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(57)【要約】
　溶融炭酸塩形燃料電池（ＭＣＦＣ）を使用して、燃焼
供給源からのＣＯ２を捕捉するためのシステムおよび方
法が提供される。燃料電池は、低下されたアノード燃料
利用を有するように作動される。任意に、アノード排出
物の少なくとも一部分は、燃焼供給源の燃料として使用
するためにリサイクルされる。任意に、アノード排出物
の第２の部分は、アノードインプット流の一部分として
使用するためにリサイクルされる。これによって、燃焼
供給源排出物からＣＯ２を分離するために必要とされる
燃料電池の面積の量の減少、および／または燃料電池を
作動させる方法の変更が可能となる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アノードおよびカソードを有する溶融炭酸塩形燃料を使用して、電気を発生させる方法
であって、
　燃焼燃料流およびＯ２含有流を燃焼領域に導入するステップ；
　前記燃焼領域において燃焼反応を行い、少なくとも約２０ｖｐｐｍのＮＯｘを含む燃焼
排出物を発生させるステップ；
　改質可能燃料を含むアノード燃料流を、前記溶融炭酸塩形燃料電池の前記アノード、前
記溶融炭酸塩形燃料電池の前記アノードと関連する内部改質要素、またはそれらの組み合
わせに導入するステップ；
　前記燃焼排出物の少なくとも一部分を含み、ＣＯ２、Ｏ２および少なくとも約２０ｖｐ
ｐｍの酸化窒素を含むカソードインレット流を、前記溶融炭酸塩形燃料電池の前記カソー
ドに導入するステップ；
　ａ）前記溶融炭酸塩形燃料電池において電気を発生させ、ｂ）Ｈ２およびＣＯ２を含む
アノード排出物を発生させ、かつｃ）前記カソードインレット流の前記ＮＯｘ含有量の約
半分未満を含むカソード排出物を発生させるステップ；及び
　前記アノード排出物の少なくとも一部分を分離して、前記アノード排出物より高いＣＯ

