆ４０５）の一部が、前記熱伝達流体の一部によって冷却される
ことを特徴とする請求項１０２に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項１０４】
　前記加熱された熱伝達流体の少なくとも一部が、熱交換装置によってそこから除去され
る熱を有し、凝縮させられ、ポンプまたは他の再循環用装置の使用によって更なる熱伝達
のために回収されることを特徴とする請求項１０３に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項１０５】
　回収される凝縮希釈剤含有流体または水の一部が、熱利用用途のために使用されること
を特徴とする請求項１０４に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項１０６】
　回収される凝縮希釈剤流体または水の一部が、前記エネルギー変換システムから放出さ
れることを特徴とする請求項１０４に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項１０７】
　前記熱伝達システム（６０００）の上流で前記エネルギー変換システムが更に、エネル
ギー流体（Ｆ４０５）を受け取って膨張させ、それによって膨張流体（Ｆ４２０）を形成
するように構成された膨張器（５１００）を含む膨張システム（５０００）を有すること
を特徴とする請求項６６に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項１０８】
　前記膨張システム（５０００）が、前記膨張流体（Ｆ４２０）および前記エネルギー流
体（Ｆ４０５）のうちの少なくとも一方を再圧縮するように構成された少なくとも１つの
再圧縮装置（５３００）を有することを特徴とする請求項１０７に記載のエネルギー伝達
システム。
【請求項１０９】
　熱交換装置（７１００）が、前記膨張装置、または前記再圧縮装置のいずれかの下流に
置かれる請求項１０８に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項１１０】
　更に、表面型熱交換装置（５０２０）による前記膨張システム（５０００）の部材の冷
却、それに続く前記熱伝達システム（６０００）への前記希釈剤流体の少なくとも一部の
返還のために、前記希釈剤流体の一部を前記膨張システムへと供給するように構成される
ことを特徴とする請求項１０７に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項１１１】
　前記熱伝達システム（６０００）が、前記膨張システム（５０００）内の流体混合装置
によるエネルギー流体、反応剤流体、および相互反応剤のうちの一つの一部との混合のた
めに前記希釈剤流体の一部を前記膨張システム（５０００）へと供給することを特徴とす
る請求項１０７に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項１１２】
　前記膨張システム（５０００）の中で加熱される熱伝達流体の一部および相互反応剤流
体の一部のうちの少なくとも一方が、更なる使用のために前記熱伝達システム（６０００
）へと供給されることを特徴とする請求項１０７に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項１１３】
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　前記熱伝達システム（６０００）が熱伝達流体の一部および相互反応剤流体の一部のう
ちの少なくとも一方を、前記膨張システム（５０００）へと供給することを特徴とする請
求項１０７に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項１１４】
　前記熱伝達システム（６０００）が、表面型熱交換装置（６８００）の使用によるエネ
ルギー流体または膨張流体によって前記相互反応剤流体の少なくとも一部を加熱するよう
に構成されることを特徴とする請求項１０７に記載のエネルギー伝達システム。
【請求項１１５】
　熱伝達を制御する方法であって、
　ａ）　反応剤を含む反応剤流体（Ｆ３００）および相互反応剤を含む相互反応剤流体（
Ｆ１００）を、反応器（４１００）を有する反応器システム（４０００）へと供給する工
程と、
　ｂ）　周囲環境条件よりも上の温度と圧力を有し、かつ反応生成物を含むエネルギー流
体（Ｆ４０５）を前記反応器（４１００）内で形成するために前記反応剤と相互反応剤を
混合して反応させる工程と、
　ｃ）　前記エネルギー流体（Ｆ４０５）の少なくとも一部分を前記反応器から下流の熱
交換器（６０２０）を有する熱伝達システム（６０００）へと供給する工程と、
　ｄ）　少なくとも１つの冷却剤流体（Ｆ２４９）のフローの一部を前記熱伝達システム
（６０００）へと供給する工程と、
　ｅ）　前記エネルギー流体（Ｆ４０５）の前記部分から前記少なくとも１つの冷却剤流
体（Ｆ２４９）へと熱を伝達させ、それにより、少なくとも１つの加熱された冷却剤流体
（Ｆ２５０）、および冷却されたエネルギー流体（Ｆ４３０）を形成する工程と、
　ｆ）　前記熱伝達システム（６０００）から少なくとも１つの熱利用用途へと前記少な
くとも１つの加熱された冷却剤流体（Ｆ２５０）の第１の部分を供給する工程と、
　ｇ）　前記熱伝達システム（６０００）から由来する希釈剤を含む前記加熱された冷却
剤流体（Ｆ２５０）の一部分、希釈剤を含む追加的な希釈剤流体（Ｆ２５５）の一部分、
並びに希釈剤を含む加熱された冷却剤流体および追加的な希釈剤流体の組合せのうちの少
なくとも１つを、前記反応システム（４０００）へと供給し、
　希釈剤を含む前記流体を前記反応器の出口の上流で反応剤流体、相互反応剤流体、およ
びエネルギー流体のうちの少なくとも１つと混合する工程と、
　ｈ）　前記熱伝達システム（６０００）の中の冷却剤流体（Ｆ２４９）のフローを制御
し、
　前記反応器の出口の上流で前記反応器システム（４０００）への、加熱された冷却剤希
釈剤流体（Ｆ２５０）のフロー、追加的な希釈剤流体（Ｆ２５５）のフロー、並びに加熱
された冷却剤希釈剤流体および追加的な希釈剤流体の組合せのフローのうちの少なくとも
１つを制御する工程とを含み、
　ｉ）　加熱された流体の用途へと供給される加熱された冷却剤流体の温度、圧力、およ
び流量のうちの少なくとも１つを規定の範囲内に制御し、
　ｊ）　前記反応器の出口で流出する前記エネルギー流体（Ｆ４０５）の温度を規定の範
囲内に制御する制御方法。
【請求項１１６】
　前記膨張システム（５０００）の上流で希釈剤の供給を制御する工程を更に含むことを
特徴とする請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１１７】
　前記酸化剤供給システム（１０００）への希釈剤含有流体（Ｆ２７０）の供給を制御す
る工程を更に含むことを特徴とする請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１１８】
　前記燃焼システム（４０００）への希釈剤含有流体の供給を制御する工程を更に含むこ
とを特徴とする請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１１９】
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　前記膨張流体の熱交換器（６０２０）へと供給される前記冷却剤流体を制御する工程を
更に含み、前記膨張エネルギー流体から前記冷却剤流体へと熱を回収することを特徴とす
る請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１２０】
　前記冷却剤流体が希釈剤含有流体（Ｆ２４９）を含み、前記制御方法が、前記膨張流体
の熱交換器（６０２０）へと供給される前記希釈剤含有流体を制御し、それにより、前記
膨張エネルギー流体（Ｆ４２０）から前記希釈剤へと熱を回収する工程を更に含むことを
特徴とする請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１２１】
　冷却された前記膨張エネルギー流体（Ｆ４３０）の温度を制御する工程を更に含むこと
を特徴とする請求項１２０に記載の制御方法。
【請求項１２２】
　前記エネルギー変換システムが希釈剤回収システム（６０１０）を更に有し、請求項１
１５の制御方法が、前記膨張エネルギー流体（Ｆ４２０）から回収される希釈剤の部分を
制御する工程を更に含むことを特徴とする請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１２３】
　前記エネルギー流体によって加熱された前記エネルギー変換システムの部品への、希釈
剤含有流体および酸化剤含有流体のうちの１つを含む冷却剤流体の供給を制御する工程を
更に含み、その部品の温度が規定の温度を超えないように制御することを特徴とする請求
項１１５に記載の制御方法。
【請求項１２４】
　前記膨張エネルギー流体（Ｆ４２０）中の前記希釈剤の部分を回収するために更に熱を
交換し、それにより、冷却された膨張流体（Ｆ４３０）と加熱された冷却剤流体（Ｆ２７
５）を形成し、前記冷却剤流体が希釈剤の少なくとも一部を含むことを特徴とする請求項
１１５に記載の制御方法。
【請求項１２５】
　前記膨張システム（５０００）が、希釈剤の回収の後に冷却されたエネルギー流体（Ｆ
４３０）を再圧縮するための再圧縮装置（５３００）を更に含み、それにより、排出流体
（Ｆ４７５）を形成し、前記排出流体を雰囲気条件へと排出し、
　前記制御方法が、前記再圧縮装置（５３００）に入る前記冷却された膨張エネルギー流
体（Ｆ４３０）の圧力を制御する工程を更に含むことを特徴とする請求項１１５に記載の
制御方法。
【請求項１２６】
　前記再圧縮装置（５３００）の上流の前記冷却された膨張エネルギー流体（Ｆ４３０）
の前記圧力を環境気圧の約８０％以下に更に制御することを特徴とする請求項１２５に記
載の制御方法。
【請求項１２７】
　前記熱伝達システム（６０００）が、前記再圧縮機（５３００）の下流で排出部熱交換
器（７１００）を更に有し、
　前記制御方法が、前記排出部熱交換器（７１００）を通って流れる希釈剤含有流体の部
分を制御し、それにより、加熱された希釈剤含有流体（Ｆ２７０）を形成する工程を更に
含むことを特徴とする請求項１２５に記載の制御方法。
【請求項１２８】
　前記エネルギー変換システムを出る前記排出流体（Ｆ４７５）の相対湿度を制御し、そ
れにより、柱状噴流形成の確率に影響を与える工程を更に含むことを特徴とする請求項１
２７に記載の制御方法。
【請求項１２９】
　前記希釈剤含有流体（Ｆ２００）が前記反応によって形成される化学成分を含み、前記
方法が、前記膨張エネルギー流体（Ｆ４３０）から回収される希釈剤の部分を前記膨張シ
ステム（５０００）の上流に供給される希釈剤の量以上になるように制御する工程を更に



