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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ガスタービン（１００）内に生じる燃焼室脈動を低減するためのダンパ配列において、
　ガスタービンは、少なくとも１つの圧縮機（１０３）と、該圧縮機の下流に接続された
一次燃焼器（１０１）とを備え、
　該一次燃焼器の高温ガスは、少なくとも中間タービンへ、且つ二次燃焼器（１０２）へ
提供され、該二次燃焼器の高温ガスは、別のタービンへ、又はエネルギ回収部へ提供され
、
　少なくとも１つの燃焼器ライナ（１１６）は、前記一次燃焼器（１０１）と前記二次燃
焼器（１０２）との間に空気を噴射する空気通路（１１４）を有し、
　空気通路のうちの少なくとも１つはダンパネック（１１３）として形成されており、
　該ダンパネックはダンパ体積（１１２）に接続されており、
　該ダンパ体積は、圧縮機空気プレナムと前記空気通路との間に延びる接続ダクト（１１
１）の一部であることを特徴とする、ダンパ配列。
【請求項２】
　前記一次燃焼器及び前記二次燃焼器は、缶形構造で配置されている、請求項１記載のダ
ンパ配列。
【請求項３】
　前記一次燃焼器は、環状構造で配置されており、前記二次燃焼器は、缶形構造で配置さ
れている、請求項１記載のダンパ配列。
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【請求項４】
　前記一次燃焼器は、缶形構造で配置されており、前記二次燃焼器は、環状構造で配置さ
れている、請求項１記載のダンパ配列。
【請求項５】
　前記一次燃焼器及び前記二次燃焼器は、環状構造で配置されている、請求項１記載のダ
ンパ配列。
【請求項６】
　前記空気通路及び／又は前記ダンパネックは、円形、楕円形、スロット状、矩形、三角
形、又は多角形の流過断面を有する、請求項１から５までのいずれか１項記載のダンパ配
列。
【請求項７】
　ダンパネックは、前記燃焼器ライナに対して周方向で配置されている、請求項１から６
までのいずれか１項記載のダンパ配列。
【請求項８】
　前記ダンパネックは、前記燃焼器ライナの表面に互いに離間して複数の列で配置されて
いる、請求項１から７までのいずれか１項記載のダンパ配列。
【請求項９】
　少なくとも１つの前記ダンパ体積が、前記燃焼器ライナに対して周方向で配置されてい
る、請求項１から８までのいずれか１項記載のダンパ配列。
【請求項１０】
　前記ダンパネックは、隣接する前記ダンパ体積又は前記ダンパ体積の外側から、前記燃
焼器ライナ又は前記空気通路までの空間を半径方向にブリッジしている、請求項１から９
までのいずれか１項記載のダンパ配列。
【請求項１１】
　前記ダンパネックは、前記燃焼器ライナと同一平面を成して配置されているか又は燃焼
室の内部へ突入している、請求項１から１０までのいずれか１項記載のダンパ配列。
【請求項１２】
　燃焼室の内部に配置された前記ダンパネックの部分は、直線的な向き又は屈曲した向き
を有する、請求項１１記載のダンパ配列。
【請求項１３】
　前記一次燃焼器及び／又は前記二次燃焼器は、少なくとも１つの予混合バーナを有する
、請求項１から１２までのいずれか１項記載のダンパ配列。
【請求項１４】
　前記ダンパネックは、以下の寸法又は関係を有する：
　長さ＞＝５ｍｍ
　断面積＞５ｍｍ2
　全ての断面積の合計は、ダンパ配列の上流の燃焼器生成物のための流れ面積の５～５０
％である、請求項１から１３までのいずれか１項記載のダンパ配列。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃焼室内への希釈空気の噴射を行うガスタービンを運転する方法に関する。
本発明は、加えて、燃焼室内への希釈空気の噴射を行うガスタービンを運転する方法を実
施するためのガスタービンに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ガスタービンの燃焼室内への希釈空気の噴射は、好適には、バーナの下流において行わ
れる。
【０００３】
　ガスタービン機関のＣＯエミッションは、環境を保全するために、減じられる必要があ
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る。このようなエミッションは、ＣＯからＣＯ2への酸化を保証するために燃焼室におけ