２含有量を有するＣＯ２富化アノード排出物流、および前記アノード排出物より低いＣＯ

２含有量を有するＣＯ２欠乏アノード排出物流を形成するステップ
を含む方法。
【請求項２】
　前記カソード排出物が、約１５ｖｐｐｍ以下のＮＯｘを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記カソードインレット流が、約５００ｖｐｐｍ以下のＮＯｘを含む、請求項１または
２に記載の方法。
【請求項４】
　前記燃焼排出物が、約１０体積％以下（例えば約８体積％以下）のＣＯ２を含む、請求
項１～３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記燃焼領域が、少なくとも約１２００°Ｆの温度で作動される、請求項１～４のいず
れかに記載の方法。
【請求項６】
　前記ＣＯ２欠乏アノード排出物流の少なくとも一部分を、前記燃焼領域に、前記溶融炭
酸塩形燃料電池の前記アノードに、またはそれらの組み合わせにリサイクルするステップ
をさらに含む、請求項１～５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記アノード排出物流からＣＯ２を分離する前に、前記アノード排出物流を水性ガスシ
フト触媒に暴露するステップをさらに含み、前記シフトされたアノード排出物流のＨ２含
有量が、前記曝露前の前記アノード排出物流のＨ２含有量未満である、請求項１～６のい
ずれかに記載の方法。
【請求項８】
　前記燃焼排出物からの燃焼排出物リサイクル部分を前記燃焼領域にリサイクルするステ
ップをさらに含む、請求項１～７のいずれかに記載の方法。
【請求項９】
　前記カソード排出物流が、約２．０体積％以下（例えば、約１．５体積％以下、または
約１．２体積％以下）のＣＯ２含有量を有する、請求項１～８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　前記アノード燃料流が、少なくとも約１０体積％の不活性化合物、少なくとも約１０体
積％のＣＯ２、またはそれらの組み合わせを含む、請求項１～９のいずれかに記載の方法
。
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【請求項１１】
　前記アノード排出物流が、約３．０：１～約１０．０：１のモル比でＨ２およびＣＯを
含む、請求項１～１０のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　前記燃焼領域への前記燃焼燃料流が炭化水素であり、前記カソードインレット流のＮＯ
ｘに対する前記カソードインレット流のＣＯ２の比率が約１００～約１０，０００である
、請求項１～１１のいずれかに記載の方法。
【請求項１３】
　電気を発生させる方法であって、
　１種以上の燃料流およびＯ２含有流を反応領域に導入するステップ；
　燃焼領域において燃焼反応を行い、少なくとも約２０ｖｐｐｍのＮＯｘを含む燃焼排出
物を発生させるステップ；
　改質可能燃料を含むアノード燃料流を、溶融炭酸塩形燃料電池のアノード、前記アノー
ドと関連する内部改質要素、またはそれらの組み合わせに導入するステップ；
　前記燃焼排出物の少なくとも一部分を含み、約２０ｖｐｐｍ～約５００ｖｐｐｍの酸化
窒素含有量の酸化窒素を含むカソードインレット流を、前記溶融炭酸塩形燃料電池のカソ
ードに導入するステップ；
　前記溶融炭酸塩形燃料電池において電気を発生させるステップ；及び
　前記カソードインレット流の前記酸化窒素含有量の半分未満の酸化窒素含有量を有する
アノード排出物を発生させるステップ
を含む方法。
【請求項１４】
　前記燃焼領域への前記燃料流が炭化水素であり、前記カソードインレット流のＮＯｘに
対する前記カソードインレット流のＣＯ２の比率が約１００～約１０，０００である、請
求項１３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　様々な態様において、本発明は、燃焼動力源との溶融炭酸塩形燃料電池の集積化（又は
統合化）を介した、得られた排出物の分離および／または捕捉を伴う低排出動力発生に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　発電所から排出されるガスの捕捉は、関心が高まっている領域である。化石燃料（例え
ば、石油、天然ガスまたは石炭）の燃焼をベースとする発電所は、反応の副産物として二
酸化炭素を発生させる。歴史的に、この二酸化炭素は、燃焼後、雰囲気に放出されてきた
。しかしながら、燃焼の間に生成する二酸化炭素の他の用途を発見する方法を識別するこ
とは、ますます望ましくなってきている。
【０００３】
　燃焼反応から生成する二酸化炭素を管理するための１つの選択肢は、燃焼排出物中のＣ
Ｏ２を他のガスから分離するための捕捉プロセスを使用することである。炭素を捕捉する
ための従来の方法の一例は、排出物流をアミンスクラバーに通過させることである。アミ
ンスクラバーは、排出物流からＣＯ２分離するために有効であることができるが、いくつ
かの不都合がある。特に、アミンスクラバーを作動するため、および／またはアミンスク
ラバーを通過させるために適切であるように排出物流の温度および圧力を変更させるため
に、エネルギーが必要とされる。ＣＯ２分離のために必要とされるエネルギーは、発電プ
ロセスの全体的な効率を低下させる。
【０００４】
　ＣＯ２捕捉のために必要とされる動力を相殺するために、１つの選択肢は、ＣＯ２分離
を促進する溶融炭酸塩形燃料電池を使用することである。燃料電池のカソード部分から燃
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料電池のアノード部分までＣＯ２の輸送を生じる燃料電池反応は、発電をもたらすことも
できる。しかしながら、燃焼動力タービンまたは発電機と、炭素分離のための燃料電池と
の従来の組み合わせは、消費される燃料の単位あたりの発電効率の正味の低下をもたらし
た。
【０００５】
　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏ
ｌｏｇｙの論文（非特許文献１）には、燃焼発電機を溶融炭酸塩形燃料電池と組み合わせ
る発電システムが記載される。燃料電池および作動パラメーターの様々な組み合わせが記
載されている。燃焼発電機からの燃焼アウトプットは、燃料電池のカソードのためのイン
プットとして部分的に使用される。このインプットは、低温ＣＯ２分離器にアノードアウ
トプットを通過させた後にアノードアウトプットのリサイクルされた部分で補足される。
【０００６】
　非特許文献１の論文のシミュレーションの１つの目標は、ＣＯ２を発電機の排出物から
分離するためにＭＣＦＣを使用することである。非特許文献１の論文で記載されるシミュ
レーションは、６６０℃の最大アウトレット温度を確立し、そしてインレット温度は、燃
料電池全体での温度増加を抑制するために十分に冷却されなければならないことを示す。
ＭＣＦＣ燃料電池のための電気効率（すなわち、発生した電気／燃料インプット）は、ベ
ースモデルの場合、５０％である。ＣＯ２分離のために最適化された試験モデルの場合の
電気効率も５０％である。
【０００７】
　非特許文献２の論文には、ＣＯ２分離のために燃料電池を使用する発電システムの性能
をモデル化する方法が記載される。アノードインレットへのアノード排出物およびカソー
ドインレットへのカソード排出物の再流通は、燃料電池の性能を改善するために使用され
る。この論文において示されるモデルおよび構成をベースとして、燃料電池内でＣＯ２利
用を増加させることは、ＣＯ２の分離を改善するために望ましいものとして示される。モ
デルパラメーターは、５０．３％のＭＣＦＣ電気効率を記載する。
【０００８】
　特許文献１は、ＣＯ２排出減少を伴う、集積化された化石燃料発電所および燃料電池シ
ステムを記載する。アノードアウトプットの少なくとも一部分は、アノードアウトプット
からＣＯ２の一部分を除去した後、アノードインプットにリサイクルされる。
【０００９】
　溶融炭酸塩形燃料電池は、水素および／または他の燃料を利用して電気を発生させる。
水素は、燃料電池の上流にある蒸気改質装置において、または燃料電池内でメタンまたは
他の改質可能燃料を改質することにより提供され得る。改質可能燃料は、水素を含んでな
るガス生成物を生じさせるために、高温および／または高圧で蒸気および／または酸素と
反応可能な炭化水素材料を包含することができる。特に、改質可能な燃料としては、限定
されないが、改質してＨ２および酸化炭素（ＣＯまたはＣＯ２のいずれか）を発生させる
ことができるアルカン、アルケン、アルコール、芳香族化合物、ならびに／または他の炭
素質および有機化合物を含むことができる。代わりとして、または追加的に、アノードに
おいて燃料を改質するために適切な条件が生じるように作動することができる溶融炭酸塩
形燃料電池のアノードセルにおいて燃料を改質することができる。代わりとして、または
追加的に、改質は、燃料電池の外部および内部の両方で生じることができる。
【００１０】
　従来、溶融炭酸塩形燃料電池は、燃料電池の電気効率とも記載され得る燃料インプット
の単位あたりの電気発生を最大にするように作動される。この最大化は、燃料電池単独、
または別の発電システムとの組み合わせをベースとすることができる。電気発生の増加を
達成し、発熱を管理するために、燃料電池内の燃料利用は、典型的に７０％～７５％に維
持される。
【００１１】
　特許文献２には、アノードインレット流において実質的な水素含有量を有する燃料電池
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システムの作動のためのシステムおよび方法が記載される。刊行物特許文献２における技
術は、燃料がアノード出口に接近する時に、酸化反応のために十分な燃料が残存するよう
に、アノードインレットで十分な燃料を提供することに関連する。適切な燃料を確保する
ために、刊行物特許文献２は、高濃度のＨ２を有する燃料を提供する。酸化反応で利用さ
れないＨ２は、次の通過のためにアノードにリサイクルされる。単回通過をベースとして
、Ｈ２利用は、１０％～３０％の範囲であってよい。参考文献特許文献２は、アノード内
での有意な改質を記載しておらず、その代わりに、主として外部改質に依存する。
【００１２】
　特許文献３には、水素および電気エネルギーの共生産のためのシステムおよび方法が記
載される。この共生産システムは、燃料電池と、アノード排出流を受け取って水素を分離
するように構成される分離ユニットとを含んでなる。またアノード排出物の一部分は、ア
ノードインレットにリサイクルされる。刊行物特許文献３で与えられる作動範囲は、固体
酸化物形燃料電池をベースとしていると思われる。溶融炭酸塩形燃料電池は、代替物とし
て記載される。
【００１３】
　特許文献４には、水素および電力の共生産のためのシステムおよび方法が記載される。
燃料電池は、炭化水素型燃料を酸素に変換するための一般的な種類の化学変換装置として
記載される。この燃料電池システムは、外部改質装置および高温燃料電池も含む。約７０
％のシステム共生産効率をもたらす、約４５％の電気効率および約２５％の化学生成率を
有する燃料電池システムの実施形態が記載される。刊行物特許文献４は、システムからの
単離における燃料電池の電気効率を記載しているとは思われない。
【００１４】
　特許文献５には、石炭ガスを燃料電池のアノードのための燃料供給源として使用するこ
とができるように、ガス化装置に燃料電池を集積化するためのシステムが記載される。燃
料電池によって発生した水素は、石炭ガス（または他の石炭）インプットからメタンを発
生させるために使用されるガス化装置のためのインプットとして使用される。ガス化装置
からのメタンは、次いで、燃料電池へのインプット燃料の少なくとも一部分として使用さ
れる。したがって、燃料電池によって発生した水素の少なくとも一部分は、ガス化装置で
発生するメタンの形態で、燃料電池アノードインレットに間接的にリサイクルされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】米国特許第７，３９６，６０３号明細書
【特許文献２】米国特許出願公開第２０１１／０１１１３１５号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２００５／０１２３８１０号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００３／０００８１８３号明細書
【特許文献５】米国特許第５，０８４，３６２号明細書
【非特許文献】
【００１６】
【非特許文献１】Ｇ．Ｍａｎｚｏｌｉｎｉ　ｅｔ．　ａｌ．，Ｊ．Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌ　
Ｓｃｉ．ａｎｄ　Ｔｅｃｈ．，Ｖｏｌ．９，Ｆｅｂ　２０１２
【非特許文献２】Ｄｅｓｉｄｅｒｉ　ｅｔ　ａｌ．（Ｉｎｔｌ．Ｊ．ｏｆ　Ｈｙｄｒｏｇ
ｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ，Ｖｏｌ．３７，２０１２）
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　一態様において、電気を発生させる方法が提供される。この方法は、２つ以上の燃料流
およびＯ２含有流を反応領域に導入するステップであって、反応領域に導入される少なく
とも第１の燃料流が、Ｈ２を含有するアノード排出物の少なくとも一部分を含んでなり、
かつ反応領域に導入される少なくとも第２の燃料流が、少なくとも約１０体積％、または
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少なくとも約２０体積％、または少なくとも約２５体積％、または少なくとも約３０体積
％、または少なくとも約３５体積％、または少なくとも約４０体積％、または少なくとも
約４５体積％、または少なくとも約５０体積％、または少なくとも約６０体積％の１種以
上の不活性ガスの含有量を含んでなり、１種以上の不活性ガスが、任意にＣＯ２、Ｎ２ま
たはそれらの組み合わせであるステップと；反応領域において燃焼反応を実行して、燃焼
排出物を発生させるステップと；改質可能燃料を含んでなるアノード燃料流を、溶融炭酸
塩形燃料電池のアノード、アノードに関連する内部改質要素、またはそれらの組み合わせ
に導入し、それによって、Ｈ２を含んでなるアノード排出物を発生させるステップと；Ｃ
Ｏ２およびＯ２を含んでなるカソードインレット流を、燃料電池のカソードに導入するス
テップと；溶融炭酸塩形燃料電池内で電気を発生させるステップとを含む。
【００１８】
　本出願は、本出願と同日に出願された、以下の代理人整理番号および名称によって識別
される２１件の他の同時係属ＰＣＴ出願と関連する：「Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐｏｗｅ
ｒ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｃａｐｔｕｒｅ　ｕｓｉｎｇ　Ｆｕ
ｅｌ　Ｃｅｌｌｓ」という名称の２０１３ＥＭ１０４－ＷＯ；「Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　
Ｐｏｗｅｒ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｃａｐｔｕｒｅ　ｕｓｉｎ
ｇ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌｓ」という名称の２０１３ＥＭ１０７－ＷＯ；「Ｉｎｔｅｇｒａ
ｔｅｄ　Ｐｏｗｅｒ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｃａｐｔｕｒｅ　
ｕｓｉｎｇ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌｓ」という名称の２０１３ＥＭ１０８－ＷＯ；「Ｉｎｔ
ｅｇｒａｔｅｄ　Ｐｏｗｅｒ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｃａｐｔ
ｕｒｅ　ｕｓｉｎｇ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌｓ」という名称の２０１３ＥＭ１０９－ＷＯ；
「Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐｏｗｅｒ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａ
ｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｕｓｉｎｇ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌｓ」という名称の２０１３
ＥＭ２７２－ＷＯ；「Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐｏｗｅｒ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ａｎ
ｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｕｓｉｎｇ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌｓ　ａ
ｔ　ａ　Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ」という名称の
２０１３ＥＭ２７３－ＷＯ；「Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐｏｗｅｒ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｕｓｉｎｇ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌ
ｌｓ」という名称の２０１３ＥＭ２７４－ＷＯ；「Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐｏｗｅｒ　
Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｕｓｉｎｇ
　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌｓ」という名称の２０１３ＥＭ２７７－ＷＯ；「Ｉｎｔｅｇｒａｔ
ｅｄ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｃａｐｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏ
ｎ　ｕｓｉｎｇ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌｓ」という名称の２０１３ＥＭ２７８－ＷＯ；「Ｉ
ｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐｏｗｅｒ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　
Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｕｓｉｎｇ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌｓ」という名称の２０１３ＥＭ
２７９－ＷＯ；「Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｏｌｔｅｎ　Ｃ
ａｒｂｏｎａｔｅ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌｓ」という名称の２０１３ＥＭ２８５－ＷＯ；「
Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｐｏｗｅｒ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｕｓｉｎｇ　Ｍｏｌｔｅｎ
　Ｃａｒｂｏｎａｔｅ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌｓ」という名称の２０１４ＥＭ０４８－ＷＯ
；「Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｏｆ　Ｍｏｌｔｅｎ　Ｃａｒｂｏｎａｔｅ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅ
ｌｌｓ　ｉｎ　Ｆｉｓｃｈｅｒ－Ｔｒｏｐｓｃｈ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ」という名称の２
０１４ＥＭ０４９－ＷＯ；「Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｏｆ　Ｍｏｌｔｅｎ　Ｃａｒｂｏｎ
ａｔｅ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌｓ　ｉｎ　Ｆｉｓｃｈｅｒ－Ｔｒｏｐｓｃｈ　Ｓｙｎｔｈｅ
ｓｉｓ」という名称の２０１４ＥＭ０５０－ＷＯ；「Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｏｆ　Ｍｏ
ｌｔｅｎ　Ｃａｒｂｏｎａｔｅ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌｓ　ｉｎ　Ｆｉｓｃｈｅｒ－Ｔｒｏ
ｐｓｃｈ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ」という名称の２０１４ＥＭ０５１－ＷＯ；「Ｉｎｔｅｇ
ｒａｔｅｄ　ｏｆ　Ｍｏｌｔｅｎ　Ｃａｒｂｏｎａｔｅ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌｓ　ｉｎ　
Ｍｅｔｈａｎｏｌ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ」という名称の２０１４ＥＭ０５２－ＷＯ；「Ｉ
ｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｏｆ　Ｍｏｌｔｅｎ　Ｃａｒｂｏｎａｔｅ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌｓ
　ｉｎ　Ｒｅｆｉｎｅｒｙ　Ｓｅｔｔｉｎｇ」という名称の２０１４ＥＭ０５３－ＷＯ；
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「Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｏｆ　Ｍｏｌｔｅｎ　Ｃａｒｂｏｎａｔｅ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌ
ｌｓ　ｆｏｒ　Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ　ｏｆ　Ｎｉｔｒｏｇｅｎ　Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ」と
いう名称の２０１４ＥＭ０５４－ＷＯ；「Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｏｆ　Ｍｏｌｔｅｎ　
Ｃａｒｂｏｎａｔｅ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌｓ　ｗｉｔｈ　Ｆｅｒｍｅｎｔａｔｉｏｎ　Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｅｓ」という名称の２０１４ＥＭ０５５－ＷＯ；「Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　
ｏｆ　Ｍｏｌｔｅｎ　Ｃａｒｂｏｎａｔｅ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌｌｓ　ｉｎ　Ｉｒｏｎ　ａ
ｎｄ　Ｓｔｅｅｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ」という名称の２０１４ＥＭ０５６－ＷＯ；お
よび「Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｏｆ　Ｍｏｌｔｅｎ　Ｃａｒｂｏｎａｔｅ　Ｆｕｅｌ　Ｃ
ｅｌｌｓ　ｉｎ　Ｃｅｍｅｎｔ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ」という名称の２０１４ＥＭ０５
７－ＷＯ。これらの同時係属ＰＣＴ出願のそれぞれは、参照によって本明細書に全体とし
て組み込まれる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】炭素をベースとする燃料の燃焼をベースとして電気を発生させるための複合サイ
クルシステムの実施例を概略的に示す。
【図２】溶融炭酸塩形燃料電池の作動の実施例を概略的に示す。
【図３】溶融炭酸塩形燃料電池のアノード燃料利用および電圧の間の関係の実施例を示す
。
【図４】アノードリサイクルループの構成の実施例を概略的に示す。
【図５】溶融炭酸塩形燃料電池のＣＯ２利用、電圧および動力の間の関係の実施例を示す
。
【図６】溶融炭酸塩形燃料電池、ならびに関連する改質および分離段階のための構成の実
施例を概略的に示す。
【図７】溶融炭酸塩形燃料電池、ならびに関連する改質および分離段階のために構成の別
の実施例を概略的に示す。
【図８】炭素をベースとする燃料の燃焼をベースとして電気を発生させるための複合サイ
クルシステムの実施例を概略的に示す。
【図９】炭素をベースとする燃料の燃焼をベースとして電気を発生させるための複合サイ
クルシステムの実施例を概略的に示す。
【図１０】燃焼動力タービンおよび二酸化炭素分離のための溶融炭酸塩形燃料電池を含む
発電システムの様々な構成のシミュレーションからの結果を示す。
【図１１】燃焼動力タービンおよび二酸化炭素分離のための溶融炭酸塩形燃料電池を含む
発電システムの様々な構成のシミュレーションからの結果を示す。
【図１２】燃焼動力タービンおよび二酸化炭素分離のための溶融炭酸塩形燃料電池を含む
発電システムの様々な構成のシミュレーションからの結果を示す。
【図１３－１】燃焼動力タービンおよび二酸化炭素分離のための溶融炭酸塩形燃料電池を
含む発電システムの様々な構成のシミュレーションからの結果を示す。
【図１３－２】燃焼動力タービンおよび二酸化炭素分離のための溶融炭酸塩形燃料電池を
含む発電システムの様々な構成のシミュレーションからの結果（続き）を示す。
【図１４－１】燃焼動力タービンおよび二酸化炭素分離のための溶融炭酸塩形燃料電池を
含む発電システムの様々な構成のシミュレーションからの結果を示す。
【図１４－２】燃焼動力タービンおよび二酸化炭素分離のための溶融炭酸塩形燃料電池を
含む発電システムの様々な構成のシミュレーションからの結果（続き）を示す。
【図１５－１】燃焼動力タービンおよび二酸化炭素分離のための溶融炭酸塩形燃料電池を
含む発電システムの様々な構成のシミュレーションからの結果を示す。
【図１５－２】燃焼動力タービンおよび二酸化炭素分離のための溶融炭酸塩形燃料電池を
含む発電システムの様々な構成のシミュレーションからの結果（続き）を示す。
【図１６】異なる燃料電池作動電圧ＶＡでのＣＨ４変換の実施例を示す。
【図１７】異なる燃料電池作動電圧ＶＡでのＣＨ４変換の実施例を示す。
【図１８Ａ】燃焼ガスタービンおよびＭＣＦＣを含む、集積化されたシステムのために実
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行されたシミュレーションからのデータを示す。
【図１８Ｂ】燃焼ガスタービンおよびＭＣＦＣを含む、集積化されたシステムのために実
行されたシミュレーションからのデータを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　様々な態様において、溶融炭酸塩形燃料電池（ＭＣＦＣ）を使用して、燃焼供給源から
のＣＯ２を捕捉するためのシステムおよび方法が提供される。このシステムおよび方法は
、燃焼排出物流からの炭素捕捉に関連する１つ以上の課題に取り組むことができ、および
／または溶融炭酸塩形燃料電池を使用して炭素捕捉を実行する。
【００２１】
　ガスタービンは、いくつかの因子によってそれらの作動で制限されることができる。１
つの典型的な制限は、規制排出限界を満たすために、酸化窒素（ＮＯｘ）の十分に低い濃
度を達成するため、燃焼領域（又はゾーン）における最大温度が特定の限界より低く制御
されることができるということであることができる。規制排出限界は、燃焼排出物を環境
に出す時に、燃焼排出物が約２０ｖｐｐｍ以下、可能であれば１０ｖｐｐｍ以下のＮＯｘ
含有量を有することを必要とすることができる。
【００２２】
　天然ガス燃料燃焼タービンにおけるＮＯｘ生成は、温度および残留時間の関数であるこ
とができる。ＮＯｘの形成をもたらす反応は、約１５００°Ｆの火炎温度以下では重要性
が低く、および／または最小限であることができるが、温度がこの点を超えて増加すると
、ＮＯｘ生成が迅速に増加することができる。ガスタービンにおいて、初期の燃焼生成物
は、約１２００°Ｆ付近の温度まで混合物を冷却するために、追加の空気と混合すること
ができ、そして温度は、膨張器ブレードの冶金学によって制限されることができる。初期
のガスタービンは、典型的に、約１５００°Ｆより十分高い温度で化学量論的領域を有し
た拡散火炎において燃焼を実行し、より高いＮＯｘ濃度をもたらす。最近では、「乾燥低
ＮＯｘ」（ＤＬＮ）バーナーの電流発生は、より冷たいリーンな（化学量論より燃料の少
ない）条件で天然ガスを燃焼させるために、特別な予混合されたバーナーを使用すること
ができる。例えば、より多くの希釈空気を初期の火炎に混合することができて、後期はよ
り少ない量を混合することができ、約１２００°Ｆのタービン－膨張器インレット温度ま
で温度を低下させることができる。ＤＬＮバーナーの不都合は、ターンダウン、より高い
維持、狭い作動（操作又は操業）範囲、および低い燃料適応性における低い性能を含むこ
とができる。ＤＬＮバーナーを様々な品質の燃料に適用させることがより困難である（ま
たは液体燃料に少しでも適用することが困難である）ことができるため、後者は懸念とな
ることができる。ＣＯ２の高含有量を含有する燃料などの低ＢＴＵ燃料に関して、ＤＬＮ
バーナーは典型的に使用されず、その代わりに、拡散バーナーを使用することができる。
加えて、ガスタービン効率は、より高いタービン－膨張器インレット温度を使用すること
によって、増加させることができる。しかしながら、希釈空気の量の制限があることがで
きるため、またこの量は、タービン－膨張器インレット温度の増加によって減少すること
ができるため、ＤＬＮバーナーは、ガスタービンの効率が改善しても、低ＮＯｘを維持す
ることに関して、あまり有効になることができない。
【００２３】
　様々な態様において、燃焼タービンの作動エンベロープは、ＮＯｘ生成によって限界を
低下させるか、または最小化しながら、より高い動力を提供することによって改善するこ
とができる。作動エンベロープは、ＭＣＦＣのカソードにおける燃焼タービンからの燃焼
排出物の少なくとも一部分の処理によって改善することができる。これは、排出システム
を変更せずに、タービンのための供給として様々な燃料を使用することの適応性を可能に
することができる。様々なインプット濃度で、かつ様々なタービン構成およびタービン燃
料からのＮＯｘ排出を低下させることができるか、または排除することができるシステム
は、適応性、およびより大きい作動範囲を提供する利点を有することができる。いくつか
の態様において、これを利用して、異なる燃料を利用すること、および／またはより高い
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動力を生じることが可能となる。
【００２４】
　本発明の様々な態様において、炭素捕捉のためにガスタービンを燃料電池と集積化する
システムは、追加的なＮＯｘ排出を低下および／または最小化し、ＤＬＮバーナーとは現
在適合性ではないタービン燃料の使用によるＤＬＮ様ＮＯｘ節減を可能にしながら、より
高い燃焼領域温度の使用を可能にすることができる。そのような態様において、タービン
は、より高い動力（すなわち、より高い温度）で動作することができ、より高いＮＯｘ排
出がもたらされるが、より高い電力出力および潜在的により高い効率ももたらされる。本
発明のいくつかの態様において、燃焼排出物のＮＯｘの量は、少なくとも約２０ｖｐｐｍ
、例えば、少なくとも約３０ｖｐｐｍ、または少なくとも約４０ｖｐｐｍであることがで
きる。追加的に、または代わりとして、燃焼排出物のＮＯｘの量は、約１０００ｖｐｐｍ
以下、例えば、約５００ｖｐｐｍ以下、または約２５０ｖｐｐｍ以下、または約１５０ｖ
ｐｐｍ以下、または約１００ｖｐｐｍ以下であることができる。規制によって要求される
濃度までＮＯｘ濃度を低下させるために、得られるＮＯｘは、気相における単純な熱分解
、燃料電池アレイにおけるニッケルカソード触媒からの触媒作用による分解、および／ま
たは少量のアンモニア、尿素もしくは他の還元剤の注入による燃料電池より前の促進され
た熱分解などのいくつかの機構の１つを通して、熱ＮＯｘ分解を介して平衡化されること
ができる（排出物流における平衡濃度までのＮＯｘ濃度の低下）。これは、アノード排出
物から誘導される水素の導入によって促進することができる。燃料電池のカソードにおけ
るＮＯｘのさらなる低下は、ＮＯｘをカソード表面で反応させることができて、分解する
ことができる電気化学的分解を介して達成することができる。これは、膜電解質を通って
、アノードへのいくらかの窒素輸送をもたらすことができ、そこでアンモニアまたは他の
還元窒素化合物が形成され得る。ＭＣＦＣが関与するＮＯｘ低下法に関して、燃料電池／
燃料電池アレイからの予想されるＮＯｘ低下は、燃料電池カソードへのインプットにおけ
るＮＯｘの約８０％以下、例えば、約７０％以下、および／または少なくとも約５％であ
ることができる。なお、硫化物腐食作用も温度を制限することができ、従来のシステムで
はタービンブレード冶金学に影響を及ぼすこともできる。しかしながら、ＭＣＦＣシステ
ムの硫黄制限は、典型的に、硫化物腐食作用と関連する懸念を低下または最小化する、低
下された燃料硫黄濃度を必要とすることができる。低燃料利用でＭＣＦＣアレイを作動す
ることは、例えば、燃焼反応のための燃料の一部分がアノード排出物からの水素に相当す
る態様において、そのような懸念をさらに軽減することができる。
【００２５】
　追加的に、または代わりとして、ピークタービン温度から排出物温度のより低い平衡値
へのＮＯｘの低下は、タービンから排出物ガスへの水素の導入によって促進することがで
きる。いくつかの構成において、そのような水素は、アノード排出物から生じることがで
きる。アノード排出物から誘導される水素は、少なくとも約５０％、例えば、少なくとも
約７５％、または少なくとも約９５％、または少なくとも約９９％のアノード排出物から
誘導された流れ中のＨ２濃度などの様々な純度で利用することができる。アノード排出物
から誘導されたＨ２流に関して、アノード排出物の典型的な「不純物」は、（限定されな
いが）他の合成ガス成分および／または未燃焼メタンを含むことができる。他の合成ガス
成分および／または未燃焼メタンの存在は、タービン燃焼領域を通過し得るこれらの成分
のいずれも、その後、ＭＣＦＣカソードインレットに通過することができるため、様々な
構成において許容することができる。ＣＯ２およびＯ２の両方の実質的な量を含んでなる
全体的なカソード空気供給において低濃度で存在するいずれの残留燃料成分もカソード内
で反応および／または燃焼することができ、残留成分を追加的なＣＯ２および水に変換す
る。
【００２６】
　いずれかの任意の熱ＮＯｘ平衡後、ガスタービン排出物は、カソードインレットを構成
するガスの一部または全部として導入することができる。燃料電池のカソードにおけるＮ
Ｏｘのさらなる低下は、ＮＯｘがカソード表面において反応することができる電気化学的
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分解を通して達成することができる。窒素輸送が複数の化学的機構によって生じ得るが、
炭酸塩イオンと同様に、硝酸塩イオンへ、および／または亜硝酸イオンへのＮＯｘの変換
によって生じてもよく、融塩電解質を通って輸送される。電解質を通っての輸送の場合、
硝酸塩イオンは、水素または他の還元性ガスと反応して、水、ならびに窒素および／また
は還元された窒素化合物、例えば、アンモニアを含み得る他の生成物を生じることができ
る。この反応は、いくらかの電力を生じてもよいが、約５００ｐｐｍ程度の「高い」ＮＯ
ｘ濃度において、これは、全体的な燃料電池化学反応の少数の成分であることができる。
ＭＣＦＣが関与するＮＯｘ低下法に関して、燃料電池／燃料電池アレイからの予想される
ＮＯｘ低下は、燃料電池カソードへのインプットにおけるＮＯｘの約８０％以下、例えば
、約７０％以下、および／または少なくとも約５％であることができる。追加的に、また
は代わりとして、予想されるＮＯｘ低下は、例えば、ＮＯｘ排出の規制条件に対応するた
めに適切なレベルまで、典型的なタービン作動の値の約５倍のＮＯｘ濃度を低下させるの
に十分であり得る。なお、硫化物腐食作用も温度を制限することができ、従来のシステム
ではタービンブレード冶金学に影響を及ぼすこともできる。しかしながら、ＭＣＦＣシス
テムの硫黄制限は、典型的に、硫化物腐食作用と関連する懸念を低下または最小化する、
低下された燃料硫黄濃度を必要とすることができる。したがって、複合ガスタービン－Ｍ
ＣＦＣシステムにおける供給としての使用のために適切な燃料は、硫化物腐食作用に関し
て、減少したか、または最小化された懸念を有することができる。低燃料利用でＭＣＦＣ
アレイを作動することは、例えば、燃焼反応のための燃料の一部分がアノード排出物から
の水素に相当することができる態様において、そのような懸念をさらに軽減することがで
きる。
【００２７】
　以下の実施例において、ガスタービンアウトプットおよび条件は、タービン温度の増加
の関数としてモデル化された。ベース事例は、ＭＣＦＣシステムとともに使用されるモデ
ルガスタービンに関する従来の動作温度に相当する。インレットおよびアウトレットに関
して予測された温度は、排出物ガスアウトレットに関する熱力学平衡に平衡化されたアウ
トレットにおけるＮＯｘ濃度の下で示される。上記の通り、これは典型的に様々な手段に
よって実行することができ、少量の水素含有ガスの添加によって促進することができる。
燃焼タービン排出物ガスに水素を添加することができる構成において、水素の量は、ＭＣ
ＦＣ作動パラメーターまたはアウトプットに対して低いか、または最小限の悪影響を有す
ることができる。直接に生じるタービン動力に加えて、より高い温度によって、ＨＲＳＧ
システムにおいて追加的な動力に変換され得るより高い実体的な熱を有する排出物流を与
えることができる。
【００２８】
　下記の表Ａは、ガスタービンに関する排出物温度を増加させる潜在的利点の例を示す。
表Ａにおける計算に関して、１１５０°Ｆにおける初期のＮＯｘ濃度は、約２０ｖｐｐｍ
未満、例えば約１５ｖｐｐｍ以下であることが算出された。表Ａ中、約５０°Ｆ（約２８
℃）の排出物温度の増加は、約５．２％の全動力の正味の増加をもたらすことが算出され
た。このような温度増加は、１００ｖｐｐｍ未満のタービンからのＮＯｘアウトレットレ
ベルをもたらすと考えられている。約１００°Ｆ（約５６℃）増加に関して、約１０．４
％の全動力の増加という算出結果となった。タービン温度の１００°Ｆの増加は、１００
ｖｐｐｍ未満のＮＯｘアウトレットレベルの増加をもたらすとも考えられている。ＭＣＦ
Ｃの典型的なＮＯｘ分解効率によって、約１００ｖｐｐｍ未満のＮＯｘレベルを有するカ
ソード排出物を導入することは、少なくとも約半分、例えば少なくとも約６０％、ＮＯｘ
レベルを低下させるように、ＭＣＦＣカソード排出物において処理されることができるこ
とが考えられる。これによって、追加的に、または代わりとして、得られたカソードアウ
トレットにおけるＮＯｘレベルを、従来のシステムによって制御可能な濃度まで低下させ
ることができると考えられ、得られたＮＯｘ濃度は、独立型ガス動力システムにおいて典
型的な作動エンベロープ内に包含されると考えられる。
【００２９】
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【表１】