(15) JP 4489756 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

含むことを特徴とする請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１３０】
　前記希釈剤が水を含み、前記方法が、前記膨張エネルギー流体（Ｆ４２０）から回収さ
れる希釈剤の部分が前記酸化剤供給システム（１０００）によって受け取られる酸化剤含
有流体中の相対湿度の部分を更に含むように制御する工程を更に含むことを特徴とする請
求項１２９に記載の制御方法。
【請求項１３１】
　前記膨張エネルギー流体（Ｆ４２０）から回収される希釈剤の部分が前記酸化剤供給シ
ステム（１０００）によって受け取られる酸化剤含有流体（Ｆ１００）中の相対湿度のす
べてを含み、燃焼処理によって形成される希釈剤の部分を更に含むように制御する工程を
更に含む請求項１２９に記載の制御方法。
【請求項１３２】
　前記膨張エネルギー流体から回収される希釈剤の部分が、燃焼処理によって形成される
実質的にすべての水を含むように制御する工程を更に含むことを特徴とする請求項１３１
に記載の制御方法。
【請求項１３３】
　前記エネルギー変換システムが、熱交換器を含む熱発生装置を更に有し、前記装置が発
電機（５２００）、モータ、機械的駆動部、ポンプ、軸受け、電磁エネルギー変換器、お
よび電磁制御器から選択され、
　前記制御器が前記熱交換器を通る冷却剤流体の流量を制御するように構成され、前記制
御方法が冷却剤流体の流量を制御する工程を更に含み、前記熱発生装置の温度が熱発生装
置の温度限界未満に維持されることを特徴とする請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１３４】
　前記熱発生装置の温度を約３４３℃（６５０°Ｆ）未満に制御する工程を更に含むこと
を特徴とする請求項１３３に記載の制御方法。
【請求項１３５】
　前記熱発生装置の温度を約１００℃（２１２°Ｆ）未満に制御する工程を更に含むこと
を特徴とする請求項１３３に記載の制御方法。
【請求項１３６】
　前記エネルギー変換システムが更に、エネルギー流体に接触するように構成された高温
部を含み、かつ高温区画の熱交換器を含み、
　前記高温部が燃焼チャンバ、燃料含有流体供給部品、燃焼担当部、平衡化チャンバ、タ
ービンブレード、タービン羽根、およびタービンシュラウドのうちの１つから選択され、
　前記制御器が前記熱交換器を通る冷却剤流体の流量を制御するように構成され、
　前記制御方法が、冷却剤流体の流量を制御する工程を更に含み、前記高温部の温度が規
定の高温部温度限界よりも下に維持されることを特徴とする請求項１１５に記載の制御方
法。
【請求項１３７】
　前記熱伝達システム（６０００）が希釈剤含有流体を前記燃焼器（４０００）へと供給
するように構成され、前記制御方法が更に、前記膨張システム（５０００）の上流で前記
酸化剤含有流体および前記エネルギー流体のうちの一方または両方に供給される加熱され
た希釈剤含有流体（Ｆ２５０）の部分を制御する工程を含むことを特徴とする請求項１１
５に記載の制御方法。
【請求項１３８】
　酸化剤含有流体と混合される希釈剤含有流体の部分が、希釈された酸化剤含有流体が前
記燃焼器（４０００）に入る前に、前記酸化剤含有流体を飽和させるレベルの１１０％未
満となるように制御する工程を更に含むことを特徴とする請求項１１５に記載の制御方法
。
【請求項１３９】
　前記熱伝達システム（６０００）が気化した希釈剤含有流体を前記燃焼器（４０００）
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へと供給するように構成され、
　前記方法が、前記膨張システム（５０００）の上流で前記酸化剤含有流体および前記エ
ネルギー流体のうちの一方または両方に供給される気化した希釈剤含有流体の部分を制御
する工程を更に含むことを特徴とする請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１４０】
　前記熱伝達システム（６０００）がスーパーヒート状態の気化希釈剤（Ｆ２７５）を前
記燃焼器（４０００）へと供給するように構成され、
　前記方法が、前記膨張システム（５０００）の上流で前記酸化剤含有流体および前記エ
ネルギー流体のうちの一方または両方に供給されるスーパーヒート状態の気化希釈剤の部
分を制御する工程を更に含むことを特徴とする請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１４１】
　前記酸化剤含有流体（Ｆ１００）への希釈剤含有流体（Ｆ２００）の供給を制御する工
程を更に含み、前記酸化剤供給システム（１０００）によって供給される前記酸化剤含有
流体（Ｆ１００）の希釈によって飽和度を制御することを特徴とする請求項１１５に記載
の制御方法。
【請求項１４２】
　前記希釈剤含有流体（Ｆ２００）、および前記酸化剤含有流体（Ｆ１００）と共に供給
される希釈剤流体によって供給される合計の希釈剤の部分を制御する工程を更に含むこと
を特徴とする請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１４３】
　前記酸化剤含有流体（Ｆ１００）が空気であり、前記希釈剤含有流体（Ｆ２００）が水
を含み、前記制御方法が、前記膨張システム（５０００）の上流に供給される空気に対す
る水の比を質量で２５％よりも上に成るように制御する工程を更に含むことを特徴とする
請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１４４】
　希釈剤含有流体（Ｆ２００）の供給の分布を制御する工程を更に含み、前記燃焼器（４
０００）の中で火炎前方に入る前記酸化剤含有流体（Ｆ１００）中の希釈剤の量が、前記
酸化剤含有流体を希釈剤で飽和させるために必要な量を超えることを特徴とする請求項１
１５に記載の制御方法。
【請求項１４５】
　希釈剤供給の分布を制御する工程を更に含み、前記エネルギー流体（Ｆ４０５）を形成
する酸化剤含有流体（Ｆ１００）、反応剤含有流体（Ｆ３００）、および希釈剤含有流体
（Ｆ２００）の所定の量が、均一に混合され、それらの流体が前記燃焼システム（４００
０）へと供給されるそれぞれの所定の条件が与えられるならば、燃焼不能の混合物を形成
することを特徴とする請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１４６】
　酸化剤含有流体（Ｆ１００）の供給と燃料含有流体（Ｆ３００）の供給のうちの一方ま
たは両方を制御する工程を更に含み、前記燃焼器（４０００）の中の反応の程度が、前記
排出流体中の未酸化燃料成分のうちの少なくとも１つを所望の濃度未満に制御するために
十分であることを特徴とする請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１４７】
　希釈剤供給の分布を制御する工程を更に含み、前記燃焼器（４０００）の中の反応の程
度が、前記排出流体中の副生成物を所望の濃度未満に制御するために十分であることを特
徴とする請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１４８】
　供給される圧力での流体の沸点よりも上の温度に熱交換器（６０２０）をスーパーヒー
トさせる工程を更に含むことを特徴とする請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１４９】
　前記熱伝達システム（６０００）内に加熱された気化可能希釈剤流体（Ｆ２７６）およ
び加熱された気化希釈剤流体（Ｆ２７５）を供給する工程、および前記反応器の出口の上
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流に前記流体の各々を供給し、反応剤流体（Ｆ３００）、相互反応剤流体（Ｆ１００）、
およびエネルギー流体（Ｆ４０５）のうちの少なくとも１つと前記流体の各々を混合する
工程を更に含むことを特徴とする請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１５０】
　加熱された流体の用途が、反応剤流体（Ｆ３００）および相互反応剤流体（Ｆ１００）
のうちの少なくとも一方を冷却し、前記反応剤流体（Ｆ３００）または前記相互反応剤流
体（Ｆ１００）を前記反応器（４１００）へと供給する圧縮の仕事量を削減することであ
ることを特徴とする請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１５１】
　複数の加熱された冷却剤流体を複数の加熱された流体の用途へと供給する工程を更に含
み、各々の冷却剤が、加熱された気化可能冷却剤、高温液体の水、加熱された気化冷却剤
、および蒸気のうちの少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１１５に記載の制御
方法。
【請求項１５２】
　前記熱伝達システム（６０００）内で加熱される複数の流体の流量を制御する工程を更
に含むことを特徴とする請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１５３】
　表面型凝縮器（６０１０）、予熱器（７１００）、エコノマイザ（６５００）、蒸発器
（６６００）、およびスーパーヒータ（６７００）のうちの１つを含む前記熱伝達システ
ム（６０００）の少なくとも１つの部品へと流れる熱的希釈剤の部分、並びに前記部品を
迂回する熱的希釈剤流体（Ｆ１００）の部分のうちの少なくとも一方を制御する工程を更
に含み、
　熱利用用途および冷却用途のうちの少なくとも１つのために流体の流量および流体の温
度を規定の範囲内に調節することを特徴とする請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１５４】
　前記冷却剤流体が液体の水、気化可能希釈剤流体、蒸気、および気化希釈剤流体のうち
の少なくとも１つを含み、前記加熱された冷却剤流体が熱水、加熱された気化可能希釈剤
、低圧の蒸気、低圧の気化希釈剤流体、高圧の蒸気、および高圧の気化希釈剤流体のうち
の少なくとも１つを含み、前記方法が更に、前記熱伝達システム（６０００）の中の、前
記冷却剤流体の流量および前記加熱された冷却剤流体の流量から選択される少なくとも１
つの流体流量を動的に制御する工程を含むことを特徴とする請求項１１５に記載の制御方
法。
【請求項１５５】
　前記希釈剤が水物質を含み、前記方法が更に、高温液体の水、低圧の蒸気、および高圧
の蒸気のうちの少なくとも２つの相対的流量を動的に制御する工程を含むことを特徴とす
る請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１５６】
　前記エネルギー流体を膨張させる工程を更に含み、機械的出力および電気出力のうちの
少なくとも一方を前記膨張器（５１００）から少なくとも１つの出力の用途へと供給する
ことを特徴とする請求項１１５に記載の制御方法。
【請求項１５７】
　電力用途のために規定されるように供給される前記出力の少なくとも一部を動的に制御
する工程を更に含むことを特徴とする請求項１５６に記載の制御方法。
【請求項１５８】
　気化可能希釈剤および熱水を含む少なくとも１つの加熱された気化可能冷却剤流体によ
って熱利用用途へと供給される熱流量Ｑの液体熱対出力の比を、少なくとも１つの前記出
力の用途へと供給される正味の出力に制御する工程を更に含むことを特徴とする請求項１
５６に記載の制御方法。
【請求項１５９】
　気化希釈剤および蒸気を含む少なくとも１つの加熱された冷却剤流体によって少なくと
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も１つの熱利用用途へと供給される熱流量Ｑの気体熱対出力の比を、前記出力の用途へと
供給される正味の出力に制御する工程を更に含むことを特徴とする請求項１５６に記載の
制御方法。
【請求項１６０】
　少なくとも１つの熱利用用途へと供給される液体熱流量と気体熱流量の合計の合計熱対
出力の比を、前記少なくとも１つの出力の用途へと供給される正味の出力、前記少なくと
も１つの出力の用途へと供給される正味の出力に対する加熱流体を通じて供給される熱の
比の８０％以上に制御する工程を更に含む請求項１５６に記載の制御方法。
【請求項１６１】
　冷えた希釈剤を前記圧縮機の上流の前記相互反応剤流体の中に噴霧する工程を更に含む
ことを特徴とする請求項１６０に記載の方法。
【請求項１６２】
　前記反応器システム（４０００）、膨張器（５１００）、および前記熱伝達システム（
６０００）を制御する工程を更に含み、低位発熱量コージェネレーション効率が、７０％
および気化希釈剤を通じて供給される熱対前記出力の用途へと供給される正味の出力の比
の１２％の和よりも大きいことを特徴とする請求項１５６に記載の制御方法。
【請求項１６３】
　熱伝達を制御する方法であって、
　ａ）　反応剤を含む反応剤流体（Ｆ３００）および相互反応剤を含む相互反応剤流体（
Ｆ１００）を、反応器（４１００）を有する反応器システム（４０００）へと供給する工
程と、
　ｂ）　周囲環境条件よりも上の温度と圧力を有し、かつ反応生成物を含むエネルギー流
体（Ｆ４０５）を前記反応器（４１００）内で形成するために前記反応剤と相互反応剤を
混合して反応させる工程と、
　ｃ）　少なくとも１つの冷却剤流体（Ｆ２４９）を熱伝達システム（６０００）へと供
給し、前記冷却剤流体との熱交換によって、前記エネルギー流体（Ｆ４０５）および加熱
された部品のうちの少なくとも一方を冷却し、これにより加熱された冷却剤流体（Ｆ２５
０）、および冷却されたエネルギー流体（Ｆ４３０）を形成する工程と、
　ｄ）　前記加熱された部品を、前記エネルギー流体（Ｆ４０５）、加熱された冷却剤流
体（Ｆ２５０）、機械的出力、および電気出力のうちの少なくとも１つによって加熱する
工程と、
　ｅ）　前記少なくとも１つの加熱された冷却剤流体（Ｆ２５０）の第１の部分を前記熱
伝達システム（６０００）から少なくとも１つの熱利用用途へと供給する工程と、
　ｆ）　前記熱伝達システムから由来する希釈剤を含む前記加熱された冷却剤流体（Ｆ２
５０）の一部分、希釈剤を含む他の希釈剤流体（Ｆ２５５）の一部分、並びに希釈剤を含
む加熱された冷却剤流体および他の希釈剤流体の組合せのうちの少なくとも１つを前記反
応器（４０００）へと供給し、
　希釈剤を含む前記流体を前記反応器（４０００）の出口の上流で反応剤流体、相互反応
剤流体、およびエネルギー流体のうちの少なくとも１つと混合する工程と、
　ｇ）　前記熱伝達システム（６０００）の中の冷却剤流体のフローを制御し、
　前記熱伝達システム（６０００）の上流で前記反応器システム（４０００）への、加熱
された冷却剤希釈剤流体（Ｆ２５０）のフロー、追加的な希釈剤流体（Ｆ２５５）のフロ
ー、並びに加熱された冷却剤希釈剤流体および追加的な希釈剤流体の組合せのフローのう
ちの少なくとも１つを制御し、かつ前記熱伝達システム（６０００）の中の冷却剤流体の
フローを制御する工程とを含み、
　ｈ）　前記熱利用用途へと供給される加熱された冷却剤流体（Ｆ２５０）の温度、圧力
、および流量のうちの少なくとも１つを規定の範囲内に制御し、
　ｉ）　前記加熱された部品の温度を規定の温度未満に制御する制御方法。
【請求項１６４】
　前記加熱された冷却剤流体が熱水、蒸気、高温液体の希釈剤、および気化希釈剤のうち
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の少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１６３に記載の制御方法。
【請求項１６５】
　前記反応剤が、水素および炭素のうちの少なくとも一方を含む燃料であることを特徴と
する請求項１６３に記載の制御方法。
【請求項１６６】
　前記相互反応剤が、酸素、フッ素、塩素、臭素、およびヨウ素うちの少なくとも１つを
含む燃料であることを特徴とする請求項１６３に記載の制御方法。
【請求項１６７】
　更に、前記反応器（４１００）に入る前記相互反応剤含有流体（Ｆ１００）を飽和させ
るために十分な量よりも多くの水および希釈剤のうちの少なくとも一方を供給しているこ
とを特徴とする請求項１６３に記載の制御方法。
【請求項１６８】
　前記加熱される部品が、前記エネルギー流体（Ｆ４０５）および前記膨張流体（Ｆ４２
０）のうちの少なくとも一方から熱を受け取り、前記加熱される部品がライナーおよび平
衡化ゾーンを含めた前記反応器（４１００）の部品、タービンの羽根、ブレード、シュラ
ウド、および壁を含めた前記膨張器（５１００）の部品、並びに熱交換器のうちの１つを
含むことを特徴とする請求項１６３に記載の制御方法。
【請求項１６９】
　前記加熱される部品が、機械的出力および電力によって加熱される熱と電力のシステム
の部品を有し、かつ発電機（５２００）、モータ、軸受け、機械的駆動部、電磁変換器、
および電磁制御器のセットから選択されることを特徴とする請求項１６３に記載の制御方
法。
【請求項１７０】
　少なくとも１つの加熱された部品を冷却するために加熱された希釈剤を供給する工程を
更に含むことを特徴とする請求項１６９に記載の制御方法。
【請求項１７１】
　加熱された希釈剤を熱利用用途へと供給する工程を更に含むことを特徴とする請求項１
６９に記載の制御方法。
【請求項１７２】
　加熱された希釈剤を前記反応器（４１００）へと供給する工程を更に含むことを特徴と
する請求項１６９に記載の制御方法。
【請求項１７３】
　前記反応器の出口から入る前記エネルギー流体（Ｆ４０５）の少なくとも一部を、下流
の膨張器（５１００）を有する膨張システム（５０００）を通じて膨張させる工程を更に
含み、出力を抽出し、膨張流体（Ｆ４２０）を形成し、前記膨張流体（Ｆ４２０）を前記
熱伝達システム（６０００）へと供給することを特徴とする請求項１６３に記載の制御方
法。
【請求項１７４】
　前記反応が、流体の水、二酸化炭素、および窒素のうちの少なくとも１つを含む希釈剤
の存在下での燃料反応剤、酸化剤相互反応剤の間の燃焼を含むことを特徴とする請求項１
７３に記載の制御方法。
【請求項１７５】
　希釈剤回収システム（６０１０）を使用して水、二酸化炭素、および反応生成物を含む
希釈剤を回収する工程を更に含み、前記希釈剤回収システム（６０１０）が、前記熱伝達
システム（６０００）の前記出口の上流で、前記相互反応剤含有流体（Ｆ１００）または
エネルギー流体（Ｆ４０５）へと供給される量に少なくともほとんど等しい量で前記膨張
流体（Ｆ４２０）から希釈剤を回収し、
　燃焼中に形成される希釈剤であって水、二酸化炭素、および反応生成物のうちの１つを
含む希釈剤、および前記相互反応剤含有流体（Ｆ１００）と共に前記相互反応剤供給シス
テム（１０００）へと供給される希釈剤のうちの一方または両方の一部を回収するように
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構成されることを特徴とする請求項１７３に記載の制御方法。
【請求項１７６】
　流体処理システム（２３００）を使用して前記希釈剤流体を処理する工程を更に含み、
前記流体処理システムが、前記膨張流体（Ｆ４２０）から回収される希釈剤の少なくとも
一部を除去するように構成され、
　前記膨張流体中の少なくとも１つの混入物質の一部を除去し、前記膨張システム（５０
００）に入る前記エネルギー流体中の前記混入物質の濃度を下げることを特徴とする請求
項１７５に記載の制御方法。
【請求項１７７】
　希釈剤回収部の下流で前記相互反応剤の制御と排出ガスの圧縮を結びつけて更に制御す
ることを特徴とする請求項１７５に記載の制御方法。
【請求項１７８】
　前記反応器（４１００）内の希釈剤、反応剤、および相互反応剤の供給を制御する工程
を更に含み、前記エネルギー変換システムから排出される前記膨張流体中の窒素酸化物の
うちの１つ、反応剤および相互反応剤の一方もしくは両方との希釈剤の反応の副生成物、
および未燃焼炭化水素、一酸化炭素、微粒子、および反応剤と相互反応剤の中間生成物を
含む副生成物の放出を制御することを特徴とする請求項１７３に記載の制御方法。
【請求項１７９】
　前記膨張器（５１００）によって抽出される出力を変えながらその一方で、前記反応器
の出口付近の前記エネルギー流体（Ｆ４０５）のピーク温度を制御するために流体供給を
更に制御することを特徴とする請求項１７３に記載の制御方法。
【請求項１８０】
　高レベルの出力を供給するときに、前記反応器（４１００）および膨張器（５１００）
から選択される少なくとも１つの部品の寿命の低下に相対して前記反応器の出口のピーク
温度の上昇を更に制御することを特徴とする請求項１７３に記載の制御方法。
【請求項１８１】
　前記反応器の出口付近で流れになった流体フローに対して横断する少なくとも１つの方
向で前記エネルギー流体の温度分布を制御する工程を更に含むことを特徴とする請求項１
６３に記載の制御方法。
【請求項１８２】
　横断方向の温度分布が、前記出口付近で同じピーク流体温度および前記反応器（４１０
０）の壁温度を伴うほぼ逆放物線状の温度分布のそれよりも高い平均流体温度を与えるよ
うに構成されることを特徴とする請求項１８１に記載の制御方法。
【請求項１８３】
　前記膨張器の入口温度の限度に相対して前記エネルギー流体の横断方向温度分布を制御
する工程を更に含み、
　逆放物線状の温度プロファイルを有するＢｒａｙｔｏｎサイクルに比べてサイクルの効
率で少なくとも１％の向上を獲得することを特徴とする請求項１８２に記載の制御方法。
【請求項１８４】
　前記膨張器の入口温度の限度に相対した横断方向温度分布の空間的不確実性および一時
的不確実性の一方または両方を減少させる工程を更に含み、
　Ｂｒａｙｔｏｎサイクルに相対してサイクルの効率に少なくとも更なる０．５％の向上
を獲得することを特徴とする請求項１８３に記載の制御方法。
【請求項１８５】
　前記相互反応剤の流量および相互反応剤供給効率のうちの少なくとも一方を制御するた
めに前記相互反応剤の供給を制御する工程を更に含むことを特徴とする請求項１６３に記
載の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、概して、機械的出力および電力の発生、加熱、または冷却のための熱力学的
サイクルを実行する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　先行技術は、燃焼を冷却するためにピーク温度を支配する比較的貧弱な制御および横断
方向の温度プロファイルにわたる僅かな空間的制御を備えた希釈剤を使用する燃焼器およ
び燃焼システムを有する。　燃焼生成物の冷却は通常、余剰の空気でもって為されてきた
。　この余剰の空気の加圧は普通では（大型タービンからマイクロタービンまでで）回収
される全体的タービン出力の４０％から７０％を消費し、結果として低い正味の比出力に
つながる。　すなわち、（複数）圧縮機または（複数）タービンを通じて質量流量当たり
発生される、全体の出力から圧縮機およびポンプの出力を差し引いた出力である。
【０００３】
　関連する希釈剤の出願は、特に超希薄混合物を使用し、燃焼限界付近で動作させるとき
の排気、燃焼安定性、および消炎（flame quenching）の制御に特に焦点を絞ってきた（
例えば非特許文献１～４参照）。　希釈剤としての余剰の空気の使用を削減するためのい
くつかの関連する努力が、更少ない圧縮の仕事量で更に多くの熱を除去することが可能な
蒸気および水といった熱希釈剤の形式を使用してきた（例えばＧｉｎｔｅｒの特許文献１
～４、Ｇｕｉｌｅｔｔの特許文献５、Ｃｈｅｎｇの特許文献６参照）。
【０００４】
　熱力学的サイクル全体にわたる温度制御は効率的な動作にとって重要である。　膨張器
へと供給されるエネルギー流体のピーク温度およびプロファイルの制御は結果として更に
良好なサイクルの効率につながる（非特許文献５参照）。　サイクルの部品および特定の
混合装置を冷却するために一般的に使用されるような余剰の空気または蒸気を使用して温
度プロファイルを制御することは困難である。　流量の空間的不規則性および瞬間的温度
分布は、温度プロファイルの不確定性を補償するために推奨されるよりも大きな設計マー
ジンを必要とする（例えば非特許文献６参照）。　温度不規則性の問題は仕事量の変化に
よって高められる。
【０００５】
　熱の回収およびシステムの効率を向上させるために様々な熱力学的サイクルが提案され
てきた。　従来式の複合サイクル（ＣＣ：Combined Cycle）は、二次（蒸気）タービンを
通じて膨張される蒸気を発生させるために熱回収蒸気発生器（ＨＲＳＧ：Heat Recovery 
Steam Generator）を利用する。　これにより、資本コストが高くなる。　このため、複
合サイクルはベース負荷用途に最も多く使用される。　蒸気噴射ガスタービン（ＳＴＩＧ
：Steam Injected Gas Turbine）サイクルでは、蒸気は同様のＨＲＳＧで発生させられ、
膨張器の上流に噴射される。　これは更に高い質量流量でもって同じガスタービンを使用
する。　蒸気を供給することしか可能ではないことにより、ＳＴＩＧサイクルは更に低い
温度の熱を回収する能力に限界がある。　ＳＴＩＧを更に広範囲に使用するための主な難
点として高い水処理コストおよび水の利用可能性がしばしば述べられる。　ＣＨＥＮＧの
サイクルはＳＴＩＧサイクルと同様である。　それについてはＳＴＩＧサイクルと同様の
難点が生じている。
【０００６】
　　回収水噴射（ＲＷＩ：Recuperated Water Injection）サイクルは膨張した流体から
入来する圧縮体へと熱を回収するために復熱装置を利用する。　それは熱の回収を向上さ
せるために復熱装置取水口への水噴射を使用する。　これは同様に、空気の飽和限界によ
って制限を受ける。　加湿されたエアタービン（ＨＡＴ：Humidified Air Turbine）サイ
クルは飽和装置（saturator）を通して取り入れ空気を加湿した。　蒸発ガスタービン（
ＥｖＧＴ：Evaporated Gas Turbine）は類似したサイクルである。　更に低品質の水を使
用するが、ＨＡＴおよびＥｖＧＴサイクルは空気の飽和限界により、供給可能な希釈剤の
量に制限を受ける。　ＥｖＧＴサイクルはスウェーデンのＬＵＮＤ大学で明らかにされた
。　別な方法ではこれらＲＷＩ、ＨＡＴ、およびＥｖＧＴサイクルはほとんど使用されて
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こなかったが、その理由はおそらく相対的に高い資本コストのせいである。　資本コスト
を下げるためにＨＡＷＩＴサイクルが提案された。　それはＨＡＴサイクルに使用される
表面型熱交換器のコストを下げるために直接接触型熱交換器を利用する。　それはＨＡＴ
サイクルよりも低いコストを得るが効率更は低下する。　これらのサイクルに関する相対
的効率および内部収益率がＴｒａｖｅｒｓｏ（２０００）によって比較された。
【０００７】
　従来式の熱回収方法は、膨張器の上流もしくは蒸気膨張器の中に再噴射するための十分
な圧力を備えた膨張流体から形成される蒸気の温度よりも低い有用な熱を回収する点で特
に困難を有する。　膨張体が排出されるときに多くの熱エネルギーが失われ続ける。　膨
張流体から（機械的エネルギーを取り出すために熱いエネルギー流体が膨張させられた後
に）熱を回収する従来式の方法は、余剰の冷却用空気の大容積を加熱するためにしばしば
高温の復熱装置を要求する。　例えば、空気から空気への復熱装置は７００℃に近づく。
　これらは結果として高コストおよび高額の保守管理につながり、復熱装置単独でシステ
ムのコストの３０％を超える可能性があり、マイクロタービンの保守管理の８０％を超え
る可能性がある。
【０００８】
　空気以外の希釈剤を使用することは結果として、「湿式」サイクル類似のＳＴＩＧおよ
びＨＡＴといった発電のための関連するサイクルでの希釈剤の供給と回収の更なる費用に
つながった。　通常の熱と希釈剤の回収システムを伴った関連するサイクルは、通常では
、システムの非効率を補償し、かつ運転コストを下げるために「補給（make-up）」希釈
剤を追加することを必要とする。
【０００９】
　酸化剤含有流体凌駕する希釈剤を使用した熱力学的サイクルは、汚染および／または経
済的な理由でその熱希釈剤を回収することをしばしば必要とする（例えば、Ｐｏｇｇｉｏ
とＡｇｒｅｎの特許文献７参照。）。　そのような方法は高額であった。　補給希釈剤は
、回収プロセスの非効率が理由で共通して必要とされる（Ｂｌａｎｃｏ、２００２）。
【００１０】
　熱希釈剤に加えて、熱力学的サイクルのシステムに供給される希釈剤を調製するために
流体のフィルタ処理と清浄化が必要とされた（非特許文献７、非特許文献８参照。）。　
そのような従来式の方法は大幅な経費を追加する。
【００１１】
　汚染物質は世界中にわたって共通した関心事になりつつあり、それらの抑制が一層重要
になりつつある。　水を追加する関連技術の方法は、例えば他を減少させる一方でしばし
ばいくつかの汚染物質の形成を深刻にする（例えば非特許文献９参照。）。　厳しく法規
制された方法への汚染物質の抑制はしばしば、大幅な更なる資本と保守管理費用で追加的
な部品を必要とした。　これらの汚染物質抑制装置の多くはプラント全体の寿命と比較し
て相対的に短命であり、結果として更なる保守管理費用につながる。　主要企業は低いＮ
ＯＸ放出を達成し、かつ希釈剤としての蒸気の使用を避けるために乾燥余剰空気への移行
に協調した努力を行ったように思われる。
【００１２】
　　非特許文献９は従来式の知識がタービン発電システムへの水噴射を思いとどまらせる
ことを示している。　水を供給および処理する費用は実質的な障害として頻繁に指摘され
る。　解説者はサイクルに更に多くの水または水蒸気が加えられると効率が低下すると予
期している（非特許文献１０）。
【００１３】
　機械的作業および加熱の両方に熱力学的サイクルがときどき使用される。　燃焼工程に
よって作り出される熱は蒸気発生から地域暖房までいろいろな用途の熱に使用されること
が可能である。　これらの「熱電気複合利用」（ＣＨＰ：combined heat and power）用
途はＣＨＰ装置の設計によって制限されてきた。　もしも熱または電力に関する要求がＣ
ＨＰシステムの設計から外れていると、特に熱水を供給するときに効率は大幅に低下する
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。
【特許文献１】米国特許第３，６５１，６４１号明細書
【特許文献２】米国特許第５，６２７，７１９号明細書
【特許文献３】米国特許第５，７４３，０８０号明細書
【特許文献４】米国特許第６，２８９，６６６号明細書
【特許文献５】米国特許第５，２７１，２１５号明細書
【特許文献６】米国特許第６，３７０，８６２号明細書
【特許文献７】イタリア特許ＴＯ９２Ａ０００６０３号明細書
【非特許文献１】Ｌｅｆｅｂｖｒｅ、１９９８、ｓｅｃｔｉｏｎ　５－７－３
【非特許文献２】Ｂａｔｈｉｅ、１９９６、ｐ１３９
【非特許文献３】Ｂｏｙｃｅ、２００２、ｐ６２
【非特許文献４】Ｌｕｎｄｑｕｉｓｔ、２００２、ｐ８５
【非特許文献５】Ｇｒａｖｏｎｖｓｋｉ、２００１
【非特許文献６】Ｍａｌｅｃｋｉらの「Application of and Advanced CFD-Based Analys
is System to the PW600 Combustor to Optimize Exit Temperature Distribution-Part 
1」、２００１
【非特許文献７】Ａｇｒｅｎ、「Advanced Gas Turbine Cycles with Water-Air Mixture
s as Working Fluid」
【非特許文献８】ＳＰＥ「Mashproekt」、「Aquarius Cycle」、http://www.mashproekt.
nikolaev.ua
【非特許文献９】Ｌｅｆｅｂｖｒｅ、１９９８、ｐ３３７、CO vs NOX
【非特許文献１０】ＰａｖｒｉとＭｏｏｒｅ　２００１、ｐ１８
【非特許文献１１】The Gas Turbine Handbook、2003
【非特許文献１２】Ｌｅｆｅｂｖｒｅ　１９９８
【非特許文献１３】Ｄｉｘｏｎ　１９９８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　多くのエネルギー変換システムおよび熱力学的システムで、システムのライフサイクル
コストおよび排気を減少させ、かつ性能と信頼性を向上させる要望がある。　熱力学的効
率を向上させ、費用を下げながらその一方でタービンのブレードの寿命、汚染物質排出を
含めた設備、環境によって強いられる制限を維持もしくは向上させる同様の関心事がある
。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　従って、本発明の一実施形態は、膨張したエネルギー流体から熱を更に効率的に回収す
る熱および質量の伝達システムを備えた新たな熱力学的発電サイクルを構成する工程を含
む。　そのような実施形態では、ユーザは気化可能な成分（例えば水）を含む希釈剤を利
用するために機能強化型ＶＡＳＴサイクルで動作するエネルギー変換システムを構成し、
それにより、膨張器の下流で膨張したエネルギー流体からの効率的な熱回収を提供するこ
とが好ましい。　一実施形態では、液体の希釈剤、例えば水を加熱することによってＶＡ
ＳＴ－Ｗサイクルが膨張した流体から熱を回収する。　別の実施形態では、液体の希釈剤
、例えば水と水蒸気を加熱し、蒸発させ、かつ好ましくはスーパーヒート状態にすること
によってＶＡＳＴ蒸気サイクル（ＶＡＳＴ－ＷＳ）がその熱を回収する。
【００１６】
　他の実施形態では、ＶＡＳＴ復熱型水－水蒸気サイクル（ＶＡＳＴ－ＷＳＲ）がＶＡＳ
Ｔ－ＷおよびＶＡＳＴ－ＷＳ部分それぞれと共に復熱装置を使用して膨張流体の一部から
入来する酸化剤含有流体へと熱を回収するように構成される。　各々のサイクルは、混合
物を供給し、かつ酸化剤含有流体を燃焼させるように動作可能であることが好ましい燃焼
器、燃料含有流体、並びに液体の希釈剤および気化した希釈剤のうちの一方もしくは両方
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を含む。
【００１７】
　別の実施形態では、目的は熱発生部分から、および加熱された部分の冷却から熱を回収
することである。　そのような実施形態では、ユーザは一以上の加熱された部分、および
一以上のタービン、燃焼器、ジェネレータ、駆動部、およびモータといった熱発生部分か
ら熱を回収するように希釈剤を分布させることが好ましい。　多数の流体と部分を冷却す
るように希釈剤の分布を管理し、かつ熱された希釈剤を燃焼器へと配給するように動作可
能な制御器を構成することが好ましい。
【００１８】
　ある実施形態では、Ｇｉｎｔｅｒの特許、ＨａｇｅｎらによるＴｒｉｆｌｕｉｄ特許出
願、およびＨａｇｅｎらによる１９１特許出願に述べられているように、汚染物質を低く
保ちながらその一方で化学量論に近い条件下でＶＡＳＴサイクルを制御するためにＶＡＳ
Ｔ燃焼器が供給され、動作可能に構成されることが好ましい。　それらは、膨張器の上流
で化学量論に近い条件で動作することを望まれる液体および／または蒸気の希釈剤すべて
を収容するように構成されることが好ましい。　例えば、空気飽和限界、蒸気発生限界、
および従来式のプレミックス燃焼性または燃焼安定性の限界、および小滴消炎限界（smal
l droplet combustion quench limit）のうちの一以上を超えるために十分な希釈剤（例
えば水と水蒸気）を加える。　更に低い酸化剤含有流体の流れを収容するために、圧縮機
はタービンに相対してサイズ変更されることが好ましく、際立ったコストの節約を提供す
る。
【００１９】
　いくつかの実施形態では、１つの目的はサイクルの中で希釈剤を供給および処理するコ
ストを削減することである。　そのような実施形態では、膨張流体は凝縮器で冷却される
ことが好ましく、希釈剤は凝縮されて回収される。　回収効率を向上させ、かつ汚染物質
排出を削減するために、冷却された希釈剤（水）を使用する直接接触型凝縮器が推奨され
る。　燃焼で形成される水および／または空気中の水分、ならびに噴射された希釈剤が回
収されることが好ましく、サイクル自体を水中で十分にする。　余剰の希釈剤の回収は流
体の放出によって流体の不純物の除去に役立つ。　酸化剤含有流体流の取り入れは対応す
る取り入れ不純物の削減に伴って減らされることが好ましい。　清浄な燃料および取り入
れスプレー浄化でもって不純物レベルは希釈剤の放出によって抑制されることが可能であ
る。　サイクルは希釈剤を処理および再利用することが好ましく、処理コストを削減する
。
【００２０】
　別の実施形態では、目的は機械的出力への熱の変換を高めることである。　そのような
実施形態では、圧縮機の圧力比（pressure ratio）は特に液体希釈剤の供給で上げられる
。　ユーザは凝縮器または膨張器の下流に再圧縮機を構成することが好ましい。　燃焼器
は更に小さい圧力低下のために構成されることが可能である。　凝縮器内の圧力損失を減
少させるために直接接触型凝縮器が使用されることが可能である。　取り入れ用圧縮機、
再圧縮機、燃焼器圧力損失、および直接接触圧力損失の圧力比はタービンを横切る望まし
い正味の膨張比を達成するように構成される。　増大した膨張でもって、熱回収システム
ははるかに低い排出温度用に構成される。
【００２１】
　別の実施形態では、目的は高温のエネルギー（「作用」）流体温度およびシステムの効
率を高めることである。　そのような実施形態では、ＴｒｉｆｌｕｉｄのＶＡＳＴ燃焼器
は膨張器に入る横断方向の温度分布を制御するように動作可能であり、流体の流れを正確
に制御する工程が使用されることが好ましい。　これは汚染物質レベルを抑制しながらそ
の一方で同じピーク温度を伴った更に高い平均流体温度を可能にする。　燃焼器および膨
張器の高温部分を冷却するために（空気冷却ではなく）希釈剤（例えば水および／または
水蒸気）が使用されることが好ましい。　熱された希釈剤は上流で燃焼器の中に再循環さ
れ、それにより、エネルギー（作用）流体の希釈剤冷却を避け、更に圧縮機のサイズおよ
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びコストを下げることが好ましい。
【００２２】
　別の実施形態では、別の目的は取り込む酸化剤含有流体を処理するためのコストとエネ
ルギーを削減することである。　そのような実施形態では、余剰の希釈剤を使用して取り
込み酸化剤流体をスプレーフィルタ処理するために直接接触器が使用されることが好まし
い。　取り込み拡散器およびフィルタは、更に低い酸化剤の流れのためにサイズ変更され
る。　取り込み流体の密度を上げるために低温の希釈剤が使用されることが可能である。
【００２３】
　別の実施形態では、目的は気体状の酸化剤含有流体を発生電力に相対して圧縮するため
に超希薄燃焼で従来から必要とされる電力と設備とを削減することであり、それにより、
圧縮機とタービンの正味の比出力を上げ、システムのコストを下げる（すなわち、ポンピ
ング出力を差し引いた全体的なタービン出力をそれぞれの質量流量で割ったものである。
）。　そのような実施形態では、希釈剤として一般的に使用される余剰の気体状酸化剤含
有流体を減らし、かつガスのポンプ作用を液体のポンプ作用で置き換えるために少なくと
もいくらかの気化可能な希釈剤が使用されることが好ましい。　気化可能な希釈剤は膨張
器を通って流れるエネルギー流体の体積当たりで更に多くの熱を移動させる。
【００２４】
　別の実施形態では、サイクルは圧縮の熱を回収するために希釈剤を使用しながらその一
方で酸化剤含有流体を冷却するように圧縮機を構成する。　このサイクルは、圧縮機のプ
レクーラ（precoolers）、インタークーラ（inter-coolers）、およびイントラクーラ（i
ntra-coolers）内の希釈剤供給の空間分布を改善するために、１９１特許出願に教示され
ているような直接流体接触器を使用することが好ましい。　冷却希釈剤を使用する表面型
熱交換器が、熱交換システムまたは燃焼器の中に再循環される加熱された希釈剤を備えて
使用されることが可能である。
【００２５】
　本発明の他の実施形態では、目的は化学量論に近い条件で動作させながらその一方で主
な汚染物質レベルを望ましい限度以下に抑制することである。　流体供給の横断方向の分
布を制御することが可能なＶＡＳＴ燃焼器が、低い汚染物質放出を達成しながらその一方
で化学量論に近い条件および温度の横断方向の分布を与えるように動作可能となるように
利用されることが好ましい。　そのような実施形態では、低い余剰量の酸化剤を使用しな
がらその一方でピーク燃焼温度を抑制するように動作可能な燃焼器を使用することによっ
て、窒素酸化物（ＮＯＸ）の放出は大幅に低減される。　横断方向の温度分布および流体
組成分布を制御するように動作可能な燃焼器を使用することによって、一酸化炭素低い放
出量を伴った良好な燃料酸化および残留燃料成分が達成される。
【００２６】
　別の実施形態では、１つの目的は特定の用途に関して望まれるように熱電気複合利用（
ＣＨＰ：Combined Heat and Power）に熱水、飽和水蒸気、およびスーパーヒート状態の
水蒸気のうちの一以上を供給可能なようにＶＡＳＴサイクルを構成することである。　そ
のような実施形態では、熱および質量の伝達システムはそのような熱された流体を機械的
出力または電力と共に取り出すための一以上の場所を備えて構成されることが好ましい。
　希釈剤の供給、熱の回収、および燃焼器は、気化希釈剤（例えば水蒸気）の供給、総熱
量のＱ、および機械的出力もしくは電力全体にわたるフレキシブルな制御を提供するよう
に構成され、かつ制御可能であることが好ましい。
【００２７】
　本発明、および先行技術を上回って達成される利点を説明する目的で本発明の実施形態
のある目的および利点が上記で述べられたことは留意されるべきである。　もちろん、必
ずしもそのような目的または利点のすべてが本発明のいずれかの特定の実施形態に従って
達成されることが可能ではないことは理解されるはずである。　従って、例えば、本明細
書に教示されるような１つの利点または利点のグループを達成し、本明細書に教示もしく
は示唆され得るような他の目的または利点を必ずしも達成することのない方式で本発明が
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具現化もしくは実行され得ることを当業者は認識するであろう。
【００２８】
　こうして本発明の総合的な性質およびその特徴と利点のいくつかを要約してきたが、各
々が本発明の一実施形態による特徴および利点を有する添付の図面を参照している詳細な
説明から、ある好ましい実施形態およびその改良例が当業者に明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　［概要］
　Ｇｉｎｔｅｒの特許文献１、特許文献２、特許文献３、および特許文献４は、燃焼を冷
却するために（水のような）液体の熱希釈剤を熱力学サイクルの中に最初にポンプ噴射し
、余剰の希釈用空気の使用を削減するＶＡＳＴ熱力学発電サイクルを教示している。　こ
のＶＡＳＴ（「Value Added Steam Technology」）サイクルはＢｒａｙｔｏｎサイクルと
Ｒａｎｋｉｎｅサイクルとの間の混成であり、希釈剤として流体の水を使用することが好
ましい。　それは燃焼の高温生成物とスーパーヒート状態の水蒸気との両方を含むＶＡＳ
Ｔ直接接触流体燃焼器内で形成されるエネルギー流体を使用する。　軸動力および／また
は電力を、例えばタービンもしくはレシプロエンジンを介して発生させるためにこの高温
エネルギー流体は膨張器を通じて膨張させられることが好ましい。　それはまた、熱電気
複合利用（ＣＨＰ）も提供することが可能である。
【００３０】
　図１を参照すると、膨張流体を形成し、作用出力を供給する膨張システム５０００にエ
ネルギー流体を形成して供給するためにＶＡＳＴ熱力学サイクルは燃焼システム４０００
を利用する。　例えば、タービンを通じて作用流体を膨張させる。　膨張システムは大気
圧より低い圧力に膨張させ、再び加圧し、冷却された膨張流体を排気して雰囲気条件に戻
すことが可能である。
【００３１】
　熱および質量の伝達システム６０００はシステムに希釈剤を分配するために使用される
。　それは例えば膨張流体から熱を回収し、燃焼システムおよび膨張システムのような部
分を冷却し、モータ、ポンプ、ベアリング、および電磁コンバータと制御器といった加熱
された部品を冷却する。　それは例えばモータ、ポンプ、およびベアリングに関して作用
入力を受け取る。　そのようにすると、それは燃焼システム、膨張システム、および酸化
剤供給システムといったシステムまたは部品に冷却希釈剤を配給して熱された希釈剤を受
け取ることが可能である。　熱および質量の伝達システムは希釈剤含有流体、酸化剤含有
流体、燃料含有流体、または冷却剤流体を使用して熱を回収することが可能である。　そ
れは膨張させられ、冷却された流体を排出することが可能である。　それは暖房または冷
房のために高温または低温の流体を供給することが可能である。　それはまた、希釈剤、
水、および熱のうちの一以上を放出することも可能である。
【００３２】
　燃料供給システム３０００は燃料を受け取り、処理された燃料を熱および質量の伝達シ
ステム６０００を通じて燃焼システム４０００に供給するために設けられる。　それはポ
ンプおよび流体処理のための作用入力を必要とする。　酸化剤供給システム１０００は酸
化剤含有流体（「オキシダント」と呼ばれる）を燃焼システム４０００、熱および質量の
伝達システム６０００、および膨張システム５０００のうちの１つまたは複数へと供給す
る。　それは流体圧縮および／またはポンプ送出、および流体処理のための作用入力を必
要とする。　希釈剤供給システムは外部の回収された希釈剤を受け取り、処理された希釈
剤を熱および質量の伝達システム６０００へと供給する。　それはポンプ送出および流体
処理のための作用入力を必要とする。
【００３３】
　ＶＡＳＴサイクルは膨張器５１００の上流に供給される水の直接接触によって、特に圧
縮機と膨張器との間の燃焼器内の燃焼流体またはエネルギー流体との接触で水蒸気を形成
するように液体の水を中にポンプ送出することが好ましい。　これは冷却されたブレード
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を備えたタービン５１００内で使用可能な最も高い可能な温度で水蒸気を形成する。　Ｖ
ＡＳＴシステムは比較的低温に保たれる断熱された圧力容器を使用し、安価な圧力容器材
料および構造の使用を可能にすることが好ましい。　この取り組み方は、燃焼熱が表面型
熱交換器を通じて移されなければならない従来の冶金学的限界を回避する。　従って、そ
れは従来式の蒸気発電システムの温度への主な制約、およびそれに対応する作用流体温度
とシステム効率への制限を回避する。
【００３４】
　カルノーの法則によって、膨張器への入口でのエネルギー（作用流体）の高温度と膨張
器の出口での低温度との間の差が高い絶対温度で割った値が増大するにつれて熱力学的効
率が増大する。　ＶＡＳＴサイクルを利用するガスタービンは高圧冶金学的限界の約１３
７３Ｋ（１１００℃）に比べて約１７７３Ｋ（１５００℃）の温度で動作することが可能
である。　ＶＡＳＴサイクルは、関連するＴｒｉｆｌｕｉｄ特許出願に教示されているＴ
ｒｉｆｌｕｉｄ燃焼器の実施形態を使用することが好ましい。　Ｔｒｉｆｌｕｉｄ燃焼器
は、燃焼器から出るエネルギー流体Ｆ４０５のピーク温度をタービンのブレードの許容可
能な材料の温度および応力で与えられる所望の設計の、または許容可能なピーク動作温度
に、与えられた付随のブレード冷却で極めて精密かつ正確に操作者が制御または制限する
ことを可能にする。　それはまた、燃焼器を出て膨張器に入るエネルギー流体Ｆ４０５の
空間温度分布を制御することを可能にする。
【００３５】
　そのような正確なピーク温度制御で、利用可能なブレード冷却を前提として、ユーザは
タービンのブレードにとって望ましい温度プロファイルに合わせるように空間温度制御を
調節することによってエネルギー流体Ｆ４０５内の平均温度を上げることが好ましい。　
燃焼器のライナーを冷却するための熱希釈剤の使用はライナーを冷却するために従来使用
された気体の熱希釈剤（例えば空気）を削減するかまたはそれに置き換わる。　その後、
熱された希釈剤は上流で燃焼器の中に供給される。　これはライナーを通じて熱損失を燃
焼チャンバ４１００へと戻して再循環させ、関連技術におけるエネルギー流体Ｆ４０５内
の平均温度の関連した低下の大部分を回避する。
【００３６】
　これらの方法のうちの一以上を使用することが好ましい実施形態は、エネルギー流体Ｆ
４０５の使用可能平均（高）温度を上昇させ、それに相応して従来式の技術に相対するカ
ルノー熱効率を高めながらその一方で膨張器５１００の下流で同じピーク温度、例えば同
じピークのタービン入口温度（ＴＩＴ：Turbine Inlet Temperatures）を制御する。
【００３７】
　好ましくはライナーを通る共通の余剰量酸化剤冷却流を削減するかまたは置き換えるこ
とによって、ユーザは燃焼器出口を横切るエネルギー流体Ｆ４０５の静圧分布および速度
分布の空間的均一性を向上させる。　エネルギー流体Ｆ４０５内のこれらのパラメータ分
布の向上はタービン５１００の中のフローパターンを大幅に向上させ、タービンの効率を
高める。
【００３８】
　ＶＡＳＴサイクルは、膨張器の下流の膨張流体の流れを冷却し、かつ希釈剤を凝縮させ
るために直接接触型熱交換器７５００を使用することが好ましい。　分散された直接接触
型熱交換器７５００を使用することによってユーザは熱伝導を改善し、結果として従来技
術の表面型熱交換器と比較して更に近い接近温度につながる。　それらは実効フロー面積
を増大させ、凝縮器７５００を横切る実効圧力低下およびエネルギー損失を減少させる。
　これらの方法のうちの一方または両方を使用する実施形態はカルノー効率内の実効冷却
温度を下げ、それにより、カルノー効率を上げる。
【００３９】
　余剰の酸化剤含有流体（例えば空気）の大部分を置き換えるために液体の熱希釈剤（例
えば水）を供給することによって、いくつかの実施形態は酸化剤流体圧縮機１３００およ
び熱希釈剤ポンプ内の寄生ポンピング損失を大幅に減少させる。　スプレー式直接接触フ
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機１３００内のごみの蓄積に由来する効率の低下を削減する。　そのような直接接触フィ
ルタによる浄化はタービンの後方で凝縮される流体の中にそのまま残る物質の量を減少さ
せる。　これは凝縮した流体を再循環させるために必要とされるフィルタ処理とｐＨバラ
ンス調節、および対応する寄生ポンピングを削減する。　これらの寄生ポンピング損失の
うちの一以上を削減することによって、記述した様々な実施形態は正味のシステム効率を
大幅に高める。
【００４０】
　ＶＡＳＴ熱力学サイクルの正味の比出力および効率は、本明細書および１９１特許出願
およびＴｒｉｆｌｕｉｄ特許出願に述べられるようなＴｒｉｆｌｕｉｄ燃焼器、直接接触
型凝縮器７５００、および直接接触型フィルタのうちの一以上の実施形態を使用すること
によって大幅に改善される。
【００４１】
　［熱および質量の交換システム］
　［エコノマイザ］
　図２を参照すると、いくつかの構成では、希釈剤回収システム６０１０から（例えば凝
縮器または予熱ヒータ７１００を介して）受け取った熱希釈剤Ｆ２４９を加熱し、かつ膨
張器（ＥＸＰ）５１００から排出されて凝縮器または予熱ヒータに到達する前の膨張流体
Ｆ４２０から熱を回収するためにユーザは熱交換器エコノマイザ（ＥＣＯ）６５００を供
給することが好ましい　（例えば図０２、図０３、図０４、および図２７参照。）。ＶＡ
ＳＴサイクルでは、膨張器５１００から出る膨張流体Ｆ４２０は通常では不飽和である。
　従って、エコノマイザ６５００については表面型熱交換器が使用されることが可能であ
る。
【００４２】
　いくつかの構成では、ユーザは合計の再循環希釈剤の一部だけをエコノマイザ６５００
を通して導くことが好ましい。　例えば、図２を更に参照すると、エコノマイザ６５００
に向かって進むフローＦ２４８の一部分対酸化剤供給システム１０００に向けて方向付け
られる希釈剤フローＦ２５０の一部分の間でフローＦ２２０を分割するためにフロースプ
リッタ６３２０を設けている。　このスプリッタ６３２０はそれらのフローＦ２４８とＦ
２５０の間で方向付けられた流体の部分にわたって能動的な制御を提供することが可能で
ある。　それらは、膨張流体または酸化剤含有流体のような流体のフローを冷却するため
の一層低い温度の流体、および／または機器の温度を制御し、かつ／または効率を高める
ための熱発生機器を必要とするシステムの部分に対する希釈剤のバランスのいくぶんか、
または全部をダクト接続することが好ましい。　例えば、１９１特許出願に教示されてい
るように、希釈剤の噴霧を第１の圧縮機１３１０の中に取り込むためにユーザは冷却フロ
ーの一部分を直接接触混合器へと方向付けることが好ましい。
【００４３】
　同様に、ユーザは一以上の直接接触器を１９１特許出願に教示されているように、低圧
圧縮機１３１０と高圧圧縮機１３５０の一以上の圧縮機段の間にスプレー式インタークー
ラとして設けることが可能である。　それらは、Ｔｒｉｆｌｕｉｄ特許出願に教示されて
いるように、燃焼器４０００内で燃焼チャンバ４１００を取り巻く圧力容器を冷却するた
めの希釈剤を同様に供給することが可能である。　図３７および表１に示されるＶＡＳＴ
－ＷＳサイクルでの構成の結果では、エコノマイザ６５００を通して希釈剤フローの一部
を方向付け、一部を直接的に燃焼器４０００の中に方向付けることが、エコノマイザを通
して熱希釈剤の全部を加熱のために方向付けるよりも高い熱的経済利益を与えた。
【００４４】
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【表１】