る十分な時間がないとき、及び／又は燃焼室における低温領域との接触によりこの酸化が
局所的に減衰されるときに、出現することが知られている。部分負荷条件下では燃焼温度
がより低く、ＣＯ及びＣＯからＣＯ2への酸化がより遅くなるので、ＣＯエミッションは
、通常、このような条件下で増大する傾向がある。
【０００４】
　低エミッションの他に、安定した燃焼プロセスが保証されなければならない。このよう
なガスタービンにおける燃焼プロセスは、ダイナミックな連結につながることができる。
ガスタービン缶形燃焼器若しくは環状燃焼器のこのようなダイナミックな又は熱音響的な
連結は、強い脈動、特に強い低周波脈動につながることがあり、これは、燃焼器の安定性
及び寿命に負の影響をもたらす。これは、寿命の短縮、又は極端な場合には、ガスタービ
ンの機械的故障につながることがある。熱音響的脈動を軽減するために、例えば米国特許
出願公開第２０１０／０３１３５６８号明細書に記載されているように、ダンパ又は共振
器が燃焼室に取り付けられる及び／又は燃料供給の段階付けが行われる。低周波ダンパは
大きな体積を必要とするので、この解決手段は好ましくない。燃料段階付けは、局所的な
ホットスポット（ＮＯｘエミッションにつながる）及び局所的なコールドスポット（付加
的なＣＯエミッションにつながる）の発生により、エミッション性能に不利な影響をもた
らす。
【０００５】
　ＣＯエミッションの減少自体は、ガスタービンのパーキングポイントにおけるガスター
ビン負荷を低下させることに投資される。これは、ＣＯ2エミッションが低減されること
により環境的影響を低減し、機関パーキング中の燃料消費を少なくすることにより全体的
な電気コストを低減する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１０／０３１３５６８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　発明の概要
　本発明は、ロータの周囲に配置された環状燃焼室及び／又は複数の缶を備え、それぞれ
、電力が増大され、かつＣＯエミッションが低減された運転を可能にする単一燃焼領域又
はシーケンシャル燃焼を行う、ガスタービンを運転する方法を提案するという目的に基づ
く。この場合、圧縮機の後に、環状燃焼室又は複数の缶から成る燃焼器セクションが続い
ている。これらの缶内において、一次燃焼器の後に二次燃焼器が続いている。これらの２
つの燃焼器の間において、空気が噴射されてよく、これにより、二次空気の入口温度を制
御し、ひいてはそこに噴射される燃料の自己点火時間を制御する。最後に、高温の燃焼ガ
スがタービンに供給される。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　このような燃焼室の中心的特徴は、シーケンシャル燃焼法の部材としての一次燃焼器の
高温燃焼生成物内への低温空気の噴射である。二次燃焼器の燃焼運転は均一な入口流を必
要とするので、混合の質が決定的である。少なくとも、前記空気の一部を圧縮機出口プレ
ナムから噴射することができる。
【０００９】
　これは、大きな圧縮機プレナムと燃焼器室との間に少なくとも１つの接続ダクトが存在
する（一次燃焼器を通じた供給ではない）ことを意味する。本発明によれば、このような
噴射空気は、圧縮機プレナムの体積に応じて接続ダクトを、システムが音響的ダンパとし
て作用するように設計することができるという未知の認識につながる。
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【００１０】
　噴射ダクトがダンパネックの機能を果たすのに対して、圧縮機プレナム若しくは圧縮機
プレナムのセクションは、ダンパ体積として作用する。結果的な減衰効率は高く、極めて
大きく、低周波に対処することができる。
【００１１】
　加えて、本発明の課題は、簡単に提供されかつ容易に運転されるダンパ配列によって改
良された減衰特性を達成することを可能にする、ガスタービン内に生じる燃焼室の脈動を
低減するためのダンパ配列を提供することである。加えて、燃焼室の公知のジオメトリに
おいて実質的な妨害なしに比較的大きなダンパ体積が使用可能であるべきであり、このよ
うな比較的大きなダンパ体積は、これまで達成不可能であった減衰特性を有する。
ダンパに衝突する音響的エネルギは、ダンパネック内の流れの振動を生じる。希釈空気穴