【００３０】
　様々な態様において、ＭＣＦＣを含む集積化された発電システムのための構成の選択は
、タービン、あるいは煮沸器、炉および／または燃焼加熱器などの他の燃焼デバイスの燃
焼反応のためのインプットとして、ＭＣＦＣアノード排出物の一部分を使用することであ
ることができる。アノードインプットにリサイクルされ、そして／または燃焼デバイスへ
のインプットとしてのアノード排出物の相対的な量は、いずれかの都合のよい、または望
ましい量であることができる。アノード排出物がアノードインプットおよび燃焼デバイス
の１つのみにリサイクルされる場合、リサイクルの量は、いずれかの都合のよい量である
こともでき、例えば、ＣＯ２および／またはＨ２Ｏを除去するためのいずれかの分離の後
に残留するアノード排出物の１００％までの部分であることができる。アノード排出物の
一部分が、アノードインプットおよび燃焼デバイスにリサイクルされる場合、定義による
全体のリサイクルされた量は、アノード排出物の残留部分の１００％以下であることがで
きる。その他の場合、アノード排出物のいずれの都合のよい分割も使用することができる
。本発明の様々な実施形態において、アノードインプットへのリサイクルの量は、分離後
に残留するアノード排出物の少なくとも約１０％、例えば、少なくとも約２５％、少なく
とも約４０％、少なくとも約５０％、少なくとも約６０％、少なくとも約７５％、または
少なくとも約９０％であることができる。追加的に、または代わりとして、それらの実施
形態において、アノードインプットへのリサイクルの量は、分離後に残留するアノード排
出物の約９０％以下、例えば、約７５％以下、約６０％以下、約５０％以下、約４０％以
下、約２５％以下または約１０％以下であることができる。さらに追加的に、または代わ
りとして、本発明の様々な実施形態において、燃焼デバイスへのリサイクルの量は、分離
後に残留するアノード排出物の少なくとも約１０％、例えば、少なくとも約２５％、少な
くとも約４０％、少なくとも約５０％、少なくとも約６０％、少なくとも約７５％、また
は少なくとも約９０％であることができる。追加的に、または代わりとして、それらの実
施形態において、燃焼デバイスへのリサイクルの量は、分離後に残留するアノード排出物
の約９０％以下、例えば、約７５％以下、約６０％以下、約５０％以下、約４０％以下、
約２５％以下、または約１０％以下であることができる。
【００３１】
　例えば、炭素捕捉スキームの一部としての溶融炭酸塩形燃料電池の使用などの発電のた
めの燃焼をベースとする動力源との炭素捕捉技術の従来の使用による１つの問題点は、発
電システムの全体的な効率が低下することである。溶融炭酸塩形燃料電池は、システムに
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よって発生する正味の動力が増加するように、電力を発生させることができるが、燃焼を
動力とする発電機との燃料電池の従来の組み合わせは、全体として発電所に関する正味の
より低い動力効率をもたらす。言い換えると、燃料インプット（燃料の低位発熱量（ｋＪ
））の単位あたりで生じる電気動力（ワット）は低下する。これは部分的に、追加的な炭
素捕捉構成要素を作動するための追加的な動力または加熱必要条件による可能性がある。
またこれは、部分的に、燃焼を動力とするタービンなどのシステムと比較すると、従来通
り作動された燃料電池に関する発電のより低い効率による可能性もある。
【００３２】
　いくつかの態様において、溶融炭酸塩形燃料電池を含む炭素捕捉システムの全体的な効
率は、より低いアノード燃料利用値で燃料電池を作動することによって改善することがで
きる。従来は、溶融炭酸塩形燃料電池は、電池内で消費される燃料で燃料電池を作動する
ために必要な熱の釣合いをとる燃料利用で作動されることができる。従来の燃料電池の燃
料利用は、典型的に、このような熱バランスを維持しながら、可能な限り高くすることが
できる。対照的に、さまざまな種類の動力システム構成に関して、燃料電池アレイのアノ
ード燃料利用を低下させることによって、全体的なシステムに関する改善された発電効率
を可能にすることができることが決定された。
【００３３】
　排出物流からのＣＯ２の分離のために溶融炭酸塩形燃料電池を使用することによる別の
問題点は、商業的規模のタービンまたは他の動力／熱発生機からの排出物を取り扱うため
に典型的に必要とされる燃料電池の大きい面積を含むことができる。溶融炭酸塩形燃料電
池を使用して、商業的規模の排出物フローに適応することは、十分な面積の単一の燃料電
池を組み立てることよりむしろ、複数の燃料電池を使用することに典型的に関与すること
ができる。この複数の燃料電池に排出物流を送達するために、様々な燃料電池の間で排出
物を分割するために、追加的な連結が必要とされることができる。したがって、二酸化炭
素の所望の量を捕捉するために必要とされる燃料電池面積を低下させることによって、必
要とされるフロー連結の数および／または複雑さの相当する減少を提供することができる
。
【００３４】
　本発明のいくつかの態様において、ＣＯ２含有排出物流の処理のために必要とされる燃
料電池の面積は、アノード排出物流の少なくとも一部分をアノードインレットへリサイク
ルすることによって減少または最小化することができる。追加的に、または代わりとして
、燃料電池は、より低い燃料利用において作動させることができる。排出物流は、溶融炭
酸塩形燃料電池のカソードに通過させることができる。燃料電池の作動の間、アノード排
出物は、１つ以上の分離段階に通過させることができる。これは、Ｈ２Ｏおよび／または
ＣＯ２の除去のための分離段階を含むことができる。次いで、残留するアノード排出物の
少なくとも一部分は、アノードインプットにリサイクルされることができる。１つの好ま
しい実施形態において、直接的にカソードへのアノード排出物のいずれのリサイクルも回
避することができる。アノード排出物の少なくともいくらかの部分をアノードインレット
にリサイクルすることによって、アノードを通る第１の通過において使用されない燃料の
少なくともいくらかは、その後の通過で利用することができる。
【００３５】
　アノードインレットにアノード排出物をリサイクルすることに加えて、またはその代わ
りに、アノード排出物の水素の少なくとも一部分を、タービンまたは他の燃焼を動力とす
る発電機／熱供給源のための燃焼領域にリサイクルすることができる。なお、アノードル
ープの一部として改質を介して発生するいずれの水素も、ＣＯ２がアノードループへの輸
送によってすでに「捕捉された」燃料を表すことができる。これによって、燃料電池のカ
ソードサイドからアノードサイドへ輸送される必要があるＣＯ２の量を低下させることが
でき、したがって、燃料電池面積の減少を導くことができる。
【００３６】
　燃料電池面積の減少に寄与することができる追加的または代わりの特徴は、発電に直接
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関与しないプロセスに関して必要とされるエネルギー量を低下させること、および／また
は最小化することであることができる。例えば、溶融炭酸塩形燃料電池におけるアノード
反応は、Ｈ２を、カソードとアノードとの間の電解質を通って輸送されたＣＯ３

２－イオ
ンと組み合わせて、Ｈ２ＯおよびＣＯ２を形成することができる。アノード反応環境は、
Ｈ２を形成するためにＣＨ４などの燃料のいくらかの改質を促進することができるが、い
くつかのＨ２は、アノードにおいて望ましい反応速度を維持するため、燃料に有利に存在
することができる。その結果、アノード自体に入る前に、燃料（例えば、天然ガス／メタ
ン）は、従来、アノードに入る前に少なくとも部分的に改質される。燃料電池のためのア
ノードより前の改質段階は、改質に適切な温度を維持するために、追加的な熱を必要とす
ることができる。
【００３７】
　本発明のいくつかの態様において、アノード排出物の少なくとも一部分をアノードイン
レットにリサイクルすることによって、アノードインレットの前の改質の量の低下および
／または改質段階の排除を可能にすることができる。アノードに入る前に燃料流を改質す
る代わりに、リサイクルされたアノード排出物によって、アノードに十分な水素を燃料イ
ンプットに提供することができる。これによって、別々の事前の改質段階を通過させるこ
となく、アノードのためのインプット流をアノードに通過させることを可能にすることが
できる。低下したレベルの水素燃料利用でアノードを作動することは、増加した水素含有
量を有するアノード排出物を提供することによって、事前の改質段階を減少させ、および
／または排除することをさらに促進することができる。水素含有量を増加させることはま
た、事前の改質を減少および／または排除することができるように、アノードインレット
への供給において、なお十分な水素を有しながら、アノード排出物の一部分をタービン燃
焼領域へのインプットとして使用することを可能にすることができる。
【００３８】
　溶融炭酸塩形燃料電池を使用することによる別の難問は、適切に作動されたガスタービ
ンの排出物の比較的低いＣＯ２含有量によることができる。例えば、低ＣＯ２含有量天然
ガス燃料供給源によって動力が供給されるガスタービンは、例えば、約４体積％のＣＯ２