【００４５】
　改良を加えた構成では、ユーザは希釈剤回収システム６０１０（例えば表面型凝縮器７
４００）の後段に可変式フロースプリッタ６３２０を設けることが好ましく、それにより
、熱希釈剤の一部もしくは全部を下流の予熱ヒータ７１００へと方向付け、それにより、
膨張流体Ｆ４７５を雰囲気条件へと排出する拡散器５９００（または排気管、または排気
筒）へと排出される膨張流体Ｆ４２１から熱を回収する。　このスプリッタ６３２０は予
熱ヒータ７１００を通る熱希釈剤フローの量を調節することを可能にし、従って、予熱ヒ
ータを出る熱希釈剤フローＦ２７０の温度に直接的に影響を及ぼす。　これはまた、エコ
ノマイザを通る希釈剤フローＦ２４９の量にも影響を与え、従ってエコノマイザ６５００
を出る熱希釈剤フローＦ２７５の温度に影響を与える。
【００４６】
　いくつかの構成では、ユーザはＶＡＳＴ－Ｗ（VAST Water Economizer Cycle）上のエ
コノマイザを備えたエネルギー変換システムを操作することが好ましい。　それらは、加
熱された希釈剤Ｆ２７５を気化させずにエコノマイザ６５００の下流で燃焼システム４０
００へと供給するために熱希釈剤（例えば水）を十分な圧力に加圧することが好ましい。
　例えば、それらは、水の希釈剤フローＦ２４８を加圧し、加圧された水の希釈剤フロー
Ｆ２４９をエコノマイザ６５００へと供給し、その結果、加圧された熱水のフローＦ２７
５を形成し、燃焼器への供給の前に水を水蒸気へと蒸発させることなく燃焼システム４０
００へと供給するためにポンプ７８００を使用することが可能である。　膨張器５１００
を通した高い膨張比を使用し、膨張流体Ｆ４２０を凝縮させることによって、ユーザは従
来式のサイクルに比べて膨張器（タービン）によって作り出される質量流量当たり大幅に
大きな出力を達成する。　それは膨張器から出てエコノマイザ６５００に入る膨張流体Ｆ
４２０に、関連技術よりも更に低いタービン出口温度を与える。
【００４７】
　ＶＡＳＴエコノマイザサイクルに関すると、適切な燃焼器を使用することによって、お
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に相対して酸化剤供給システムを構成することによって化学量論に近い条件で動作するこ
とが好ましい。　図３７および表１に示されるように、そのようなＶＡＳＴ－Ｗ構造で、
ユーザは関連技術の構成よりも大幅に小型で安価な圧縮機を使用することが可能となる。
　同様に、ＶＡＳＴ－Ｗサイクルのエコノマイザ単独に関する面積とコストは表１に示さ
れた複合サイクル、ＳＴＩＧ、ＨＡＷＩＴ、およびＨＡＴのそれらよりも大幅に小さくか
つ安価である。
【００４８】
　図３７および表１に示された相対的な据え付け資本コストは関連技術の複合サイクル（
ＣＣ）の「湿式」サイクル、蒸気噴射ガスタービン（ＳＴＩＧ、または同等のＣＨＥＮＧ
サイクル－図５３）、ＲＷＩ（Recuperated Water Injection－図５４）、ＨＡＴ（登録
商標）（Humidified Air Turbine（登録商標）または同等の蒸発ガスタービンＥｖＧＴサ
イクル－図５５）、およびＨＡＷＩＴ（Humidified Air Water Injection Turbine－図５
６）の「湿式」サイクルに比べてＶＡＳＴ－Ｗシステムの大幅な経済的利点を実証してい
る。　図３７および表１は圧縮機圧力比３０（すなわち約３０Ｂａｒの燃焼器入口圧力）
で動作する共通の１３００℃のタービン入口温度を備えた５０ＭＷの電力システムを想定
している。　これらは一年間で４０００時間または８０００時間の運転を想定しており、
地域暖房またはスチームといった追加的な熱の回収と使用の恩典は想定していない。　こ
れらのサイクルの比較では、同じ部品コストの方程式および釣り合った据え付け条件がＴ
ｒａｖｅｒｓｏとＭａｓｓａｒｄｏ（２００３）およびそれに類似したＴｒａｖｅｒｓｏ
とＭａｓｓａｒｄｏ（２００２）に基づいてサイクルの各々について使用されている。　
これらは２０００年の米国内の平均の産業用天然ガスおよび電力料金を想定している。
【００４９】
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【表２】

【００５０】
　図３８を参照すると、ユーザは従来式の湿式サイクルに比べて優位性のある効率を備え
たＶＡＳＴ－Ｗサイクルを使用して更に高い熱的経済利益を達成する。　図３８で、右の
目盛りは８０００時間／年の基本負荷運転に関する。　左のそれは年に４０００時間を想
定した、すなわち５０％負荷の部分負荷運転に関する。　これらの構成から、ユーザは１
５よりも大きい、好ましくは３０よりも大きい、更に好ましくは４０よりも大きい圧力比
ベータ（pressure ratios Beta）を備えたＶＡＳＴ－Ｗサイクルを、優位性をもって運転
することが可能である。　ＶＡＳＴ－Ｗサイクル構成で評価される内部収益率％は示され
た圧力比ベータの範囲全体にわたって、特に２０から３０の圧力比ベータの範囲で関連技
術の「湿式」サイクルよりも大幅に高い。　示されたＶＡＳＴ－Ｗサイクルの低位発熱量
（ＬＨＶ）のサイクル効率は、最も近い経済利益を示したＳＴＩＧおよびＨＡＷＩＴサイ
クルと競合し得る。
【００５１】
　更に図３８を参照すると、ＶＡＳＴ－Ｗサイクルに関する内部収益率は２０００年の米
国の想定された産業用燃料および電力料金に関して、約１５を超える圧力比でＳＴＩＧサ
イクルよりも高い。　更に、ＶＡＳＴ－Ｗ構成で想定される１６５Ｂａｒからの水供給圧
力の改善および削減が更にこれらの利点を向上させると期待される。　ＶＡＳＴ－Ｗ構成
が、特に部分負荷運転のこの出力での２つの圧力レベルの複合サイクル構成と比較して優
れた収益を示すことに留意すべきである。　高い効率を備えた複合サイクル構成は低い効
率と高いＩＲＲを備えたものが最高のライフサイクルの経済収益を追求するように調節さ
れた間に最高の効率を追求するように調節された。　示されたＶＡＳＴ－Ｗおよび他のサ
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イクルは所定の圧力比で最高の効率を追求するように調節された。　改良された構成がこ
れらのサイクルに関して収益を更に向上させることが可能である。
【００５２】
　［蒸発器（ボイラ）］
　［ＶＡＳＴ蒸気サイクル（ＶＡＳＴ－ＷＳ）］
　いくつかの実施形態で（図２に相対して）図３を参照すると、ユーザは膨張流体から熱
を回収しながらその一方で希釈剤を沸騰させることで蒸気の希釈剤を形成するように設計
された熱交換器を利用することが好ましい。　希釈剤を沸騰させるように動作可能ないく
つかの熱交換器は、膨張器５１００を出る膨張流体Ｆ４２０から排熱を回収しながらその
一方で熱希釈剤Ｆ２５１を蒸発させる分離型蒸発器（ＥＶＡ）６６００として特別に構成
されることが可能である。　この蒸発器６６００は膨張器を出る膨張エネルギー流体に相
対してエコノマイザ６５００の上流（またはエコノマイザを出発する希釈剤流体Ｆ２５０
に相対して下流）に置かれる。
【００５３】
　更に図３を参照すると、ユーザは蒸発器６６００内で形成される希釈剤蒸気Ｆ２５２を
スーパーヒート状態蒸気にするため、およびスーパーヒート状態の希釈剤Ｆ２７５を形成
するために分離型スーパーヒータ（ＳＨ）６７００を供給するように熱交換器を構成する
ことが可能である。　このスーパーヒータ６７００は膨張器５１００を出る膨張エネルギ
ー流体Ｆ４２０に相対して蒸発器６６００の上流に配置されることが好ましい。　この構
成で、スーパーヒート状態にされた蒸気の希釈剤Ｆ２７５、飽和した蒸気の希釈剤Ｆ２５
２、および高温の液体希釈剤Ｆ２５１が膨張流体Ｆ４２０から熱を回収して形成される。
　これらは燃焼器へと供給され、かつ／または他の熱応用のために使用されることが好ま
しい。　例えば、図３を参照するとユーザは、タービン５１００の下流で膨張流体Ｆ４２
０から熱を回収しながらその一方で希釈剤（例えば水）を沸騰させることによってＶＡＳ
Ｔ蒸気サイクル（ＶＡＳＴ－Ｓ）を構成することが好ましく、それにより、熱水Ｆ２５１
、飽和水蒸気Ｆ２５２、および場合によってはスーパーヒート状態の水蒸気Ｆ２７５のう
ちの２つ以上を形成する。　図４４を参照すると、いくつかの構成でユーザは形成される
気化希釈剤に対する液体の希釈剤の割り当てを調節するために圧縮機の圧力比ベータを調
節することが可能である。
【００５４】
　いくつかの構成では、ユーザはエコノマイザ６５００によって加熱された熱希釈剤の一
部だけを蒸発器６６００を通して供給することが好ましい。　更に図３を参照すると、ユ
ーザは熱希釈剤の少なくとも一部分を液体希釈剤として燃焼器に供給することが好ましい
。　蒸発した熱希釈剤の少なくとも一部分を燃焼器に供給することが好ましい。　これは
熱回収の熱的経済性およびシステムの効率を向上させる。
【００５５】
　改良を加えられた構成の図２９を参照すると、ユーザはエコノマイザ（ＥＣＯ）６５０
０と蒸発器（ＥＶＡ）６６００との間の希釈剤フローを制御することで他の場所と比較し
て蒸発器に向けられる希釈剤の割り当てを制御するために可変式のフロースプリッタ６３
５０を設けることが好ましい。　例えば、ユーザはエコノマイザ６５００から蒸発器６６
００へと進む液体希釈剤に対する燃焼システム４０００へと進む液体希釈剤の割り当てを
制御するためにスプリッタ６３５０を使用することが好ましい。　これは蒸発器を通る熱
希釈剤のフローの量の調節を可能にし、従って形成される蒸気の量、ならびにエコノマイ
ザを出るフロー加熱希釈剤の温度の調節を可能にする。　ユーザはエコノマイザを出る流
体の温度を沸点よりも数度下になるように制御するためにこの比を制御することが好まし
い。　例えば、エコノマイザを出る加熱液体希釈剤の温度に関して沸点よりも下の３℃の
温度差が想定された。　これはエコノマイザを出る膨張流体Ｆ４２０の温度に間接的に影
響を与える。
【００５６】
　［スーパーヒータ（ガス－ガス熱交換器）］
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　改良を加えられた実施形態では、ユーザは膨張器５１００を出る膨張流体から熱を回収
しながらその一方でスーパーヒート状態の希釈剤を形成するように動作可能な熱交換器を
構成することが好ましい。　例えば図３を参照すると、ユーザは膨張器５１００を出る膨
張エネルギー流体Ｆ４２０から一層高い温度の熱を回収しながらその一方で蒸発した熱希
釈剤蒸気Ｆ２５２を加熱するためにエコノマイザ６６００（および蒸発器６５００）の上
流にスーパーヒータ（ＳＨ）６７００を追加することが可能である。　ＶＡＳＴ蒸気サイ
クル（ＶＡＳＴ－ＷＳ）は蒸発器（ＥＶ）６６００とスーパーヒータ（ＳＨ）６５００の
両方を有することが好ましい。
【００５７】
　［ユーザ用途への加熱希釈剤］
　図２９を参照すると、いくつかの構成で、図３に示されたＶＡＳＴ－ＷＳに使用される
熱回収システムは蒸発器６６００とスーパーヒータ６７００との間に可変式フロースプリ
ッタ６３６０を有するように改良されることが好ましい。　これは希釈剤蒸気のフローＦ
２５２（例えば飽和水蒸気）の一部もしくは全部を（暖房または冷房といった）熱応用に
向けるため、および蒸発した希釈剤の残りのフローをスーパーヒータ６７００へと向ける
ために使用されることが可能である。　このフロースプリッタ６３６０はスーパーヒータ
６７００を通る蒸気フローの量を調節することを可能にする。　ユーザはスーパーヒータ
から流れ出るスーパーヒート状態の熱希釈剤の温度を制御するためにこのフロースプリッ
タを使用することが可能である。
【００５８】
　図２８を参照すると、図３に示されたＶＡＳＴ－Ｓサイクルは、場合によって、または
選択的に温かい希釈剤、熱い希釈剤、飽和水蒸気、および／またはスーパーヒート状態の
水蒸気のうちの一以上を他の内部もしくは外部の熱応用のために熱および質量の伝達シス
テム６０００へと供給するように一以上のスプリッタバルブを追加することによって改良
されることが可能である。　例えば、温水用途に温水を供給するために希釈剤処理システ
ム（ＤＴＳ）２０１０とエコノマイザ（ＥＣＯ）６５００との間にスプリッタバルブ６３
１０が構成されることが可能であり、熱水用途に熱された希釈剤流体の一部を転用するた
めにエコノマイザ（ＥＣＯ）６５００と蒸発器（ＥＶＡ）６６００との間にスプリッタバ
ルブ６３４０が構成されることが可能であり、蒸気用途に蒸発した希釈剤を供給するため
に蒸発器（ＥＶＡ）６６００とスーパーヒータ（ＳＨ）６７００との間にスプリッタバル
ブ６３６０が構成されることが可能であり、スーパーヒート状態の蒸気用途にスーパーヒ
ート状態の希釈剤を供給するためにスーパーヒータ（ＳＨ）６７００と燃焼システム４０
００との間にスプリッタバルブ６３７０が構成されることが可能である。
【００５９】
　図１を参照すると、加熱されているかまたは熱発生用の部品を所望通りに冷却するため
にこれらの希釈剤フローのうちの一以上がエネルギー変換システムの中で使用されること
が好ましい。　例えば、燃焼器および膨張器のうちの一方または両方を冷却する。　図２
８を参照すると、温水、熱水、飽和水蒸気、またはスーパーヒート状態の水蒸気のその他
のユーザ用途のためにこれらのフローのうちの一以上がエネルギー変換システムの外で同
様に使用されることが可能である。
【００６０】
　更に図２８を参照すると、燃焼工程を制御しながらその一方でユーザ用途への熱された
希釈剤フローの供給への制御を与えるために、ユーザは熱された流体が望まれる熱交換器
の前段にフロースプリッタバルブ６３２０を設けることが好ましく、それにより、燃焼工
程を制御するため冷却用希釈剤を燃焼器へと方向付ける一方でなおもユーザ所望の熱フロ
ーを供給するために十分な熱を回収する。　温水もやはり所望される場合では、希釈剤回
収システム（ＤＲＳ）６０１０の冷却用部分の更に近くの（膨張流体に関して）更に下流
でこのスプリッタバルブ６３２０もしくは類似したスプリッタバルブが配置されることが
可能である。　異なる温度を伴った複数の液体希釈剤フローが図示されるように混合器６
１９０で合流させられ、図２８に示されるように一緒に燃焼器へと方向付けられることが



(34) JP 4489756 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

可能である。　それらはまた、熱的勾配への所望の制御に従って多数の流れで燃焼器へと
方向付けられることも可能である。
【００６１】
　そのような制御方策は膨張流体から回収可能な熱のいくぶんか、または全部をユーザが
利用することを可能にする。　燃焼器に入る希釈剤のフローは従って、希釈剤の温度の差
異の原因となるように調節される。　ユーザはこれを、ユーザに提供される熱に従って極
めて高温から低温までの希釈剤温度に対応するように動作可能なＶＡＳＴ燃焼器と結び付
けて使用することが好ましい。
【００６２】
　低下した圧力または温度または両方を下流でユーザが希望もしくは要求する（例えば地
域暖房）場合に、圧力または温度のうちの少なくとも一方のパラメータを下げるために温
度低減器を伴うかまたは伴わない一以上の緩熱器（desuperheaters）が使用されることが
可能である。　サイクルの内部および外部供給源（例えば地域暖房から戻される流体）か
ら由来する熱的希釈剤が水の温度を低減する源として使用されることが可能である。
【００６３】
　［復熱器（Recuperator：ガス－ガス熱交換器）］
　図４を参照すると、ユーザは膨張流体から燃焼器４０００に供給される酸素含有流体へ
と熱を回収するために復熱器（ＲＥＣ）６８００を追加することによって（図３に示され
るような）ＶＡＳＴ－ＷＳサイクルを改良することが可能である。　この改良は図３２に
更に示されている。　例えば、加熱された膨張流体を２つの流れで方向付けるためにスプ
リッタ６４１０が設けられることが可能である。　一方の加熱された膨張流体の流れＦ４
２２は希釈剤に熱を回収して希釈剤含有流体を蒸発させ、かつスーパーヒート状態にする
ために一以上の熱交換器を通して使用される（例えば、図４に示されるような一以上のス
ーパーヒータおよび蒸発器）。　他方の加熱された膨張流体の流れＦ４３５は、熱された
酸化剤含有流体Ｆ４３５を燃焼器４０００に供給する前に、酸化剤供給システム（例えば
圧縮機１３５０）から入来する酸化剤含有流体Ｆ１６０を加熱するために復熱器（ＲＥＣ
）６８００を通して方向付けられる。
【００６４】
　更に図４を参照すると、復熱器６８００および蒸発器６６００から出る２つの冷却され
た膨張流体の流れは混合器６１８０で組み合わされ、組み合わされて部分的に冷却された
流体流および熱希釈剤含有流体から（例えば熱水へと）更なる熱を回収するためにエコノ
マイザ６５００を通して方向付けられることが可能である。　エコノマイザ６５００は再
び組み合わされて膨張させられた流れから熱を回収して希釈剤含有流体を加熱する。　エ
コノマイザを出る加熱された希釈剤の流れは蒸発器６６００と他の用途の間で希釈剤のフ
ローを分配するためにスプリッタ６３５０を通して方向付けられることが好ましい。
【００６５】
　スプリッタ６３５０によって迂回させられた希釈剤のフローは、復熱器６８００の上流
で酸化剤含有流体と混合されるいくらかの希釈剤のフローを方向付けるために別のスプリ
ッタ６３５１を通して方向付けられることが好ましい。　スプリッタ６３５１から出るフ
ローの他の部分はこの実施形態では燃焼器４０００へと供給されるように示されている。
【００６６】
　更に図４および図３３を参照すると、液体希釈剤含有流体はまた、最後の圧縮段を出発
する酸化剤含有流体を後冷却するために使用される追加的な希釈剤含有流体と混合される
ことも可能であり、この組み合わされた希釈剤含有流体が加湿装置または「飽和装置」へ
と送られる。　この加湿装置または飽和装置は充填層接触器であることが可能である。　
ユーザは気化可能な希釈剤を圧縮された酸化剤含有流体の中に配分するように直接接触器
を構成することが好ましい。　例えば、流線形にされた直接接触器を通して水を噴霧する
。　これは加湿装置を横切る必要な容積および圧力降下を減少させることが可能である。
【００６７】
　図３３を参照すると、上述された復熱ＶＡＳＴサイクルの実施形態の改良では、復熱器



(35) JP 4489756 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

６８００の下流の第２の膨張流体の流れから熱を回収するため、および加湿装置もしくは
飽和装置に供給される液体希釈剤を加熱するために第２のエコノマイザ６５１０が使用さ
れることが可能である。
【００６８】
　いくつかの実施形態では、復熱器に供給される圧縮された酸化剤含有流体の中に熱的希
釈剤を供給することでタービン膨張器の下流の膨張流体からの熱の回収を補助するために
ユーザは直接接触器を設ける。　圧縮流体の比熱容量を高め、それにより、表面熱伝導を
向上させ、かつ復熱器のサイズとコストを下げるためにユーザは圧縮された流体の流れに
液体希釈剤を供給することが好ましい。
【００６９】
　［予熱ヒータ］
　いくつかの実施形態では、低い温度の希釈剤（例えば水）から中程度の温度へと熱的希
釈剤を予熱し、かつ雰囲気条件へと放出される前に再圧縮機５３００によって加熱される
冷却膨張流体（または「燃焼排ガス」）から熱を回収するためにユーザは予熱ヒータ７１
００を利用することが可能である（例えば図０２、図０３、および図０４参照）。　いく
つかの構成では、予熱ヒータの寄与は比較的小さいことが可能であり、ユーザはそれなし
でＶＡＳＴ－Ｗ、ＶＡＳＴ－ＷＳ、およびＶＡＳＴ－ＷＳＲのうちの一以上を形成するこ
とが可能である。
【００７０】
　改良された構成では、ユーザは回収される合計の希釈剤の一部だけを予熱ヒータ７１０
０を通して方向付けることが好ましい。　それらはフローまたは機器を冷却し、かつ効率
を改善するために更に低い温度の流体を必要とするかまたは要求するシステムの部分に対
する回収された熱的希釈剤のバランスのいくぶんか、または全部をダクト接続することが
好ましい（例えば図０２、図０３、および図０４参照、そこではフローの一部分Ｆ２７０
が圧縮された酸化剤のフローを冷却するために酸化剤供給システムへと方向付けられる）
。
【００７１】
　例えば、ユーザは冷却用フローの一部分を圧縮機へのスプレー式同伴装置、または低圧
と高圧の圧縮機の間のスプレー式インタークーラ、および／または冷えた圧力容器へと方
向付けることが好ましい。　いくつかの構成では、フローの一部を予熱ヒータに通して方
向付けることが熱的希釈剤全部を加熱のために予熱ヒータに通して方向付けるよりも高い
熱的経済利益を与えた。　従って、ユーザは更に低い温度の熱的希釈剤Ｆ２４８をフロー
Ｆ２７０よりもエコノマイザ６５００へと供給して圧縮機をインタークールし、それによ
り、サイクルの効率を向上させることが好ましい。
【００７２】
　他の構成では、ユーザが暖房または発電システム内の復熱器をエコノマイザで置き換え
ることがいくつかの構成では好ましい。　再圧縮機を含ませることが好ましい。　これら
の方策のうちの一方または両方が膨張器を出る膨張流体の温度を大幅に下げる。　これら
の方策は熱回収装置の動作温度および付随するコストを極めて大幅に下げる。　いくつか
の構成では、ユーザが蒸発器およびスーパーヒータを含ませることが好ましい。
【００７３】
　これらの方策のうちの一以上は暖房または発電システムの熱力学的効率を大幅に上げる
。　例えば、従来式のマイクロタービンでは、約８０ｋＷから約１００ｋＷで単純なサイ
クルに関する約２３％から復熱型のマイクロタービンに関する３０％～３１％へとシステ
ムの効率を上げるためにしばしば復熱器が設けられる。　ＶＡＳＴサイクルは、発電機、
電力変換器、および軸受けに関して８０％の組合せ効率を仮定すると約３パーセントポイ
ント、または約１０％から約３３％へと効率を向上させる。
【００７４】
　同様に、改善されたパワーエレクトロニクスで、ＶＡＳＴ－ＷエコノマイザとＶＡＳＴ
－ＷＳ蒸気サイクルはシステムの効率を約３から４パーセントポイント向上させ、あるい
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は効率で約１０％向上させる。　これは発電機効率約９８％、可変周波数型電力変換エレ
クトロニクスの効率約９５％、軸受けおよび他の部品の効率約９３％～９５％を想定して
いる。　例えば、これらはＶＡＳＴエコノマイザとＶＡＳＴ蒸気サイクルに関して約１０
０ｋＷで約３２．５％から約３５．７％の効率（ＬＨＶ）を与える。
【００７５】
　これらの効率はタービン入口温度で大幅に向上し、例えばエコノマイザだけを備えた１
００ｋＷのＶＡＳＴマイクロタービンシステムについては、９５０℃で約３２．５％の効
率を示すと予期され、これらが１０００℃で約３３．８％、１２００℃で約３６．１％、
および１２００℃で約３６．９％へとタービン入口温度と共に上昇する。
【００７６】
　熱回収方法のこれらの構成は熱力学的システムのコストも同様に下げる。　例えば、マ
イクロタービンシステムでは、例えば２００ｋＷおよびそれ以下で、復熱器単独でしばし
ば圧縮機とタービンの組合せと同じかそれを超える費用となる。　更に、高温の復熱器は
修理と保守管理の大部分（伝えられるところでは、いくつかのシステムで約８０％）を生
じさせる。　好ましくは復熱器を蒸発器で置き換え、更に高い圧力および膨張を使用する
ことによって、ユーザはマイクロタービン発電システムのコストを約２０％から約２５％
削減する。
【００７７】
　向上した効率と削減されたコストのそのような組合せは、好ましくはそれに続く一以上
の凝縮器を供給し、対応するパラメータおよび利益を達成することについて資本コストを
大幅に改善する。
【００７８】
　膨張させられて冷却された流体Ｆ４６０は凝縮器を通り、冷えた熱的希釈剤に向けて方
向付けられることが好ましい。　冷却に使用される凝縮希釈剤含有流体と液体希釈剤含有
流体、および冷却された膨張流体から由来する凝縮希釈剤含有流体の両方が回収されるこ
とが可能である。
【００７９】
　図３４を参照すると、表面型熱交換器７４００に関して対向流（counter-flow）式構造
が選択されることが好ましい。　これは回収される冷却剤もしくは希釈剤の更に高い温度
を得ながらその一方で凝縮されるフローの更に低い温度と圧力の利点を提供する。　希釈
剤を凝縮させることに加えて、表面型熱交換器は入来する膨張流体からある程度の熱を回
収するように構成されることが好ましい。　熱のうちのいくらかはこうして冷却剤のフロ
ーで回収される。　希釈剤は冷却剤のフローとして使用されることが好ましい。　例えば
高純度の水である。　改良された実施形態では、ユーザは対向流または並行（co-flow）
流の構造を供給することが可能である。
【００８０】
　凝縮された希釈剤は凝縮器内の膨張冷却流体の低い圧力から望ましい復帰圧力へとポン
プアップされる。　キャビテーションを削減もしくは回避するために気圧計の脚部が追加
され、その脚部の下方にポンプが置かれることが可能である。
【００８１】
　凝縮器から出る凝縮体の最も高温の部分は、膨張器出口の上流に供給されて熱交換器か
らユーザの様々な熱用途へと方向付けられる希釈剤含有流体の量と等しい量で熱および質
量の伝達システムへと再循環させられることが好ましい。　この温かい希釈剤のフローは
再び所望通りに熱を回収するために一以上の熱交換器を通じて処理され、圧縮機１３００
、燃焼器４０００、および膨張器５０００に向かって再び方向付けられて戻される。　十
分量の温かい希釈剤もしくは冷却剤流体が表面型熱交換器７４００の最も冷えた部分から
集められ、冷却サイクルを循環させられる。
【００８２】
　いくつかの実施形態では、酸素または酸素濃縮された空気との燃焼がある程度、または
実質的にすべての窒素、および他の非凝縮性気体の熱的希釈剤を排除する。　いくつかの
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実施形態では、空気中の窒素および他の希釈剤を削減または除去することが燃焼によって
形成される二酸化炭素を冷却膨張流体から分離除去する工程のエネルギー、機器、および
コストを同様に下げる。
【００８３】
　図３５を参照すると、いくつかの実施形態ではユーザは分散型直接接触凝縮器７５００
を使用することが好ましい。　これは膨張流体と冷却剤との間の接近温度の差を減少させ
、膨張流体を更に低い温度に冷却する。　これらの方策の両方が、従来式の熱交換器を使
用する工程と比較して発電サイクルの熱効率を高める。　直接接触凝縮器の使用は希釈剤
回収のコストを下げ、従って発電サイクルの熱的経済性を向上させると期待される。
【００８４】
　特に図８３を参照して１９１特許出願に教示されるように、直接接触凝縮器を形成する
工程にユーザが直接接触器を使用することが更に好ましい。　これは凝縮器を横切る膨張
流体の圧力降下を減少させる。　１９１特許出願の図８３に示されるような縦方向の対向
流式構造は、最大では入来する膨張流体流の飽和温度まで加熱される希釈剤の回収を更に
提供する。
【００８５】
　これらの冷却方法は膨張させられ、冷却されたエネルギー流体中の蒸気および水蒸気の
大部分を凝縮させる。　これは窒素および二酸化炭素および少量の酸素および水蒸気を凝
縮膨張流体中に残す。　燃焼の中の余剰空気のほとんどすべてを排除すること、およびそ
の後に形成および噴射された水を凝縮させて除去することによって、これらの実施形態は
、酸素濃縮された空気または酸素を燃焼のために使用しないすべての従来式の技術の冷却
排ガスの中で最も高い濃度の二酸化炭素をおそらく作り出す（例えば表３参照）。
【００８６】
【表３】

【００８７】
　例えば、酸化剤含有流体中に化学量論的な酸化剤の１１０％（例えば空気中の酸素）で
ディーゼル燃料を燃焼させると、結果として生じる二酸化炭素（ＣＯ２）は凝縮膨張流体
中で、約１３．３４体積％の非凝縮体を形成する（Ｄｉｅｓｅｌ＃２がＣ１２Ｈ２６で表
わされることが可能であると仮定し、乾燥ベースは水蒸気を除外する、１９．４２質量％
）。　これは化学量論的空気の約３３４％で取り入れ空気を備えた希薄燃焼を使用する、
約４．２６体積％（６．４０質量％）の二酸化炭素に匹敵し、ここで、酸素は残留する非
凝縮ガスの約１５体積％（約１６．３９質量％）を乾燥ベースで形成する。
【００８８】
　いくつかの実施形態では、その後にユーザは残りの二酸化炭素を圧縮して分離する。　
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冷却膨張流体中の更に高濃度の二酸化炭素は結果的に、従来式の工程と比較して二酸化炭
素を分離除去するための大幅に低いエネルギー使用およびコストにつながる。　例えば、
化学量論的空気の約１１０％でのＤｉｅｓｅｌ＃２の燃焼で、ユーザは化学量論的空気の
約３３４％で動作する従来式の希薄燃焼システムによって得られる質量で約３０３％の濃
度の一酸化炭素を得る。　従ってユーザはこの高い二酸化炭素濃度を回収する工程で約６
７％少ないポンピング電力などを使用する。
【００８９】
　冷却膨張流体から不純物を除去するためにフィルタ処理および吸着処理が使用されるこ
とが好ましい。　いくつかの実施形態は圧縮と凝縮を利用して二酸化炭素を分離および回
収する。　他の実施形態は吸着材料を使用する圧力スイング吸着法（pressure swing abs
orption）または真空圧力スイング吸着法（vacuum pressure swing absorption）、およ
び好適には二酸化炭素が構成されるような方法を利用する。　いくつかの応用法はアミン
もしくは他の吸着材料を使用する化学的吸着処理を使用する。　他の実施形態は物理的、
電気化学的、または導電性の膜による分離方法を使用して二酸化炭素を回収する。
【００９０】
　［熱水－地域暖房］
　軸動力および／または電力に加えて、いくつかの構成ではユーザは加熱された熱的希釈
剤、熱的希釈剤の蒸気、および／またはスーパーヒート状態にされた熱的希釈剤の蒸気を
供給するための機器を設けることが好ましい。　例えば図２８を参照すると、熱水、およ
び／または低圧もしくは高圧の蒸気がエコノマイザ内および／または蒸気発生システムを
通じて作り出されることが可能である。　同様に、図３４を参照すると、表面型熱交換器
内の膨張流体から液体希釈剤含有流体を凝縮する処理で熱水が作り出されることが可能で
ある。　これは熱水用途もしくは「地域暖房」用途へと供給されることが可能である。　
例えば、公称８０℃での供給および４０℃の返還である。　図３５および図３６に示され
るような直接接触凝縮器を通じて温水または熱水が同様に回収されることが可能である。
　ユーザは、エコノマイザおよび酸化剤供給システムおよび地域暖房あるいは他の熱の用
途のうちの一以上へとフローを方向付ける前に、エネルギー流体からの所望の熱回収の程
度に従って表面型または直接接触型凝縮器を選択することが可能である。
【００９１】
　図２８を参照すると、ユーザは所望の通りに、または熱利用用途もしくは冷却フローに
関して指定される通りに流量と温度を調節するために、表面型凝縮器、予熱ヒータ、エコ
ノマイザ、蒸発器、および／またはスーパーヒータのうちの一以上へと流れる、またはバ
イパスする熱的希釈剤の割り当てを構成および／または制御することが好ましい。　図４
５を参照すると（図４６もやはり参照する）、そのような方策によって、ユーザは正味の
電力に対する低温熱の「Ｑ」の比、および広範囲にわたる正味の電力に対する蒸気の比を
調節することが可能である。
【００９２】
　更に図４５を参照すると、同じ蒸気熱フローのＱ蒸気に関すると、ＶＡＳＴ蒸気サイク
ルは関連技術のＳＴＩＧサイクルよりも正味の電力に対して大幅に高い合計熱量Ｑを与え
る。　例えば、約０から１．０の蒸気／電力の比に関するとＳＴＩＧサイクルで約０．６
から０．４であるのに比べてＶＡＳＴで約１．１から１．３熱／電力である。　これらの
結果は約１０００℃で動作する５ＭＷの産業用蒸気タービンについてモデル化されている
。　ここで、ＳＴＩＧサイクルは可能な最大の蒸気をそれに従って調節される圧縮機の最
大流量を伴って与えるためにモデル化されている。　このＶＡＳＴ蒸気サイクルは相対的
空気／燃料比１．０５で動作することを想定されている。　これらの更に高い熱／電力比
は商業的および光学産業的用途の要求に大幅に近くなっている。
【００９３】
　地域暖房が望まれるか要求されるとき、ユーザはやはり必要な蒸気の量に従ってＶＡＳ
Ｔ水サイクルまたはＶＡＳＴ蒸気サイクルのうちの一方を選択することが可能である。　
ユーザはいくつかの構成で、地域暖房に供給される熱水の温度と量を調節するために予熱