から出るジェットのこの結果的な増幅は、高温で提供されるときも、低温で提供されると
きも、空気の混合を高める。
【００１２】
　内側ライナにおける１つ以上の周方向で配置されたセクションに、複数の空気穴若しく
は通路を提供することができる。空気穴は、内側ライナの壁厚さを貫通した開口の形式で
あることができる。空気穴は、あらゆる適切な横断面寸法又は形状を有することができる
。例えば、空気穴は、円形、楕円形、スロット状、矩形、三角形又は多角形であることが
できる。同じ設計が、ダンパネックの流過横断面にも当てはまる。
【００１３】
　各空気穴は、燃焼器ライナの周方向セクションに沿って実質的に一定の断面積を有する
ことができるか、又は空気穴のうちの少なくとも１つの断面積は、その周方向セクション
の少なくとも１つの部分において変化していることができる。
【００１４】
　空気穴は、互いに実質的に同じであってもよく、又は空気穴のうちの少なくとも１つは
、上述の態様のいずれかを含む１つ以上の態様において提供されてもよい。
【００１５】
　各空気穴は、燃焼器ライナの外側に周方向又は準周方向又は環状に外側に配置されたダ
ンパ体積のそれぞれ少なくとも１つと直接的に及び／又は間接的に流体接続していること
ができる。
【００１６】
　外側ダンパ体積から空気穴への空間のブリッジを、ダンパネック、管又は毛細管によっ
て引き受けることができる。前記ダンパエレメント、すなわちダンパネックは、内側ライ
ナと同一平面を成すように配置されているか、又は燃焼器の内側ライナよりも突出してい
ることができる。後者の場合、空気は、それぞれのダンパ体積から直接的に及び／又は少
なくとも１つの横方向開口を通じて、管状のダンパネックに沿って燃焼器室へ流れる。
【００１７】
　上述のように、ダンパネックはあらゆる適切な形式で配置することができる。幾つかの
例では、ダンパネックは、燃焼器ライナの表面に、離間させられた複数の列で配置するこ
とができる。
【００１８】
　例えば、ダンパネックの第１の列に関連した複数の冷却通路を、冷却通路としてのそれ
らの入口がダンパネックの上流に配置されるように配置することができ、例えば、ダンパ
ネックの第２の列に関連した冷却通路を、ダンパネックの下流に配置することができる。
「上流」及び「下流」という用語は、燃焼器室内の流体流れの方向に関して使用されてい
る。
【００１９】
　ダンパ機能による管を、空気流体を燃焼器室内へ導入するために配置された角度づけら
れたインジェクタとして配置することができ、あらゆる適切な形式で向けることができる
。１つの実施の形態では、インジェクタを燃焼器室の水平方向に向けることができる。別
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の実施の形態では、１つ以上のインジェクタを、１つ以上の他のインジェクタとは異なる
方向に向けることができる。
【００２０】
　本発明は、隣接するダンパ体積に基づく使用に全く制限されない。ダンパ体積の適切な
設計があれば、これらの体積は同様に、内側ライナとその他のケーシングプレナムとの間
に形成された空間において実現されてもよい。
【００２１】
　一次燃焼器及び二次燃焼器という用語は、流路に配置された燃焼器の順序を意味し、す
なわち、二次燃焼器は一次燃焼器の下流に配置されている。二次燃焼器における放熱又は
燃焼させられる燃料の量は、一次燃焼器における放熱又は燃焼させられる燃料の量よりも
多くても、等しくても、又は少なくてもよい。
【００２２】
　発明が典型的な実施の形態に基づき図１から図５に概略的に示されている。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１ａ】缶形構造におけるシーケンシャル燃焼を使用する一般的なガスタービンを示す
図である。
【図１ｂ】環状構造におけるシーケンシャル燃焼を使用する一般的なガスタービンを示す
図である。
【図２ａ】缶形構造における単純なダンパ配列を示す図である。
【図２ｂ】環状構造における単純なダンパ配列を示す図である。
【図３ａ】缶形構造におけるシーケンシャル燃焼を使用する別の一般的なガスタービンを
示す図である。
【図３ｂ】環状構造におけるシーケンシャル燃焼を使用する別の一般的なガスタービンを
示す図である。
【図４ａ】缶形構造における二重ダンパ配列を示す図である。
【図４ｂ】環状構造における二重ダンパ配列を示す図である。