を有する排出物を発生させることができる。いくつかの種類の排出物ガスリサイクルが使
用される場合、この値は、例えば、約６体積％まで高めることができる。対照的に、溶融
炭酸塩形燃料電池のカソードへのインプットのために典型的に望ましいＣＯ２含有量は、
約１０％以上であることができる。本発明のいくつかの態様において、ガスタービンまた
は他の燃焼によって動力が供給される発電機をなお効率的に作動しながら、排出物ガスに
おけるＣＯ２含有量の増加を可能にするシステムおよび方法が本明細書に提供される。本
発明のいくつかの態様において、低ＣＯ２含有量を有するカソード排出物で作動された場
合に、燃料電池による炭素捕捉の効率を改善および／または最適化するためのシステムお
よび方法が提供される。
【００３９】
　さらに別の難問は、炭素捕捉によって生じる発電における効率の損失を低下または軽減
することを含むことができる。上記したように、炭素捕捉の従来の方法は、消費される燃
料の単位あたりの発電の正味の効率の損失をもたらすことができる。本発明のいくつかの
態様において、全体的な発電効率を改善するためのシステムおよび方法が提供される。追
加的に、または代わりとして、本発明のいくつかの態様において、商業的に有用なＣＯ２

流の発生のために必要とされるエネルギーを低下および／または最小化する方法でＣＯ２

を分離する方法が提供される。
【００４０】
　本発明のほとんどの態様において、１つ以上の上記の利点は、一部では、複合サイクル
発電システム、例えば、燃焼反応からの燃焼ガスおよび／または熱を蒸気タービンに電力
を供給するために使用することもできる天然ガス燃焼複合サイクルプラントと組み合わせ
て溶融炭酸塩形燃料電池を使用することによって、達成されることができる。より一般に
、溶融炭酸塩形燃料電池は、様々な種類の動力または熱発生システム、例えば、煮沸器、
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燃焼室、触媒酸化剤および／または他の種類の燃焼によって電力が供給される発電機とと
もに使用することができる。本発明のいくつかの態様において、ＭＣＦＣからのアノード
排出物の少なくとも一部分は、（ＣＯ２の分離後）ＭＣＦＣアノードのためのインプット
フローにリサイクルすることができる。追加的に、または代わりとして、ＭＣＦＣからの
アノード排出物の一部分を、発電のための燃焼反応のためのインプットフローにリサイク
ルすることができる。１つの実施形態において、（ＣＯ２分離後の）ＭＣＦＣからのアノ
ード排出物の第１の部分を、ＭＣＦＣアノードのインプット流にリサイクルすることがで
き、ＭＣＦＣからのアノード排出物の第２の部分を、発電のための燃焼反応のためのイン
プットフローにリサイクルすることができる。アノード排出物中に残留する（未反応の）
Ｈ２を伴ってＭＣＦＣを作動することができる態様において、アノード排出物からのＨ２

の一部分をアノードインプットへとリサイクルすることは、ＭＣＦＣを作動するために必
要とされる燃料を減少させることができる。燃焼反応に送達されるＨ２の部分は、燃焼反
応の反応条件を有利に変性することができ、および／または改善することができ、そして
より効率的な動力の発生を導くことができる。アノード排出物の後の水性ガスシフト反応
領域は、より容易に分離できるＣＯ２へのＣＯの変換を可能にしながら、アノード排出物
に存在するＨ２の量をさらに増加させるために任意に使用されることができる。
【００４１】
　本発明の様々な態様において、溶融炭酸塩形燃料電池を使用して、燃焼供給源からのＣ
Ｏ２を捕捉するための改善された方法を提供することができる。これは、発電の間の排出
を低下および／または軽減しながら、例えば、タービン（または燃焼をベースとする他の
動力または熱発生方法、例えば煮沸器、燃焼室および／または触媒酸化剤）を使用する発
電のためのシステムおよび方法を含むことができる。これは、少なくとも部分的に、燃焼
ガスおよび／または燃焼反応からの熱が、蒸気タービンに電力を供給するために使用され
ることもできる複合サイクル発電システムを使用することによって任意に達成することが
できる。これは、追加的に、または代わりとして、少なくとも部分的に、炭素捕捉デバイ
ス、ならびに電力の追加的な供給源の両方として１つ以上の溶融炭酸塩形燃料電池（ＭＣ
ＦＣ）を使用することによって達成されることができる。本発明のいくつかの態様におい
て、ＭＣＦＣは、損失または悪化した燃料の量を低下および／または最小化しながらも、
燃料電池における炭素捕捉を改善することが可能となる低燃料利用条件で作動させること
ができる。追加的に、または代わりとして、ＭＣＦＣは、燃焼燃料ガス流のＣＯ２含有量
を低下させるために必要とされるＭＣＦＣの全体の数および／または体積を、所望のレベ
ル、例えば、１．５体積％以下または１．０体積％以下まで低下および／または最小化す
るように作動させることができる。アレイ配列の最後のカソード（典型的に直列配置を少
なくとも含むか、あるいは最後のカソードおよび初期のカソードは同一である）からのカ
ソードアウトプットに関するそのような態様において、アウトプット組成物は、約２．０
体積％以下（例えば、約１．５体積％以下、または約１．２体積％以下）のＣＯ２および
／または少なくとも約１．０体積％、例えば、少なくとも約１．２体積％、または少なく
とも約１．５体積％のＣＯ２を含むことができる。そのような態様は、少なくとも部分的
に、アノードインレットにアノード排出物を戻すより前に、アノード排出物のＣＯ２の少
なくとも一部分を除去して、アノードからアノードのインレットまで排出物をリサイクル
することによって可能となる。アノード排出物からのＣＯ２のそのような除去は、例えば
、低温ＣＯ２分離器を使用することによって達成することができる。本発明のいくつかの
任意の態様において、アノードインレットへのアノード排出物のリサイクルは、カソード
インレットに直接的にリサイクルされるアノード排出物のための経路が提供されないよう
に、実行することができる。直接的にカソードインレットへのアノード排出物のリサイク
ルを回避することによって、ＭＣＦＣを介してアノードリサイクルループへ輸送されるい
ずれのＣＯ２も、ＣＯ２がループにおいて他のガスから分離されるまで、アノードリサイ
クルループに残留することができる。
【００４２】
　溶融炭酸塩形燃料電池は、従来から、電気を発生させるために独立モードで使用されて
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いる。独立モードでは、燃料、例えば、メタンのインプット流を、溶融炭酸塩形燃料電池
のアノードサイドに通過させることができる。メタンを改質して（外部または内部で）、
Ｈ２および他のガスを形成することができる。Ｈ２は、燃料電池においてカソードからの
電解質を通った炭酸塩イオンと反応し、ＣＯ２およびＨ２Ｏを形成することができる。燃
料電池のアノードの反応に関して、燃料利用の割合は、典型的に約７０％、７５％、また
はより高い。従来の構成において、改質反応の吸熱性性質の観点において、アノード排出
物において残留する燃料を、燃料電池および／または外部改質装置の温度を維持するため
に熱を発生させるために酸化（燃焼）させることができる。より完全な燃焼を可能にする
ために、この酸化の間に空気および／または別の酸素供給源を添加することができる。次
いで、アノード排出物（酸化後）をカソードに通過させることができる。この方法におい
て、全てのエネルギーおよびほぼ全ての反応物をアノードおよびカソードに提供するため
にアノードに入る単一の燃料流を使用することができる。またこの構成は、アノードにお
いて約７０％または約７５％またはわずかに高い燃料利用のみを必要として、アノードに
入る燃料の全てが消費されることを可能にする。
【００４３】
　従来のシステムで典型的であることができる上記の独立方法において、溶融炭酸塩形燃
料電池の作動の目標は、一般に、インプット燃料流をベースとする電力を効率的に発生さ
せることであることができる。対照的に、燃焼を動力とするタービン、エンジンまたは他
の発電機と集積化される溶融炭酸塩形燃料電池は、さらなる有用性を提供するために使用
することができる。燃料電池による高効率の発電がなお望ましいが、燃料電池は、例えば
、燃料電池の所与の体積に対して排出物流から捕捉されるＣＯ２の量を改善および／また
は最大化するために作動させることができる。これは、なお燃料電池から動力を発生させ
ながら、改善されたＣＯ２の捕捉を可能にする。追加的に、本発明のいくつかの態様にお
いて、燃料電池のアノードからの排出物は、過剰量の水素をなお含有することができる。
この過剰量の水素は、タービンの燃焼反応の燃料として有利に使用されることができ、し
たがって、タービンの改善された効率を可能にする。
【００４４】
　図１は、本発明のいくつかの態様の構想の概要を提供する。図１は、一般的な構想の理
解を促進するために提供され、追加的な供給、プロセス、およびまたは構成は、全体的な
構想の趣旨から逸脱することなく、図１に組み込まれることができる。図１に示される概
要の実施例において、天然ガスタービン１１０（または別の燃焼で動力を供給するタービ
ン）は、燃料１１２の燃焼をベースとする電力を発生させるために使用することができる
。図１に示される天然ガスタービン１１０に関して、これは、圧縮ガス流１１３を形成す
るために、空気流または他のガス相流１１１を圧縮することを含むことができる。次いで
、圧縮ガス流１１３は、燃料１１２と一緒に燃焼領域１１５に導入されることができる。
追加的に、流れ１８５は、アノード１３０からの排出物に存在する燃料の一部分（水素）
を含み、燃焼領域１１５に導入することもできる。この追加的な水素は、燃焼反応が、向
上された条件で作動されることを可能にすることができる。得られたホット燃料または排
出物ガス１１７は、次いで、タービン１１０の膨張器部分を通過し、電力を発生させるこ
とができる。
【００４５】
　膨張（ならびに任意のクリーニングおよび／または他の処理工程）の後、膨張した燃焼
ガスを、溶融炭酸塩形燃料電池のカソード部分１２０に通過させることができる。燃焼ガ
スは、カソードにおける反応のために十分な酸素を含むことができるか、または追加的な
酸素を必要に応じて提供することができる。燃料電池反応を促進するために、アノード排
出物１３５の少なくとも一部分とともに、燃料１３２を燃料電池のアノード部分１３０に
通過させることができる。リサイクルされる前に、アノード排出物１３５は、いくつかの
追加的なプロセスを通過することができる。１つの追加的なプロセスは、水性ガスシフト
反応プロセス１７０を含むことができるか、または水性ガスシフト反応プロセス１７０で
あることができる。水性ガスシフト反応１７０は、アノード排出物１３５に存在するＨ２
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ＯおよびＣＯを反応させ、追加的なＨ２およびＣＯ２を形成するために使用することがで
きる。ＣＯ２は、ＣＯと比較して、アノード排出物から典型的により容易に分離すること
ができるため、これによって、アノード排出物１３５からの炭素の改善された除去を可能
にすることができる。（任意の）水性ガスシフト反応プロセス１７０からのアウトプット
１７５を、次いで、二酸化炭素分離システム１４０、例えば、低温二酸化炭素分離器に通
過させることができる。これは、アノード排出物からＣＯ２の少なくとも一部分１４７、
ならびに典型的に水の少なくとも一部分１４９を除去することができる。ＣＯ２および水
の少なくとも一部分の除去の後、リサイクルされたアノード排出物は、いくらかのＣＯ２

および水、ならびにＨ２およびおそらく炭化水素、例えば、メタンの形態の未反応の燃料
をなお含有することができる。本発明の特定の実施形態において、ＣＯ２分離段階からの
アウトプットの一部分１４５は、アノード１３０へのインプット流として使用するために
リサイクルすることができ、第２の部分は、燃焼反応１１５へのインプット１８５として
使用することができる。燃料１３２は、水素含有流、ならびに／あるいはメタンおよび／
またはＨ２を形成するために改質可能な（内部または外部で）別の炭化水素を含有する流
れを表すことができる。
【００４６】
　燃料電池のカソード部分１２０からの排出物は、次いで、例えば、蒸気発生器１６０に
電力を供給するためにカソード排出物からの熱が回収されることができるように、熱回収
領域１５０を通過することができる。熱を回収した後、カソード排出物は排出物流１５６
としてシステムを出ることができる。排出物流１５６は環境に出ることができるか、また
は、例えば、アミンスクラバーを使用して、流れ１５６において追加的なＣＯ２捕捉を実
行して、任意の追加的なクリーニングプロセスを使用することができる。
【００４７】
　燃料電池の作動を特徴づけることの１つ方法は、燃料電池によって受け取られる様々な
インプットの「利用」を特徴づけることであることができる。例えば、燃料電池の作動を
特徴づけるための１つ共通の方法は、燃料電池に関する（アノード）燃料利用を明示する
ことであることができる。
【００４８】
　燃料利用に加えて、燃料電池中の他の反応物に関する利用を特徴づけることができる。
例えば、燃料電池の作動は、「ＣＯ２利用」および／または「酸化剤」利用に関して、追
加的に、または代わりとして特徴づけることができる。ＣＯ２利用および／または酸化剤
利用のための値は、同様の方法で明示されることができる。ＣＯ２利用に関して、ＣＯ２

がカソードへのインプット流またはフローに存在する唯一の燃料成分であって、したがっ
て、唯一の反応がＣＯ３

２－の形成である場合、（（ＣＯ２－レート－イン（ｒａｔｅ－
ｉｎ））－（ＣＯ２－レート－アウト（ｒａｔｅ－ｏｕｔ）））／ＣＯ２－レート－イン
の簡略化された計算を使用することができる。同様に、酸化剤利用に関して、Ｏ２がカソ
ードへのインプット流またはフローに存在する唯一の酸化剤であって、したがって、唯一
の反応がＣＯ３