(39) JP 4489756 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

ヒータおよびエコノマイザおよび／またはそれらの部品を通る相対的流量のうちの一以上
を構成することが好ましい（例えば図２８、図３６、および／または図４５参照）。
【００９４】
　熱水を使用する地域暖房の用途では熱水が冷却されるとその後、冷却された熱水はエネ
ルギー変換システムに戻されることが好ましい。　いくらかの水は通常は地域暖房システ
ムの中で失われる。　いくつかの実施形態では、ユーザは膨張流体から余剰の水を回収し
、地域暖房のための補給水を供給するためにこれを使用する。　これは補給水供給のコス
ト回避と同等の価値を有する。　いくつかの改良実施形態では、戻ってきた流体から残留
熱を回収し、それにより、熱を回収して希釈剤の加熱のようにＶＡＳＴサイクルに熱を加
えるために再生式の熱交換器が使用されることが可能である。
【００９５】
　［他の用途のための蒸気］
　低圧の蒸気が要求されるかまたは必要であるときにユーザはＶＡＳＴ蒸気サイクルを使
用することが好ましい。　ＶＡＳＴ蒸気サイクルでもって、ユーザは生成される低圧の蒸
気の温度と量および／または地方暖房への熱水の量をいくつかの構成の中で調節するため
に予熱ヒータ、エコノマイザ、蒸発器、および／またはそれらを通る相対的流量のうちの
一以上を構成することが好ましい（例えば図２８および図４５参照）。
【００９６】
　［冷凍装置］
　高圧の蒸気が要求されるかまたは必要とされるとき、ユーザはＶＡＳＴ蒸気サイクルを
使用することが好ましい。　ＶＡＳＴ蒸気サイクルで、所望されるかまたは構成される通
りに供給される高圧蒸気の温度と量を調節するためにユーザは予熱ヒータ７１００、エコ
ノマイザ６５００、蒸発器６６００、およびスーパーヒータ６７００のうちの一以上、お
よび／またはそれらの部品を通る相対的流量を構成することが好ましい。　また、いくつ
かの構成で熱水および／または低圧の蒸気を所望されるかまたは必要とされる通りに供給
するためのシステムを構成する（例えば図２８および図４５参照）。
【００９７】
　いくつかの構成では、ユーザは低温貯蔵システムを供給する。　例えば、冷水タンク、
貯氷槽、および／または冷凍ロック貯蔵槽である。　冷却剤流体を冷却し、それを低温貯
蔵システムの冷却に使用するためにユーザはオフピーク時間に冷却用設備を運転すること
が好ましい。　例えば冷水、冷気、または冷媒である。
【００９８】
　低温サービスおよび／または機械的出力もしくは電力の要求に大幅な変動がある場合、
ユーザはＶＡＳＴサイクルの構成を変更して所望の通りに低温貯蔵から引き出し、かつ低
温サービスを供給する手段を提供することが好ましい。　いくつかの構成では、ユーザは
取り入れ酸化剤含有流体を冷却するための冷却貯蔵を利用するのが好ましい。　これは特
に暑い日に取り入れ空気の密度および圧縮機の能力を高める一助となる。
【００９９】
　［出力増大］
　膨張器の前段で燃焼および／または燃焼器内のエネルギー流体を冷却するためにユーザ
は希釈剤を供給することが好ましい。　そのような手段によって、燃焼させられることが
可能な燃料と酸化剤の量およびシステムの出力容量を増大させる。　そのようにしながら
その一方でエネルギーガスの温度を維持することが好ましい。
【０１００】
　温度を維持しながらその一方で出力を変更または増大させるＶＡＳＴサイクルのこの能
力は、余剰の空気を熱的希釈剤として使用する希薄燃焼システムである従来式の関連技術
に比べて特別の利点を提供する。　それら従来のシステムでは、追加的な燃料の燃焼は、
燃焼器を出るエネルギーガスの温度を上げ、それにより、タービンのブレードおよび他の
高温部の部品の損傷率を上げる。　ＶＡＳＴサイクルでもって、ユーザは別々に燃料フロ
ーの温度および出力レベルを制御することが好ましい。
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【０１０１】
　いくつかの条件下では、タービンの発電能力および／またはタービンの効率を高めるた
めにユーザは燃焼器出口でのエネルギー流体の温度を上げることが好ましい。　例えば、
緊急時の電力要求状況下である。　１９１特許出願およびＴｒｉｆｌｕｉｄ特許出願に述
べられている向上した温度制御方法によって、ユーザは出口温度およびそのような温度上
昇の持続時間を正確に制御することが好ましい。　これらはタービンのブレードの劣化速
度と相対させて注意深くモニタされる。
【０１０２】
　ＶＡＳＴサイクルのフレキシビリティを前提として、いくつかの構成でエネルギー流体
の温度が上げられるときにブレードの冷却を高めるために、ユーザはタービンのブレード
への蒸気の冷却フローと冷却剤温度および／または水冷却剤フローを調節することが好ま
しい。　これが従来式の関連技術以上にタービンのブレードを冷却し、高温運転の損傷率
を下げる。　従ってユーザは従来式の関連技術と比較してブレード交換の頻度を少なくし
、システムのライフサイクルのコストを改善する。
【０１０３】
　［流量制御］
　ユーザは、予熱ヒータ、エコノマイザ、および蒸発器のスプリッタバルブのうちの一以
上の中の流量比を調節するためにアクチュエータおよび制御部を設け、それにより、いく
つかの構成でこれらの流量を所望されるかまたは必要とされる通りに調節することが好ま
しい。　時間と共に用途によって所望されるとき、および処理が変わるときなどに、熱水
、低圧蒸気、高圧蒸気、および出力の相対的割り当てを動的に制御するためにユーザは動
的アクチュエータ、制御部、およびセンサを設けることが好ましく、これらは電気的、水
圧式、空気圧式、または機械的アクチュエータを使用することが可能である。
【０１０４】
　いくつかの実施形態では、ユーザは多数回リサイクルされる熱的希釈剤のフローを供給
し、膨張流体から熱を回収することによってこれらを多数の温度へと加熱する。　例えば
、コークス発生を防止するためにユーザは冷水を供給して液体燃料供給システムを冷却す
ることが好ましい。　補完的に、ユーザは燃焼温度プロファイルを制御して大部分の一酸
化炭素と他の燃焼可能な成分を酸化し、かつ所望のタービン入口温度を達成しながらその
一方でＮＯＸ放出を抑制するために、熱水および／または蒸気を燃焼器に供給する。　ユ
ーザは加熱された水の微小液滴（fine droplets）および／または水蒸気を供給して燃焼
安定限度の拡張を手助けすることが好ましい。　ユーザは燃焼開始後に大部分が蒸発する
ように液体希釈剤を供給することが好ましい。
【０１０５】
　空調または冷却を要求する用途では、ユーザは吸収冷却機器を提供し、いくつかの構成
で吸収冷却機器に必要な温度とフローを与えるためにＶＡＳＴサイクルで機器および／ま
たは相対的流量を構成することが好ましい。　例えば空調または冷凍用である。　場合に
よっては、ユーザは吸収型空調機の代わり、またはこれに加えて機械的圧縮／膨張型の空
調機を供給する。
【０１０６】
　他の用途では、ユーザは適切にＶＡＳＴサイクルを構成することによって電力もしくは
機械的出力、熱、および空調のうちの３つ全部を供給する。
【０１０７】
　そのような組み合わされた電力と冷却の構成は従来式の関連技術を上回る大幅な熱的経
済性および環境的利点を提供する。
【０１０８】
　いくつかの実施形態では、ユーザはＶＡＳＴ蒸気サイクル（ＶＡＳＴ－ＷＳ）、および
／またはＶＡＳＴエコノマイザサイクル（ＶＡＳＴ－Ｗ）でもって余剰の水を作り出す（
または正味で正の水収支を達成する（例えば図４４参照））。　すなわち燃料中の水素が
燃焼時に水を形成する。　この追加的な水のいくぶんかは正味で正の水収支を達成するた
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めに凝縮され、再循環させられることが好ましい。
【０１０９】
　例えば、５０ＭＷの産業用空気力学的な例で、ＶＡＳＴ蒸気サイクルでもってユーザは
、化学量論的空気流量の約１０５％で計算される空気圧縮機の圧縮比ベータが約１０から
約５０までのすべてについて正味で正の水収支を達成する。　空冷を伴わないＶＡＳＴ蒸
気サイクルについても同様の正味で正の水収支を達成する。　これは燃料の流量の約０．
５倍から約１．５倍の量で流れ、それは燃料のタイプ、空気圧縮比ベータ、および環境的
パラメータである相対湿度および周囲の冷却用流体の温度に応じて決まる（例えば約７℃
の深海水から約４５℃以上の暑い砂漠の空気までである）。
【０１１０】
　内部収益率を向上させるためにＶＡＳＴ蒸気サイクルを構成し、余剰の水を収益の流れ
として考慮することは、水需要（water for sale）を伴わないいくつかの構成の約２倍の
需要用の水を凝縮して回収する構成に結び付く。
【０１１１】
　同様に、この実施例でユーザは、化学量論的空気流量の約１０５％で空気圧縮機の圧縮
比約２８以上についてＶＡＳＴエコノマイザサイクルに関して正味の水収支を達成した。
【０１１２】
　対照的に、すべての関連技術のモデルとなる湿式サイクルは極めて多くの補給水を必要
とした。　これらの補給水は燃料の流量の約４から９倍の量で流れる。　関連技術のサイ
クルであるＣＣ２Ｌ、ＳＴＩＧ、ＲＷＩ、ＨＡＴ、およびＨＡＷＩＴに要求される補給水
（負の水収支）と比較してＶＡＳＴサイクルで作り出される余剰の水（正味で正の水収支
）は大幅な環境的および熱的経済性の利点を提供する。
【０１１３】
　そのようなＶＡＳＴサイクルの発電システムは空冷システムを備えて構成されることが
可能である。　その結果、それらは正の水収支が得られるまでのシステムの立ち上げ時に
準備するために十分なそれ以外は周囲の水供給に関するいかなる要求も伴わずにどのよう
な場所にも置かれることが可能である。
【０１１４】
　正味で正の水収支（余剰の水）を達成するＶＡＳＴサイクルでもって、取り入れられる
酸化剤含有流体、燃料、および熱的希釈剤の中の微粒子および混入物質の大部分は凝縮器
の中で希釈剤と共に凝縮される。　余剰の凝縮された希釈剤中のこれらの成分の濃度は取
り入れられる燃料中のこれら混入物質の濃度と同程度かまたはそれ未満である。　燃焼器
から膨張器に入るこれら混入物質の流れは従って、ほぼ燃料と酸化剤のフロー中の取り入
れ量に熱的希釈剤（例えば水）と共に再循環される混入物質のフローの量を加えた量であ
る。
【０１１５】
　これら複合流の混入物質が、考えられる温度での膨張器について所望されるかまたは必
要とされる濃度未満である場合、ユーザは混入物質をシステムから余剰の形成される熱的
希釈剤中に放出することによって混入物質の蓄積を管理することが好ましい。　例えば放
出される余剰の水を介する。　そのような構成では、ユーザは従来式の関連技術で必要と
される水処理設備のほとんどすべてを撤去することによってシステムのコストの大幅な削
減を達成する。
【０１１６】
　水回収の開始前、またはそれ以外に利用可能であれば水を使用して立ち上げを容易にす
るようにＶＡＳＴサイクルで使用するために、余剰の回収水を入れるため、または外部供
給源からの補給水の貯蔵のための貯蔵用の水容積が設けられる。　改良された実施形態で
は、他の方法で利用可能なそれよりも高い圧力の容積を供給するために空気袋（ｂｌａｄ
ｄｅｒ）システムが使用される。
【０１１７】
　ＶＡＳＴサイクルの部品に充填する水を供給するため、または所定の条件下で排気マニ
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ホールドの圧力を上げるために一以上のチャージングポンプが使用されることが可能であ
る。
【０１１８】
　ユーザは、熱的希釈剤を添加することによって燃焼流体および／または燃焼器を出るエ
ネルギーガスの温度プロファイルを制御することが好ましい。　それを液体の希釈剤とし
て熱システムの中にポンプ送出することが好ましい。　ユーザは液体および／または気化
した、またはスーパーヒート状態にされた熱的希釈剤を、本明細書に述べられるような一
以上の分散型接触器を通して供給することが好ましい。　ユーザは本実施形態を使用して
水／燃料および空気／燃料の空間的分布を作り出すことが好ましく、それらは従来式の技
術よりもはるかに均一である。　これは空間的温度ばらつきの大幅な減少につながる。
【０１１９】
　いくつかの構成では、水または水蒸気の供給を増やすためにユーザは火炎の下流で燃焼
器４０００に沿って、およびその中に追加的なノズルを設ける。
【０１２０】
　ユーザは結果的に生じる反応混合物またはエネルギー流体の温度を制御するために、供
給される熱的希釈剤対供給される燃料の比率を制御することが好ましい。　ユーザはどの
ような余剰の酸化剤および／または気体の熱的希釈剤または他の反応剤、および反応の温
度もしくはエネルギー流体の温度を変える各々の流体の温度、圧力、および熱容量も把握
していることが好ましい。
【０１２１】
　例えば、表４は約３５０Ｋ（約７７℃または１７１°Ｆ）で供給される＃２Ｄｉｅｓｅ
ｌ燃料を約６０％の相対湿度の取り入れ空気で、約７８８Ｋ（約５１５℃または約９５９
°Ｆ）で約１０の圧力比（例えば１０ｂａｒ）の圧縮空気の化学量論比の１１０％で燃焼
させるときに、水を熱的希釈剤として様々な水／燃料比で供給することによって達成され
る代表的な温度を示している。　入口の水は約３００Ｋ（約２７℃または８１°Ｆ）の雰
囲気条件で供給される。
【０１２２】
【表４】