【図５】ａ～ｄは、様々なダンパエレメントを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　このようなガスタービンの概略的な図が例えば図１ａに示されている。この場合、圧縮
機の後に、複数の燃焼器缶から成る燃焼器セクションが続いている。缶形構造は、タービ
ンシャフトの円周の周囲に環状配列で配置された複数の燃焼器缶を含む。単一の燃焼器は
、各缶の個々の燃焼運転を可能にすることができ、これは、燃焼プロセス中の個々の缶の
間の有害な相互作用とならない。
【００２５】
　図１ａは、複数の燃焼器缶を含むガスタービン１００を示す。燃焼器缶は、本発明によ
る方法を実施するためのシーケンシャル燃焼領域若しくは燃焼器１０１，１０２を含む。
さらに、ガスタービンは、基本的に、圧縮機１０３、少なくとも１つのバーナ１０４、及
び少なくとも１つのタービン１０５を含む。燃焼器缶に沿って、中間タービン（図示せず
）を配置し、加えて、このタービンの下流に第２のバーナシステム（図示せず）を配置す
ることが可能である。
【００２６】
　通常、ガスタービンシステムは、発電機（図示せず）を含み、この発電機は、ガスター
ビンの低温端部において、すなわち圧縮機１０３において、ガスタービン１００のシャフ
ト１０６に連結されている。一次燃焼器１０１及び二次燃焼器１０２は燃焼器缶形構造に
おいて作動するが、前記中間タービンは選択的である。
【００２７】
　燃料は、第１の燃料噴射部１２３を通じて一次燃焼器１０１へ、第２の燃料噴射部１２
４を通じて二次燃焼器１０２へ噴射される。
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【００２８】
　これらの燃焼器缶内において、一次燃焼器の後に二次燃焼器が続いている。これらの２
つの燃焼器の間において、空気が噴射されてよく、これにより、二次燃焼器の入口温度を
制御し、ひいては第２の燃料噴射によってそこに噴射される燃料の自己点火時間を制御す
る。最後に、高温の燃焼ガスはタービン１０５内へ、又は中間タービン又は第１のタービ
ン内へ直接的に供給される。
【００２９】
　二次燃焼器１０２が作動するやいなや、付加的な燃料（図示せず）が一次燃焼器１０１
の高温ガスに付加される。高温ガスは、後続のタービン１０５において膨張させられ、仕
事を行う。排ガス１０７を、有利にはコンバインドサイクル発電プラントの排熱ボイラ又
は別の排熱用途に供給することができる。
【００３０】
　１つ以上の燃焼器缶を、環状燃焼器として、例えば、多数の個々のバーナ１０４を備え
て構成することができる。これらのバーナ１０４のそれぞれには、燃料分配システム及び
燃料供給部を通じて燃料が供給される。
【００３１】
　これらの発見に基づき、缶形構造において（高圧タービンを備える又は高圧タービンを
備えない）シーケンシャル燃焼において作動する機関の機能についての概念を予測するこ
とができる。
【００３２】
　シーケンシャル燃焼に関して、燃焼器の組合せを以下のように配置することができる：
少なくとも１つの燃焼器は、缶形構造として構成され、少なくとも１つの作動するタービ
ンを備える。
【００３３】
　両方とも、一次及び二次燃焼器は、シーケンシャル缶－缶形構造として構成され、少な
くとも１つの作動するタービンを備える。
【００３４】
　一次燃焼器は、環状の燃焼室として構成されており、二次燃焼器は、缶形構造として構
成されており、少なくとも１つの作動するタービンを備える。
【００３５】
　一次燃焼器は缶形構造として構成されており、二次燃焼器は、環状燃焼室として構成さ
れており、少なくとも１つの作動するタービンを備える。
【００３６】
　両方とも、一次及び二次燃焼器は、環状の燃焼室として構成され、少なくとも１つの作
動するタービンを備える。
【００３７】
　両方とも、一次及び二次燃焼器は、環状の燃焼室として構成され、中間の作動するター
ビンを備える。
【００３８】
　従って、缶形構造のためのＣＯエミッションに関して、個々の缶の間の相互作用は、最
小限又は不存在である。その上、環状概念の場合のＣＯに影響することが知られるスプリ
ット平面における漏れは、缶形機関の場合のＣＯに影響しない。なぜならば、この構造の
場合、燃焼器内へのスプリットライン漏れは、移行片の最後の端部においてのみ存在する
からである。したがって、缶態様の場合、前記概念は、環状機関構造の場合よりもさらに