２－の形成である場合、簡略化された計算を使用することができる。
【００４９】
　複数の燃料電池を使用する別の理由は、燃焼排出物のＣＯ２含有量を所望のレベルまで
低下させながら、効率的な燃料電池作動を可能にすることであることができる。高い（ま
たは最適な）ＣＯ２利用のレートを有するように燃料電池を作動するのではなく、所望の
レベルまで燃焼を低下させながら、２つの（またはより多くの）燃料電池をより低い燃料
利用速度で作動させることができる。
【００５０】
　独立作動などの燃料電池の従来の作動の間、燃料電池を作動することの目標は、電池に
提供される「燃料」を効率的に使用しながら、電力を発生させることであることができる
。「燃料」は、水素（Ｈ２）、水素を含んでなるガス流、および／または水素を提供する
ために改質可能な物質（例えば、メタン、別のアルカンまたは炭化水素、ならびに／ある
いは反応時に水素を提供することができる炭素および水素を含有する１種以上の他の種類
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の化合物）のいずれかに相当することができる。これらの改質反応は、典型的に吸熱性で
あり、したがって、通常、水素の生成において、いくらかの熱エネルギーを消費する。典
型的に、水性ガスシフト反応（ＣＯ＋Ｈ２Ｏ＝Ｈ２＋ＣＯ２）は燃料電池アノード触媒表
面の存在下で生じることができるため、直接および／または反応時にＣＯを提供すること
ができる炭素供給源を利用することもできる。これによって、ＣＯ供給源からの水素の生
成も可能となる。そのような従来の作動に関して、燃料電池を作動することの１つ潜在的
な目標は、約７０％～約７５％の燃料利用で燃料電池アノードを作動し、それに続いて、
残留する燃料を燃焼させ、燃料電池の温度を維持するために熱を発生させることによって
因習的に達成することができる、燃料電池に関して望ましいアウトプット電圧を維持しな
がら、電池に提供される燃料の全てを消費することであることができる。燃料利用は、燃
料電池に入る燃料のエンタルピーによって割られる、燃料電池反応において使用される燃
料の全エンタルピーに関して測定することができる。
【００５１】
　溶融炭酸塩形燃料電池において、燃料電池の電解質中の炭酸塩イオンの輸送は、第１の
流路から第２の流路までＣＯ２を輸送する方法であって、より低い濃度（カソード）から
より高い濃度（アノード）まで輸送を可能にし、したがって、ＣＯ２の捕捉を促進するこ
とができる方法を提供することができる。ＣＯ２分離のための燃料電池の選択性の部分は
、電池が電力を発生させることを可能にする電気化学的反応をベースとすることができる
。燃料電池内の電気化学的反応に効果的に関与しない非反応性種（例えば、Ｎ２）に関し
て、カソードからアノードまでの反応および輸送の重要ではない量が生じることができる
。対照的に、カソードとアノードとの間のポテンシャル（電圧）差は、炭酸塩イオンの輸
送に対して燃料電池全体で強い推進力を提供することができる。その結果、溶融炭酸塩形
燃料電池の炭酸塩イオンの輸送は、比較的高選択性でＣＯ２がカソード（より低いＣＯ２

濃度）からアノード（より高いＣＯ２濃度）まで輸送されることを可能にすることができ
る。しかしながら、二酸化炭素除去のために溶融炭酸塩形燃料電池を使用することの課題
は、燃料電池が比較的希薄なカソード供給から二酸化炭素を除去するための限られた能力
を有するということであることができる。炭酸塩形燃料電池によって発生する電圧および
／または動力は、ＣＯ２濃度が約２．０体積％より低くなると、急速に低下し始めること
ができる。さらにＣＯ２濃度が、例えば、約１．０体積％より低くなると、いくつかの点
で、燃料電池全体の電圧は十分に低くなって、炭酸塩のさらなる輸送が少なくなるか、ま
たは生じなくなって、燃料電池は機能しなくなる。したがって、少なくとも、いくつかの
ＣＯ２は、おそらく、商業的に実行可能な作動条件で、燃料電池のカソード段階からの排
出物ガスに存在する。
【００５２】
　燃料電池カソードに送達される二酸化炭素の量は、カソードインレットのための供給源
のＣＯ２含有量に基づいて決定することができる。カソードインプットフローとしての使
用のために適切なＣＯ２含有流の一例は、燃焼供給源からのアウトプットまたは排出物フ
ローであることができる。燃焼供給源の例には、限定されないが、天然ガスの燃焼をベー
スとする供給源、石炭の燃焼、および／または他の炭化水素型燃料（生物学的に誘導され
た燃料を含む）の燃焼が含まれる。追加的なまたは代わりの供給源には、他の種類の煮沸
器、燃焼された加熱器、炉、および／または別の物質（例えば、水または空気）を加熱す
るために炭素含有燃料を燃焼させる他の種類のデバイスを含むことができる。第１の概算
に対して、燃焼供給源からのアウトプットフローのＣＯ２含有量は、フローの少数部分で
あることができる。より高いＣＯ２含有量排出物フロー、例えば、石炭燃焼供給源からの
アウトプットに関して、ほとんどの商業的な石炭燃焼発電所からのＣＯ２含有量は、約１
５体積％以下であることができる。より一般に、燃焼供給源からのアウトプットまたは排
出物フローのＣＯ２含有量は、少なくとも約１．５体積％、または少なくとも約１．６体
積％、または少なくとも約１．７体積％、または少なくとも約１．８体積％、または少な
くとも約１．９体積％、または少なくとも約２体積％、または少なくとも約４体積％、ま
たは少なくとも約５体積％、または少なくとも約６体積％、または少なくとも約８体積％
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であることができる。追加的に、または代わりとして、燃焼供給源からのアウトプットま
たは排出物フローのＣＯ２含有量は、約２０体積％以下、例えば、約１５体積％以下、ま
たは約１２体積％以下、または約１０体積％以下、または約９体積％以下、または約８体
積％以下、または約７体積％以下、または約６．５体積％以下、または約６体積％以下、
または約５．５体積％以下、または約５体積％以下、または約４．５体積％以下であるこ
とができる。上記で示される濃度は、乾燥基準である。なお、より低いＣＯ２含有量値は
、いくつかの天然ガスまたはメタン燃焼供給源、例えば、排出物ガスリサイクルループを
含んでもよいか、または含まなくてもよい発電システムの一部分である発電機からの排出
物において存在することができる。
【００５３】
アノード部分およびアノードリサイクルループの作動
　本発明の様々な態様において、溶融炭酸塩形燃料電池は、燃料電池のアノード部分にお
いてより低い燃料利用を可能にする条件で作動させることができる。これは、燃料利用が
、燃料電池に送達される燃料の７０％以上が燃料電池の作動の一部として消費されること
を可能にするために典型的に選択されることができる、燃料電池に関する従来の作動とは
対照的であることができる。従来の作動において、燃料のほとんど全ては、典型的に燃料
電池のアノード内で消費されることができるか、または燃料電池への供給流に著しい熱を
提供するために燃焼することができる。
【００５４】
　図３は、従来の（独立型）条件での燃料電池作動のための燃料利用とアウトプット電力
との関係の実施例を示す。図３に示される図は、燃料電池の作動に関する２つの制限事例
を示す。１つの制限事例は、燃料電池に送達される燃料の１００％に近づく燃料（例えば
、Ｈ２、またはＨ２に改質されるメタン）の量を消費することの燃料電池の作動の制限を
含む。効率の観点から、燃料電池の作動の間に燃料を浪費しないために、燃料電池に送達
される燃料の約１００％の消費は望ましいであろう。しかしながら、電池に送達される燃
料の約８０％より多くを消費するために燃料電池を作動することには、２つの潜在的欠点
がある。第１に、消費される燃料の量が１００％に近づくと、燃料電池によって提供され
る電圧は急劇に低下することができる。１００％に近い燃料の量を消費するために、燃料
電池中の（または少なくともアノードに近い）燃料の濃度は、定義上、燃料電池の作動の
少なくとも一部分の間、ほとんどゼロに接近しなければならない。ゼロに近い燃料濃度で
燃料電池のアノードを作動することによって、燃料電池の電解質を通って炭酸塩を輸送す
るために漸減的に低い推進力がもたらされることができる。これによって、電圧の相当す
る低下が生じることができ、電圧は、アノードに提供される全ての燃料を消費する真の制
限事例において潜在的にゼロに接近する。
【００５５】
　第２の欠点も、比較的高い燃料利用値（約８０％を超える）に関連する。図３に示すよ
うに、約７５％以下の燃料利用値において、燃料電池で発生する電圧は、燃料利用とほぼ
直線関係を有する。図３中、約７５％の燃料利用において、発生する電圧は約０．７ボル
トであることができる。図３中、約８０％以上の燃料利用値において、電圧対利用曲線は
指数関数的または動力型関係を有するように見える。プロセス安定性の観点から、関係が
直線である電圧対利用曲線の部分で燃料電池を作動することが好ましいことができる。
【００５６】
　図３に示される他の制限事例において、溶融炭酸塩形燃料電池によって発生する電圧は
、燃料利用が低下すると、穏やかな増加を示す。しかしながら、従来の作動において、低
下した利用における燃料電池の作動は、様々な問題点を有することができる。例えば、よ
り低い燃料利用で作動された従来通り作動された燃料電池に送達される燃料の全体の量は
、アノード排出物／アウトプット流に残留するいずれの燃料も、燃料電池温度を維持する
ために（さらなる燃焼において）適切な熱量をなお提供することができるように、低下さ
れることを必要としてもよい。燃料電池に送達される燃料の量を調節することなく燃料利
用が低下する場合、未使用の燃料の酸化によって、燃料電池のための所望の温度より高く
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生じてもよい。少なくともこれらの制限事例の考慮すべき問題をベースとして、従来の燃
料電池は、典型的に、燃料の完全な利用で熱の釣合いを達成するために、約７０％～約７
５％の燃料利用で作動される。
【００５７】
　他の構成は、燃料電池アノードからの排出物の少なくとも一部分を燃料電池アノードの
インプットまでリサイクルすることであることができる。ＭＣＦＣアノードからのアウト
プット流は、Ｈ２Ｏ、ＣＯ２、任意にＣＯ、そして任意であるが典型的に未反応の燃料（
例えば、Ｈ２またはＣＨ４）を主なアウトプット成分として含むことができる。改質反応
のための熱を提供するための燃料供給源として、このアウトプット流を使用する代わりに
、潜在的燃料価を有する成分、例えば、Ｈ２および／またはＣＯからＣＯ２を分離するた
めに、アノードアウトプット流において１つ以上の分離を実行することができる。次いで
、燃料価を有する成分は、アノードのインプットにリサイクルされることができる。
【００５８】
　この種類の構成は、１つ以上の利点を提供することができる。第１に、低温ＣＯ２分離
器を使用することなどにより、ＣＯ２をアノードアウトプットから分離することができる
。アノードアウトプットの成分のいくつか（Ｈ２、ＣＯ、ＣＨ４）は容易に凝縮可能な成
分ではないが、ＣＯ２およびＨ２Ｏは、凝縮された相として個々に分離することができる
。実施形態次第で、アノードアウトプットのＣＯ２の少なくとも約９０体積％を分離する
ことができ、比較的高純度のＣＯ２アウトプット流を形成することができる。分離後、ア
ノードアウトプットの残りの部分は、主として燃料価を有する成分、ならびにＣＯ２およ
び／またはＨ２Ｏの減少した量に相当することができる。分離後のアノードアウトプット
のこの部分は、追加的な燃料に加えて、アノードインプットの一部分として使用するため
にリサイクルすることができる。この種類の構成において、ＭＣＦＣを通る単回通過の燃
料利用が低いとしても、未使用の燃料は、アノードを通る別の通過のために有利にリサイ
クルされることができる。その結果、単回通過燃料利用は減少されたレベルであることが
できるが、一方、環境への未燃焼燃料の損失（排出）を回避することができる。
【００５９】
　アノード排出物の一部分をアノードインプットへリサイクルすることの追加的に、また
は代わりに、別の構成の選択は、他の燃焼動力供給源の燃焼反応のためのインプットとし
て、アノード排出物の一部分を使用することであることができる。アノードインプットに
リサイクルされ、および／または燃焼領域へのインプットとしてのアノード排出物の相対
的な量は、いずれかの都合のよい、または望ましい量であることができる。アノード排出
物がアノードインプットおよび燃焼領域の１つのみにリサイクルされる場合、リサイクル
の量は、いずれかの都合のよい量であることもでき、例えば、ＣＯ２および／またはＨ２

Ｏを除去するためのいずれかの分離の後に残留するアノード排出物の１００％までの部分
であることができる。アノード排出物の一部分が、アノードインプットおよび燃焼領域に
リサイクルされる場合、定義による全体のリサイクルされた量は、アノード排出物の残留
部分の１００％以下であることができる。その他の場合、はノード排出物のいずれの都合
のよい分割も使用することができる。本発明の様々な実施形態において、アノードインプ
ットへのリサイクルの量は、分離後に残留するアノード排出物の少なくとも約１０％、例
えば、少なくとも約２５％、少なくとも約４０％、少なくとも約５０％、少なくとも約６
０％、少なくとも約７５％、または少なくとも約９０％であることができる。追加的に、
または代わりとして、それらの実施形態において、アノードインプットへのリサイクルの
量は、分離後に残留するアノード排出物の約９０％以下、例えば、約７５％以下、約６０
％以下、約５０％以下、約４０％以下、約２５％以下または約１０％以下であることがで
きる。さらに追加的に、または代わりとして、本発明の様々な実施形態において、燃焼領
域（タービン）へのリサイクルの量は、分離後に残留するアノード排出物の少なくとも約
１０％、例えば、少なくとも約２５％、少なくとも約４０％、少なくとも約５０％、少な
くとも約６０％、少なくとも約７５％、または少なくとも約９０％であることができる。
追加的に、または代わりとして、それらの実施形態において、燃焼領域（タービン）への
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リサイクルの量は、分離後に残留するアノード排出物の約９０％以下、例えば、約７５％
以下、約６０％以下、約５０％以下、約４０％以下、約２５％以下、または約１０％以下
であることができる。
【００６０】
　アノード排出物に存在するいずれのＨ２も、ＣＯ２を発生させることなく燃焼すること
ができる燃料を表すことができる。少なくともいくつかのＨ２が燃料電池のアノード部分
の一部分として発生することができるため、改質の間に発生するＣＯ２は、システムのア
ノード部分におけるＣＯ２分離段階によって主として除去することができる。その結果、
燃焼反応の燃料の一部分としてアノード排出物からのＨ２を使用することによって、膜を
通ってＣＯ２を輸送しなければならないこととは対照的に、燃料の「燃焼」から発生する
ＣＯ２をシステムのアノード部分で生成することができる状況を可能にする。
【００６１】
　アノード排出物から燃焼反応へのＨ２のリサイクルによって、排出物ガスリサイクル（
ＥＧＲ）構成を含むタービン（または他の燃焼システム）に相乗効果的な利点を提供する
ことができる。ＥＧＲ構成において、燃焼反応からのＣＯ２含有排出物ガスの一部分をタ
ービンにリサイクルすることができ、インプットガスフローの一部分として使用すること
ができる。燃焼によって動力を供給するタービンの作動の間、酸化剤（例えば、空気また
は酸素富化空気）のインプットガスフローは、燃焼反応に導入の前に圧縮することができ
る。燃焼反応へのインプットフローのために使用される圧縮器は、典型的に、ガスの質量
に関係なく、ガスの同モル数が圧縮されることができるように、体積が制限される傾向が
ある。しかしながら、より高い質量を有するガスは、より高い熱容量を有する傾向があり
、かつ／またはタービンの膨張器部分を通してより大きい圧力比を可能にすることができ
る。ＣＯ２富化排出物流は、タービンから、電力への燃焼反応からのエネルギーの改善さ
れた変換を可能にすることができる、より高い分子量成分を有するガス流の都合の良い供
給源を提供することができる。燃焼反応へのＣＯ２富化流の導入は、いくつかの利点を提
供することができるが、燃焼反応に有意に（悪）影響を与えずに添加されることができる
ＣＯ２富化流の量には有効な限界がある。ＣＯ２富化流が典型的にそれ自体で「燃料」を
含有しないため、この流れは、燃焼反応の範囲内で希釈剤として主として作用することが
できる。その結果、再利用可能なＣＯ２の量は、少なくとも部分的に、適切な可燃性領域
内の燃焼反応において条件を維持することに基づいて制限されることができる。
【００６２】
　アノード排出物からのＨ２のリサイクルは、１つ以上の方法でＥＧＲ構成を補足するこ
とができる。第一に、Ｈ２の燃焼は、ＣＯ２の発生を直接もたらさなくてもよい。その代
わりに、上記したように、Ｈ２が生じる時に発生するＣＯ２は、アノードループにおいて
発生することができる。これによって、所与のレベルの発電のためにカソードからアノー
ドへ輸送される必要があるＣＯ２の量を低下させることができる。追加的に、Ｈ２は、例
えば、なお所望の燃焼反応を維持しながら、ＣＯ２のより高い濃度に耐えることができる
ように、可燃性領域を変性することによって、燃焼供給源の作動を変性する利点を有する
こともできる。可燃性領域を拡張することが可能であることは、燃焼排出物におけるＣＯ