【０１２３】
　例えば、約１１０％の余剰空気では、温度を約８４６℃に制御するためにユーザはＤｉ
ｅｓｅｌ＃２で約７：１の水／燃料ｍ／ｍを供給することが好ましい。　同様に、出口温
度を約１６１１℃に制御するためにユーザは約２：１の水／燃料ｍ／ｍを供給することが
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好ましい。　７：１から２：１のこの範囲は大部分の市販ガスタービンのタービン入口温
度の範囲（すなわち未冷却ブレードに関する約９００℃から、見積もられるＨクラス技術
に関する約１，５２５℃）を網羅する。
【０１２４】
　別の実施例では、約１７２０℃のエネルギー流体の温度を達成するためにユーザは約１
１０％の余剰空気でＤｉｅｓｅｌ＃２に約１．５：１の水／燃料の比を与えることが好ま
しい。　これは高温の実験セラミックタービンに使用されるタービン入口温度と類似して
いる。　Ｄｉｅｓｅｌ＃２での約１：１の水／燃料の比は約１８２９℃のエネルギー流体
温度を達成する。
【０１２５】
　ユーザは共通して利用可能な熱化学反応または計算の流体力学プログラムを使用して他
の温度、余剰酸化剤もしくは余剰気体希釈剤の他の比、異なる入口条件もしくは熱回収、
あるいは天然ガスもしくは他の燃料についても容易に同様の水／燃料比を計算する。
【０１２６】
　本明細書に述べられた実施形態または以前の出願でもって、ユーザは燃焼器を出るエネ
ルギー流体の温度を約２０７３Ｋ（約１８００℃または約３２７２°Ｆ）よりも低く制御
するように熱的希釈剤を供給する。　ユーザは冷却された流体希釈剤の温度よりも上に温
度を制御する（例えば水については約１℃または約３４°Ｆ）。
【０１２７】
　多くの構成で、熱的希釈剤の質量流量は燃料の質量流量よりも高いことが好ましい。　
例えば、エネルギー流体の温度を約１６１１℃から約８４６℃の範囲に制御するためにユ
ーザは水／Ｄｉｅｓｅｌ＃２に関して約２：１から約７：１の希釈剤対燃料の比を与える
。　これは大部分の市販ガスタービンの好ましい設計のタービン入口温度を網羅する。
【０１２８】
　従来式の技術は火炎を消すことなく、または高いＣＯ放出もしくは燃焼器内の圧力の振
れを生じさせることなく供給することの可能な水の量に制限を受ける。　例えば、通常は
質量で約１．１：１未満の水／燃料である。　本実施形態では、ユーザは質量で少なくと
も約１．５：１の水／燃料を達成することが好ましい。
【０１２９】
　熱的希釈剤を燃焼システム４０００の中に噴射し、余剰の空気を削減することによって
ＶＡＳＴサイクルの熱力学モデルは、エネルギー流体が膨張させられ、冷却されるとたと
え大気圧よりも下へと膨張してもガスタービンの中に熱的希釈剤（蒸気）にとって不十分
な蒸気濃度が存在して凝縮することを示している。　これは結果として、膨張流体の中の
凝縮物に起因するタービンのブレードの極めて微量の浸食につながる。　対照的に、凝縮
用タービンを通じた蒸気の結果的膨張を伴う熱回収蒸気発生器での熱回収は結果として、
タービン内の凝縮した希釈剤もしくは水がブレードの大幅な浸食を、特に高い膨張と低い
圧縮で生じさせることにつながる。
【０１３０】
　いくつかの実施形態では、ユーザは膨張させられたタービン排出ガスを、雰囲気温度に
近い冷却剤流体を使用して冷却することが好ましい。　冷却剤流体は周囲の冷水または入
手可能な空気熱交換器によって冷却される。
【０１３１】
　［高温部品の冷却］
　エネルギー変換システムは共通して冷却を必要とする部品を有し、それらは対応する熱
損失でもってしばしば空冷される。　いくつかの構成では、そのような部品を冷却し、こ
の低から中庸の程度の熱を回収するために希釈剤の冷却用フローを使用することが好まし
い。　ユーザは損傷に対する熱的弱さおよび冷却の必要性の順番で部品をランク付けする
ことが好ましい。　ライフサイクルの利点および／または損傷によって冷却用フローをラ
ンク付けすることが好ましい。　ユーザはいくつかの構成で、熱的弱さおよび経済的利点
の順番で部品を冷却することが好ましい。
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【０１３２】
　図２２を参照すると、図３に示されたＶＡＳＴ－ＷＳサイクルのようなＶＡＳＴサイク
ルのうちの１つは熱発生部品を冷却するように構成されることが可能である。　それらは
エネルギー流体または圧縮された酸化剤含有流体のような流体によって加熱された複数部
品を同様に冷却することが可能である。　ユーザは一以上のスプリッタバルブを設けるか
、あるいは冷えた希釈剤、温かい希釈剤、高温の温かい希釈剤、希釈剤蒸気、またはスー
パーヒート状態の希釈剤蒸気をこれらの冷却の要求性について所望される通りに選択的に
熱および質量の伝達システム６０００へと供給することが好ましい。　例えば、これらは
利用可能なように冷水から温水もしくは熱水、飽和蒸気および／またはスーパーヒート状
態の蒸気の範囲にわたることが可能である。　加熱された希釈剤は内部または外部の熱用
途に使用されることが好ましい。
【０１３３】
　例えば、スプリッタバルブ６４５０は希釈剤処理システム（ＤＴＳ：Diluent treatmen
t system）２０１０と低温の熱源との間に構成されることが可能である。　これは共通し
て温度に敏感な電子部品類、および電磁変換器、変圧器、周波数変換器、電子式ドライブ
、電子式制御器といった熱を発生するいくつかの電気部品である。
【０１３４】
　例えば電力変換エレクトロニクスは冷却温度に極めて敏感であり、エレクトロニクスの
接合温度が望ましい値もしくは要求される値よりも上になることを可能にする。　これら
は冷却用フローおよびヒートシンクに基づいて１００℃または類似した設計温度よりも下
に制御されることが好ましい。　温度が高くなると急速に信頼性が下がり、故障を引き起
こし、利用可能性を下げ、交換のコストを上げる。　しかしながら、望ましい冷却よりも
はるかに低温の水は他の場所で冷却水の適用を削減するほど有意にエレクトロニクスに更
に利点とならない。
【０１３５】
　最も低温の熱的希釈剤（例えば水もしくは冷媒）はエコノマイザの最も低温の部分、予
熱ヒータ、取り入れ空気の直接接触型スプレー式フィルタ処理／冷却部、圧縮機スプレー
に入る直接接触同伴冷却部、直接接触型スプレー式インタークール部、および／または複
数の圧縮機の間の表面型冷却部のうちの一以上に使用されることが好ましい。　ユーザは
相対的な利点を査定し、これらの利点の順序でかつ比例して冷却用熱的希釈剤をこれらの
用途の中で配分することが好ましい。　更に温かい熱的希釈剤（例えば水）は、冷却を必
要とし、かつその利点を有するがそれほど逼迫した温度要求性を備えていない中間温度熱
源へと向けられることが可能である。　例えば、電力変換エレクトロニクスを冷却するこ
とによって９０℃付近から９５℃に加熱された水はその後、発電機および圧力容器を冷却
するために使用されることが好ましい。
【０１３６】
　同様に、要求されると地域暖房のような熱水用途へと熱水を方向付けるためにスプリッ
タバルブ６４６０が低温熱源と中間温度熱源との間で構成されることが可能である。　要
求されるとこの熱水を燃焼器４０００へと方向付けるために別のスプリッタ６４７０が同
様に設けられることが可能である。　これら中間温度の熱源はしばしば、発電機、モータ
、軸受け、ポンプ、および機械的駆動部といった熱を発生する電気部品である。
【０１３７】
　これら中間温度の熱源は潤滑剤を使用する軸受け、ギアトレイン、および可変速度駆動
部といった更に低い温度の部品へと分類されることが可能である（潤滑剤は現在、５００
°Ｆで動作するように利用可能であることに留意すべきである）。　圧力容器は加熱され
る部品であって、５００°Ｆ未満に制御されることが好ましい。　モータおよび発電機は
絶縁コーティングの温度およびハンダの溶融温度によって同様に制限を受ける可能性があ
る。
【０１３８】
　加熱された希釈剤はその後、高温の熱源へと方向付けられてそれぞれの部品を冷却する
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ことが可能である。　例えば、燃焼システムおよび膨張システムの中の高温の経路である
。　これらは燃焼チャンバのライナー、平衡ゾーンもしくは遷移ゾーン、タービンの羽根
、タービンのブレード、タービンのハブ、および一以上の段に関するタービンシュラウド
のうちの一以上を含むことが可能である。　高温または蒸発した希釈剤（例えば蒸気）を
対応する高温用途（例えば蒸気用途）へと供給するためにスプリッタバルブ６４８０が中
間温度の熱源と高温の（複数）熱源との間で構成されることが可能である。
【０１３９】
　同様に、スーパーヒート状態の希釈剤もしくは蒸気の用途へとスーパーヒート状態の希
釈剤を供給するためにスプリッタバルブ６４９０が高温の熱源と燃焼器４０００との間で
構成されることが可能である。　残りの高温またはスーパーヒート状態の希釈剤は燃焼器
へと供給されることが好ましい。　ここでは燃焼ゾーンの上流で酸化剤、希釈剤、および
／または燃料流体のうちの一以上と混合されることが望ましい。　いくつかの環境ではユ
ーザは、希釈剤の蒸発またはスーパーヒート状態を例えば加圧された水を使用することに
よって回避するために十分な希釈剤もしくは冷却用希釈剤の更に大きな流量を供給するこ
とが可能である。
【０１４０】
　これらの方法は更に低い程度の熱を効果的に回収し、それをエネルギー流体の中に再利
用する。　この熱再利用法は高温部の部品を冷却するために余剰の酸化剤流体を使用し、
そうすることでエネルギー流体を冷却してサイクルの効率を失う関連技術の問題を削減す
る。
【０１４１】
　［燃焼器の構成］
　一以上の望ましい方策に従って燃焼および希釈剤供給工程にわたる制御を与えるように
ユーザは選択されたエネルギー変換システムに燃焼器を供給および構成する。　いくつか
の実施形態では、希釈剤を供給して少なくとも液体希釈剤の一部を含むことが好ましい酸
化剤含有流体と混合するように動作可能な燃焼器をユーザは使用することが可能である。
　例えば、特許文献１、特許文献２、特許文献３、および特許文献４でＧｉｎｔｅｒによ
って教示されている燃焼器が使用されることが可能である。　これらの燃焼器への流体供
給は燃焼の開始に先立って燃焼可能な混合物を維持し、安定な燃焼で動作するように制御
可能であることが好ましい。
【０１４２】
　ユーザは燃焼の開始の後に更なる希釈剤を供給するように燃焼器を動作可能に構成する
ことが好ましい。　そのような性能を備えた燃焼器はほとんどの関連技術に共通する希釈
剤飽和限界を超える希釈剤を供給することが可能であり、従って、酸化剤含有流体の更に
大きな部分を撤去することが可能である。　例えば、サイクルはＧｉｎｔｅｒによって教
示されたそれらのような燃焼器を使用することが可能であり、それらはＳＴＩＧ、ＨＡＴ
（または「ＥｖＧＴ」）、ＨＡＷＩＴ、ＲＷＩ、および複合サイクルで使用されるような
水を蒸発させるサイクルでの共通した空気飽和限界を克服する。
【０１４３】
　燃焼の開始の前に蒸発させられる希釈剤の量を制御することで燃焼器の中で燃焼可能な
混合物と安定な燃焼を維持するために、燃焼器は燃焼器内の希釈剤の空間的供給量を制御
するように動作可能に選択されることが更に好ましい。　それに相応して、希釈剤の供給
は燃焼開始部の下流で更なる希釈剤を蒸発させるように制御可能であることが好ましい。
　例えば、Ｔｒｉｆｌｕｉｄ特許出願に教示されているＶＡＳＴ燃焼器が使用されること
が好ましい。　いくつかの構成では、これらのＶＡＳＴ燃焼器は従来式の燃焼安定限界よ
りも燃焼の上流への多くの希釈剤の供給を可能にする。　これらの燃焼器は流体の供給と
混合で横断方向の空間的制御を備えて構成されることが好ましい。　これは流体の組成と
燃焼にわたる更に卓越した制御を可能にし、従って、化学量論的動作に更に近い信頼性の
ある動作を可能にする。
【０１４４】
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　燃焼器は蒸発されるかまたは気体の希釈剤もやはり供給するように動作可能であること
が好ましい。　例えば、Ｔｒｉｆｌｕｉｄ特許出願に教示されているようなそのような性
能を備えた燃焼器が使用されることが好ましい。　これらは蒸発した希釈剤と液体の希釈
剤、例えば水蒸気および加熱（または冷却）された水の両方を供給するように動作可能で
あることが好ましい。　これは更に多くの希釈剤の供給を可能にし、関連技術のサイクル
の希釈剤蒸発能力よりも多くの熱を膨張流体から回収して再循環させる能力を与える。　
例えば、Ｔｒｉｆｌｕｉｄ特許出願に教示されているようなＶＡＳＴ燃焼器は蒸発させら
れる希釈剤の２から４倍の合計の希釈剤を、例えば蒸気および通常もしくは加熱された水
として供給するように構成されることが可能である。　これはＳＴＩＧサイクルで燃焼器
へと供給可能な蒸気の量を超える。
【０１４５】
　それらは、別の方法では他の用途に使用されることのない熱回収システム６０００から
回収され得る気化希釈剤の最大量を燃焼器４０００へと供給することが好ましい。　ユー
ザは、流体供給条件でプレミックスされた燃料含有流体、酸化剤含有流体、希釈剤含有流
体であった燃焼可能な混合物を維持したであろうよりも少ない酸化剤および多い希釈剤で
燃焼器を動作させることが更に好ましい。　すなわち、それらは更に多くの気体の凝縮不
可能な希釈剤、例えば酸化剤含有流体もしくは希釈剤として使用される空気に置き換わる
。
【０１４６】
　ここに与えられる図面で、燃料含有流体、酸素含有流体、および希釈剤含有流体の混合
と燃焼を供給するための熱力学的「ブラックボックス」として燃焼器が示されていること
に留意すべきである。　これらの図は希釈剤と燃料の供給の順序または場所を示すように
意図されていない。　実際の流体の空間的供給に関する更なる詳細はＴｒｉｆｌｕｉｄ特
許出願、１９１特許出願、およびＧｉｎｔｅｒの特許のうちの一以上の中に見出されるこ
とが可能である。
【０１４７】
　ユーザは、補完的なＴｒｉｆｌｕｉｄ特許出願に教示されているような流体の横断方向
の空間分布を制御するように動作可能なＶＡＳＴ　Ｔｒｉｆｌｕｉｄ燃焼器を使用するこ
とが更に好ましい。　温度の横断方向の分布を少なくとも１つの方向で制御するようにこ
の燃焼器を構成することが好ましい。　例えば、タービンのブレードおよび羽根のハブか
ら先端へとタービンに入るエネルギー流体の温度分布もしくはプロファイルを制御するよ
うに環状燃焼器の半径方向である。
【０１４８】
　ユーザは、Ｔｒｉｆｌｕｉｄ特許出願に教示されているような複数の流体および流体比
にわたる高精度の制御を伴って動作可能な燃焼システムを使用することが好ましい。　こ
れは燃焼器が膨張器の設計ピーク温度に近いピーク温度でエネルギー流体を信頼性良く供
給するように動作することを可能にする。
【０１４９】
　流体供給の横断方向の分布を制御し、かつ横断方向の温度分布を設計の温度分布に近い
状態に制御することが好ましい。　これは空間温度設計の不確定性の中に留まりながらそ
の一方で更に高い平均温度で動作することを可能にする。
【０１５０】
　ユーザは、横断方向の流体組成が補完的なＴｒｉｆｌｕｉｄ特許出願に教示されている
ような燃焼器出口を横切る多数の領域の中で化学量論的燃焼に近くなるように燃焼器を構
成および制御することが好ましい。　この組成は、酸化剤含有流体希釈剤を除去し、かつ
少なくとも１つの汚染物質、例えば一酸化炭素、残留もしくは部分的に反応した燃料成分
、および窒素酸化物を望ましい限度未満に抑制するように制御されることが好ましい。　
これはユーザが汚染物質の放出制限を達成しながらその一方で化学量論に近い運転を行う
ことを可能にする。
【０１５１】
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　［サイクルの仕様］
　［ＶＡＳＴ水サイクル：ＶＡＳＴ－Ｗ］
　熱力学的サイクルの実施形態は図０２（ＶＡＳＴ－Ｗ）に示されるように構成されるこ
とが可能である。
【０１５２】
　この構成では、Ｈ２Ｏを含むことが可能な液体希釈剤Ｆ２７５の一部が燃焼器４０００
の中に直接噴射される。　図示されるように希釈剤のフローＦ４２９は、エコノマイザ６
５００を備えた希釈剤熱交換サブシステム６０２０を使用して膨張器５１００から出る膨
張流体Ｆ４２０から熱を回収するために使用されることが可能である（図２７もやはり参
照する）。　いくつかの実施形態では、希釈剤はスプリッタバルブ６３１０と６３２０お
よびポンプ２２００と７８００を経由して希釈剤処理部２３００から直接入来することが
可能である。
【０１５３】
　望ましい結果を達成するために、要求されるかまたは必要とされるとポンプ、スプリッ
タバルブ、および混合バルブは追加されるかまたは削減されることが可能である。　流量
制御は可変比率もしくはスプリッタバルブを使用するように示されているが、他の部品も
しくは部品の組合せが同様の結果を達成することが可能であることは理解されるであろう
。　例えば、一以上の制御可能なバルブ、ポンプ、および流量制限部を使用することによ
って可能である。
【０１５４】
　燃焼チャンバ４１００に添加される液体希釈剤でもって希釈剤蒸気が作り出され、燃焼
生成物と混ざることでエネルギー流体のフローＦ４０５を生じる。　いくつかの実施形態
では、この処理から出る熱は膨張器５１００の後段もしくは下流で希釈剤熱交換サブシス
テム６０２０の中のエコノマイザ６５００を使用して回収されることが可能である。
【０１５５】
　膨張流体Ｆ４２０の中にある希釈剤は膨張流体Ｆ４２０の少なくとも一部分を直接的に
膨張器５３００から希釈剤回収システム６０１０へと方向付けることによって回収される
ことが可能である。　他の実施形態はこの膨張流体を、冷却された希釈剤Ｆ４６０を供給
する前にエコノマイザ６５００を通してそれを希釈剤回収システム６０１０へと方向付け
ることが可能である。
【０１５６】
　希釈剤処理システム６０１０の中で、膨張流体は希釈剤を回収するように処理され、い
くつかの実施形態ではこの希釈剤を熱力学サイクルに戻して再循環させる。　いくつかの
実施形態では、希釈剤回収システムは（図３４に示されるように）表面型凝縮器７４００
を備えて構成されることが可能である。　表面型凝縮器７４００内で膨張流体を冷却する
ために使用される冷却用流体から由来する熱を排斥するために冷却装置７６００が使用さ
れることが可能である。　回収された希釈剤は表面型凝縮器７４００から除去され、所望
されればＦ２９５でシステムに戻されて再循環させられることが可能である。　いくつか
の実施形態では、これは希釈剤処理システム２０１０を通じて為される。
【０１５７】
　希釈剤回収システム６０１０の別の実施形態である図３５は膨張流体から希釈剤を分離
するために直接接触型凝縮器７５００を使用することが可能である。　この構成では、冷
却用流体が膨張流体との直接接触を作り出し、その処理の中で希釈剤を除去する。　その
後、希釈剤と冷却用流体が回収されてＦ２４０となり、いくつかの実施形態では直接接触
型凝縮器７４００で再使用される前に冷却装置７６００で冷却される。
【０１５８】
　希釈剤回収システムの実施形態では、加熱された冷却用流体および回収された希釈剤は
熱を要求するかまたは必要とする用途に使用されることが可能である。　冷却用流体およ
び希釈剤流体はこれらの用途に分配され、所望されれば、いくつかの実施形態では再循環
のためにシステムへと戻されることが可能である。　１つの実施形態が、地域暖房に使用
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される冷却用流体および希釈剤流体を備えて図３６に明示されている。
【０１５９】
　いくつかの実施形態では、直接接触型凝縮器から回収された希釈剤流体および冷却用流
体はＦ２９５でシステムに戻されて再循環させられることが可能である。　いくつかの実
施形態では、これは希釈剤処理システム２０１０を通じて為されることが可能である。
【０１６０】
　この熱力学的サイクルのいくつかの実施形態で、図０２の再圧縮機５３００が使用され
ることが可能である。　再圧縮機でもって、膨張システムは更に大きな膨張比およびエネ
ルギー流体Ｆ４０５から回収される更に多くの仕事エネルギーＷ５８０を有することが可
能となる。　除去される希釈剤の少なくとも一部分を伴う膨張流体（膨張流体）Ｆ４６０
はその後、希釈剤回収システムから再圧縮機５３００へと供給されることが可能である。
　その後、再圧縮機５３００は流体の圧力を周囲環境と同じ圧力付近に至らせ、それによ
り、それがシステムから放出されることが可能となる。
【０１６１】
　［ＶＡＳＴ水－蒸気サイクル：ＶＡＳＴ－ＷＳ］
　ＶＡＳＴ熱力学サイクルの実施形態は図０３（ＶＡＳＴ－ＷＳ）に示されるように一以
上の熱交換器を使用して、膨張させられたエネルギー流体から加熱された液体希釈剤およ
び希釈剤蒸気へと熱を回収するように構成されることが可能である。
【０１６２】
　この構成では、液体希釈剤の一部および蒸気希釈剤の一部が燃焼器４０００へと供給さ
れることが好ましい（これらは熱水である流体の水、および水蒸気を含むことが可能であ
る）。　図２９に示されるように、希釈剤は膨張器５１００から出る膨張流体Ｆ４２０で
、希釈剤熱交換サブシステム６０２０を使用して加熱されることが可能であり、その熱交
換器はエコノマイザ６５００、蒸発器６６００、およびスーパーヒータ６７００として示
されている。　希釈剤は希釈剤処理システム２３００から提供されるように示され、その
一方で膨張器から出る膨張流体は熱が回収されるとその後に希釈剤回収システム６０１０
へと供給されるように示されている。
【０１６３】
　燃焼チャンバ４１００に添加される希釈剤でもって希釈剤蒸気が作り出され、燃焼生成
物と混ざることでエネルギー流体のフローＦ４０５を生じる。　いったんエネルギー流体
が膨張器５１００の中で膨張させられると、結果として得られた高温の膨張流体Ｆ４２０
は燃焼システム４０００へと進む希釈剤を加熱するために熱交換器アレイまたは希釈剤熱
交換サブシステム６０２０に供給されることが可能である。
【０１６４】
　図２９では、最も高温の膨張流体は熱交換器６７００を通して方向付けられることが好
ましく、それが沸点付近から高温の希釈剤蒸気Ｆ２５１を得て、燃焼システム４１００に
供給する前にそれをスーパーヒート状態にする。　いくつかの実施形態では、熱交換器６
６００は高温の液体希釈剤を得て、高温の膨張流体を使用してそれを沸騰させ、上流の先
行するスーパーヒータ熱交換器６７００から、またはいくつかの実施形態では膨張器５１
００から供給される膨張流体に向けて蒸気を作り出す。
【０１６５】
　エコノマイザは、液体希釈剤を更に高い温度へと加熱するために沸騰熱交換器６６００
の前に使用されることが可能である。
【０１６６】
　図２８および図２９に明示されるように、ＶＡＳＴサイクルは他の熱用途または冷却用
途での使用のための加熱された希釈剤を熱交換器アレイの前段および後段で取り出すよう
に動作可能に構成されることが可能である。　いくつかの実施形態では、加熱された希釈
剤は図示されるように複数の熱交換器の間で抽出されることが可能である。
【０１６７】
　いくつかの実施形態では、この加熱された希釈剤は希釈剤の少なくとも一部が燃焼シス
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テム４０００、または熱力学的サイクルの他の領域へと導入されるときに使用されること
が可能である。
【０１６８】
　エコノマイザ６５００から出る膨張流体は希釈剤回収システム（ＤＲＳ）６０１０へと
供給されることが可能である。　希釈剤回収システム６０１０内で、膨張流体は希釈剤を
回収するように処理され、いくつかの実施形態ではこの希釈剤を熱力学的サイクルへと戻
して再循環させる。　いくつかの実施形態では、希釈剤回収システムは表面型凝縮器７４
００を備えて構成される（図３４）ことが可能である。　表面型凝縮器７４００内で膨張
流体を冷却するために使用される冷却用流体から由来する熱を排斥するために冷却装置７
６００が使用されることが可能である。　回収された希釈剤は表面型凝縮器７４００から
除去され、所望されればＦ２９５でシステムに戻されて再循環させられることが可能であ
る。　いくつかの実施形態では、これは希釈剤処理システム２０１０を通じて為される。
【０１６９】
　希釈剤回収システム６０１０の別の実施形態である図３５は膨張流体から希釈剤を分離
するために直接接触型凝縮器７５００を使用することが可能である。　この構成では、冷
却用流体が膨張流体との直接接触を作り出し、その処理の中で希釈剤を除去する。　その
後、希釈剤と冷却用流体が回収されてＦ２４０となり、いくつかの実施形態では直接接触
型凝縮器７４００で再使用される前に冷却装置７６００で冷却される。
【０１７０】
　希釈剤回収システムの実施形態では、加熱された冷却用流体および回収された希釈剤は
熱を要求するかまたは必要とする用途に使用されることが可能である。　冷却用流体およ
び希釈剤流体はこれらの用途に分配され、所望されれば、いくつかの実施形態では再循環
のためにシステムへと戻されることが可能である。　１つの実施形態が、地域暖房に使用
される冷却用流体および希釈剤流体を備えて図３６に明示されている。
【０１７１】
　いくつかの実施形態では、直接接触型凝縮器から回収された希釈剤流体および冷却用流
体はＦ２９５でシステムに戻されて再循環させられることが可能である。　いくつかの実
施形態では、これは希釈剤処理システム２０１０を通じて為されることが可能である。
【０１７２】
　この熱力学的サイクルのいくつかの実施形態で、図２の再圧縮機５３００が使用される
ことが可能である。　再圧縮機でもって、膨張システムは更に大きな膨張比およびエネル
ギー流体Ｆ４０５から回収される更に多くの仕事エネルギーＷ５８０を有することが可能
となる。　除去される希釈剤の少なくとも一部分を伴う膨張流体（膨張流体）Ｆ４６０は
その後、希釈剤回収システムから再圧縮機５３００へと供給されることが可能である。　
その後、再圧縮機５３００は流体の圧力を周囲環境と同じ圧力付近に至らせ、それにより
、それがシステムから放出されることが可能となる。
【０１７３】
　このＶＡＳＴ蒸気サイクル（ＶＡＳＴ－ＷＳ）の利点のいくつかは、例えば図３８に示
されており、５０ＭＷの空気力学的産業用タービンが１３００℃で動作する。　想定され
た燃料および電力の価格は米国エネルギー省によって発表された２０００年の米国の平均
の産業用ガスおよび電力である。　２００３年にＴｒａｖｅｒｓｏとＭａｓｓａｒｄｏに
よって展開された（発表のためにInternational Gas Turbine Institute Turbo 2004に投
稿された）ように、すべてのサイクルに関して同じ機器部品コスト方程式が使用されてい
る（これらはいくつかの修正を伴うが２００２年のＴｒａｖｅｒｓｏによる比較分析と同
様である）。
【０１７４】
　ＶＡＳＴ蒸気サイクルが従来式の関連技術によるサイクルに匹敵する効率を有しながら
、しかし大幅に低い資本コストであることに留意すべきである。　この実施例では、ＶＡ
ＳＴ蒸気サイクルは（低圧圧縮機と高圧圧縮機との間に１つのスプレー式インタークーラ
を備えて）約２０から３０の圧力比の条件で８０００時間／年の基本負荷で約２４％の内
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部収益率（ＩＲＲ：Internal Rate of Return）を有し、約４０００時間／年の（～５０
％の）部分負荷で約１２％のＩＲＲを有する。
【０１７５】
　このＶＡＳＴ蒸気サイクルの実施例は、基本負荷ｖｓ５０％負荷に関してこれらの条件
で、関連技術のＳＴＩＧサイクルと比較した内部収益率（ＩＲＲ％）で２から４パーセン
トポイントの利点を与える（すなわち約２０％から４０％高いＩＲＲ％）。　同様に、４
０００から８０００時間／年で動作する同様の５０ＭＷタービンの関連技術の２圧力レベ
ル複合サイクル（ＣＣ２Ｌ）はＶＡＳＴ蒸気サイクルの１２％から２４％とは対照的に約
２％から４％の内部収益率しか達成しない。
【０１７６】
　ＶＡＳＴ蒸気サイクルはＲＷＩ、ＨＡＷＩＴ、およびＨＡＴサイクルを上回る同様の利
点を有すると思われる（例えば図３８参照）。
【０１７７】
　［蒸気によるブレード冷却（空冷ではない）を備えたＶＡＳＴ蒸気サイクル］
　ＶＡＳＴ蒸気サイクルで、ユーザは熱的希釈剤蒸気またはスーパーヒート状態の熱的希
釈剤蒸気のフローおよび／または温度を構成することが好ましい。　膨張器の高温部への
冷却剤として使用するためにこれらのフローのうちの１つを、例えばタービンの羽根、ブ
レード、およびシュラウドのうちの一以上へと方向付けることが好ましい。　これは圧縮
空気を膨張器高温部の冷却剤として使用する工程と比較するとシステムの効率を大幅に向
上させる。　これはまた、システムのコストを下げ、システムの熱的経済性を向上させる
（例えば図４９参照）。
【０１７８】
　例えば、ＶＡＳＴ蒸気サイクルで動作する５０ＭＷの産業用空気力学的ガスタービンで
もって、空冷を蒸気冷却で置き換えると熱効率が約５１．３％から約５３．３％へと上が
る。　これは膨張器の（複数の）高温部（例えばタービンのブレードおよび羽根）の冷却
の後に加熱された蒸気が膨張器の上流の燃焼器へと戻して方向付けられることを想定して
いる。
【０１７９】
　改良された構成では、ユーザは高温部の部品（例えばブレード）を冷却し、その後、タ
ービンの中のエネルギー流体へと供給するように蒸気を使用する。　この組合せは効率を
これらの相対的計算で５１．３％と５３．３％の間へと上げるであろう。
【０１８０】
　ＶＡＳＴサイクルでは、タービンのブレードの冷却に使用される余剰の空気は化学量論
的流量の約１１０％での燃焼に使用される空気流量の約１８％を使用すると想定された。
　従って、余剰の圧縮空気を除外することがＶＡＳＴサイクル内の圧縮機のサイズを約１
５％削減することが可能である。
【０１８１】
　空冷をこのＶＡＳＴサイクルを伴う蒸気冷却で置き換えることは機器のコストを削減し
、これらの相対的計算で約２０から３０の空気圧縮比で約１２％ＩＲＲから１４％ＩＲＲ
の約２パーセントポイントで内部収益率を上げる。
【０１８２】
　［復熱を伴うＶＡＳＴ水－蒸気サイクル：ＶＡＳＴ－ＷＳＲ］
　熱力学的サイクルの実施形態は図４（ＶＡＳＴ－ＷＳＲ）に示されるように構成される
ことが可能である。　これは酸化剤含有流体で熱を回収するようにＶＡＳＴ－ＷＳサイク
ルを適合させる実施形態である。
【０１８３】
　この構成では、図３２に示されるように希釈剤熱交換サブシステム６０２０はガス－ガ
ス熱交換器もしくは復熱器６８００、および充填層加湿装置７３００を有する。　更なる
実施形態は第２のエコノマイザ６５１０、およびアフタークーラ（after-cooler）６９０
０を有することが可能である。
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【０１８４】
　これらのサイクルの実施形態の利点および結果は図３７～４６に明示されている。
【０１８５】
　［酸化剤供給システム］
　［酸化剤源］
　相補相互反応剤流体に関すると、多くの実施形態でユーザは酸化剤含有流体、普通では
酸素含有流体または酸素を使用する。　いくつかの酸化剤含有流体は窒素、水、二酸化炭
素、およびアルゴンのような希ガスなどといった一以上の熱的希釈剤を含む。
【０１８６】
　燃焼システム４０００もしくは反応器に酸素を供給するために多くの実施形態は空気を
酸化剤含有流体として利用する。　いくつかの実施形態では、ユーザは空気の湿度、温度
、および圧力のばらつきを補償することが好ましい。
【０１８７】
　いくつかの実施形態では、ユーザは液体酸素、液体酸素の気化によって調製された酸素
、電気分解によって形成された酸素、固体電解質の酸素分離、または他の方法によって調
製された酸素を使用する。
【０１８８】
　従来式の酸素燃料の燃焼は極めて高温のエネルギー流体Ｆ４０５を作り出す。　この極
めて高い温度は耐久性があって長く持続する燃焼器のライナーを作ることを極めて困難に
する。　いくつかの実施形態では、熱的希釈剤の分配チューブアレイが燃料と熱的希釈剤
を近接させて配分する。　これは高温のエネルギー流体Ｆ４０５の温度を大幅に抑制する
。　液体酸素を使用する構成では、使用者は燃料、酸化剤、および希釈剤の細部まで極め
て均一な混合を向上させるために直接接触チューブを通して酸素を供給することが好まし
い。
【０１８９】
　そのような実施形態によって得られる更に低いピークの流体温度は信頼性良く燃焼を許
容するであろう燃焼システム４０００を作製することをはるかに単純にする。　同様に、
熱的希釈剤配分用チューブおよび輻射シールド用フィンは燃料配分用チューブの受ける熱
流束を強力に削減する。
【０１９０】
　いくつかの実施形態では、ユーザは液体酸素の気化のための熱交換器の方を選び、ＶＡ
ＳＴサイクル内部もしくは外部もしくは両方から作り出された膨張させられた燃焼流体、
加熱された希釈剤、地域暖房用流体のうちの少なくとも１つの熱、または電気エネルギー
を使用する。
【０１９１】
　いくつかの実施形態は酸素の「濃縮された」空気を使用し、そこでは酸素濃度は様々な
濃縮方法のうちの一以上によって標準的な空気を上回って高められる。　これらは圧力ス
イング式ゼオライト濃縮システム、および真空圧力スイング式濃縮システムを含む。　膜
による酸素濃縮法もやはり使用されることが可能である。　酸素燃焼と同様に、燃料と酸
化剤含有流体配分用の孔を設けられたチューブのアレイは燃焼温度を大幅に抑制し、燃焼
器の設計を単純にする。
【０１９２】
　［フィルタ］
　図１２を参照すると、ユーザは酸化剤流体処理部（ＴＲＥ）１２００でスプレー式直接
流体接触フィルタを使用して液体の熱的希釈剤を噴霧し、それによって取り入れ部の酸化
剤含有流体、例えば取り入れ空気から微粒子および繊維を除去することが好ましい。　こ
の直接接触フィルタは１９１特許出願に教示されているような多数のオリフィスを備えた
直接接触器を使用することが好ましい。　これらは１９１特許出願の図８２に示される多
重通過型のスプレーシステムとして構成されることが好ましい。　使用される希釈剤は燃
焼器に入るそれと同じ高品質を有する必要はない。　それは配分されたオリフィスのサイ
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ズよりも小さい微粒子を除去するために濾過作用でもって回収希釈剤から直接引き出され
ることが可能である。　それはもしもスプレー式の同伴が燃焼器への混入物質負荷に有意
に寄与するならば部分的処理を有することが可能である。　集められた液体希釈剤（例え
ば冷水）はエネルギー変換システムの中で使用するために希釈剤処理システム２０１０へ
と戻されることが可能であり、あるいは他の用途のために希釈剤放出部（ＤＷＤ）８５０
０を介して引き出されるかまたは排出されることが可能である。　そのようなスプレー式
フィルタ処理はガス／空気フィルタの代わりに使用されることが好ましく、またはそれに
追加して使用されることが可能である。
【０１９３】
　いくつかの実施形態では、ユーザは取り入れ部のガス／空気フィルタを横切る圧力降下
をモニタして空気フィルタを洗浄もしくは交換するときを判定するために差圧センサを設
けることが好ましい。　いくつかの実施形態では、流量制御装置（例えばバルブ、ダンパ
など）を備えた複数のフィルタが使用され、微粒子または流れの抵抗を上げる他の物質の
蓄積から由来する高い差圧およびその結果となる全体的サイクルの効率の低下のせいで１
つのフィルタが保守管理を待っているときなどに取り入れの源をオンラインで切り換える
ことを可能にする。
【０１９４】
　ユーザは空気を冷却することとフィルタ処理することの両方のために冷えた液体希釈剤
を使用することが好ましい。　そのようなフィルタ処理は圧縮機１３００（例えば圧縮用
羽根およびブレードの上）、および膨張器５１００（例えば膨張用羽根およびブレードの
上）内での繊維蓄積の速度を下げる。　空気の冷却は、特に暑い日に圧縮機に大きな能力
を与える。　フィルタ処理は圧縮機と膨張器の目詰まりの速度を下げ、従って不稼動時間
、洗浄コスト、および平均の圧縮機と効率を少なくする。　それは流体（ガス／空気）フ
ィルタを横切る圧力降下を小さくすることで圧縮機のポンピング電力を削減する。
【０１９５】
　空気をフィルタ処理するために直接接触フィルタで水のスプレーを使用するとき、ユー
ザは燃焼の前に希釈剤供給を制御することで湿度のばらつきから由来し、かつスプレー式
直接接触を通る希釈剤の使用から由来する水分組成のばらつきを補償することが好ましい
。
【０１９６】
　［圧縮機］
　中型から大型のガスタービン発電システムでは、圧縮機は高い圧力比のシステムで最大
の単一資本出費であり、膨張器よりも多くの費用を要する。　低い圧力比のシステムで、
それでも圧縮機は実質的に有意に高価である。　図５を参照すると、酸化剤供給源１１０
０から酸化剤含有流体を取り込むために連続した多数の圧縮段を備え、その流体を燃焼シ
ステム４０００に供給する所望の全体的圧縮比を達成する圧縮機（ＣＰ）１３００をユー
ザは構成することが可能である。　図７を参照すると、ユーザは希釈剤含有流体を供給し
、本明細書、ＴｒｉｆｌｕｉｄのＲｅａｃｔｏｒ特許出願、１９１特許出願、およびＧｉ
ｎｔｅｒの前述の特許に述べられた一以上の方策によって使用される余剰の酸化剤含有流
体を削減することが好ましい。　例えば、それはＧｉｎｔｅｒのＶＡＳＴ燃焼器、または
化学量論に近い条件で動作可能なＶＡＳＴ　Ｔｒｉｆｌｕｉｄ燃焼器などの燃焼器によっ
て為される。　これらの方策を補完するために、ユーザは（複数の）圧縮機のサイズを変
更して（複数の）タービンに相対した（複数の）圧縮機の流量容量を下げることが好まし
い。　これは（複数の）圧縮機およびエネルギー変換システムのコストを大幅に下げる。
【０１９７】
　例えば、好ましくは（約１３００℃での）約３３４％の超希薄燃焼から化学量論的流量
の約１１０％へと圧縮空気のフローを削減することによって、ユーザは圧縮機を通るフロ
ーのその部分を約６７％削減する。　同様に、蒸気および水のような希釈剤を供給するこ
とによって膨張器の高温部（例えばタービンのブレード、羽根、およびシュラウド）を冷
却するために広く使用される圧縮空気を置き換えることが好ましい。　これらの方策によ
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って、膨張器を冷却するために広く使用される酸化剤含有流体（例えば圧縮空気）の約１
０％から１８％を置き換える。　これらの方策は圧縮機のサイズを約６７％から約７２％
削減することが可能である。　圧縮機サイズのこの削減はＶＡＳＴサイクルへと変換する
ときの資本コストの最大の削減を提供する。
【０１９８】
　ユーザは広く使用される圧力での圧縮機のサイズに大幅なコスト節約を適用し、それに
より、全体的な実効圧力比ベータ、従ってタービン膨張比を高め、従っていくつかの実施
形態でシステムの効率を向上させることが好ましい。　改良された実施形態では、共通の
構成と比較すると多数の膨張器へと供給するために同じ圧縮機が使用される。
【０１９９】
　ユーザは酸化剤含有流体を加圧するために基本の低圧圧縮機（ＬＰＣ：low pressure c
ompressor）１３１０を設けることが好ましい。
【０２００】
　いくつかの構成で、ユーザは燃焼器４０００および膨張器５１００への圧縮された酸化
剤含有流体を増加させるように一以上の高圧圧縮機（ＨＰＣ：high pressure compressor
s）１３５０を追加することが好ましい。　これは低圧圧縮機の圧力比ベータを（複数の
）高圧圧縮機の各々の圧力比ベータで増倍した積として全体の圧力比ベータを増加させる
。
【０２０１】
　いくつかの実施形態では、エネルギー流体の総量の膨張比を制御するためにユーザは一
以上の圧縮機（例えば低圧圧縮機１３１０と高圧圧縮機１３５０および再圧縮機５３００
を含む）の圧力比を調節することが好ましい。　これは正味の比出力、システムの電力効
率、システムの総合熱効率のうちの一以上を調節するように、および／またはライフサイ
クルの熱的経済性のコストを削減するように制御されることが可能である。
【０２０２】
　例えば、１３００℃のタービン入口温度で動作し、低圧圧縮機と高圧圧縮機の間で水ス
プレーによるインタークールを使用するＶＡＳＴ－ＷＳ（ＶＡＳＴ蒸気サイクル）用に構
成された５０ＭＷのガスタービンを２０００年の米国の天然ガスの産業コストおよび電力
の価格を使用して考察する。　タービンの効率は１９９０年のＧＥ社とロールスロイス社
の空気力学的タービンクラスとの間の平均として考察される。
【０２０３】
　そのような構造に関する低圧圧縮機、高圧圧縮機、および再圧縮機の圧縮比のいくつか
の代表的な配分が、１０から４４の範囲の空気圧縮機の圧力比について図４７および図５
０に示されている。
【０２０４】
　同様の様式で、通常のスプレー式でインタークールされる産業用５０ＭＷの空気力学的
タービン構造の酸化剤含有流体に関しては、低圧圧縮機の比は約３０の圧力比ベータにつ
いては約３．１６で構成される。
【０２０５】
　同様に、約１０の空気圧縮機の圧力比ベータについては低圧圧縮機の比を約２．５３に
設定することが好ましい。　約４４の空気圧縮機の圧力比ベータについてはこれを約３．
６４に上げることが好ましい。
【０２０６】
　同様に、通常の産業用５０ＭＷ空気力学的タービン構造の酸化剤含有流体に関する約３
０の圧力比ベータについては、いくつかの実施形態でユーザは高圧圧縮機の比を約９．４
７に構成することが好ましい（例えば図４７参照）。
【０２０７】
　同様に、約１０の空気圧縮機の圧力比ベータについては再圧縮機の比を約３．９４に設
定することが好ましい（膨張システム内の再圧縮機の考察を参照）。　約４４の空気圧縮
機の圧力比ベータについてはこれを約２．２に下げることが好ましい。
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【０２０８】
　スプレー式インタークーラに関するこれらの好ましい結果でもって、２つの圧縮機に関
する３．１６および９．４７の圧力比は、合計圧力比の平方根すなわち約５．４７である
表面型インタークーラのための最適圧力比とは実質的に異なることに留意すべきである。
【０２０９】
　ユーザは、システムの経済性を改善もしくは最適化する（例えば更に高い内部収益率％
）ために再圧縮機５３００を調節することが好ましく、それは最適の熱効率に近い（膨張
システムの再圧縮機の考察を参照）。　内部収益率ｖｓ．熱効率の曲線（図３８）は歪ん
だ逆放物線のように見え、経済的利益と熱効率の両方が、使用された想定に関する高い内
部収益率（ＩＲＲ％）を伴って見出される構成の近辺よりも高い方と低い方の再圧縮比と
共に降下する。
【０２１０】
　例えば、通常の産業用５０ＭＷ空気力学的タービン構造の酸化剤含有流体に関する約３
０の圧力比ベータについては、いくつかの実施形態でユーザは再圧縮機の比を約２．６に
構成することが好ましい。　すなわち、再圧縮機入口での冷却された（凝縮させられた）
膨張流体の圧力は大気圧の約３８％である（例えば図４７参照）。
【０２１１】
　同様に、約１０の空気圧縮機の圧力比ベータについては再圧縮機の比を約３．９に設定
することが好ましい。　約４４の空気圧縮機の圧力比ベータについてはこれを約２．３に
下げることが好ましい。　すなわち、再圧縮機入口での凝縮させられた膨張流体の圧力は
大気圧の約２５．６％（１／３．９）から約４４％（１／２．３）である（例えば１気圧
の％すなわち約２６ｋＰａから４４ｋＰａ）。
【０２１２】
　好ましくは気体の圧縮を液体の圧縮で置き換えることによって、いくつかの実施形態で
ユーザは膨張器入口への入口にエネルギー流体を供給するために必要とされる総計のポン
ピング仕事量を大幅に削減する（例えば図４２および図４８参照）。　これはシステムか
ら入手可能な正味の電力すなわち、すべてのポンピング仕事量と効率損失とを差し引いた
総計のタービン出力（および図４３に示されるようにＩＲＲ）を大幅に上げる。　相応し
て、これは気体圧縮機を通るフローを減少させる。
【０２１３】
　酸化剤含有流体のフローを減少させながらその一方でシステムの正味の出力を増大させ
る方策によって、ユーザは、圧縮機出口を通る質量流量に対するシステムの正味の出力の
比、すなわち圧縮機出口の正味の比出力（（複数の）圧縮機と（複数の）ポンプとのポン
ピング電力を差し引いた総計のタービン出力を、圧縮機の出口を通る、相対湿度、フォギ
ング、水同伴、内部圧縮機（intra-compressor）の水噴霧または中間圧縮機（inter-comp
ressor）の水噴霧から由来する水を含めた流体の質量流量で除算した比）を増大させる。
　これは、供給される正味の電力当たりの対応する圧縮機資本コストを下げる。　図３９
を参照すると、圧縮機出口の正味の比出力のこれらの改善から得られる利点がシステムの
熱力学的効率（％ＬＨＶベース）ｖｓ．圧縮機出口の正味の比出力のグラフによって可視
化されることが可能である。　図３９は、ＬＨＶサイクル熱力学効率％ｖｓ．圧縮機出口
の正味の比出力をｋＷ／（ｋｇ／ｓ）すなわちｋＪ／ｋｇで示している（すなわち、ｋＷ
すなわちｋＪ／ｓの正味電力をｋｇ／ｓの質量流量で割った値は、酸化剤含有流体もしく
は空気の単位質量を加圧するための比仕事量ｋＪ／ｋｇに相当する）。　これは表面型凝
縮器を伴ったＶＡＳＴ－ＷとＶＡＳＴ－ＷＳサイクル、および直接接触型凝縮器を伴った
ＶＡＳＴ－ＷＳを比較している。　これらのＶＡＳＴサイクルは約１０から４０の圧力比
ベータの範囲にわたって、例えば５０ＭＷ、およびＴＩＴ＝１３００℃で主な関連技術の
「湿式」サイクルと更に比較される。　関連技術のサイクルの各々が、従来の圧縮機のサ
ージ限界ではなく、控えめの比較のために対応してサイズ変更された圧縮機を伴う空気飽
和限度へと拡張されることに留意すべきである。
【０２１４】
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　超希薄燃焼を伴う関連技術では、圧縮機を通るフローは普通ではタービンを通る質量流
量と同様である。　しかしながら関連技術の「湿式」サイクルおよびＶＡＳＴサイクルで
は、圧縮機を出る空気と水蒸気の圧縮されたフローは膨張器またはタービンを通る質量流
量よりも大幅に少ない。　「湿式」サイクルでは、タービンの正味の比出力は従来式の希
薄燃焼システムよりも大幅に高い。　この圧縮機出口の正味の比出力は、関連技術と比べ
たＶＡＳＴサイクルについてのこれらのパラメータの利点を明確に比較するために、図４
０に示されるタービン入口の正味の比出力に相対させて図３９に別々に示されている。
【０２１５】
　ＶＡＳＴ－Ｗ（ＶＡＳＴ水サイクル）は燃焼器に熱水を供給する。　圧力比ベータが約
１０から約５０へと上がると、ＶＡＳＴサイクル２は圧縮機出口の正味の比出力で約１０
２０ｋＪ／ｋｇ（ｋＷ／ｋｇ／ｓ）から約１２００ｋＪ／ｋｇ（ｋＷ／ｋｇ／ｓ）への大
幅な増大を示す。　相応してこれはＬＨＶサイクル効率を約４３．７％から約５１．３％
へと上げる。
【０２１６】
　同様に、ＶＡＳＴ－ＷＳ（ＶＡＳＴ蒸気サイクル）は燃焼器に蒸気と水の両方を供給す
る。　それは同様に圧縮機出口の正味の比出力を圧力比ベータが約１０での約１１２０ｋ
Ｊ／ｋｇ（ｋＷ／ｋｇ／ｓ）から圧力比ベータが約４０での約１２００ｋＪ／ｋｇ（ｋＷ
／ｋｇ／ｓ）へと増大させる。
【０２１７】
　更に図３９を参照すると、比較では、評価されたすべての関連技術の「湿式」サイクル
（ＳＴＩＧ、ＨＡＴ、ＨＡＷＩＴ、ＲＷＩ、およびＣＣ２ＬＰ）は約８４０ｋＪ／ｋｇ（
ｋＷ／ｋｇ／ｓ）未満の圧縮機出口の正味の比出力を示している。　これら２つのＶＡＳ
ＴサイクルすなわちＶＡＳＴ－ＷとＶＡＳＴ－ＷＳは、同様のＬＨＶサイクル効率につい
て約３０から４０の圧力比ベータでＨＡＷＩＴおよびＨＡＴサイクルと比べると、圧縮機
出口の正味の比出力に約５０％の改善を示している。　これはＶＡＳＴサイクルの能力の
利点が希釈剤添加の空気飽和限度を上回り、従って圧縮された酸化剤含有流体（例えば空
気）の流量を化学量論的空気流量の約１５０％から約１１０％以下へと削減することを実
証している。
【０２１８】
　エコノマイザだけを備えたＶＡＳＴサイクルのこれら初期の計算では、水は１６５ｂａ
ｒに加圧されると仮定された。　ＶＡＳＴ蒸気発生サイクルでは水の噴射圧力は下げられ
た。　システムの効率、ＩＲＲ％、および電力コストは余剰の水供給圧力を下げることに
よって改善されることが可能である。
【０２１９】
　ＶＡＳＴ蒸気サイクル（ＶＡＳＴ－ＷＳ）の１つの実施形態はタービンのブレードを冷
却するための圧縮空気を供給しないように構成されることが可能であり、圧縮機はそれに
従ったサイズにされる。　化学量論に近い条件で動作しているとき、これは、圧縮機出口
の正味の比出力を、例えば、１．０５の相対的空気比ラムダ、約１０の圧力比ベータで約
１３８０ｋＪ／ｋｇ（ｋＷ／ｋｇ／ｓ）へと増大させる。　圧力比ベータが約５０へと上
げられると、この圧縮機出口の正味の比出力は約１４８０ｋＪ／ｋｇ（ｋＷ／ｋｇ／ｓ）
へと増大する。　これらの方策は１９９０年代の技術の圧縮機およびタービンを備えて想
定されたこのＶＡＳＴ－ＷＳサイクルでシステムの効率を、約１０のベータでの約４９．
６％から約５０の圧力比ベータでの約５３％へと増大させる。
【０２２０】
　［一層低い入口と出口の損失］
　酸化剤含有流体を熱力学的サイクルの中に引き込むときの乱流は圧力降下を作り出し、
システムの効率を低下させる。　出口では同様の乱流の混合と圧力損失が存在する。　例
えば関連技術は通常、空気取り入れ部で約１％の圧力降下、および排出部もしくは排気筒
で別の１％の圧力降下を想定している（例えば非特許文献１１、非特許文献１２、または
非特許文献１３など参照）。　圧縮機は約６５％の正味の出力を有するので、これら取り
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入れ部と排出部の拡散器による損失は超希薄燃焼システムにおいて、合計出力の約１．３
％すなわち正味出力の３．７％を構成する。
【０２２１】
　いくつかの実施形態では、ユーザは燃焼システム内の熱的希釈剤として使用される気体
状で余剰の酸化剤含有流体の大部分を置き換えるために推奨される希釈剤を使用すること
が好ましい。　例えば、ユーザは化学量論的速度の３３４％のラムダから化学量論的速度
の１１０％以下のラムダへと空気流を約６７％削減する。
【０２２２】
　その結果、好ましい実施形態ではユーザは取り入れ部と排出部の圧力－容積寄生拡散器
損失（pressure-volume parasitic diffuser losses）を約６７％から約７２％以上削減
する。　例えば、更に小型の圧縮機が総出力の約３５％必要とすると仮定すると、２％か
ら総出力の約０．６７％すなわち正味の出力の約１．９％へと削減する。　従って、好ま
しいＶＡＳＴの実施形態は取り入れ部と排出部の拡散器のコストを約６７％から７２％削
減し、これらの拡散器による出力損失を正味出力の約３．７％から、正味出力の１．９％
～１．６％へと削減する。　すなわち、これは単独で正味出力の約１．８％から２．１％
の節約を与える。
【０２２３】
　更に低い入口と出口の流量でもって、ユーザは取り入れ部ダクトサイズおよび拡散器サ
イズを小さくし、それにより、ＶＡＳＴサイクルに入る酸化剤含有流体の結果的に生じる
更に少ない流量を提供することが可能である。　これは資本コストならびに空間と土地の
要求量を削減する。
【０２２４】
　改良された実施形態では、ユーザは関連技術に相対して拡散器の効率を向上させるため
に取り入れ部と出口の拡散器の長さと形状を大きくすることが好ましい。　これは従来式
の希薄燃焼システムと相対して圧力－容積寄生ポンピング損失を減少させる。
【０２２５】
　改良された実施形態では、ユーザは圧縮機への取り入れ流量を制御するために少なくと
も１つのダンパまたはバルブを追加または制御することが可能である。　これは供給され
る空気流量、および低下した膨張器出力での運転といった圧縮機出力の削減を可能にする
。
【０２２６】
　図６を参照すると、改良された実施形態でユーザはいくぶんかの酸化剤含有流体を燃焼
システム４０００の周囲の圧縮機１３００から膨張器冷却システム５０２０へと迂回させ
て一以上の膨張器を冷却するためのダクトを追加することが可能である。　同様に、図７
を参照すると、ユーザは同様に圧縮機の列の出力を取り出し、一部分を膨張器冷却システ
ム（ＥＣＳ）５０２０へとダクト接続することが可能である。　評価された５０ＭＷの実
施形態では、膨張器への冷却のためのフローは膨張器を通る質量流量のうちの１０．７％
と想定された。　迂回用ダクトは冷却剤として使用される余剰の酸化剤含有流体を制御す
るためにダンパ／バルブを含むことが可能である。
【０２２７】
　例えばエコノマイザのために膨張燃焼流体を使用する工程の代替策として、または追加
として圧縮器／燃焼システム迂回フローが使用されることが可能である。
【０２２８】
　取り入れ部と出口の損失と同様に、好ましくは取り入れの酸化剤含有流体を削減するこ
とによって、改良された構成でユーザは取り入れ部ガスフィルタを通る寄生のポンピング
損失を同様に減少させる。　例えばそれは従来式の空気取り入れフィルタの損失の約６７
％から約７２％以上である。
【０２２９】
　大幅に低い取り入れ流量に伴って、ユーザは取り入れ流量に関連して取り入れフィルタ
面積をサイズ変更することが好ましい。　これは、更に低いフィルタ資本コスト、更に小
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さいサイズおよび土地費用、および更に低い寄生ポンピングコストと更に低いフィルタ交
換と労働のコストという極めて低いライフサイクル運転用コストのせいで大幅に正味現在
価値を節約することに結び付く。
【０２３０】
　これらの大幅な節約で、ユーザは改良された構成で単位ガス流量当たりのフィルタ断面
積を上げ、寄生の取り入れフィルタ処理圧力損失と寄生の圧力－容積をＶＡＳＴサイクル
に関するライフサイクルの最適値付近に下げることが好ましい。
【０２３１】
　［フィルタ処理］
　好ましくは従来式のシステムに相対して取り入れの酸化剤含有流体を削減することによ
って、いくつかの実施形態でユーザはエネルギー変換システムへと同伴される微粒子（繊
維、埃など）の量を大幅に減少させることが好ましい。　例えば、従来式の超希薄燃焼に
相対して（排気の中の１５％Ｏ２で）約６７％から約７２％以上削減させる。
【０２３２】
　いくつかの構成では、ユーザは供給される希釈剤の量が酸化剤含有流体の飽和によって
制限されるＳＴＩＧ、ＨＡＴ、ＨＡＷＩＴ、ＲＷＩ、ＥｖＧＴ、および他の湿式サイクル
といった圧縮空気を加湿するために水を使用する関連技術のシステムで広く使用される化
学量論的流量の約１５０％以上という従来量よりも下まで取り入れ空気を削減することが
好ましい。　例えば、供給される水の量が空気飽和によって制限される約１５０％のラム
ダからいくつかの構成で約１１０％以下のラムダへと削減する。　これは取り入れ空気と
それに付随するフィルタ除去可能な粒子負荷を関連技術の湿式サイクルに比べて約２７％
削減する。
【０２３３】
　図１２を参照すると、ユーザは取り入れる酸化剤含有流体（例えば空気取り入れ）にフ
ィルタ処理装置を供給することが好ましい。　好ましくは化学量論に近い空気流量で動作
させ、かつ好ましくは圧縮空気での冷却を削減もしくは除外することによって、ユーザは
空気濾過装置のコストを従来式のシステムに比べて約６５％から約７２％削減することが
可能である。　ユーザはこれらの節約のうちのいくつかを取り込み、いくつかの高い資本
コストを更に小さい圧力降下、更に少ない圧縮機目詰まり、更に高い効率、それらに対応
する更に低い運転と保守管理のコストと交換することによってライフサイクルコストを下
げることが好ましい。
【０２３４】
　いくつかの実施形態では、ユーザは１９１特許出願に教示されるように、例えば取り入
れ空気を冷却および／またはフィルタ処理するために希釈剤を取り入れの酸化剤含有流体
の中に噴霧するための直接接触式供給システムを設けることが好ましい。　これらは関連
技術よりも低いフィルタでの圧力降下および低いポンピング仕事量を与えることが好まし
い。　それらは直接接触式の冷却用空気流を供給する。　そのような改善されたフィルタ
処理は圧縮機の目詰まりを削減し、圧縮機の洗浄保守管理を減らし、圧縮機の効率を高め
、かつライフサイクルコストを削減するようにサイズを決められ、運転されることが好ま
しい。
【０２３５】
　［削減されるタービン目詰まり］
　酸化剤含有流体を約６７％から約７２％以上削減することによって、ユーザは酸化剤含
有フロー中の微粒子の同伴によって引き起こされるタービンの目詰まりの度合いを超希薄
燃焼に相対して下げることが好ましい。　これはタービンのブレードの保守管理洗浄を減
らす。
【０２３６】
　［圧縮機と圧縮の冷却］
　図８を参照すると、圧縮される酸化剤含有流体を冷却するためにユーザは一以上の方策
を使用することが好ましい。　圧縮機の列の前段および／または中の多数の場所での同様
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の冷却方策は１９１特許出願の図８４に教示されている。　そのような冷却は「準等温線
」の圧縮を提供し、圧縮の仕事量を下げる。　冷却は複数の圧縮段の前段、内部、および
／またはそれらの間であることが好ましい。　いくつかの実施形態ではアフタークーラが
利用されることが可能である。
【０２３７】
　ユーザは図８および図９に示されるように酸化剤含有流体と冷却用希釈剤含有流体もし
くは他の冷却剤との間に表面型熱交換器を設けることが好ましい。　いくつかの構成では
、ユーザは図８の下側部分に示されるように一以上の表面型インタークーラを使用するこ
とが好ましい。　これらはシステムの効率を向上させること、およびフロー密度を向上さ
せることに役立つ。　一層小さい酸化剤流量に基づいて、これら表面型熱交換器システム
は希薄燃焼システムのインタークーラの名目上約１／３のサイズにされることが可能であ
る。　低圧の圧縮機と高圧の圧縮機との間に１つの表面型ヒータを備えると、ユーザはサ
イクルの効率に約１から２パーセントポイントの増大を予期する。　これはＨＡＷＩＴと
ＨＡＴサイクルの間の効率の差と同様である（Ｔｒａｖｅｒｓｏ、２００１；およびＴｒ
ａｖｅｒｓｏ　＆　Ｍａｓｓａｒｄｏ、２００２参照）。　そのような表面型インターク
ール構造を設けることによって、ユーザはインタークールされたＶＡＳＴ蒸気サイクル構
成がＨＡＴサイクルおよび複合サイクルに近い効率を有することを予期する（表５参照）
。
【０２３８】
【表５】