有効である。
【００３９】
　ダンパ方法を実施するための上述の概念によるガスタービンは、発明の主体である。
【００４０】
　燃焼缶のための又は環状燃焼室のための予混合バーナ（欧州特許出願公開第０６２０３
６２号明細書参照）が設けられている場合、これらは、好適には、欧州特許出願公開第０
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３２１８０９号明細書及び／又は欧州特許出願公開第０７０４６５７号明細書による燃焼
プロセス及び対象物によって形成されるべきであり、これらの文献は本記載の一体的部分
を形成している。特に、前記予混合バーナは、全ての種類の液体及び／又は気体燃料を用
いて作動させることができる。すなわち、個々の缶内に様々な燃料を提供することが容易
に可能である。これは、予混合バーナを、様々な燃料を用いて同時に作動させることがで
きることも意味する。
【００４１】
　第２の又は後続の燃焼器は、好適には、欧州特許出願公開第０６２０３６２号明細書又
は独国特許出願公開第１０３１２９７１号明細書によって提供され、これらの文献は本記
載の一体的部分を形成している。
【００４２】
　加えて、以下に言及される文献も本記載の一体的部分を形成している。
【００４３】
　欧州特許第０３２１８０９号明細書は、接線方向の空気入口スロットと、気体及び液体
燃料のための供給チャネルとを有する完全なボディを構成する中空の部分円錐ボディから
成るバーナに関し、中空部分円錐ボディの中心軸線は、流れ方向で増大する円錐角を有し
、長手方向で互いにずれて延びている。燃料ノズルであって、その燃料噴射は、部分円錐
ボディの互いにずれた中心軸線の接続線の中間に配置されている燃料ノズルは、部分円錐
ボディによって形成された円錐形内部におけるバーナヘッドに配置されている。
【００４４】
　欧州特許第０７０４６５７号明細書は、燃焼空気流と、燃料の噴射のための手段とのた
めの、実質的に欧州特許第０３２１８０９号明細書によるスワール発生器と、前記スワー
ル発生器の下流に設けられた混合経路とから実質的に成る、発熱器のバーナ配列に関し、
前記混合経路は、前記移行ダクトの下流に接合した、前記混合経路の流れ横断面内への、
前記スワール発生器に形成された流れの引渡しのために、流れ方向で経路の第１の部分内
に延びたトランザクションダクトを有する。
【００４５】
　さらに、与えられた滞留時間における燃料空気混合を改良するために、燃料の自動点火
を利用する、ガスタービン再熱燃焼器内での使用のための燃料インジェクタが提案されて
いる。示された第２の燃料噴射は、例えば燃料ランスであることができる。しかしながら
、例えばフルート、若しくはひだなどの渦発生器を備えた流線形ボディなどの、二次燃焼
器のための公知のあらゆるタイプの燃料噴射を使用することができる。加えて、振動する
気体燃料噴射を備えたこのインジェクタの以下の特定の実施の形態が考えられる。
【００４６】
　振動する気体燃料は、クロスフロー構成の意味において酸化剤の流れに対して垂直に噴
射される。
【００４７】
　振動する気体燃料は、インライン構成の意味において酸化剤の流れに対して平行に噴射
される。
【００４８】
　振動する気体燃料は、酸化剤の流れに対して０°～９０°の傾斜角度で噴射される。
【００４９】
　シーケンシャル燃焼を備えたガスタービングループにおいて部分負荷運転を確立する方
法に関する欧州特許出願公開第０６４６７０５号明細書、２つの燃焼器室が装備されたガ
スタービンプラントを制御するための方法に関する欧州特許出願公開第０６４６７０４号
明細書、部分負荷運転を提供するときに、２つの燃焼器室が装備されたガスタービングル
ープを運転する方法に関する欧州特許出願公開第０７１８４７０号明細書も、本記載の一
体的部分を形成している。
【００５０】
　圧縮空気１０８の一部は、高圧冷却空気として抜き取られ、この高圧冷却空気は、第１
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の及び／又は二次的な燃焼器への冷却空気として供給されるか又は高圧冷却エアクーラ（
図示せず）を通じて再冷却され、かつ第１の及び／又は二次的な燃焼器への、及び必要で
あれば第１及び／又は第２のタービンへの冷却空気として供給される。
【００５１】
　図２ａによる発明の特徴は、一次燃焼器１０１の高温燃焼生成物１０９への低温空気１