２の増加した濃度が可能となり、したがって、燃料電池のカソードへのインプットにおけ
るＣＯ２の増加が可能である。
【００６３】
　燃料電池カソードへのインプットにおいてＣＯ２濃度を増加させることが可能であるこ
との利点は、溶融炭酸塩形燃料電池が作動する方法の性質に関連することができる。以下
に詳細にされるように、カソード排出物流からＭＣＦＣによって分離できるＣＯ２の量に
おける実際的な限界がある。作動条件次第で、ＭＣＦＣは、カソード排出物流のＣＯ２含
有量を約２．０体積％以下（例えば、約１．５体積％以下または約１．２体積％以下）に
低下させることができる。この限界によって、溶融炭酸塩形燃料電池を使用する時のＣＯ

２除去の正味の効率は、カソードインプットにおけるＣＯ２の量次第であることができる
。燃料として天然ガスを使用する燃焼反応に関して、燃焼排出物中のＣＯ２の量は、少な
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くとも約４体積％のカソードインプット中のＣＯ２濃度に相当することができる。排出物
ガスリサイクルの使用によって、カソードインプットにおけるＣＯ２の量を、少なくとも
約５体積％、例えば少なくとも約６体積％まで増加させることができる。燃料の一部分と
してＨ２を使用する場合にもたらすことができる可燃性領域増加のため、排出物ガスリサ
イクルを通して添加されるＣＯ２の量は、少なくとも約７．５体積％または少なくとも約
８体積％のカソードインプットにおけるＣＯ２の濃度を達成することができるように、な
おさらに増加させることができる。カソード排出物における約１．５体積％の除去限界を
ベースとして、約５．５体積％から約７．５体積％までカソードインプット中のＣＯ２含
有量を増加させることは、燃料電池を使用して捕捉されることができ、最終的なＣＯ２分
離のためにアノードループに輸送されることができるＣＯ２の量の約５０％の増加に相当
する。
【００６４】
　アノードアウトプットに存在するＨ２の量は、例えば、水性ガスシフト反応器を使用す
ることによって、アノードアウトプットに存在するＨ２ＯおよびＣＯをＨ２およびＣＯ２

へと変換して、増加させることができる。水は、アノードで生じる反応のアウトプットで
あることが予想され、アノードアウトプットは、典型的に、アノードアウトプットに存在
するＣＯの量と比較して、過剰量のＨ２Ｏを有することができる。ＣＯは、改質条件また
はアノード反応の間に存在するいずれかの条件下で、改質の間の不完全な炭素燃焼のため
、および／またはＨ２Ｏ、ＣＯ、Ｈ２およびＣＯ２の間での反応の釣合いをとる平衡（す
なわち、水性ガスシフト平衡）のために、アノードアウトプットに存在することができる
。水性ガスシフト反応器は、ＣＯおよびＨ２Ｏを犠牲にして、ＣＯ２およびＨ２を形成す
る方向に、さらに平衡を進める条件下で作動されることができる。より高い温度は、ＣＯ
およびＨ２Ｏの形成をもたらす傾向があることができる。したがって、水性ガスシフト反
応器を作動するための１つの選択肢は、適切な温度、例えば、約１９０℃～約２１０℃で
、酸化鉄、酸化亜鉛、酸化亜鉛上の銅などの適切な触媒にアノードアウトプット流を曝露
させることであることができる。任意に、水性ガスシフト反応器は、アノードアウトプッ
ト流におけるＣＯ濃度を低下させるために、２つの段階を含むことができ、第１の高温段
階は、少なくとも約３００℃～約３７５℃の温度で作動され、そして第２の低温段階は、
約２２５℃以下、例えば、約１８０℃～約２１０℃の温度で作動される。アノードアウト
プットに存在するＨ２の量を増加させることに加えて、水性ガスシフト反応は、ＣＯを犠
牲にして、ＣＯ２の量を増加させることができる。これによって、除去が困難な一酸化炭
素（ＣＯ）を、縮合（例えば、低温除去）、化学反応（例えば、アミン除去）および／ま
たは他のＣＯ２除去方法によってより容易に除去することができる二酸化炭素と交換する
ことができる。
【００６５】
　本発明のいくつかの態様において、ＣＯ２（およびＨ２Ｏ）（の一部分）の分離の後に
残留するアノードアウトプット流の全てまたは実質的に全てを、燃料電池アノードのため
のインプット、および／または燃焼を動力とする発電機のための燃料インプットとしての
使用のためにリサイクルすることができる。したがって、水性ガスシフト反応、ＣＯ２の
除去および／またはＨ２Ｏの除去後に残るアノードアウトプット流の部分に関して、残留
する含有量の少なくとも約９０％は、燃料電池アノードのためのインプットまたは燃焼を
動力とする発電機のための燃料インプットとして有利に使用することができる。あるいは
、分離後のアノードアウトプット流は、２つ以上の目的のために使用されることができる
が、カソードへの直接的なインプットおよび／または燃料電池の加熱のための酸化剤への
インプットとして使用するためのアノードアウトプット流のいずれかの部分のリサイクル
は、有利に回避されることができる。
【００６６】
　図４は、本発明による発電機／燃料電池システムのアノード流路部分の実施例を示す。
図４中、初期の燃料流４０５は、任意に、メタン（または別の種類の燃料）および水をＨ

２およびＣＯ２に変換するために、改質４１０されることができる。あるいは、改質反応
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は、改質段階および燃料電池アノード４２０を含むアセンブリの一部分である改質段階に
おいて実行されることができる。追加的に、または代わりとして、燃料流４０５の少なく
とも一部分は水素ガスに相当することができ、そのため、燃料をアノード４２０に提供す
るために必要とされる改質の量を低下および／または最小化することができる。任意に改
質された燃料４１５は、次いで、アノード４２０を通過することができる。アノード排出
物４２５からの燃料成分を含むリサイクル流４５５は、アノード４２０へのインプットと
して役に立つこともできる。燃料電池（図示せず）のカソード部分からの炭酸塩イオン４
２２の流れは、アノード燃料電池反応のために必要とされる残留する反応物を提供するこ
とができる。アノード４２０における反応をベースとして、得られるアノード排出物４２
５は、Ｈ２Ｏ、ＣＯ２、未反応の燃料（Ｈ２、ＣＯ、ＣＨ４もしくは他）に相当する１種
以上の成分、ならびに任意に１つ以上の追加的な非反応性成分、例えば、Ｎ２、および／
または燃料流４０５の一部分である他の汚染物質を含むことができる。アノード排出物４
２５を、次いで、ＣＯ２（および任意にＨ２Ｏ）の除去のための１つ以上の分離段階４３
０に通過させることができる。低温ＣＯ２除去システムは、適切な種類の分離段階の実施
例であることができる。任意に、アノード排出物を水性ガスシフト反応器４４０に最初に
通過させて、（いくらかのＨ２Ｏに加えて）アノード排出物に存在するいずれのＣＯも、
任意に水性ガスシフトされたアノード排出物４４５において、ＣＯ２およびＨ２に変換す
ることができる。
【００６７】
　分離段階４３０の初期の部分は、Ｈ２Ｏアウトプット流４３２としてアノード排出物４
２５に存在するＨ２Ｏの大部分を除去するために使用することができる。追加的に、また
は代わりとして、Ｈ２Ｏの一部分を除去するために、熱回収蒸気発生器システムまたは低
温分離システムに依存しない他の熱交換器を使用することができる。次いで、低温ＣＯ２