【０２３９】
　図１３を参照すると、いくつかの構成でユーザは液体希釈剤含有流体を圧縮機の列の中
の一以上の場所に直接噴射することが好ましい。　そのような噴射は蒸発および吸収され
る潜熱によって冷却を行う。　気化した希釈剤はフローの体積を増大させる。　この方法
は表面型熱交換器よりも更に安価なシステムを要求するが、しかし効率に高い向上を与え
ることはない。
【０２４０】
　図２、図３、および図４では、希釈剤に冷却を表わすために１つのスプレー式インター
クーラが実施例として示されている。　効率およびシステムのコストを改善するために第
１と第２の圧縮機の間で圧力比ラムダを調節するための努力が表４に示されている。　こ
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れらは、低圧圧縮機の望ましいサイズが６０のベータでのＶＡＳＴ－Ｗに関する圧縮機の
組合せのコストの約１％から２５のベータでのＶＡＳＴ－ＷＳサイクルに関する３８％ま
での範囲にあり、ＶＡＳＴサイクルの特定の実施形態を構成するために使用される圧力と
希釈剤冷却方法に応じて決まることを示唆している。　１つだけの希釈剤噴射冷却フロー
が設けられる場合、高圧のシステムではそれはすべての後段に冷却された流体の恩典を与
えるために第１の圧縮段の中（または第１と第２の間）に構成されることが好ましい。　
更に低い圧力構造を備えて、それはシステムに沿った道のりの約１／３に構成されること
が可能である。　同様に、希釈剤は１９１特許出願の図１６に示されたように直接接触器
を使用して圧縮機入口へと同伴されることが好ましい。
【０２４１】
　図８に描かれたように、ユーザが各々の圧縮段Ｃ１、Ｃ２・・・ＣＮに関してスプレー
式インタークーラを設けることが更に好ましい。　ユーザは、次の段で蒸発させられるこ
とが可能である多さに近い蒸発可能な希釈剤を各々の段で供給するように流体噴射パラメ
ータを制御することが好ましい。　オリフィスの直径および直接接触器のオリフィスを横
切る流体の差圧は、急速に蒸発する小さい液滴を構成するように調節されることが好まし
い。　蒸発距離はほぼ段と段の間隔となるように選択されることが好ましい。　液滴のサ
イズは羽根とブレードの周りのフローに伴う運動を液滴に与えるように選択されることが
好ましい。　同様に、液滴が圧縮機の部品を浸食する有意の衝撃浸食を回避するために十
分な程度にそれらは小さく構成されることが可能である。
【０２４２】
　これらの評価は圧縮機の中の酸化剤流体速度の横断方向の分布の変動に適応するように
Ｔｒｉｆｌｕｉｄ特許出願および１９１特許出願に教示された構成方法を使用することが
好ましい。　加熱された希釈剤は蒸発速度を向上させ、その一方でそれでも冷却を提供す
るように使用されることが可能である。　最後の段では、供給される流体の量が圧縮機出
口によって蒸発させられることが可能な量を超えることが可能である。　残りの流体の液
滴はスプレーの中で従来式に形成される液滴よりも小さいであろう。　これらは燃焼器を
構成して制御することに計上されることが好ましい。
【０２４３】
　噴射された液体が酸化剤含有流体の流れの中で完全に蒸発することを見分けるために注
意が払われることが好ましい。　システムを停止するとき、圧縮機は乾燥する時間のため
にスプレーの添加を伴わずに動作させられ、腐食の可能性を削減することが好ましい。　
図１３に示されるように、「オーバーフロー用の」ドレン管が圧縮機の列の中に設けられ
ることが可能であり、そこでは余剰の液体希釈剤が外に落ちて圧縮機の中に集まる。
【０２４４】
　図１０に示されるように、ユーザは表面型熱交換器１９００および水冷もしくは空冷と
いった手段による環境への熱排出Ｆ６７０を使用することが可能である。　図８に示され
るように冷却から出る熱が冷却剤のフローの中に回収され、再循環させられることが更に
好ましい。　図１１を参照すると、ユーザは直接接触型熱交換器１７００を使用して圧縮
された酸化剤含有流体Ｆ１０２への気化可能な希釈剤含有流体Ｆ２７０の直接噴射によっ
て冷却を行うことで加湿されて圧縮された酸化剤含有流体Ｆ１０３を形成することが可能
である。　この直接接触型熱交換器は１９１特許出願に教示されるような直接接触器を使
用することが好ましい。　何人かのユーザは、例えば図３０に示されるような上述の冷却
手段のうちの一以上の組合せを使用する。
【０２４５】
　［膨張器の蒸気冷却を備えたＶＡＳＴ蒸気サイクル（ＶＡＳＴ－ＷＳ）］
　いくつかの構成では、ユーザは膨張器の高温部品の蒸気冷却を使用し、ブレードを冷却
するために広く使用される余剰空気の少なくともいくらか、好ましくは全部を置き換える
ことが好ましい。　タービンのブレードおよび羽根といった膨張器の高温部の部品を冷却
するために広く使用される余剰空気はしばしばタービンを通る流量の１０％から１８％で
ある。　従って、ＶＡＳＴサイクルでは、ブレードの蒸気冷却を提供することはユーザが
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圧縮機のサイズを空冷システムに相対して約９％から１５％削減することを可能にする。
【０２４６】
　［膨張器表面蒸気冷却用の表面型インタークーラを備えたＶＡＳＴ蒸気サイクル］
　改良された構成では、ユーザは蒸気混合型インタークーラではなく一以上の表面型イン
タークーラを組み合わせ、空冷を蒸気冷却で置き換えることが好ましい。　加熱された蒸
気が膨張器の高温部から回収され、上流に向きを変えられて燃焼器に入ることが好ましい
。　これは従来式の蒸気冷却のエネルギー流体（作用流体）の冷却を少なくする。　その
ようなＶＡＳＴ蒸気サイクル構成でもって、ユーザはスプレー式インタークールを備え、
かつタービンのブレードの冷却のために圧縮空気を使用するＶＡＳＴ蒸気サイクルに相対
して効率で約３から４パーセントポイントの増大を予期する。　例えば、ユーザはそのよ
うなＶＡＳＴ蒸気サイクル構成で、それらの方策を伴わないでＴｒａｖｅｒｓｏによって
為された部品の効率とパラメータの想定を備えた約５１％に相対して５０ＭＷおよび１３
００℃で５４％よりも大きい効率を予期する。　すなわち、それらの構成に関すると、サ
イクルの効率で約６％の向上がある。
【０２４７】
　［希釈剤供給システム］
　［希釈剤源］
　［熱的希釈剤／ヒータ］
　多くの実施形態は反応する流体を冷却してエネルギー流体の温度を抑制するために直接
接触式の配分を通じて流体の水を熱的希釈剤として供給することが好ましい。　電子部品
のような冷却用部品は液体の水を使用してそれらを低温に保つことが可能である。　蒸発
器の沸騰水のような他のものは蒸気を形成する。　スーパーヒータは膨張エネルギー流体
から熱を回収するために使用される蒸気を加熱する。
【０２４８】
　いくつかの実施形態は燃焼によって形成された二酸化炭素の一部を熱的希釈剤または希
釈剤の成分として再循環させることで燃焼の温度を抑制する。
【０２４９】
　従来式の希薄燃焼型発電システムは余剰の空気を熱的希釈剤として使用する。　本実施
形態は熱的希釈剤として使用される余剰の空気の大部分を置き換えることで熱効率を向上
させることが好ましい。　いくつかの構成では、ユーザは窒素、二酸化炭素、水蒸気、お
よびいくぶんかの余剰酸素を含めたいくぶんかの燃焼ガスまたは希釈剤回収システムを出
る使用済みガスを熱的希釈剤として再循環させることが可能である。
【０２５０】
　いくつかの実施形態は低い蒸気圧の天然油または合成油を一以上の分散型直接接触器内
の熱的希釈剤として使用する。　いくつかの構成ではフルオロカーボンのような合成の熱
流体が、それらの特殊な特性に関して用途によって要求されるかまたは必要とされるとき
に使用される。
【０２５１】
　いくつかの実施形態では、分散型接触器は少なくとも１つの冷却された（または加熱さ
れた）反応剤および／または生成物を反応中の成分へと供給し、それらを混合することで
温度を抑制する（または押し上げる）。　特に、いくつかの方策は二酸化炭素、水蒸気、
窒素、および／または付随する希ガスのうちの少なくとも一部を含めた使用済みガスまた
は排ガスの一部分を再循環させる。　そのような方策は生成物の分離と精製のシステム、
ならびに反応剤再循環システムを大幅に単純化する。
【０２５２】
　［貯蔵システム］
　いくつかの構成では、ユーザは燃料（例えばＤｉｅｓｅｌ＃２）、熱的希釈剤（例えば
供給水、処理された水）、または酸化剤含有流体（例えば圧縮空気、濃縮空気、および／
または酸素）のうちの一以上のフローを緩衝するために貯蔵システムを設けることが好ま
しい。　この貯蔵システムはタンク、パイプ、リザーバおよびその他の関連した容器を含
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むことが可能である。　タンクは処理された流体または未処理の流体のために供給される
ことが好ましい。
【０２５３】
　正味で正の水収支を供給するが水需要のない構成では、ユーザは従来式のシステム構成
に相対して水供給の貯蔵タンクのサイズを小さくすることが好ましい。　例えば、正の水
収支が達成されるまでの立ち上げに十分な水を供給し、かつ／または正の水収支がもはや
有効ではなくなるとその後はシステムを遮断する。　これらの方策は水供給システムに関
するコストおよび専有面積を大幅に削減する。
【０２５４】
　正味で正の水収支を供給し、水需要を伴う構成では、ユーザは処理された水の供給用貯
蔵タンクのサイズを、ピーク需要期間と閑散期間または水輸送の間、例えば日中の需要ま
たは定期的なタンカーの集配を緩衝するように構成する。
【０２５５】
　［ポンプ］
　従来式の気体の熱的希釈剤と置き換えるために希釈剤流体を供給する工程では、ユーザ
はエネルギー変換システムの中の熱および質量の伝達システム６０００に液体の熱的希釈
剤をポンプ送出することが好ましい。　例えば図１４を参照されたい。　例えば、余剰の
圧縮空気と置き換えるために液体の水を熱的希釈剤および／または冷却剤としてポンプ噴
射する。　ユーザは液体希釈剤を加圧し、その大部分もしくは全部をタービンの上流で酸
化剤含有流体の中に供給するために高効率の液体ポンプを使用することが好ましい。
【０２５６】
　ユーザは液体希釈剤の少なくともいくぶんかを一以上の熱回収部品、例えばエコノマイ
ザ、蒸発器、スーパーヒート器、および復熱器のうちの一以上にポンプ噴射することが好
ましい。　そこからユーザは加熱された希釈剤を、普通ではタービンの上流で酸化剤含有
流体のフローまたはエネルギー流体のフローの中にダクト接続する。　いくつかの構成で
は、ユーザは熱的希釈剤をタービンのブレード、羽根、および壁に供給する。
【０２５７】
　ユーザは最大の容積のための最大の圧力の場所に供給するために必要とされる最大の圧
力を供給するように液体希釈剤の（複数）ポンプをサイズ決定することが好ましい。　例
えば、燃焼器内のエネルギー流体のための最大圧力比と、直接流体接触器を通して希釈剤
を供給するための余剰圧力もしくは差圧と、（複数）ポンプと燃焼器との間の圧力損失に
打ち勝つために十分な圧力との合計である。
【０２５８】
　［希釈剤処理システム］
　［熱的希釈剤のフィルタ処理］
　図２および図１５を参照すると、ユーザは熱的希釈剤がエネルギー変換システム内で使
用される前にそれを処理するために流体処理システム（ＴＲＥ）２３００を設けることが
望ましい。　例えば、必要とされるときにユーザはシステムの中にポンプ噴射される熱的
希釈剤から微粒子を除去するためのフィルタを設けることが好ましい。
【０２５９】
　ＶＡＳＴサイクルがＴｒｉｆｌｕｉｄ燃焼器、酸化剤含有流体中への希釈剤噴霧または
直接接触器のその他の応用を備えて構成される場合、１９１特許出願およびＴｒｉｆｌｕ
ｉｄ反応器特許出願に教示されるように分散型直接流体接触器チューブを通して噴射され
るであろう流体から微粒子をフィルタ除去するように注意が払われることが好ましい。
【０２６０】
　ユーザは、分散型接触器のオリフィスを詰まらせる可能性のある、必要とされるサイズ
よりも大きい微粒子を熱的希釈剤（例えば水）から所望の確率で除去するように最大オリ
フィスのフィルタを流体処理部に設けることが好ましい。　そのような微粒子除去は、タ
ービンを目詰まりさせかねない成分（例えば水中に懸濁した微粒子）を熱的希釈剤から取
り除くことによってシステムに利点を与える。　これは平均のタービン効率と有効性を向
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上させ、保守管理と修理のコストを下げる。
【０２６１】
　［熱的希釈剤の処理］
　高温ガス経路の部品の耐用年数を維持するため、ガスタービンの製造業者は高温ガスの
経路への異物混入の限度を規定することで保証を維持する。　同様の値が高温経路の腐食
を抑制するために推奨される。
【０２６２】
　最大の懸案は微量金属であって、主にバナジウム、ナトリウム、カリウム、鉛、および
カルシウムである。　これらの混入物質は腐食性の燃焼生成物を生じかねず、それは例え
ば硫酸ナトリウム、バナジウム酸ナトリウム、五酸化バナジウムである。　これらの金属
の限度（通常は０．５～２ｐｐｍの範囲）は、通常では、混入物質の各々の考え得る供給
源、すなわち水および燃料について規定される。
【０２６３】
　入口空気または蒸発冷却器からの最少限の持ち込みを提供するための通常のフィルタ処
理および適切な操作でもって、空気供給源は小さく、かつ厳しい環境を除いて通常はその
ような規定の濃度限界の範囲内にある。　統制された市場の天然ガス供給源は懸案となる
に足る量でこれらの微量元素を含むことを知られていない。　従って、フィルタ処理した
空気と天然ガスでもって、そのような混入物質は通常ではＶＡＳＴサイクルに関して主要
な懸案ではなくなる。
【０２６４】
　ほとんどの供給源から得る液体燃料は懸案となる十分に高いレベルの混入物質、特にバ
ナジウムを含む。　従って、微量元素を規定のレベルに削減するための液体燃料の処理は
通常では希釈剤の回収および再使用とは関係なくこれらの異物混入レベルに対処する手助
けをするために含まれる。　回収されるよりも多くの希釈剤が使用されるＳＴＩＧおよび
ＨＡＴサイクルのようなサイクルについては、補給水と回収希釈剤の両方の持続的な処理
が継続的に要求される可能性がある。
【０２６５】
　［ＶＡＳＴサイクル内の希釈剤処理］
　ほとんどのＶＡＳＴサイクルで、膨張器５１００の出口の上流で酸化剤およびエネルギ
ー流体のフローに供給されるよりも多くの希釈剤を回収するようにシステムが構成され、
運転されることが好ましい。　これはほとんどの状況で補給水の必要性を排除する。　Ｖ
ＡＳＴサイクルは再循環に必要とされるよりも多くの水を回収し、他の水の損失を補充す
るための補給水を作り出す（ユーザの水漏れの多い用途での高い水損失がＶＡＳＴサイク
ルの余剰水回収能力を超える状況ではある程度の補給が必要とされる可能性がある）。
【０２６６】
　天然ガスのような清浄な燃料、および良好にフィルタ処理された空気取り入れでもって
、通常のＶＡＳＴサイクルでは回収されて再使用される希釈剤の更なる処理は不要と思わ
れる（表６参照）。　この結論は、あるガスタービン製造業者の発表した異物混入限度の
適用、およびすべての供給源から由来するすべてのガス経路の混入物質が最後には回収さ
れた希釈剤の中にあるという想定（極めて控えめな想定）に基づいている。　フローを見
積もるために使用される一般式は次の通りである。
　［式］　（Ａ／Ｆ）Ｘａ＋（Ｗ／Ｆ）ＸＷ＋Ｘｆ＜表１の限度
【０２６７】
　ここでＸａ、ＸＷ、Ｘｆは空気、水、および燃料それぞれに関する異物混入限度であり
、Ｗは噴射される水の流量であり、Ａ、Ｆは空気および燃料の流量である。
【０２６８】
　この結果は、天然ガスを使用すると燃焼によって十分な余剰希釈剤が作り出され、推奨
されるガス経路異物混入限度を超えないように十分に取り入れ混入物質濃度を希釈するた
めに回収されることを示している。　従って、いくつかの実施形態では、余剰水の放出す
なわち「ブローダウン」による濃度抑制を超えた、混入物質を削減するための更なる希釈
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剤処理は不要とされることが可能である。
【０２６９】
【表６】

【０２７０】
　十分量の混入物質（表７参照）を伴った液体燃料（または気体燃料）が使用される場合
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、または高度に異物混入した取り入れ空気条件が存在する場合、回収される希釈剤の処理
が、フローを所望のレベルまで下げるために要求される。　混入物質を除去するための選
択の処理として混床式脱塩塔が使用されることが可能である。　低い異物混入レベルのせ
いで、再生速度は相応して低いであろう。
【０２７１】
【表７】

【０２７２】
　いくつかの実施形態では、混入物質のレベルを制御するために十分なある程度の希釈剤
を処理するためにユーザが「副流」処理を設けることが更に好ましい。　これは、別の方
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法では処理システムを通してすべての希釈剤を押し進めることを必要とされるであろうポ
ンピング仕事量を削減する利点を提供する。　希釈剤処理コストを下げるために余剰希釈
剤の放出と副流処理との組合せが好ましい。
【０２７３】
　回収される熱的希釈剤を介して膨張器に供給される混入物質のフロー（または濃度）が
多量であり、その濃度を下げることによってライフサイクルコストが削減される場合、ま
たは混入物質のフロー（または濃度）のそのような低下が必要とされる場合、いくつかの
構成でユーザはそれら混入物質を減少させるために処理システム２３００内に希釈剤の更
なる処理を設けることが好ましい。
【０２７４】
　同様に、処理された水が要求されるかまたは必要とされるとき、形成された余剰の希釈
剤のフローを処理することでこれらの濃度を要求されるかまたは必要とされるレベルに下
げることが好ましい。　いくつかの状況では、利用可能な余剰の水は精製されて収益のた
めに販売されることが可能であり、水処理を費用から収入発生源へと切り換える。
【０２７５】
　例えば混床式脱塩塔による水処理が使用されることが可能である。　化学が適している
場合には逆浸透および他のタイプの脱塩塔といった他のタイプの処理が使用されることが
可能である。　これらの処理方法は、それが噴射されるであろう部品、例えばタービンの
ブレード、タービンの羽根、およびシュラウドのうちの一以上を含むことが可能であるタ
ービンの高温経路部品と相容れない化学物質を除去する。
【０２７６】
　ユーザは微粒子負荷を削減するために一以上のフィルタを通して凝縮希釈剤を濾過する
ことが好ましい。　希釈剤の微粒子が分散型接触器のオリフィスに混入することを防ぐた
めに分散型接触器のオリフィスよりも小さいサイズの均一なオリフィスのフィルタを使用
することが好ましい。
【０２７７】
　二重構造の配列のうちの他方のフィルタが使用されているときにフィルタ媒質がオンラ
インで洗浄または交換されることが可能となるように粗いフィルタが二重タイプにされる
ことが可能である。　ある実施形態では１００ミクロンまで下がった自動逆洗フィルタ媒
質フィルタが使用されることが可能である。
【０２７８】
　約１０ミクロンよりも大きい微粒子をフィルタ除去するためにいくつかの実施形態では
細かいフィルタが使用されることが可能である。　これらのフィルタは砂および無煙炭の
ような媒質フィルタを含むことが可能である。
【０２７９】
　いくつかの構成では、後に来るｐＨ調節に先行してユーザは希釈剤凝縮物中のＣＯ２濃
度を下げることが好ましい。　ユーザは再圧縮機を設け、希釈剤中の二酸化炭素を減らす
ため、および／またはシステムの熱的経済性を改善するために必要とされるかまたは要求
されるときに凝縮器の後段の圧力を大気圧未満に引き下げることが好ましい。　いくつか
の構成では、ＶＡＳＴサイクルに設けられる再圧縮機はそれ自体で十分な二酸化炭素除去
を提供する。
【０２８０】
　形成される酸性ガスのいくらかは凝縮した熱的希釈剤で溶解して回収される。　例えば
それは二酸化窒素、二酸化硫黄、および二酸化炭素などのいくらかの部分である。　ＶＡ
ＳＴサイクル燃焼器内の促進された温度制御は燃焼中に形成される窒素酸化物および一酸
化炭素（ＮＯＸおよびＣＯ）の濃度を従来式の関連技術に比較して大幅に低下させ、触媒
燃焼のレベルと同様まで下げる。
【０２８１】
　正味で正の水収支を供給するＶＡＳＴサイクル構成では、これら酸性成分の混入物質の
濃度は、形成された量を放出された水の量で割った値に比例して平衡に至るであろう。　