１０の噴射から成る。この作動に関する混合品質は決定的である。なぜならば、二次燃焼
器１０２のバーナシステムは均一な入口流を必要とするからである。
【００５２】
　この低温空気の少なくとも一部は、圧縮機出口プレナムから直接的に噴射されるか、又
はエアクーラ（図示せず）の後に噴射される。このような構成のために、比較的大きな圧
縮機プレナムと、一次及び／又は二次燃焼器１０１，１０２の間に接続ダクト１１１が設
けられている。圧縮機プレナムの体積に応じて、接続ダクトは、システムが、その体積に
関して第１の音響ダンパ１１２として作用するように有利には設計されているべきであり
、これに対し、接続ダクト１１１の一部は、第１のダンパ体積１１２の一部として引き受
けることができる又は第１のダンパ体積としての機能の一部を引き受けることができる。
【００５３】
　大きな体積に応じて、結果的な効率は高く、低周波に対処することができる。ダンパに
衝突する音響的エネルギは、ダンパネック１１３内の流れの振動を生じる。希釈空気穴１
１４によって排出されるジェットのこの増幅は、高温及び低温空気の混合を高める。
【００５４】
　燃焼器ライナ、若しくは内側ライナ１１６における１つ以上の周方向で配置されたダン
パネックセクション１１５に、複数の空気穴１１４を提供することができる。空気穴１１
４は、内側ライナ１１６の壁厚さを貫通した開口の形式であることができる。空気穴１１
４は、あらゆる適切な横断面寸法又は形状を有することができる。例えば、空気穴は、円
形、楕円形、スロット状、矩形、三角形又は多角形であることができる。
【００５５】
　各空気穴１１４は、燃焼器ライナの周方向セクション１１５に沿って実質的に一定の断
面積を有することができるか、又は空気穴のうちの少なくとも１つの断面積は、その周方
向セクションの少なくとも一部のために変化していることができる。空気穴１１４は、ダ
ンパネック１１３と同じ断面を有することができ、有効に同じ機能を有する。空気穴１１
４は、燃焼生成物１０９との低温空気１１０のよりよい混合のために、ダンパネック１１
３によって提供されるエアジェットとは異なる、燃焼生成物１０９内へ進入するエアジェ
ットを提供するために異なる断面を有することもできる。
【００５６】
　空気穴は、互いに実質的に同じであってもよく、又は空気穴のうちの少なくとも１つは
、上述の態様のいずれかを含む１つ以上の態様において提供されてもよい。
【００５７】
　上記で特定した依存関係は、以下のようにダンパ共振周波数に関して数学的に表すこと
ができる：
第１のダンパ体積１１２（図２ａ，図２ｂ）に関する式：
【数１】

【００５８】
　ここで、
　ｃ＝音の速度
　Ａ＝ネック面積
　Ｌ＝ネック長さ
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【００５９】
　図３ａに関して、同じ構成が図１ａに示されている。不要な繰返しを避けるために、図
１ａが参照される。
【００６０】
　図４ａは、図２ａに関して拡張されたバージョンを示している。図２ａの第１のダンパ
体積１１２に相当する第１のダンパ体積１１２ａに加えて、同心状又は準同心状に外部に
提供された、第２のダンパ体積１１７が設けられている。両ダンパ体積１１２ａ,１１７
は、それぞれ様々なダンパネックセクションに接続されており、すなわち、内側の第１の
ダンパ体積１１２ａは、第１のセクション１１５ａの第１のダンパネック１１８と流体連
通して接続されており、外側の第２のダンパ体積１１７は、第２のセクション１１５ｂの
第２のダンパネック１１９と流体連通して接続されている。
【００６１】
　外側の第２のダンパ体積１１７から燃焼室１０１若しくは１０２（図１ａ参照）に進入
する空気への空間のブリッジを、ダンパネック、管又は毛細管によって引き受けることが
できる。前記エレメントは、内側ライナ１１６と同一平面を成すように配置されているか
、又は燃焼器の内側ライナを様々な深さに貫通することができる。後者の場合、方向付け
られた空気は、それぞれのダンパ体積１１２，１１２ａ，１１７から直接的にダンパネッ
ク１１８，１１９を通って燃焼室内へ流れる。
【００６２】
　図１ｂには、図１ａと同じ構成が、環状構造の場合として示されている。不要な繰返し
を避けるために、対応するエレメントが示されている図１ａが参照される。
【００６３】
　図２ｂは、環状構造のために適応させられた、図２ａのダンパ配列に対応する単純なダ