除去システムは、大部分のＣＯ２を高純度ＣＯ２流４３４として除去することができる。
所望であれば、アノードリサイクルループ内での不活性ガスの蓄積を防ぐため、パージ流
（図示せず）が存在してもよい。次いで、アノード排出物流の残留成分は、アノード４２
０のインレットへのリサイクルされたインプット４５５として、または燃焼を動力とする
タービンのためのインプット流４８５としてのいずれかで使用することができる。
【００６８】
　従来は、いずれかの燃料が燃料電池に入る前に、少なくともいくつかの改質が実行され
る。この初期／予備の改質は、燃料電池または燃料電池積層の外部の改質装置で実行され
ることができる。あるいは、燃料電池積層のためのアセンブリは、積層内に位置するが、
積層において燃料電池のアノードの前である１つ以上の改質領域を含むことができる。こ
のような初期の改質は、典型的に、アノードに入る流れがアノード反応を維持するために
十分な水素を有することができるように、アノードに入る前に、少なくともいくつかの燃
料を水素に変換する。このような初期の改質がない特定の実施形態において、アノードの
水素含有量は非常に低いことが可能であり、カソードからアノードへのＣＯ２の輸送がほ
とんどないか、または全くない。対照的に、いくつかの実施形態において、燃料電池アレ
イの燃料電池は、外部改質なしで作動することができ、すなわち、アノード排出物のリサ
イクルされた部分に十分な水素が存在するため、燃料電池のアノード部分内で改質のみを
ベースとする。アノード供給に十分な量のＨ２、例えば、Ｈ２の形態でアノードに送達さ
れる燃料の少なくとも約１０体積％が存在する場合、アノードにおける反応条件は、アノ
ード自体の範囲内で追加的な改質が生じることを可能にし、これは、流路次第で、本発明
による方法のアノードインプット（の前）への外部改質段階の必要を減少させることがで
き、および／または排除することができる。アノード供給が水素の十分な量を含有しない
場合、アノード反応は失速する可能性があり、そして、最小化されて、アノードにおける
改質活性および／または他の反応は、低下、最小化、または完全に停止する可能性がある
。その結果、アノード供給に存在するＨ２の量が不十分である実施形態において、アノー
ドインプット（の前）への外部改質段階があることが望ましくなり得る（または必要であ
り得る）。
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【００６９】
カソード部分の作動
　本発明による様々な態様において、炭素捕捉のために使用される溶融炭酸塩形燃料電池
は、発電能力を向上させることとは対照的に（またはその代価で）、燃料電池の炭素捕捉
態様を改善するか、または向上させるために作動させることができる。従来は、溶融炭酸
塩形燃料電池は、アノードに送達される燃料流における全ての燃料を消費しながら、望ま
しい電圧を提供することをベースとして作動させることができる。これは従来は、部分的
に、カソードインプット流の少なくとも一部分としてアノード排出物を使用することによ
って達成することができる。対照的に、本発明は、アノードインプットおよびカソードイ
ンプットのための別々の／異なる供給源を使用する。アノードインプットフローおよびカ
ソードインプットフローの組成の関連を除去することによって、二酸化炭素の捕捉を改善
するために燃料電池を作動するための追加的な選択肢が利用可能になる。
【００７０】
　二酸化炭素除去のために溶融炭酸塩形燃料電池を使用することにおける１つの初期の課
題は、燃料電池が、比較的希薄なカソード供給から二酸化炭素を除去するための限られた
能力を有することであることができる。図５は、カソードインプットガスのＣＯ２の濃度
をベースとする、１）電圧およびＣＯ２濃度、ならびに２）動力およびＣＯ２濃度の間の
関係の実施例を示す。図５に示すように、炭酸塩型燃料電池によって発生する電圧および
／または動力は、ＣＯ２濃度が約２．０体積％未満に低下すると、急速に低下し始めるこ
とができる。さらにＣＯ２濃度が、例えば、約１．０体積％より低くなると、いくつかの
点で、燃料電池全体の電圧は十分に低くなって、炭酸塩のさらなる輸送が少なくなるか、
または生じなくなり得る。したがって、少なくとも、いくつかのＣＯ２は、おそらく、作
動条件にほとんど関係なく、燃料電池のカソード段階からの排出物ガスに存在する。
【００７１】
　燃料電池作動条件の１つの変更は、上記の通り、アノードにおいて低燃料利用で作動す
ることなどによって、アノードにおいて過剰量の利用可能な反応物を用いて、燃料電池を
作動することであることができる。燃料電池におけるアノード反応のための過剰量の反応
物を提供することによって、カソード反応のためのＣＯ２の有効性は、反応に関する律速
の変数として使用されることができる。
【００７２】
　炭素捕捉の量を向上させるためにＭＣＦＣを作動する場合、燃料利用を改善することを
試みる場合とは、釣合いをとるための因子が異なることができる。特に、燃料電池に送達
される二酸化炭素の量は、ＣＯ２含有流を提供する燃焼発電機からのアウトプットフロー
に基づいて決定することができる。第１の概算に、燃焼発電機からのアウトプットフロー
のＣＯ２含有量は、フローの少数部分であることができる。石炭燃焼発電機からのアウト
プットなどのより高いＣＯ２含有量排出物フローに関しても、ほとんどの商業的な石炭燃
焼発電所からのＣＯ２含有量は、約１５体積％以下であることができる。カソード反応を
実行するために、これは潜在的に、ＣＯ２と反応して炭酸塩イオンを形成するために使用
される酸素の約５％～約１５％、典型的に約７％～約９％を含むことができる。その結果
、カソードへのインプット流の約２５体積％未満は、カソード反応によって典型的に消費
されることができる。カソードフローの残留している少なくとも約７５％の部分は、いず
れかの未反応のＣＯ２およびＯ２に加えて、Ｎ２、Ｈ２Ｏおよび他の典型的な酸化剤（空
気）成分などの不活性／非反応性種を含んでなることができる。
【００７３】
　カソード反応と比較して、カソードへのインプットフローの性質をベースとして、カソ
ードにおいて消費および除去されるカソードインプットの部分は、天然ガス供給源などの
、よりクリーンな燃料供給源の燃焼をベースとするインプットフローに関して、約２５体
積％以下、例えば、約１０体積％以下であることができる。正確な量は、使用される燃料
、インプット燃料における希釈剤含有量（例えば、Ｎ２は少ないパーセントで天然ガスに
典型的に存在する）、そして燃焼室が作動される酸化剤（空気）対燃料の比率に基づいて
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変化することができ、これらは全て変化することができるが、商業的な作動のために典型
的に周知である。その結果、燃料電池のカソード部分への全ガスフローは、炭素捕捉のた
めに使用される燃料電池の全アレイを通して比較的予想することができることができる（
一定）。炭素捕捉を向上／改善／最適化するために燃料電池のアレイを提供するためのい
くつかの可能な構成を使用することができる。以下の構成選択肢は、炭素捕捉を改善する
ための戦略の一部分として、単独で、または組み合わせで使用することができる。
【００７４】
　第１の構成選択肢は、複数の燃料電池間でＣＯ２含有流を分割することであることがで
きる。工業用の発電機からのＣＯ２含有アウトプット流は、典型的に、適切な径の単一Ｍ
ＣＦＣのために望ましい作動条件と比較して大きいフロー体積に相当することができる。
単一ＭＣＦＣで全フローを処理する代わりに、それぞれのユニットのフローレートが所望
のフロー範囲内にあることができるように、通常そのなかの少なくともいくつかが並列で
ある複数のＭＣＦＣユニットの間にフローを分割することができる。
【００７５】
　第２の構成選択肢は、フロー流からＣＯ２を連続的に除去するために直列に燃料電池を
利用することであることができる。ＣＯ２含有流を並列に分配することができる初期の燃
料電池の数に関係なく、それぞれの初期の燃料電池は、さらに追加的なＣＯ２を除去する
ために、直列の１つ以上の追加的な電池が続くことができる。アノードへのＨ２インプッ
トに関して図３で実証される状態と同様に、単一燃料電池の流れ内のＣＯ２を除去するこ
とを試みることによって、低いおよび／または予測不可能な電圧アウトプットが導かれる
ことができるであろう。単一燃料電池において所望の濃度までＣＯ２を除去することを試
みるよりも、ＣＯ２は所望の濃度を達成することができるまで、連続した電池において除
去されることができる。例えば、燃料電池の直列のそれぞれの電池を使用して、燃料流に
存在するＣＯ２のいくらかのパーセント（例えば、約５０％）を除去することができる。
そのような例において、３つの燃料電池が直列に使用される場合、ＣＯ２濃度を低下させ
ることができる（例えば、存在する最初の量の約１５％未満まで、これは、直列の３つの
燃料電池のコース上で約６％から約１％未満までＣＯ２濃度を低下させることに相当する
ことができる）。
【００７６】
　別の構成では、作動条件は、所望のアウトプット電圧を提供するために、直列のより早
い燃料段階において選択されることができるが、段階のアレイは、炭素捕捉の所望の濃度
を達成するために選択されることができる。一例として、燃料電池のアレイは、直列に３
つの燃料電池で使用されることができる。直列の最初の２つの燃料電池は、所望のアウト
プット電圧を維持しながら、ＣＯ２を除去するために使用されることができる。次いで、
最終的な燃料電池は、所望の濃度までＣＯ２を除去するために作動されることができる。
【００７７】
　さらに別の構成では、燃料電池アレイにおいてアノードおよびカソードに関して別々の
接続性があることができる。例えば、燃料電池アレイが直列に連結される燃料カソードを
含む場合、相当するアノードは、いずれかの都合のよい方法で連結されることができ、例
えば、それらの相当するカソードと同一の配列に必ずしも適合しない。これには、例えば
、それぞれのアノードが同種類の燃料供給を受け取るように、並列にアノードを連結する
こと、および／またはアノードの最高燃料濃度が最低ＣＯ２濃度を有するそれらのカソー
ドに相当することができるように逆直列でアノードを連結することが含まれることができ
る。
【００７８】
水素または合成ガス捕捉
　水素または合成ガスのいずれも、化学エネルギーアウトプットとしてアノード排出物か
ら回収することができる。水素は、燃焼時に温室効果ガスを発生させることのないクリー
ンな燃料として使用することができる。その代わりに、炭化水素（または炭化水素様化合
物）の改質によって発生する水素関して、ＣＯ２はアノードループにおいてすでに「捕捉
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」されている。追加的に、水素は様々な精製装置プロセスおよび／または他の合成プロセ
スの間の有用なインプットであることができる。合成ガスは、様々なプロセスのための有
用なインプットであることもできる。燃料価を有することに加えて、フィッシャー－トロ
プシュ合成および／またはメタノール合成プロセスのためのインプットとして合成ガスを
使用することなどによって、他のより高価値の生成物のための原料として合成ガスを使用
することができる。
【００７９】
　様々な態様において、アノード排出物は、約１．５：１～約１０：１、例えば、少なく
とも約３．０：１、または少なくとも約４．０：１、または少なくとも約５．０：１、お
よび／または約８．０：１以下、または約６．０：１以下のＨ２対ＣＯ（Ｈ２：ＣＯ又は
Ｈ２とＣＯと）の比率を有することができる。合成ガス流は、アノード排出物から回収す
ることができる。様々な態様において、アノード排出物から回収される合成ガス流は、少
なくとも約０．９：１、例えば、少なくとも約１．０：１、または少なくとも約１．２：
１、または少なくとも約１．５：１、または少なくとも約１．７：１、または少なくとも
約１．８：１、または少なくとも約１．９：１のＨ２のモル対ＣＯのモルの比率を有する
ことができる。追加的に、または代わりとして、アノード排出物から回収された合成ガス
におけるＨ２対ＣＯのモル比は、約３．０：１以下、例えば、約２．７：１以下、または
約２．５：１以下、または約２．３：１以下、または約２．２：１以下、または約２．１
：１以下であることができる。なお、回収された合成ガス流におけるＨ２対ＣＯの比率が
高いほど、カソード排出物におけるＣＯ２の量と比較して、ＣＯの量を低下させる傾向が
ある。しかしながら、合成ガス用途の多くの種類は、少なくとも約１．５：１～約２．５
：１以下のＨ２対ＣＯのモル比を有する合成ガスから利益を得るため、例えば、約１．７
：１～約２．３：１のＨ２対ＣＯ含有量のモル比を有する合成ガス流を形成することが、
いくつかの用途にとって望ましくなり得る。
【００８０】
　合成ガスは、いずれかの都合のよい方法によって、アノード排出物から回収することが
できる。いくつかの態様において、合成ガスは、Ｈ２およびＣＯとは異なるアノード排出
物の成分の少なくとも一部分を除去するために、アノード排出物において分離を実行する
ことによって、アノード排出物から回収することができる。例えば、アノード排出物は、
最初に任意の水性ガスシフト段階を通過させて、Ｈ２およびＣＯの相対的な量を調節する
ことができる。次いで、アノード排出物からＨ２Ｏおよび／またはＣＯ２を除去するため
に、１つ以上の分離段階を使用することができる。次いで、アノード排出物の残りの部分
は、合成ガス流に相当することができ、次いで、これをいずれかの都合のよい方法で使用
するために回収することができる。追加的に、または代わりとして、回収された合成ガス
流は、１つ以上の水性ガスシフト段階を通過させることができ、および／または１つ以上
の分離段階を通過させることができる。
【００８１】
　なお、回収された合成ガスにおけるＨ２対ＣＯのモル比を変更することの追加的または
代わりの方法は、例えば、膜分離を実行することによる、アノード排出物および／または
合成ガスからＨ２流を分離することであることができる。別々のＨ２アウトプット流を形
成するためのそのような分離は、いずれかの都合のよい位置、例えば、アノード排出物を
水性ガスシフト反応段階に通過させる前および／または後、ならびにアノード排出物を、
Ｈ２およびＣＯとは異なるアノード排出物中の成分を除去するための１つ以上の分離段階
に通過させる前および／または後で実行することができる。任意に、水性ガスシフト段階
は、アノード排出物からのＨ２流の分離の前および後に使用することができる。追加的ま
たは他の実施形態において、Ｈ２は、任意に、回収された合成ガス流れから分離すること
ができる。いくつかの態様において、分離されたＨ２流は、高純度のＨ２流、例えば、少
なくとも約９０体積％のＨ２、例えば、少なくとも約９５体積％のＨ２、または少なくと
も約９９体積％のＨ２を含有するＨ２流に相当することができる。
【００８２】
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　いくつかの態様において、溶融炭酸塩形燃料電池は、中程度または低ＣＯ２含有量を有
するカソードインプット供給を使用して作動させることができる。炭素分離および捕捉に
とって望ましい様々な流れは、中程度～低ＣＯ２含有量を有する流れを含むことができる
。例えば、カソードインレットのための潜在的インプット流は、約２０体積％以下、例え
ば、約１５体積％以下、または約１２体積％以下、または約１０体積％以下のＣＯ２含有
量を有することができる。そのようなＣＯ２含有流は、燃焼発電機、例えば、石炭燃焼ま
たは天然ガス燃焼タービンで発生させることができる。中程度または低ＣＯ２含有量を有
するカソードインプット流におけるＣＯ２利用の所望のレベルを達成することによって、
カソードインプット流として流れを使用する前にＣＯ２を有する流れを濃縮する必要があ
ることとは反対に、より低いＣＯ２含有量の流れの使用を可能にする。様々な態様におい
て、燃料電池に関するＣＯ２利用は、少なくとも約５０％、例えば、少なくとも約５５％
、または少なくとも約６０％であることができる。追加的に、または代わりとして、ＣＯ

２利用は、約９８％以下、例えば、約９７％以下、または約９５％以下、または約９０％
以下であることができるか、あるいは燃料電池の効率的または所望の作動を可能にするた
めに十分なＣＯ２がカソード排出物に残留するように十分高いことができる。本明細書で
使用される場合、ＣＯ２利用は、カソードアウトレット流（又は出口流）のＣＯ２のモル
およびカソードインレット流（又は入口流）のＣＯ２のモルの間の差を、カソードインレ
ットのＣＯ２のモルで割ったものであってよい。数学的に表すと、ＣＯ２利用＝（ＣＯ２

（ｃａｔｈｏｄｅ　ｉｎ）－ＣＯ２（ｃａｔｈｏｄｅ　ｏｕｔ））／ＣＯ２（ｃａｔｈｏ

ｄｅ　ｉｎ）である。
【００８３】
作動戦略
　本明細書に記載される燃料電池作動戦略の追加、補足、および／または代替として、カ
ソード排出流において燃料電池を出るＣＯ２の量を減少または最小化させながらも、合成
ガス（または水素）の生成を増加させて、溶融炭酸塩形燃料電池（例えば、燃料電池アセ
ンブリ）を作動させることができる。合成ガスは、様々なプロセスの間の有用なインプッ
トであることができる。燃料価を有することに加えて、例えば、フィッシャー－トロプシ
ュ合成および／またはメタノール合成プロセスのためのインプットとして合成ガスを使用
することにより、他のより高い値の生成物を形成するための原材料として、合成ガスを使
用することができる。合成ガスを製造するための１つの選択肢は、炭化水素または炭化水
素様燃料、例えば、メタンまたは天然ガスを改質することであることが可能である。工業
プロセスの多くの種類に関して、２：１に近い（またはより低い）Ｈ２対ＣＯの比率を有
する合成ガスは、しばしば望ましくなることが可能である。水性ガスシフト反応は、アノ
ードで生じるものなどの追加的なＣＯ２が利用可能である場合、合成ガス中のＨ２対ＣＯ
の比率を低下させるために使用されることができる。
【００８４】
　溶融炭酸塩形燃料電池を使用して合成ガス発生を集積化することによって提供される全
体的な利点を特徴づけることの１つの方法は、カソード排出物中で燃料電池から出るＣＯ

２の量に関する、アノード排出物中で燃料電池から出る合成ガスの正味の量の比率をベー
スとすることができる。この特徴は、低排出および高効率（電気および化学の両方）を有
する動力発生の有効性を測定する。本記載において、アノードインレットにおいて存在す
るＨ２およびＣＯの量が差し引かれた、アノード排出物中の合成ガスの正味の量は、アノ
ード排出物において存在する組み合わせられたＨ２のモル数およびＣＯのモル数として定
義される。比率はアノード排出物における合成ガスの正味の量をベースとするため、単な
るアノード中への過剰量のＨ２の通過では比率の値は変化しない。しかしながら、アノー
ドおよび／またはアノードと関連する内部改質段階における改質によって発生するＨ２お
よび／またはＣＯは、比率のより高い値を導くことができる。アノードで酸化される水素
は、比率を下げることができる。なお、水性ガスシフト反応は、ＣＯに関してＨ２を交換
することができるため、合成ガス中のＨ２対ＣＯの最終的な所望の比率に関係なく、Ｈ２

およびＣＯの組み合わせられたモルは、アノード排出物における全体の潜在的合成ガスを
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表す。次いで、アノード排出物（Ｈ２＋ＣＯ）の合成ガス含有量を、カソード排出物のＣ
Ｏ２含有量と比較することができる。これによって、炭素捕捉の量を説明することができ
る一種の効率価値を提供することができる。これは、以下の等式と同等に表されることが
できる。
　アノード排出物中の正味の合成ガス対カソードＣＯ２の比率＝（Ｈ２＋ＣＯ）ＡＮＯＤ