(66) JP 4489756 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

ユーザはこれらの酸性成分濃度で動作するように十分に耐酸性のある部品からシステムを
構成することが好ましい。
【０２８２】
　酸の処理を必要とするシステムでは、ユーザは酸のフローを処理するために必要とされ
るサイズでイオン交換膜または同様の酸の処理システムを設けることが好ましい。　ユー
ザは、更に少ない混入物質形成が理由で、および形成される余剰の水と共に一部が放出さ
れるので、再循環希釈剤処理システムを従来式のシステムよりも大幅に小さくかつ安価に
サイズ決定することを予期する。
【０２８３】
　更に少ない処理の必要性および更に小さい処理設備に相応して、ユーザは凝縮物を処理
して再循環させるために従来式の関連技術の「湿式」サイクルよりも大幅に少ない時間を
費やすことを予期する。　ほとんどすべての外部補給水の必要性がほとんどの構成で排除
される。
【０２８４】
　［燃焼システム］
　［燃焼チャンバ］
　図２１を参照し、好ましいＶＡＳＴ燃焼器および温度制御方法については１９１特許出
願およびＴｒｉｆｌｕｉｄ特許出願を参照する。
【０２８５】
　［燃焼器出口／タービン入口温度］
　図１を参照すると、ユーザは処理された希釈剤を燃焼器に供給してエネルギー流体の温
度を制御するために希釈剤供給システム２０００を使用することが好ましい。　希釈剤は
、部品類を冷却し、かつ燃焼器へと供給される前にエネルギー変換システム内から熱を回
収するために熱および質量の伝達システムの中で利用されることが好ましい。　伝えられ
るところではタービンのブレードの寿命は、エネルギー流体の温度が１０Ｋ（１８°Ｆ）
下げられるかまたは上げられるかで２倍になるかまたは半分になる。　更に、約１３００
℃の通常のタービン入口温度で、関連技術の温度測定の不確実性は約＋／－１０Ｋである
。
【０２８６】
　ＶＡＳＴサイクルは、燃焼器出口またはタービン入口温度（ＴＩＴ）の度合いを更に正
確に制御するように動作可能な燃焼器を使用することが好ましい。
【０２８７】
　ユーザは、特に希釈剤のフローにわたって高精度の流量制御を備えた燃焼器を構成する
ことが好ましい。　好ましくはＧｉｎｔｅｒのＶＡＳＴ燃焼器、更に好ましくはＴｒｉｆ
ｌｕｉｄ　特許出願および１９１特許出願に教示されるようなＴｒｉｆｌｕｉｄのＶＡＳ
Ｔ燃焼器を供給する。
【０２８８】
　例えば、Ｔｒｉｆｌｕｉｄ　特許出願に開示されたＶＡＳＴ　Ｔｒｉｆｌｕｉｄ燃焼器
は、燃料含有流体および希釈剤含有流体にわたって、特にそれらが液体であるとき、大幅
に更に正確な制御を供給するように使用されることが好ましい。　同様に、ＶＡＳＴ燃焼
器は化学量論に近い条件で動作しながらその一方で残留酸化剤濃度をモニタすることによ
って酸化剤対燃料の比にわたる大幅に更に正確な制御を供給する。
【０２８９】
　本明細書に述べられているように、ユーザは以下の利点、すなわち
　　タービン入口温度の度合い、
　　低減された不確実性、
　　タービン入口温度分布、
　　削減された分布／「プロファイルファクタ」、
　　削減もしくは削除されたライナー冷却、
　　削減された温度分布の不確定性、
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　　更に高い平均温度、
　のうちの一以上を提供するように燃焼器を構成し、かつ熱的希釈剤の流量を制御するこ
とが好ましい。
【０２９０】
　［低減された温度不確実性の横断方向分布］
　この好ましい燃焼器および設けられた流体制御方策で、ユーザは大幅に改善された流体
流量制御、従ってエネルギー流体の温度制御での改善された不確実性を得ることが好まし
い。　更に特定すると、Ｔｒｉｆｌｕｉｄ燃焼器は流体供給の横断方向分布を制御する。
　従って、ユーザはエネルギー流体の中で温度の横断方向分布を構成し、かつ制御するこ
とが可能である。　これはエネルギー流体のピーク温度の度合いと場所を制御する不確実
性に大幅な改善を与える。　Ｔｒｉｆｌｕｉｄ燃焼器は更に、流体流量の一時的変動の制
御を向上させ、従ってエネルギー流体の温度の一時的変動の制御を向上させる。　これら
の特徴は空間的および一時的の両方で削減された温度制御の不確実性を提供する。　それ
らは更に、エネルギー流体を横切る不確定性の横断方向の分布を達成する。
【０２９１】
　［更に高い横断方向温度分布］
　ユーザはエネルギー流体の空間的ピーク温度を所望の可能性の中で望ましいピーク温度
以下に制御することが好ましい。　この望ましいピーク温度は、この温度が超えられるこ
とがない所望の確率に従って、膨張器の高温部の部品の望ましいピーク温度から、エネル
ギー流体内の空間的ピーク温度の一以上の標準偏差を差し引いたものとして規定されるこ
とが好ましい。
【０２９２】
　同様の様式で、ユーザはエネルギー流体内の横断方向温度分布を、膨張器に入る温度の
所望の横断方向分布、例えば、ハブから先端へのタービンブレードを横切る温度プロファ
イルからオフセットされるように構成および制御することが好ましい。　エネルギー流体
内の温度の横断方向分布は更に、膨張器入口温度の望ましい横断方向分布から、温度不確
実性の横断方向分布内の空間的局所の不確実性を望ましく増倍した値を差し引いたものと
して構成されることが好ましい。
【０２９３】
　膨張器入口を横切る不確実性の更に低い横断方向分布を達成することによって、ユーザ
は膨張器に入るエネルギー流体の温度の更に高い許容可能な横断方向分布を構成すること
が好ましい。　そのような温度の更に高い横断方向分布でもって、空間的および一時的に
温度制御に更に高い不確実性を有する関連技術に比べるとエネルギー流体に更に高い平均
温度を達成する。　この更に高い平均温度はエネルギー変換システムに更に高い熱力学的
効率を提供する。
【０２９４】
　［燃焼器冷却システム］
　温かい冷却用流体への冷却は最初に熱に弱い部品類を冷却するために使用されることが
好ましい。　図１９を参照すると、熱に弱い加熱された部品から熱を引き出すために表面
型熱交換器が熱および質量の伝達システム６０００内で使用されることが好ましい。　例
えば、Ｔｒｉｆｌｕｉｄ特許出願に教示されるように、冷却剤は燃焼チャンバを取り巻く
圧力容器へとダクト接続されることが好ましい。　熱の回収を補助するために、断熱が設
けられることで雰囲気条件への熱損失を減少させることが可能である。　例えば、図１９
に示されるように燃焼器冷却システムを断熱材で取り囲む。　ユーザは圧力容器の温度を
約５３３Ｋ（約２６０℃または５００°Ｆ）未満に維持することで共通のＡＳＭＥ規格に
準拠する更に安価な圧力容器部品を利用するように圧力容器冷却システムを設計すること
が好ましい。
【０２９５】
　その後、ユーザは加熱された水を熱的希釈剤として燃焼チャンバ４１００に供給するよ
うに方向付けることが好ましい。　これは燃焼器からの熱損失を大幅に減らす。
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【０２９６】
　ユーザは、Ｔｒｉｆｌｕｉｄ反応器特許出願および１９１特許出願に教示されるように
、追加の熱的希釈剤冷却と共に化学量論に近い燃焼で動作するＶＡＳＴサイクルによって
与えられる抑制された燃焼を扱うことが可能な燃焼器の壁もしくは「ライナー」を設ける
ことが好ましい。　ユーザは、図２１に示されるように、燃焼器のライナーを追加的に冷
却してこの高いグレードの熱を回収するためにライナー冷却システムを追加的に設けるこ
とが可能である。　（複数の）酸化剤流体Ｆ１６０、燃料Ｆ３２０、液体の希釈剤Ｆ２７
６、および気化した希釈剤Ｆ２７５は、普通は燃焼器へと供給され、燃料が燃やされ、エ
ネルギー流体Ｆ４０５が形成される。　燃焼室の周りの冷却システムの中に冷却用流体が
ダクト接続されることで必要な場所で壁の温度が抑制される。　それらはスーパーヒート
状態の蒸気のような更に高温の流体として回収される。　燃焼器の壁の中でそのように加
熱された熱的希釈剤は更に一様な温度プロファイルを提供するために上流で燃焼器の中に
供給されることが好ましい。
【０２９７】
　ユーザは、熱的希釈剤もしくは冷却剤として燃焼器ライナーの壁を通して供給される余
剰の酸化剤含有流体（例えば圧縮空気および／または蒸気）を供給する工程を除外するこ
とが好ましい。　これは、そのようなライナー冷却用の熱的希釈剤でエネルギーガスを冷
却しないことによって燃焼器を横切る温度分布を改善するという利点を与える（すなわち
、更に一様な温度プロファイル、または単一に更に近い「プロファイルファクタ」を与え
る）。　「プロファイルファクタ」を改善することは他方でシステムの熱効率を向上させ
る。
【０２９８】
　改良された構成では、ユーザは燃焼器のライナーの壁を冷却するためにいくつかの構成
で熱的希釈剤を供給する。　そのような燃焼器冷却システムに関する更なる詳細はＴｒｉ
ｆｌｕｉｄ特許出願に特に図２８と図３０を参照して、および１９１特許出願に提供され
ている。　燃焼器のライナーは圧力容器の中に配置されることが好ましく、それにより、
ライナー冷却剤の圧力はライナーを通して希釈剤を供給することに十分であることだけを
必要とする。　例えば、高温の金属を保護するために蒸気が内側に並んだ冷却剤ダクトと
共に使用されることが可能である。　そうでない場合は高温のセラミックが使用されるこ
とが可能である。
【０２９９】
　いくつかの実施形態では、燃焼システムから熱を除去することでシステムを低温に保つ
ために燃焼システム内の輻射シールドが構成されることが可能である。
【０３００】
　必要とされるかまたは要求される場合、ユーザは燃焼チャンバのライナーを冷却するた
めの方法に類似したいくつかの構成で燃焼器－タービン移行ゾーンの壁を冷却するために
熱的希釈剤を供給することが好ましい。　結果的に生じる加熱された希釈剤は、更に一様
な温度プロファイルを供給し、かつエネルギー流体を希釈して冷却するのではなくこの熱
を回収するために上流で燃焼器の中に供給されることが好ましい。
【０３０１】
　［燃料供給システム］
　［燃料源］
　［流体燃料、および希釈剤／ヒータ］
　ＶＡＳＴサイクルの実施形態はＴｒｉｆｌｕｉｄ特許出願および１９１特許出願に教示
され、かつ以下のように広範な流体燃料もしくは流体にされた燃料のうちの少なくとも１
つを使用することが可能なＴｒｉｆｌｕｉｄ燃焼器の実施形態を利用することが好ましい
。　いくつかの実施形態は液体燃料と気体燃料の両方、例えば天然ガスおよびディーゼル
燃料から選択される多数の燃料を供給することが好ましい。　これは燃料価格または利用
可能性の変動から由来する経済的危険性を低減する。　他の構成は多数の液体燃料を使用
することが可能である。　Ｔｒｉｆｌｕｉｄ燃焼器は液体燃料を使用して動的性能を向上
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させることが可能である。
【０３０２】
　いくつかの実施形態は、異なる発熱量の燃料の供給と混合に付随するコストを削減する
ことで燃料、供給、および貯蔵のコストのうちの一以上のパラメータのコスト、燃料処理
のコスト、および重合のような影響を緩和するためのコストを削減するように複数の燃料
を混合する工程を提供する。
【０３０３】
　ポンプ、圧縮機、および制御バルブは流量および必要な圧力を燃焼システムに要求され
るように提供するために選択的に使用される（図２６参照）。（いくつかのケースで、パ
イプラインもしくはタンクからといった外部の燃料供給圧力が適切である場合にいくつか
のポンプまたは圧縮機が削減または削除され得ることに留意すべきである）。
【０３０４】
　［燃料のタイプ］
　本発明のいくつかの実施形態は広範な液体燃料のうちの一以上を使用することが可能で
ある。　それは例えば、
　　航空機燃料、ガソリン、灯油、ディーゼル燃料、重油、バンカーオイル、原油、ター
ルサンド、シェール油、重化石液、石炭由来燃料、および液体天然ガス（ＬＮＧ）を含め
た液体石油燃料および蒸留燃料、
　　ヤシ油、ココナッツ油、大豆油、菜種油、カノーラ油、およびピーナッツ油を含めた
植物油、
　　そのような植物油のエステル、
　　バイオマスまたは化石炭化水素を加熱することによって形成される熱分解燃料、
　　メタノール、エタノール、およびＭＴＢＥを含めた含酸素燃料、
　　液体水素、液体アンモニアを含めた非炭素液体燃料である。
【０３０５】
　本発明の実施形態は広範囲の気体燃料のうちの一以上を使用することが可能である。　
それは例えば、
　　多くの燃料または天然ガス、コールベッドメタン、プロパン、ブタンを含むガスをベ
ースとする石油、
　　石炭、オイルサンドを含めた化石燃料を空気、酸素濃縮空気、または酸素を伴ってガ
ス化することによって作られるプロデューサガスまたは合成ガス、一酸化炭素と水素の量
を変え、メタンおよびその他の炭化水素の追加部分を変えたものを含む重燃料、および場
合によっては残留している未反応燃料および／または窒素および二酸化炭素を含む希釈剤
、
　　空気、酸素濃縮空気、または酸素中でバイオマスをガス化して得られるプロデューサ
ガスまたは合成ガス、
　　水素または他の非炭素気体燃料など、
　　バイオマスから放出される生物ガスまたは他のガス、
　　水を伴う燃料である。
【０３０６】
　いくつかの実施形態は一以上の燃料を伴う流体燃料を与える。　それは例えば、
　　水を溶解するエタノールおよびメタノールのような含酸素燃料、
　　上記の液体燃料のいずれかを伴い、場合によっては乳化剤もしくは界面活性剤、例え
ば「Orimulsion（登録商標）」を伴う水乳化物を含めた燃料の水エマルジョン、
　　水滴を含む燃料および燃料液滴を含む水を含めた燃料を混合された水、
　　噴霧水、水蒸気、または蒸気と混合された気体燃料、
　　上記の燃料の混合物、
　　懸濁された固体燃料である。
【０３０７】
　いくつかの実施形態は固体燃料を酸化剤含有流体で懸濁、同伴、または流動化する。　
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それは例えば、
　　微粉化された褐炭、軟炭粉末、無煙炭粉末を含めた空気中もしくは燃料流体中に同伴
もしくは流動化されたいずれかの微細粉砕された石炭、
　　おが屑、木屑、活性炭屑、小麦粉、籾殻、粉砕トウモロコシ部分などを含めた空気中
もしくは燃料流体中に同伴もしくは流動化されたいずれかの微細粉砕されたバイオマスで
ある。
【０３０８】
　［燃料処理システム］
　図４を参照すると、ユーザは燃料処理設備を設けることで燃料を処理し、それをエネル
ギー変換システムで使用するために調製することが好ましい。
【０３０９】
　［燃料のフィルタ処理］
　１９１特許出願およびＴｒｉｆｌｕｉｄ特許出願に述べられているように、ユーザは供
給される流体燃料から微粒子を取り除くためにフィルタを設けることが好ましい。　分散
型接触器のオリフィスを詰まらせる可能性のある微粒子を所望の確率で除去する最大のオ
リフィスのフィルタを設けることが好ましい。　例えばそれは穿孔された直接接触器内の
オリフィスのサイズの約２／３のサイズのオリフィスを備えた一様なフィルタである。　
そのような微粒子除去は、タービンを目詰まりさせかねない燃料成分を除去することによ
ってシステムに利点を与える。　これは平均のタービン効率および有効性を向上させ、保
守管理と修理のコストを下げる。　塩類を除去するために燃料は洗浄されることが可能で
ある。
【０３１０】
　改良された実施形態では、ユーザは燃料を加熱することで性能を向上させることが可能
である。　液体燃料に関すると、選択された温度範囲に予備加熱する処理は重合およびコ
ークス化という有害な影響を削減することが可能である。　気体燃料については、熱を加
える処理が、燃料供給システムまたは燃焼システムの部品に悪影響を与えかねない同伴水
分を除去することが可能である。　熱は、エネルギー流体、膨張流体、圧縮された酸化剤
流体、加熱された希釈剤流体、または加熱された冷却剤流体のうちの一以上から加えられ
ることが可能である。　燃料は発電機のような内部で加熱される部品を使用して加熱され
ることが可能である。
【０３１１】
　［膨張システム］
　［タービン］
　［タービン膨張比］
　機械的エネルギーまたは電気エネルギーが所望される場合、ユーザは膨張器にエネルギ
ー流体を供給し、エネルギー流体を高圧から低圧へと膨張させることが好ましい。　発電
機を駆動させ、その後、膨張流体を拡散器（または排気筒）へと排気するために機械的エ
ネルギーのいくらかを使用することが可能である（例えば図２３参照）。
【０３１２】
　更に大きなシステムでは、ユーザは図２４に描かれるような一連のいくつかの膨張段を
通してエネルギー流体を膨張させることが好ましい。
【０３１３】
　図２０を参照すると、ユーザは熱および質量の伝達システム６０００によって供給され
る希釈剤を使用し、膨張器の複数の膨張段の中の一以上、あるいは高温部品を冷却するこ
とが好ましい。　例えば、タービンの羽根、タービンのブレード、タービンのシュラウド
、およびタービンのハブのうちの一以上の段である。
【０３１４】
　図８および図２５を参照すると、いくつかの実施形態でユーザは膨張器および凝縮器の
後段で再圧縮機を備えた燃焼器の前段で一以上の圧縮機を組み合わせることが好ましい。
　そうすることによって、タービンの前段の一以上の圧縮機の圧力比の積（ベータｌｐｃ
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、ベータｈｐｃ）を再圧縮機の圧力比（ベータｒｅｃ）で乗じ、取り入れ部と出口との間
の圧力損失の効果を差し引いたものである正味のタービン膨張比（ベータタービン）を達
成することが好ましい。　この方法によって、燃焼器と雰囲気条件との間の従来の圧力比
よりも大幅に高い正味のタービン膨張比を達成する。
【０３１５】
　ＶＡＳＴ－ＷＳサイクルと共に再圧縮機を設けることによって、この総計のタービン膨
張比は、（合計の酸化剤の圧縮比ベータが約１０の際の）約３７から（酸化剤の圧縮比ベ
ータが約４４の際の）約１０２．８に構成されることが好ましい。　その結果、再圧縮機
の追加は超高圧部品を使用することなく合計のタービン膨張比を大幅に上げる。　それは
更に、一層低い温度での圧縮を可能にする。
【０３１６】
　この全体的タービン膨張比は望ましい入口酸化剤圧縮比と近似して変わるように見える
。　再圧縮比は（圧縮器の比約１０の際の）約３．７から（圧縮器の比約４４の際の）約
２．３であることが更に好ましい。
【０３１７】
　ユーザはＶＡＳＴ蒸気サイクル（ＶＡＳＴ－ＷＳ）を伴う所望の、もしくは改善された
性能の達成を補助するように全体的タービン膨張比（ベータタービン）を構成することが
好ましい。　表８、表９、および表１０は合計の酸化剤圧縮比約３０でのＶＡＳＴ水サイ
クル（ＶＡＳＴ－Ｗ）の構成を示している（構成の方法は表１１および図５１に示されて
いる）。　ＶＡＳＴ－Ｗサイクルは、２０００年の米国の平均の産業用ガスおよび電力の
価格でもって約５０ＭＷの産業用タービンに関してほぼ最適の経済収益の構成を提供する
ために約６０の圧力比に調節されることが更に好ましく（表１２、表１３、および表１４
参照）、ここでは他の湿式サイクルと比較するためにＴｒａｖｅｒｓｏとＭａｓｓａｒｄ
ｏによって選択されたパラメータを想定している。　再圧縮機は約１０２．５の組合せの
正味タービン膨張比を与えるために約１．７１の圧力比で構成されることが好ましい。
【０３１８】
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【０３１９】
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【０３２０】
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【０３２２】
【表１２】

【０３２３】
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　このタービン膨張比（ベータタービン）は、約３０の組み合わされた取り入れ圧縮機圧
力比を備えたＶＡＳＴ－ＷＳサイクルについては約７６．１になるように選択されること
が好ましい。　ＶＡＳＴ蒸気サイクル（ＶＡＳＴ－ＷＳ）で、組合せの圧力比は経済的性
能を最適近くに改善するために約２５に調節されることが更に好ましい（圧縮比２５での
ＶＡＳＴ－ＷＳの構成は表１５、表１６、および表１７に示され、構成の方法は表１８お
よび図５２に示されている）。　このＶＡＳＴ－ＷＳサイクルに関する再圧縮機の圧力比
は、組み合わされた正味の膨張比（ベータタービン）約４６．１を与えるために約１．８
１に選択されることが好ましい。
【０３２６】
【表１５】

【０３２７】
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【０３２８】
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【０３３０】
　図３９を参照すると、２以上の圧縮機で、高圧圧縮機から低圧圧縮機はシステムの性能
を向上させるために変えられることが可能である。
【０３３１】
　［余剰水噴射損失ｖｓ．引き込み損失］
　引き込み圧力は一以上の部品を横切って降下し、かつ／または寄生ポンピング損失は実
効酸化剤圧縮比、およびその後、機械的出力を回収するために利用可能な正味のタービン
膨張比を低下させる。　例えばその部品は、取り入れ部の拡散器、取り入れ部の流体フィ
ルタ、取り入れ部の水同伴スプレー、内部圧縮機の水スプレー、中間圧縮機の水スプレー
、中間圧縮機の表面型インタークーラ、拡散器、拡散器を含めた燃焼器の部品、流体供給
と平衡化ゾーン（過渡部分）、スーパーヒータ、蒸発器、エコノマイザ、予熱器、凝縮器
、冷却器、および拡散器のうちの一以上である。　圧力降下を減らすために、ユーザは１
９１特許出願に教示されるように水スプレー式酸化剤取り入れフィルタを構成することが
好ましい。　圧力降下を減らし、かつ熱的性能を向上させるために、１９１特許出願に教
示されるように直接接触型凝縮器を構成することもやはり好ましい。
【０３３２】
　［多軸タービン］
　いくつかの実施形態では、ユーザは第１の圧縮機タービンと第１の圧縮機を１つのシャ
フト上に構成することが好ましい。　電力タービンと発電機を第２のシャフト上に位置決
めすることが好ましい。　ユーザは再圧縮機を、圧縮機タービンおよび圧縮機と共に第１
のシャフト上に構成することが好ましい。　圧縮機－再圧縮機の組合せのスピードを制御
することが可能なモータと共に組合せを構成することが好ましい。　他の構成では、再圧
縮機とモータは別々のシャフト上に構成されることが可能である。
【０３３３】
　そのような組合せは圧縮機－タービンの回転スピードおよびそれに付随する酸化剤含有
流体の流量および燃焼の変更にフレキシビリティを与える。　圧縮機を駆動しなければな
らないわけではないので、電力タービンは用途に要求されるトルクとスピードを供給する
ように構成されることが好ましい。　例えば、それは低スピード用途で極めて高いトルク
を供給するように構成されることが可能である。　同様に、タービンと発電機はグリッド
スピードに比例して別々のシャフト上で固定のスピードで動作することが可能である。
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【０３３４】
　タービンを更に効率的なパラメータの下で動作させるために、少なくとも１つのタービ
ンの回転スピードは上下に変えられることが可能である。　例えば、電力タービンのスピ
ードが、望ましいシャフトスピードに従って調節されることが可能である。　同様に、正
味のタービン膨張比を制御するために再圧縮機のスピードが変えられることが可能である
。
【０３３５】
　いくつかの構成では、ユーザは電力タービンと出力駆動シャフトとの間に調節可能なス
ピードの駆動部を設けることが可能である。　これは所望の出力に関してタービンをその
最良の効率付近に保ちながらその一方でほとんどのスピード変化に対応することを可能に
する。
【０３３６】
　圧縮機タービンの出力は圧縮機のために要求される出力の大きさにされることが好まし
い。　これは圧縮空気の流量当たり１５％のＯ２排気濃度で、従来式の希薄燃焼圧縮機タ
ービンよりも約６５％から約７２％小さいことが可能である。　ユーザが再圧縮機を追加
するとき、圧縮機タービンは第１のシャフト上の２つの圧縮機によって引き出される組合
せ出力の大きさにされることが好ましい。
【０３３７】
　いくつかの実施形態では、ユーザは第３のシャフト上に第２の（低圧の）圧縮機タービ
ンもしくは電気モータを入口の低圧圧縮機と共に構成することが好ましい。　そのような
構成では、ユーザは第１のシャフト上に高圧圧縮機タービンと共に高圧の圧縮機を配置す
るその一方で再圧縮機をこの第３のシャフト上に構成することが好ましい。　高圧圧縮機
タービンと低圧圧縮機タービンもしくは電気モータは、付随する圧縮機によって要求され
る対応した出力に構成される。　ユーザは独立した第２のシャフト上で直接電力タービン
を使用するかまたは発電機を伴って使用するかのどちらかが好ましい。
【０３３８】
　いくつかの実施形態は、中間の駆動部を伴うかまたは伴わずに機械的装置をタービンに
接続する。　機械的装置は圧縮機に加えて少なくとも１つの容器のプロペラ（vessel pro
peller）、サイクルの再圧縮機、サイクルのポンプからなることが可能である。
【０３３９】
　［タービンの正味の比出力］
　いくつかの実施形態では、ユーザは単位質量流量当たりの正味の出力またはタービン膨
張器の「比出力」を上げることが好ましい。　すなわち、タービンの質量流量（ｋｇ／ｓ
）当たりのタービン出力ｋＷ＝（ｋＪ／ｓ）／（ｋｇ／ｓ）＝（ｋＪ／ｋｇ）を上げる。
　同じタービンを通じて作り出される出力を上げることによって、ＶＡＳＴサイクルは所
望の電力を発生させるための資本コストを削減する。　これは１年当たりの使用の時間数
が減少するにつれて電力コスト（＄／ｋＷすなわちエネルギーのコスト、¢／ｋＷｈすな
わち＄／ＭＷｈ）のますます大きな部分となる。
【０３４０】
　ユーザはいくつかの構成で次の特徴および利点、すなわち
　　段当たりのタービン比出力の増大、
　　更に高い比熱容量、
　　更に高い比エンタルピ、
　　所定の出力定格に関して更に低い質量、
　　所定の温度、質量流量、圧力に関して更に高い出力、
　　更に高いピーク比出力、
　　更に高いタービン膨張比、
　を提供するように構成されることが好ましい。
【０３４１】
　［正味のタービン膨張比］
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　いくつかの実施形態では、ユーザはエネルギー流体が膨張させられるタービンの膨張比
を上げることが好ましい。　すなわち、タービン入口での高圧対タービン出口後方での低
圧の比を上げる。
【０３４２】
　いくつかの構成で、ユーザは余剰の酸化剤および圧縮された気体の熱的希釈剤の大部分
を、液体としてポンプ送出される気化可能な希釈剤と置き換える。　従って本明細書に述
べられるように圧縮機とタービンのサイズを変更することが好ましい（例えば圧縮空気の
６５％以上をポンプ送出される水で置き換える）。　これはタービンを通るエネルギー流
体のタービン質量流量当たりの正味のタービン出力あるいは正味のタービン比出力（ｋｇ
／ｓ流量当たりのｋＷすなわちタービン入口で測定したｋＪ／ｋｇエネルギー流体）の極
めて大幅な増大という利点を与える（例えば図４１および図４８参照）。　相応して、こ
れは電力タービンからのトルクを、関連技術と相対して特に低スピードにおいて大幅に増
大させる。
【０３４３】
　例えば、蒸気および水による熱回収を伴うＶＡＳＴ蒸気サイクル（ＶＡＳＴ－ＷＳ）で
、タービン質量流量当たりの正味のタービン出力は、サンプルの産業用５０ＭＷ、１３０
０℃の空気力学的タービンで約３０の空気圧力比ベータ（経済的最適値に近い）の際に約
８４３ｋＪ／ｋｇ（ｋＷ／ｋｇ／ｓ）である。　これは約１０の空気圧力比ベータの際の
約７９１ｋＪ／ｋｇから、約４０の空気圧力比ベータの際の約８５２ｋＪ／ｋｇの範囲に
わたる。
【０３４４】
　同様に、水による熱回収だけを伴うＶＡＳＴ－Ｗ（ＶＡＳＴ水サイクル）で、タービン
質量流量当たりの正味のタービン出力は、サンプルの産業用５０ＭＷ、１３００℃の空気
力学的タービンで約３０の空気圧力比ベータ（経済的最適値に近い）の際に約８４７ｋＪ
／ｋｇ（ｋＷ／ｋｇ／ｓ）である。　これは約１０の空気圧力比ベータの際の約７６４ｋ
Ｊ／ｋｇから、約４０の空気圧力比ベータの際の約８５１ｋＪ／ｋｇの範囲にわたる。　
この正味のタービン比出力は約５８の空気圧力比ベータでは、約８４８ｋＪ／ｋｇへと後
退する。
【０３４５】
　いくつかの実施形態では、ユーザはタービンブレードの空冷を水もしくは蒸気で置き換
えるか、またはタービンブレードの冷却を使用しないことが好ましい。　蒸気および水に
よる熱回収を伴うが空冷を伴わないＶＡＳＴ蒸気サイクル（ＶＡＳＴ－ＷＳ）は約５０か
ら約１０のそれぞれの圧力比ベータについて約４１％から約４４％の更に高い熱的希釈剤
／酸化剤流量（水／空気）の比を達成する。　その結果、この構成は極めて大幅に高い正
味のタービン比出力を達成する。
【０３４６】
　ブレードの冷却を伴わないこのＶＡＳＴ－ＷＳは産業経済的最適値に近い約３０の空気
圧力比ベータの際に約９８０ｋＪ／ｋｇ（ｋＷ／ｋｇ／ｓ）の正味のタービン比出力を達
成する。　この正味のタービン比出力は、約１０の圧力比ベータの際の約９１２ｋＪ／ｋ
ｇから、約５０の圧力比ベータの際の約９９３ｋＪ／ｋｇの範囲にわたる。
【０３４７】
　関連技術との比較によると、最も類似したＨＡＷＩＴサイクルは同様の条件で約６１２
ｋＪ／ｋｇ（ｋＷ／ｋｇ／ｓ）の正味のタービン比出力を有する（すなわち、（複数の）
圧縮機および（複数の）ポンプ内のすべてのポンピング仕事量を差し引いたタービンの総
計出力をタービンから出る流体の質量流量で割ったものである）。　すなわち、ＶＡＳＴ
－ＷＳは更に約３８％高い正味のタービン比出力を有する。　同様に、単一圧力のＳＴＩ
Ｇサイクルは正味のタービン比出力５３３ｋＪ／ｋｇを有する。　これはＶＡＳＴ－ＷＳ
にＳＴＩＧサイクルを上回る約５８％の正味のタービン比出力の利点を与える。　これら
のパラメータは極めて大幅な熱的経済性の利点を提供する。
【０３４８】
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　同様に、ブレードの冷却を伴わず、空冷を伴わないこのＶＡＳＴ－ＷＳに関する９８０
ｋＪ／ｋｇの高い正味のタービン比出力は、この５０ＭＷの産業用空気力学的タービンの
例でＨＡＷＩＴサイクルよりも約６０％高く、ＳＴＩＧサイクルよりも８４％高い。
【０３４９】
　ＶＡＳＴサイクルが、（圧縮機取り入れ部での）追加される熱的希釈剤／酸化剤含有流
体流量（例えば追加される合計水量／合計の圧縮空気流量）の大幅に高い比を利用するこ
ともやはり留意すべきである。　例えば、それは１３００℃のタービン入口温度で空冷さ
れるタービンブレードを伴って算出される実施例については２９％から４０％である。　
４つの関連技術のサイクルの比較によると、ＳＴＩＧ、ＨＡＴ、ＲＷＩ、およびＨＡＷＩ
Ｔは通常の圧力比２０から４０については概して１２％から２３％の範囲にわたる水／空
気比を有する（サイクルの完全な再設計が加えられる追加希釈剤のそれらのレベルを可能
にすることを想定している）。　従って、ＶＡＳＴサイクルは１３００℃で２６％を超え
る添加合計水量／合計圧縮空気流量を与えることが好ましい。　低いタービン入口温度（
ＴＩＴ）では、水／空気のこれらの割合は更に増大する。
【０３５０】
　［タービンの必要条件］
　高温ガスタービンの部品は部品損傷を回避するためにエネルギー流体中のナトリウムお
よびバナジウムといったイオンの低レベルを必要とする。　効率を下げるタービンの羽根
およびブレードの目詰まりを避けるために低レベルの微粒子が好ましい。　これらの有害
な成分は取り入れの酸化剤含有流体、燃料、および熱的希釈剤（例えば圧縮空気、ディー
ゼル燃料、および水）から入来する。
【０３５１】
　［部品の冷却および冷却熱の再循環］
　ユーザは一以上の熱発生部品あるいは電磁気学的制御器に熱的希釈剤による冷却を提供
することが好ましい（図１８および図２２参照）。　例えばそれらは発電機、モータ、機
械的駆動部、ポンプ、軸受け、電磁変換器（例えば変圧器、もしくは可変周波数変換器）
のうちの一以上を冷却することが可能である。　図１８を参照すると、これらは低温部と
して記述され、かつ集められることが可能である。　その後、燃焼およびエネルギー流体
を冷却するためにＶＡＳＴ熱力学サイクルの中に加熱された流体を戻すように方向付ける
ことが好ましい。　そのような冷却剤のフローが部品を通じて普通に失われる熱を回収し
、それにより、燃焼器を出るエネルギー流体の温度を所望の燃焼器出口温度（またはター
ビン入口温度）へと上げるために必要とされる燃料を削減する。
【０３５２】
　タービン－発電機駆動システムは熱損失の極めて大きな発生源である。　いくつかの実
施形態でユーザはこの駆動システムで生じる熱のいくぶんかを回収し、熱的希釈剤を使用
してそれを再循環させることが好ましい。
【０３５３】
　可変速度の電子的電力変換器／制御器は、例えばマイクロタービン発電システムで約９
５％から約９６％の効率を達成する。　その結果、発電機によって作り出される総計出力
のうちの約５％から４％が熱へと変換される。　従来式の電力変換システムは電子式電力
変換器の温度を維持するために空冷を供給する。　送風機の送風電力は大きな寄生損失で
あり、効率の削減である。
【０３５４】
　そうするのではなくＶＡＳＴサイクルで、ユーザはいくつかの構成で電力エレクトロニ
クスを冷却するために液体の熱交換器を設けることが好ましい。　ユーザは電力変換器の
接合部温度を必要な信頼性に従った望ましい、すなわち必要なレベルよりも下に保つよう
に（または故障率を所望のレベルに下げるように）熱交換器を構成し、かつ／または熱的
希釈剤の流量を制御することが好ましい。　ユーザは、望ましい確率で冷却剤のフローを
供給するために余剰のポンプを設けることが好ましい。
【０３５５】
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　そのような方策で、ユーザは電力エレクトロニクスから熱を回収し、凝縮器を出る流体
の温度から電力エレクトロニクスを出る許容可能な温度付近へと熱的希釈剤を加熱する。
　例えば、約２５℃の温度から約３０℃の熱的希釈剤を取り出し、それを最大で約９５℃
から９８℃に加熱する。　それによってユーザは、そうしなければ可変周波数型の電子式
電力変換器から熱として失われる電力の約３．５％から４．５％以上を回収する。
【０３５６】
　ユーザは、集合してエネルギー流体を冷却する熱的希釈剤のフローのうちの一以上にこ
の加熱された熱的希釈剤を供給することが好ましい。　これは、酸化剤含有流体および熱
的希釈剤の温度を望ましい燃焼器出口温度（またはタービン入口温度）に上げるために燃
料として加えられる熱の量を下げる。　好ましくはこの熱を再循環させることによって、
ユーザは熱効率の大幅な増大を達成する。
【０３５７】
　例えば、それは１パーセントポイント以上の等級である。　そのような方策でもって、
ユーザは１００ｋＷのマイクロタービン発電システムで３．５から４．５ｋＷの熱を再循
環することを見込む。　それらは必要となる寄生の送風機電力もやはり削減する。　従っ
てそのようなシステムでは、約３６％から約３７％のそのような１００ｋＷのＶＡＳＴマ
イクロタービン発電システムの効率を向上させることを見込む。
【０３５８】
　そのような構成では、ユーザは、熱交換器の熱的希釈剤中への溶解を削減するために低
溶解性で高伝導度の材料またはコーティングで並べられることが好ましい熱交換器を形成
することが好ましい。　例えば、銅の熱交換器の腐食または溶解を減らすための錫メッキ
またはステンレス鋼のコーティングである。　これは熱的希釈システムの中の銅もしくは
他の異物混入の濃度を減少させ、従ってタービンに流れ込むエネルギー流体からも減少さ
せる。
【０３５９】
　ギアの列は普通では０．５から２％またはそれ以上の損失に結び付く。　いくつかの実
施形態で、ユーザはギア列を冷却してこの熱を回収することが好ましい。　熱的希釈剤を
直接的に流体冷却剤として使用することが好ましい。　他の構成では適切なインタークー
ル剤を使用し、その後にその熱を熱的希釈剤中に回収する。
【０３６０】
　いくつかの構成では、ユーザは潤滑と熱冷却の両方を供給するために熱的希釈剤を使用
することが好ましい。　例えば、熱的希釈剤として使用される高純度脱イオン水はほとん
ど微粒子を含まず、かつ有用な潤滑剤ならびに冷却剤を供給する。　そのような構成では
、ユーザはギア列用に耐腐食性材料を使用することが好ましい。
【０３６１】
　可変速度の機械的駆動部も同様の損失および潤滑の必要性を有する。　いくつかの構成
で、ユーザはこの駆動部を冷却して熱を回収するために熱的希釈剤を使用することが好ま
しい。　適切である場合に駆動部を潤滑させるため、または潤滑剤を熱的希釈剤で冷却す
るために熱的希釈剤を使用することが好ましい。
【０３６２】
　［発電機］
　発電機は導体中を電流が流れることによる大きな抵抗損失がある。　発電機はまたウィ
ンデージ損失（windage loss）を生じる。　発電機は通常空冷されて、熱が取り除かれる
。　発電機の損失は小型交流発電機では５％程度であり、高速の小型永久磁石発電機では
１．５％～２％であり、大型発電機では０．５％～１．２５％に低下する。　変更実施形
態では、発電機熱除去率（すなわち温度）は発電機（交流または直流）の出力電力変化を
実現するように変更してもよい。
【０３６３】
　ユーザは熱希釈剤を回転子および固定子を通して、および／または回転子および固定子
の周囲に送り込んで、それらを冷却し、ある構成での発電機損失のかなりの部分を補償す