ンパ配列を示している。図２ｂは、環状燃焼器の断面図を示しているので、ダンパネック
１１３及び希釈空気穴１１４は、外側及び内側のライナに配置されている。
【００６４】
　図３ｂに関して、同じ構成が図１ｂに示されている。不要な繰返しを避けるために、図
１ｂが参照される。
【００６５】
　図４ｂには、図４ａにおけるような構成が、環状構造の場合として示されている。不要
な繰返しを避けるために、対応するエレメントが示されている図４ａが参照される。図４
ｂは、環状燃焼器の断面図を示しているので、第１のダンパネック１１８及び第２のダン
パネック１１９は、外側及び内側のライナに配置されている。
【００６６】
　もちろん、複数の個々のダンパ体積を有するダンパ配列を用いた作動も可能である。
【００６７】
　上記で特定した依存関係は、以下のようにダンパ共振周波数に関して数学的に表すこと
ができる：
　第１のダンパ体積１１２ａ（図４ａ，図４ｂ）に関する式：
【数２】

【００６８】
　第２のダンパ体積１１７（図４ａ，図４ｂ）に関する式：
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【数３】

【００６９】
　ここで、
　ｃ＝音の速度
　Ａ1，Ａ2＝ネック面積
　Ｌ1，Ｌ2＝ネック長さ、
　Ｖ1，Ｖ2＝ダンパ体積である。
【００７０】
　図５ａ～図５ｄは、既に上記で説明されたようなダンパネックの様々な配列を示してい
る。
【００７１】
　図５ａにおいて、第１及び第２のダンパネック１１８，１１９は内側ライナ１１６と同
一平面を成して組み立てられており、ダンパネックは、平均的な出力電力のガスタービン
に関して以下の寸法を特徴とする：
　Ｄ＝直径
　Ａ＝断面積＝通過流
　Ｌ＝長さ
　及び以下の関係：
　Ｌ＞５ｍｍ
　Ａ＞５ｍｍ2、通常＞５０ｍｍ2、好適には＞１００ｍｍ2。
【００７２】
　希釈空気穴１１４及びダンパネック１１３，１８，１１９，１２０，１２１，１２２を
通じて噴射される全ての低温空気流の合計は、燃焼生成物１０９の質量流量の５～５０％
の範囲であることができる。
【００７３】
　図５ｂ～図５ｃは、ダンパネック１２０が鉛直方向又は準鉛直方向に内側ライナから突
出している様々な配列を示している。この場合、低温空気は、それぞれのダンパ体積から
直接的に燃焼器室（図５ｂ）へ流れる、及び／又は少なくとも１つの横方向開口１１０ａ
を通じてダンパネック１２１に沿って燃焼器室（図５ｃ）へ流れる。
【００７４】
　図５ｄは、ダンパ機能による管を示す。ダンパ機能による管を、空気流体を燃焼器室内
へ導入するために配置された屈曲したインジェクタ１２２として配置することができ、あ
らゆる適切な形式で向けることができる。１つの実施の形態では、インジェクタを燃焼器
室の水平方向に向けることができる。別の実施の形態では、１つ以上のインジェクタを、
１つ以上の他のインジェクタとは異なる方向に向けることができる。
【００７５】
　図５ｂ及び図５ｃに示されたようなダンパネック１２０，１２１、又は図５ｄに示され
たような屈曲したインジェクタ１２２を備えた構成を、第１及び第２のダンパネック１１
８，１１９として使用することができる。
【００７６】
　図１～図４に示された第２の燃料噴射は、ランスの形式を有する。しかしながら、例え
ばフルート、若しくはひだなどの、二次燃焼器のための公知のあらゆるタイプの燃料噴射
を使用することができる。
【符号の説明】
【００７７】
　１００　ガスタービン
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　１０１　一次燃焼器
　１０２　二次燃焼器
　１０３　圧縮機
　１０４　バーナ
　１０５　タービン
　１０６　シャフト
　１０７　排ガス
　１０８　圧縮空気
　１０９　燃焼生成物
　１１０　低温空気
　１１１　接続ダクト
　１１２　第１のダンパ体積
　１１２ａ　第１のダンパ体積
　１１３　ダンパネック
　１１４　希釈空気穴
　１１５　ダンパネックセクション
　１１６　内側ライナ
　１１７　第２のダンパ体積
　１１８　第１のダンパネック
　１１９　第２のダンパネック
　１２０　ダンパネック
　１２１　ダンパネック
　１２２　ダンパネックとしてインジェクタ
　１２３　第１の燃料噴射
　１２４　第２の燃料噴射
【図１ａ】 【図１ｂ】
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