(94) JP 4489756 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

ることが好ましい。　ユーザは、電力用電子機器など熱的影響がより強い用途で温められ
る熱希釈剤を用いることが好ましい。　ユーザは、発電機を高温で運転し熱エネルギーを
より効果的に回収し再利用するために、巻線および／または永久磁石に対し高温絶縁被覆
を用いることが好ましい。
【０３６４】
　ガスを用いて発電機回転子を冷却する場合、ユーザは熱交換器を設けることにより、そ
の加熱されたガスから熱を回収することが好ましく、例えば、導体を冷却すると共にウィ
ンデージを低減するために大型発電機の回転子の冷却に用いられる水素を冷却することが
好ましい。
【０３６５】
　［再圧縮機（ＲＣＰ）］
　図２５を参照すると、ユーザは付勢流体を大気圧より低圧になるまで膨張させ、凝縮可
能な希釈剤含有流体の少なくとも一部を凝縮し、次いで非凝縮性部分（non-condensable
）を再圧縮して大気圧に戻すことが好ましい。　この再圧縮機５３００は、いくらかの過
剰な酸素および希ガス（例えばアルゴン）が未凝縮の残留水蒸気で飽和されている状態で
、主に加湿された燃焼生成物上にある使用済み流体に対して作用する、すなわち主として
窒素および炭素の二酸化物に対して作用する。
【０３６６】
　ユーザは、上述のように付勢流体を膨張し再圧縮し、次いで、希釈剤含有流体を加熱お
よび気化した後その流体を膨張段間に噴射することによって膨張流体から更に熱を回収す
ることが好ましい（図２６および図３１参照。）。　これにより、更にいくらかの熱を回
収し、更なる機械的仕事を行うために膨張列（expansion train）に追加のガスを噴射す
る。
【０３６７】
　更なる圧縮が必要である場合は、ユーザは圧縮されているガス質量流量を低減するため
に反応ガスではなく燃焼生成物を再圧縮することが好ましい。　燃焼中、酸化剤は燃料と
反応して二酸化炭素と水分を生成する。　水は熱希釈剤としても使用されることが好まし
い。　生成および追加された水分は凝縮器で凝縮され除去されることが好ましい。　これ
により、反応ガスに比べて燃焼生成物の非凝縮性部分（non-condensable volume）はかな
り低減される（ただし、非凝縮性の希釈ガス、例えば窒素、過剰酸素、およびアルゴンを
含む希ガスの共通流は別である）。
【０３６８】
　例えば、メタン１モルは酸素２モルと反応して、１モルの二酸化炭素および２モルの水
分を生成する。　これにより、非凝縮性ガス分量が３モルから１モルまで約６７％減少す
る。　同様に、ディーゼル燃料の燃焼では、酸素約１８．５モルから、二酸化炭素１２モ
ルと水分１３モルへと減少する。　これにより、非凝縮性の反応および生成物ガスが約３
５％減少する。
【０３６９】
　ユーザは、直接接触の凝縮器で膨張流体を好適に冷却することにより、冷却流体に極め
て近い温度、例えば周囲状態に近い温度を実現することが好ましい。　この温度は典型的
には、高圧圧縮機（ＨＰＣ）１３５０で圧縮される酸化剤含有流体の平均温度より低温で
ある。　従って、上記流体はより緻密であり、より高温の流体を圧縮する圧縮機に比べて
圧縮機のコストは低減される。
【０３７０】
　後でタービン５１００および再圧縮機５３００の前でこのように（いくつかの）圧縮機
を混成で組み合わせることにより、圧縮機のコストならびに労力を低減することが好まし
い。
【０３７１】
　排出流体が冷却され凝縮される実施形態では、ユーザは、膨張流体を放出して大気に戻
すための再圧縮機５３００を追加することが好ましい。　この冷却および凝縮により膨張
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ガスの体積が減少する。　次いで、再圧縮機５３００により、タービンの下流の圧力は大
気圧より低くなる。　ユーザは、この構成を用いて正味の熱力学サイクル効率およびコス
トを改善することが好ましい（図３７、図５０、表１、表１９および表２０参照）。
【０３７２】
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【表１９】

【０３７３】
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【表２０】

【０３７４】
　［液体／ガス流体接触装置］
　ある実施形態では、食料生産、穀物生産、水産養殖、または海洋牧場で、炭素供給物と
して二酸化炭素が豊富な通気路ガスを用いる。　典型的に生成されるVast gas（商標）は
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、排気中約１５％Ｏ２での通常の希薄燃焼における二酸化炭素の３００％分を有している
（例えば表３を参照。）。
【０３７５】
　これらの実施形態から生成された非常に低いＮＯＸ濃度は、そのような用途に大変望ま
しい炭素供給を可能にする。　これにより、野菜、果物または他の園芸産物の熟成加速に
対するＮＯＸの作用が大いに低減される。　他の構成では、熟成を積極的に促進し加速す
る必要がある場合、ユーザは燃焼チャンバ４１００内の温度を高めて積極的にＮＯＸ生成
を促進することが好ましい。
【０３７６】
　排気中の高い湿度は園芸用途には理想的である。
【０３７７】
　他の実施形態では、ユーザは出口ガスから二酸化炭素を分離して、医薬製品、生合成処
理、または他の高炭素含有用途（high carbon application）に二酸化炭素の豊富なガス
を供給する。
【０３７８】
　ある実施形態では、二酸化炭素の豊富なガスまたは豊富にされた二酸化炭素を石油回収
処理におけるフラッディング流体（flooding fluid）として用いることが好ましい。　他
の実施形態では、ユーザは深水、部分的に枯渇した油田、または地質学的な構造体で二酸
化炭素を隔離して、温室効果の進展を緩和する。　上述した実施形態は、二酸化炭素を回
収、利用または隔離するための、より効果的で低コストとなる方法を提供する。
【０３７９】
　［拡散器／スタック］
　ある実施形態では、ユーザは、膨張流体凝縮器７５００を通る冷却剤流れと、再圧縮速
度とについてのパラメータの一方または両方を制御して、再圧縮比を調節することが好ま
しい。　これにより膨張流体Ｆ４２０の圧力および膨張流体のガス温度を制御する。　ユ
ーザは、これらのパラメータを水／燃料比、空気／燃料比および燃料組成について制御す
ることにより、放出された排出流体（または「スタックガス（stack gas」）の露点を調
節することが好ましい。　こうすることにより、ユーザは凝縮器７５００で凝縮された熱
希釈剤の部分を調節する（例えば、水分回収の部分または速度）。　ユーザは、使用済み
流体Ｆ４７５の組成および温度を調節して、その温度が露点または飽和温度を上回るよう
にすることが好ましい。　そのような制御により、ユーザは拡散器またはスタック５９０
０内での凝縮を回避できる。
【０３８０】
　タービン排出ガスを冷却し、熱希釈剤を凝縮し、比凝縮性の使用済み流体を再圧縮する
ことにより、典型的には非飽和のスタックガスが生じる。　そうすることにより、ユーザ
は、典型的な周囲条件下で排出物上に形成される可視煙（visible plume）の大きさを低
減または消滅させる。　ある構成では、ユーザは排出物の露点を制御または低下させ、大
気中に排出物流体が放出されたとき煙が生じないようにしてよい。
【０３８１】
　これにより、環境的に清浄な電力システムに対する地元の公共社会による理解が得られ
る。　また、このことは、都市地域で可視煙の防止を求める規則などの地方規則を順守す
るための手段を可能にする。　これにより、そのようなＶＡＳＴサイクルシステムを、煙
の生成を禁ずる地方都市内に配置することが容易になる。　このことは、煙を防止するた
めに排出物を再加熱する関連技術の方法に比べてより効率的で経済的な煙抑制方法を可能
にする。　再圧縮ＶＡＳＴサイクルにより、スタックガスを再加熱するために燃焼器およ
び燃料を使用する必要なしに上記の利点が実現される。
【０３８２】
　［制御システム］
　本発明のある実施形態は、フィルタの圧力降下、ポンプヘッド、ポンプ速度、圧縮機お
よび／またはブロアの速度、燃焼器の圧力および温度、膨張器の軸トルク、発電機出力な
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どシステムの動作すべてを制御し監視する制御器を備えていることが好ましい。　必要に
応じて回転速度計、圧力計、温度計、流量計など適切なセンサを使用してよい。　制御器
を効果的にフィードバック系に組み込んでよい。
【０３８３】
　制御器は、構成されたＶＡＳＴ熱力学サイクル内で希釈剤の供給を制御するように構成
されることが好ましい。　液体および蒸気の希釈剤の流れは、図２８および図２９に示す
ように熱および低温の付勢流体流を回収するように必要に応じて方向付けされる。　希釈
剤流体または冷却剤流体の流れは同様に、図１８および図２２に示すように、加熱される
または熱を生成する構成部品の温度を制御するように必要に応じて方向付けされる。　制
御器は、燃焼系および膨張系の一以上の高温部品に対する冷却剤または希釈剤の流れを制
御することが好ましい。
【０３８４】
　加熱された希釈剤は、図２８および図２９に示すように、特定された複数の熱利用用途
に向けられてよい。　図８、図１２および図１３に示すように、希釈剤は圧縮されながら
酸化剤含有流体の一以上の流れに対して向けられることが好ましい。　制御器は、関連す
る冷却および温度制御の基準を満足するためにそれらの用途に対して流れを配分すること
が好ましい。
【０３８５】
　ユーザは、加熱された構成部品の温度を選択された設定温度未満に抑えるのに十分な希
釈材流を制御することが好ましい。　熱の影響を受ける部品が積極的に冷却される場合、
ユーザはそれらを各設定温度未満に保持するように希釈剤流れに優先順位を付けることが
好ましい。　温度センサまたは流れセンサなどのセンサを設けて温度または流れ条件を感
知することが好ましい。　希釈剤の流れが必要な温度の制御に十分でない場合、流れを制
御し、かつ電力低下または他の対策を開始することが好ましい。
【０３８６】
　同様に、ある熱的用途では、加熱された希釈剤の最低限の流れが必要となる。　これは
、最低温度より高い温度でしばしば必要となる。　従って、ユーザは、例えば付勢流体か
ら熱を回収する際に望ましい確率で最低温度を確保するために希釈剤または冷却剤の流れ
を制御することが好ましい。　そうするために、タービンの入口温度は、タービン入口温
度設計限界より低く、かつ熱回収システムから出る所望の最低温度を達成するのに十分な
実用的温度より高くなるような所望範囲に制御されることが好ましい。　熱回収用熱交換
器を介する希釈剤流れは、所望の用途に対して所望の程度の加熱および流体温度を達成す
るように制御される流れにより供給されることが好ましい。
【０３８７】
　燃料流は、エネルギー変換システムからの所望の熱的および機械的または電気的なパワ
ーを達成するように制御されることが好ましい。　希釈剤の流れは、電力レベルが変動す
る間タービン入口の温度を所望の温度にまたは所望の範囲内に制御するように調節される
ことが好ましい。
【０３８８】
　温度の影響を受ける構成部品、熱流の温度、および電力レベルを制御する間、ユーザは
、圧縮される酸化剤流体を冷却し、かつ圧縮処理の効率を向上するように酸化剤供給シス
テムに対する希釈剤の部分を形成することが好ましい。　気化された希釈剤が圧縮される
酸化剤流体に噴霧される場合、ユーザは所望の設定レベル未満に供給量を制御することが
好ましい。　供給量は圧縮機のサージを回避するように設定されることが好ましい。　供
給量を調節しかつ液体希釈剤液滴サイズおよび／または温度を調節して、所望の距離内で
希釈剤の蒸発を実現しかつ圧縮機の腐食を軽減または回避するようにしてもよい。　段階
的に冷却を強め、圧縮された酸化剤で飽和に近い条件を達成するために、複数の流れが圧
縮機への入口におよび圧縮機段間に供給されることが好ましい。
【０３８９】
　同様にユーザは、それら他の制御目的を達成しながら特定の電力およびサイクル効率を



(100) JP 4489756 B2 2010.6.23

10

20

30

40

50

向上するように熱回収システム間で残りの希釈剤を形成する。　加熱流体に対する強い需
要がある場合、ユーザは、タービン入口温度を制御し、かつ同様に燃焼器のライナーを冷
却するように、温暖なまたは加熱されていない液体希釈剤を燃焼器に供給してもよい。　
例えば、利用可能な水蒸気を補完するために温暖なまたは低温の水を用い、かつ／または
付勢流体の温度およびタービン入口の温度を制御するため場合により熱水を用いる。　こ
れにより、複数の目的および／または変化する目的を達成するためにエネルギー変換シス
テムを制御する方法が可能になる。
【０３９０】
　［総括］
　以上の説明から、液体希釈剤を用いて熱力学サイクルを形成する新規な手法が本明細書
に記載した一以上の方法を用いて開示されたことが理解されよう。　本発明の構成要素、
技法および態様をある程度の具体性を以って説明したが、本開示の精神および範囲から逸
脱することなく本明細書で述べた上記の具体的構成、構造および方法に多くの変更を行っ
てよいことは明らかである。
【０３９１】
　各寸法が与えられているが、それらは例示を目的とするものであり、規定を行うもので
はない。　もちろん、本明細書で教示または示唆した各長所および利点の一以上のを達成
する目標を考慮して、他の適切な流体組成物、圧力、温度、熱流および電力レベルが効果
的に使用できることを当業者は理解されよう。
【０３９２】
　いくつかの圧縮機、熱交換器、タービン、ポンプ、処理システム、ダクト、バルブ、混
合器、および他の構成要素をいくつかの実施形態に対するいくつかの構成で示したが、こ
れらの構成の組合せを効果的に使用してよく、それには、公称圧縮機サイズ、圧縮機段数
、圧縮比、タービンサイズ、タービン膨張比、段数、熱交換器サイズ、表面型熱交換器か
直接接触型熱交換器、流れ制御の種類および方法、温度制御、電力制御、エンタルピ制御
、ならびに他の寸法およびパラメータを変えて使用できることが含まれる。
【０３９３】
　いくつかの実施形態でタービンが膨張器として使用されているが、往復膨張器（recipr
ocating expander）を含む他の種類の膨張器を使用してもよい。
【０３９４】
　燃料、希釈剤、水、空気、酸素、および酸化剤という用語を使用している場合、当方法
は概ねそれらの流体からなる他の組合せ、または他の反応性流体および非反応性流体から
なる他の組合せに対して適用可能である。　流体の量が関連する場合、当方法は概ね複数
回供給される量および連続的な流体流れを含んで適用可能である。　組立て方法が記載さ
れる場合、様々な代替の組立て方法を効果的に用いて、本明細書で教示または示唆した各
実施形態の一以上の長所または利点を達成する構成を実現できる。
【０３９５】
　横断方向、軸方向、半径方向、円周方向、または他の方向が関連する場合、デカルト座
標系、円筒座標系、球座標系、または他の特殊座標系を含む、曲線座標を用いる任意の汎
用座標系を使用してよいことが理解されよう。　同様に、一以上の横断方向または軸方向
分布またはプロファイルが関連する場合、所望のまたは所定の一以上の曲線座標方向での
空間的制御に対して当構成および当方法が同様に適用されることが理解されよう。　同様
に、接触器、アレイ、装置、またはダクトの方向は、上述の各特徴および方法の効果的な
組合せを実現するように全体として再構成してよい。
【０３９６】
　本発明の構成要素、技法および態様をある程度の具体性を以って説明したが、本開示の
精神および範囲から逸脱することなく本明細書で述べた上記の具体的構成、構造および方
法に多くの変更を行ってよいことは明らかである。
【０３９７】
　本発明の真の精神または範囲から逸脱することなく本発明の様々な変更および応用が当
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業者には思いつくであろう。　本発明は例示目的で本明細書に記載した実施形態に限定さ
れるものではなく、むしろ各要素が該当する均等の範囲すべてを含むことを理解されたい
。
【図面の簡単な説明】
【０３９８】
【図１】全体的な熱および質量の伝達の構成方法およびＶＡＳＴサイクルで使用される可
能な構成を示す概略図である。
【図２】インタークーラ、表面型凝縮器、再圧縮機、および予熱器を備えたＶＡＳＴ水サ
イクル（ＶＡＳＴ－Ｗ）を示す概略図である。
【図３】インタークーラ、直接接触型凝縮器、再圧縮機、および予熱器を備えたＶＡＳＴ
水－蒸気サイクル（ＶＡＳＴ－ＷＳまたはＶＡＳＴＥＡＭ）を示す概略図である。
【図４】加湿装置および復熱器を備えた図３と同様のＶＡＳＴ復熱蒸気サイクル（ＶＡＳ
Ｔ－ＷＳＲ）を示す概略図である。
【図５】単一の圧縮機を備えて抜き出した単純な酸化剤供給システムを示す図である。
【図６】膨張器の高温部に対する処理および場合によって供給される冷却用フローを備え
て抜き出した酸化剤供給システムを示す図である。
【図７】膨張器の高温部に対する処理、多数の圧縮機部品、および考え得る冷却用フロー
を備えて抜き出した酸化剤供給システムを示す図である。
【図８】圧縮機冷却剤システムから出る冷却剤流体でもって考え得るプレクール、インタ
ークールもしくは内部冷却、および後段冷却を備えた酸化剤供給システムの詳細抜き出し
を示す図である。
【図９】表面型熱交換装置を示す概略図である。
【図１０】熱排斥を備えたフロー冷却を示す概略図である。
【図１１】液体－気体接触または直接接触式の熱交換器を示す単純化された図である。
【図１２】希釈剤スプレー前処理部、圧縮機への希釈剤噴射部、および膨張器冷却部を備
えた圧縮機の列を使用する酸化剤供給システムを示す図である。
【図１３】圧縮機への希釈剤噴射部を備えた圧縮機の列の更なる詳細を示す図である。
【図１４】単純な希釈剤／冷却剤供給部を備えた希釈剤供給システムを示す図である。
【図１５】処理部を伴う希釈剤／冷却剤供給部を備えた希釈剤供給システムを示す図であ
る。
【図１６】単純な燃料供給部を備えた燃料供給システムを示す図である。
【図１７】燃料供給部と処理部を備えた燃料供給システムを示す図である。
【図１８】熱発生部品とその冷却システムを示すブロック図である。
【図１９】冷却システム用の選択肢となる断熱および表面型熱交換に関するブロック図で
ある。
【図２０】冷却剤のフローを伴う表面型熱交換システム、または希釈剤を使用する直接接
触型冷却部のうちの一方または両方を備えた膨張器に関するブロック図である。
【図２１】燃料、（複数の）酸化剤流体、液体希釈剤、および気化希釈剤の供給部を備え
た燃焼システム、および燃焼器冷却システムに関するブロック図である。
【図２２】加熱された希釈剤の回収と使用を伴う低温、中温、高温の冷却を示す概略図で
ある。
【図２３】冷却のための希釈剤噴射を伴う単一膨張器型の膨張システムを示す概略図であ
る。
【図２４】表面型熱交換および熱回収を使用する膨張器冷却システムを備えた多重膨張器
型の膨張システムを示す概略図である。
【図２５】膨張から準大気圧への変化、希釈剤回収、および再圧縮を伴う膨張システムを
示す概略図である。
【図２６】中間ステージの蒸気噴射、希釈剤回収と再圧縮、および蒸気噴射を伴う膨張シ
ステムを示す概略図である。
【図２７】膨張流体から処理後の液体希釈剤へと熱を回収するエコノマイザを示す概略図
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である。
【図２８】熱を回収し、温水、熱水、蒸気、およびスーパーヒート状態の蒸気をユーザ用
途および／または燃焼器へと供給するように動作可能なエコノマイザ、蒸発器、およびス
ーパーヒータを示す概略図である。
【図２９】熱を回収し、温水および／または蒸気をユーザ用途および／または燃焼器へと
供給するように動作可能なエコノマイザ、蒸発器、およびスーパーヒータを示す概略図で
ある。
【図３０】圧縮機用のインタークールシステムの熱および質量の伝達システムの部分を示
す概略図である。
【図３１】エコノマイザ、蒸発器、および膨張器のインタークールシステムを使用する熱
および質量の伝達システムの部分を示す概略図である。
【図３２】復熱器、アフタークーラ、加湿装置、エコノマイザ、蒸発器、およびスーパー
ヒータを使用する熱および質量の伝達システムを示す概略図である。
【図３３】復熱器、アフタークーラ、加湿装置、２つのエコノマイザ、蒸発器、およびス
ーパーヒータを使用する熱および質量の伝達システムを示す概略図である。
【図３４】冷却剤システムでの表面型凝縮による熱および質量の伝達システムを示す概略
図である。
【図３５】直接接触型凝縮器および冷却剤システムによる熱および質量の伝達システムを
示す概略図である。
【図３６】冷却剤システムの中に地域暖房を伴った、表面型凝縮による熱および質量の伝
達システムの希釈剤回収を示す概略図である。
【図３７】ＶＡＳＴ－Ｗ、ＶＡＳＴ－ＷＳ、および関連技術の「湿式」サイクル導入の資
本コスト比較を示すグラフである。
【図３８】ＶＡＳＴ－Ｗ、ＶＡＳＴ－ＷＳ、および関連技術のサイクルの内部収益率ｖｓ
．ＬＨＶサイクル効率を示すグラフである。
【図３９】５０ＭＷ、１３００℃でのＶＡＳＴ－Ｗ、ＶＡＳＴ－ＷＳ、ＶＡＳＴ－ＷＳＲ
、および関連技術のサイクルのＬＨＶサイクル効率ｖｓ．正味出力対圧縮機空気流量の比
を示すグラフである。
【図４０】５０ＭＷ、ＴＩＴ＝１３００℃でのＶＡＳＴおよび関連技術のサイクルのＬＨ
Ｖサイクル効率ｖｓ．正味出力対タービン流量の比を示すグラフである。
【図４１】５０ＭＷ、ＴＩＴ＝１３００℃でのＶＡＳＴおよび関連技術のサイクルの正味
出力当たりの水流量ｖｓ．水対取り入れ空気の比を示すグラフである。
【図４２】５０ＭＷのＶＡＳＴ－Ｗ、ＶＡＳＴ－ＷＳ、および関連技術のサイクルに関す
る正味出力対タービン流量の比ｖｓ．相対的空気／燃料のラムダ比を示すグラフである。
【図４３】５０ＭＷ、ＴＩＴ＝１３００℃でのＶＡＳＴおよび関連技術のサイクルの内部
収益率ｖｓ．相対的空気／燃料のラムダ比を示すグラフである。
【図４４】５０ＭＷ、ＴＩＴ＝１３００℃、ラムダ１．０５でのＶＡＳＴおよび関連技術
のサイクルに関する圧縮機の補給水対燃料の比ｖｓ．圧力比ベータを示すグラフである。
【図４５】５ＭＷ、ＴＩＴ＝１０００℃でのＶＡＳＴおよびＳＴＩＧサイクルに関する蒸
気要求「Ｑ」対正味出力の比ｖｓ．合計熱要求「Ｑ」対正味出力の比を示すグラフである
。
【図４６】５ＭＷ、ＴＩＴ＝１０００℃でのＶＡＳＴ－Ｗ、ＶＡＳＴ－ＷＳおよび関連技
術のＳＴＩＧサイクルのＬＨＶコージェネレーション効率ｖｓ．合計熱要求「Ｑ」対正味
出力の比を示すグラフである。
【図４７】ＶＡＳＴ蒸気サイクル（ＶＡＳＴ－ＷＳ）の膨張器圧力比と個別圧縮機圧力比
ｖｓ．空気圧縮機圧力比を示すグラフである。
【図４８】正味出力対タービン流量ｖｓ．水対空気の比を示すグラフである。
【図４９】ＶＡＳＴサイクルの様々な構成に対して内部収益率％ｖｓ．ＬＨＶサイクル効
率を示すグラフである。
【図５０】膨張比ｖｓ．再圧縮機圧力比対圧縮機圧力比の比を示すグラフである。
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【図５１】熱力学的ＶＡＳＴ水サイクルの構成に関する構成方法を示すフロー図である。
【図５２】熱力学的ＶＡＳＴ水サイクルの構成に関する構成方法を示すフロー図である。
【図５３】関連技術の蒸気噴射ガスタービン（ＳＴＩＧ）サイクルを示す概略図である。
【図５４】関連技術のインタークール式のRecuperated Water Injection（ＲＷＩ）サイ
クルを示す概略図である。
【図５５】関連技術のHumid Air Turbine（登録商標）（ＨＡＴ（登録商標））サイクル
を示す概略図である。
【図５６】関連技術のHumid Air Water Injected Turbine（ＨＡＷＩＴ）サイクルを示す
概略図である。
【符号の説明】
【０３９９】
１０００　酸化剤供給システム
１２００　酸化剤流体処理部
１３００　酸化剤流体圧縮機
１３１０　第１の圧縮機
１３５０　高圧圧縮機
１７００　直接接触型熱交換器
１９００　表面型熱交換器
２０００　希釈剤供給システム
２０１０　希釈剤処理システム
２２００，７８００　ポンプ
２３００　希釈剤処理部
３０００　燃料供給システム
４０００　燃焼システム
４１００　燃焼チャンバ４１００
５０００　膨張システム
５０２０　膨張器冷却システム
５１００　タービン
５３００　再圧縮機
５９００　拡散器
６０００　質量の伝達システム
６０１０　希釈剤回収システム
６０２０　希釈剤熱交換サブシステム
６１８０　混合器
６３１０，６３２０，６３４０，６３５０，６３５１，６３６０，６３７０，６４１０，
６４５０，６４６０，６４７０，６４８０，６４９０　スプリッタバルブ（フロースプリ
ッタ）
６５００　熱交換器エコノマイザ
６５１０　第２のエコノマイザ
６６００　分離型蒸発器
６７００　分離型スーパーヒータ
６８００　復熱器
６９００　アフタークーラ
７１００　予熱ヒータ
７３００　充填層加湿装置
７４００　表面型凝縮器
７５００　直接接触凝縮器
７６００　冷却装置
８５００　希釈剤放出部
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