Ｅの正味のモル／（ＣＯ２）ＣＡＴＨＯＤＥのモル
【００８５】
　様々な態様において、アノード排出物中の正味の合成ガスのモル対カソード排出物中の
ＣＯ２のモルの比率は、少なくとも約２．０、例えば、少なくとも約３．０、または少な
くとも約４．０、または少なくとも約５．０であることができる。いくつかの態様におい
て、アノード排出物中の正味の合成ガス対カソード排出物中のＣＯ２の量の比率は、なお
高く、例えば、少なくとも約１０．０、または少なくとも約１５．０、または少なくとも
約２０．０であることができる。約４０．０以下、例えば約３０．０以下、または約２０
．０以下の比率値を、追加的に、または代わりとして達成することができる。カソードイ
ンレットにおけるＣＯ２の量が約６．０体積％以下、例えば、約５．０体積％以下である
態様において、少なくとも約１．５の比率値は十分／現実的であり得る。アノード排出物
中の正味の合成ガス対カソード排出物中のＣＯ２の量のそのようなモル比値は、従来の作
動された燃料電池に関する値より大きくなることができる。
【００８６】
　本明細書に記載される燃料電池作動戦略の追加、補足、および／または代替として、高
いＣＯ２利用値、例えば、少なくとも約６０％を有しながらも、減少された燃料利用値、
例えば、約５０％以下の燃料利用で、溶融炭酸塩形燃料電池（例えば、燃料電池アセンブ
リ）を作動させることができる。この種類の構成において、溶融炭酸塩形燃料電池は、Ｃ
Ｏ２利用が有利に十分に高いことが可能であるため、炭素捕捉のために有効であることが
可能である。電気効率を最大にすることを試みるよりはむしろ、この種類の構成において
は、燃料電池の全体の効率を、組み合わせられた電気および化学効率をベースとして改善
することができるか、または増加させることができる。化学効率は、他のプロセスで使用
されるためのアウトプットとしてのアノード排出物から水素および／または合成ガス流を
引き抜くことをベースとすることができる。電気効率が、いくつかの従来の構成と比較し
て低下し得るとしても、アノード排出物における化学エネルギーアウトプットを利用する
ことは、燃料電池に関して望ましい全体効率を可能にすることができる。
【００８７】
　様々な態様において、燃料電池アノードにおける燃料利用は、約５０％以下、例えば、
約４０％以下、または約３０％以下、または約２５％以下、または約２０％以下であるこ
とができる。様々な態様において、少なくともいくらかの電力を発生させるため、燃料電
池における燃料利用は、少なくとも約５％、例えば、少なくとも約１０％、または少なく
とも約１５％、または少なくとも約２０％、または少なくとも約２５％、または少なくと
も約３０％であることができる。追加的に、または代わりに、ＣＯ２利用は、少なくとも
約６０％、例えば、少なくとも約６５％、または少なくとも約７０％、または少なくとも
約７５％であることができる。
【００８８】
　本明細書に記載される燃料電池作動戦略の追加、補足、および／または代替として、燃
料電池のために所望の熱比率を達成するために、酸化の量と比較して改質の量を選択する
ことができるように、溶融炭酸塩形燃料電池を作動させることができる。本明細書で使用
される場合、「熱比率」は、燃料電池アセンブリで生じる改質反応の吸熱性熱需要で割ら
れた燃料電池アセンブリでの発熱性反応によって発生した熱として定義される。数学的に
表すと、熱比率（ＴＨ）＝ＱＥＸ／ＱＥＮであり、ＱＥＸは発熱性反応によって発生する
熱の合計であり、そしてＱＥＮは、燃料電池内で生じる吸熱性反応によって消費される熱
の合計である。なお、発熱性反応によって発生する熱は、改質反応、水性ガスシフト反応
および電池内での電気化学反応によるいずれかの熱に相当する。電気化学反応によって発
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生する熱は、燃料電池の実際の出力電圧を差し引いた、電解質全体での燃料電池反応の理
想電気化学ポテンシャルをベースとして算出することができる。例えば、ＭＣＦＣの反応
の理想電気化学ポテンシャルは、電池で生じる正味の反応をベースとし、約１．０４Ｖで
あると考えられている。ＭＣＦＣの作動の間、電池は様々な損失のため、１．０４Ｖ未満
の出力電圧を典型的に有する。例えば、共通の出力／作動電圧は、約０．７Ｖであること
ができる。発生する熱は、電池の電気化学ポテンシャル（すなわち約１．０４Ｖ）から作
動電圧を引いたものに等しい。例えば、電池において電気化学反応によって発生する熱は
、約０．７Ｖの出力電圧の場合、約０．３４Ｖである。したがって、このシナリオで、電
気化学反応は、約０．７Ｖの電気および約０．３４Ｖの熱エネルギーを生じる。そのよう
な実施例において、約０．７Ｖの電気エネルギーは、ＱＥＸの一部として含まれない。言
い換えると、熱エネルギーは電気エネルギーではない。
【００８９】
　様々な態様において、熱比率は、燃料電池積層、燃料電池積層内の個々の燃料電池、集
積化された改質段階を有する燃料電池積層、集積化された吸熱性反応段階を有する燃料電
池積層、またはそれらの組み合わせなどのいずれの都合のよい燃料電池構造のためにでも
決定することができる。熱比率は、燃料電池または燃料電池積層のアセンブリなどの燃料
電池積層内で、異なるユニットに関して算出されてもよい。例えば、熱比率は、単一燃料
電池内の単一アノード、燃料電池積層内のアノード部分、あるいは熱集積化の観点から集
積化されるアノード部分に十分に近い、集積化された改質段階および／または集積化され
た吸熱性反応段階要素とともに燃料電池積層内のアノード部分に関して算出されてもよい
。本明細書で使用される場合、「アノード部分」は、共通のインレットまたはアウトレッ
トマニホールドを共有する燃料電池積層内でのアノードを含んでなる。
【００９０】
　本発明の様々な態様において、燃料電池の作動は、熱比率をベースとして特徴づけるこ
とができる。燃料電池が所望の熱比率を有するように作動される場合、溶融炭酸塩形燃料
電池は、約１．５以下、例えば約１．３以下、または約１．１５以下、または約１．０以
下、または約０．９５以下、または約０．９０以下、または約０．８５以下、または約０
．８０以下、または約０．７５以下の熱比率を有するように作動させることができる。追
加的に、または代わりとして、熱比率が、少なくとも約０．２５、または少なくとも約０
．３５、または少なくとも約０．４５、または少なくとも約０．５０であることができる
。追加的に、または、代わりとして、いくつかの態様において、燃料電池は、約４０℃以
下、例えば約２０℃以下または約１０℃以下のアノードインプットとアノードアウトプッ
トとの間での温度上昇を有するように作動させることができる。さらに追加的に、または
代わりとして、燃料電池は、アノードインレットの温度より約１０℃低温から約１０℃高
温までのアノードアウトレット温度を有するように作動させることができる。なおさらに
追加的に、または代わりとして、燃料電池は、アノードアウトレット温度より高い、例え
ば、少なくとも約５℃高いか、または少なくとも約１０℃高いか、または少なくとも約２
０℃高いか、または少なくとも約２５℃高いアノードアウトレット温度を有するように作
動させることができる。なおさらに追加的に、または代わりとして、燃料電池は、アノー
ドアウトレット温度より約１００℃以下だけ、例えば、約８０℃以下、または約６０℃以
下、または約５０℃以下、または約４０℃以下、または約３０℃以下、または約２０℃以
下だけ高いアノードアウトレット温度を有するように作動させることができる。
【００９１】
　本明細書に記載される燃料電池作動戦略の追加、補足、および／または代替として、燃
料電池のアノードにおいて反応する水素の量と比較して過剰量の改質可能燃料によって、
溶融炭酸塩形燃料電池（例えば、燃料電池アセンブリ）を作動させることができる。燃料
電池の電気効率を改善するか、または最大化するために燃料電池の作動条件を選択する代
わりに、燃料電池の化学エネルギーアウトプットを増加させるために、過剰量の改質可能
燃料を燃料電池のアノードに通過させることができる。任意であるが、好ましくは、これ
によって、燃料電池の組み合わせられた電気的効率および化学的効率をベースとする燃料
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電池の全効率における増加を導くことができる。
【００９２】
　いくつかの態様において、アノードおよび／またはアノードと関連する改質段階まで送
達される、インプット流における改質可能燃料の改質可能水素含有量は、アノードで酸化
される水素の量より少なくとも約５０％多く、例えば、少なくとも約７５％より多く、ま
たは少なくとも約１００％多くなることができる。様々な態様において、燃料流における
改質可能燃料の改質可能水素含有量対アノードにおいて反応する水素の量の比率は、少な
くとも約１．５：１、または少なくとも約２．０：１、または少なくとも約２．５：１、
または少なくとも約３．０：１であることができる。追加的に、または代わりとして、燃
料流における改質可能燃料の改質可能水素含有量対アノードにおいて反応する水素の量の
比率は、約２０：１以下、例えば、約１５：１以下、または約１０：１以下であることが
できる。一態様において、アノードインレット流における改質可能水素含有量の１００％
未満が水素に変換されることができると考えられる。例えば、アノードインレット流にお
ける改質可能水素含有量の少なくとも約８０％、例えば、少なくとも約８５％、または少
なくとも約９０％が、アノードおよび／または関連する改質段階において、水素に変換さ
れることができる。
【００９３】
　本明細書に記載される燃料電池作動戦略の追加、補足、および／または代替として、燃
料電池の組み合わせられた電気効率および化学効率を改善することができるか、または最
適化することができる条件でも溶融炭酸塩形燃料電池（例えば、燃料電池アセンブリ）を
作動させることができる。燃料電池の電気効率を最大にするための従来の条件を選択する
代わりに、作動条件は、燃料電池のアノード排出物における過剰量の合成ガスおよび／ま
たは水素のアウトプットを可能にすることができる。合成ガスおよび／または水素は、化
学合成プロセスおよび「クリーン」燃料として使用するための水素の回収を含む様々な用
途で使用することができる。本発明の態様において、燃料電池のための燃料インプットの
エネルギー値と比較して、生成される合成ガスおよび／または水素の化学エネルギー値を
ベースとする化学効率を含む高い全体効率を達成するために、電気効率を低下させること
ができる。
【００９４】
　いくつかの態様において、燃料電池の作動は、電気効率をベースとして特徴づけること
ができる。燃料電池を低い電気効率（ＥＥ）を有するように作動させる場合、溶融炭酸塩
形燃料電池を、約４０％以下の電気効率、例えば、約３５％以下のＥＥ、約３０％以下の
ＥＥ、約２５％以下のＥＥ、または約２０％以下のＥＥ、約１５％以下のＥＥ、または約
１０％以下のＥＥを有するように作動させることができる。追加的に、または代わりとし
て、ＥＥは、少なくとも約５％、または少なくとも約１０％、または少なくとも約１５％
、または少なくとも約２０％であることができる。さらに追加的に、または代わりとして
、燃料電池の作動は、燃料電池の組み合わせられた電気効率および化学効率などの全燃料
電池効率（ＴＦＣＥ）をベースとして特徴づけることができる。燃料電池を高い全燃料電
池効率を有するように作動させる場合、溶融炭酸塩形燃料電池は、約５５％以上、例えば
、約６０％以上、または約６５％以上、または約７０％以上、または約７５％以上、また
は約８０％以上、または約８５％以上のＴＦＣＥ（および／または組み合わせられた電気
効率および化学効率）を有するように作動させることができる。なお、全体燃料電池効率
ならびに／または組み合わせられた電気効率および化学効率に関して、燃料電池によって
発生する過剰量の熱の使用から発生するいずれの追加的な電気も効率計算から排除するこ
とができる。
【００９５】
　本発明の様々な態様において、燃料電池の作動は、約４０％以下の所望の電気効率およ
び約５５％以上の所望の全体燃料電池効率をベースとして特徴づけることができる。燃料
電池が、所望の電気効率および所望の全体燃料電池効率を有するように作動される場合、
溶融炭酸塩形燃料電池は、約５５％以上のＴＦＣＥとともに約４０％以下の電気効率、例
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えば、６０％以上のＴＦＣＥとともに約３５％以下のＥＥ、約６５％以上のＴＦＣＥとと
もに約３０％以下のＥＥ、約７０％以上のＴＦＣＥとともに約２５％以下のＥＥ、あるい
は７５％以上のＴＦＣＥとともに約２０％以下のＥＥ、８０％以上のＴＦＣＥとともに約
１５％以下のＥＥ、あるいは約８５％以上のＴＦＣＥとともに約１０％以下のＥＥを有す
るように作動されることができる。
【００９６】
　本明細書に記載される燃料電池作動戦略の追加、補足、および／または代替として、増
加した電力密度を提供することができる条件で溶融炭酸塩形燃料電池（例えば、燃料電池
アセンブリ）を作動させることができる。燃料電池の電力密度は、実際の作動電圧ＶＡに
電流密度Ｉを乗算した値に相当する。電圧ＶＡで作動される溶融炭酸塩燃料電池に関して
、燃料電池は、電流密度Ｉを提供する燃料電池に関するＶＡと理想電圧Ｖ０との間の差異
をベースとして（Ｖ０－ＶＡ）＊Ｉとして定義される廃熱も発生させる傾向があることが
できる。この廃熱の一部分は、燃料電池のアノード内での改質可能燃料の改質によって消
費されることができる。この廃熱の残りの部分は、包囲する燃料電池構造およびガスフロ
ーによって吸収されることができ、燃料電池全体で温度差がもたらされる。従来の作動条
件で、燃料電池の電力密度は、燃料電池が燃料電池の完全性を悪化させることなく耐える
ことができる廃熱の量をベースとして、制限される可能性がある。
【００９７】
　様々な態様において、燃料電池が耐えることができる廃熱の量は、燃料電池内で吸熱性
反応の有効な量を実行することによって増加させることができる。吸熱性反応の一例には
、燃料電池アノード内および／または関連する改質段階、例えば、燃料電池積層における
集積化された改質段階において改質可能燃料の蒸気改質が含まれる。追加的な改質可能燃
料を燃料電池のアノード（または集積化された／関連する改質段階）に提供することによ
って、追加的な廃熱を消費することができるように、追加的な改質を実行することができ
る。これによって、燃料電池全体での温度差の量を低下させることができ、したがって、
廃熱の量を増加させた作動条件で燃料電池を作動させることが可能となる。電気効率の損
失は、合成ガスおよび／またはＨ２などの追加的な生成物流の生成によって相殺されるこ
とが可能であり、これを、システムの動力範囲をさらに延在させる追加的な発電を含む様
々な目的のために使用することができる。
【００９８】
　様々な態様において、燃料電池によって発生する廃熱の量、上記で定義された（Ｖ０－
ＶＡ）＊Ｉは、少なくとも約３０ｍＷ／ｃｍ２、例えば、少なくとも約４０ｍＷ／ｃｍ２

、または少なくとも約５０ｍＷ／ｃｍ２、または少なくとも約６０ｍＷ／ｃｍ２、または
少なくとも約７０ｍＷ／ｃｍ２、または少なくとも約８０ｍＷ／ｃｍ２、または少なくと
も約１００ｍＷ／ｃｍ２、または少なくとも約１２０ｍＷ／ｃｍ２、または少なくとも約
１４０ｍＷ／ｃｍ２、または少なくとも約１６０ｍＷ／ｃｍ２、または少なくとも約１８
０ｍＷ／ｃｍ２であることができる。追加的に、または代わりとして、燃料電池によって
発生する廃熱の量は、約２５０ｍＷ／ｃｍ２未満、例えば、約２００ｍＷ／ｃｍ２未満、
または約１８０ｍＷ／ｃｍ２未満、または約１６５ｍＷ／ｃｍ２未満、または約１５０ｍ
Ｗ／ｃｍ２未満であることができる。
【００９９】
　発生する廃熱の量が比較的高くなることができるが、そのような廃熱が、低い効率で燃
料電池を作動することを必ずしも表し得るというわけではない。その代わりに、廃熱は、
増加した電力密度で燃料電池を作動することによって発生することができる。燃料電池の
電力密度を改善することの一部分は、十分に高い電流密度で燃料電池を作動することを含
むことができる。様々な態様において、燃料電池によって発生する電流密度は、少なくと
も約１５０ｍＡ／ｃｍ２、例えば、少なくとも約１６０ｍＡ／ｃｍ２、または少なくとも
約１７０ｍＡ／ｃｍ２、または少なくとも約１８０ｍＡ／ｃｍ２、または少なくとも約１
９０ｍＡ／ｃｍ２、または少なくとも約２００ｍＡ／ｃｍ２、または少なくとも約２２５
ｍＡ／ｃｍ２、または少なくとも約２５０ｍＡ／ｃｍ２であることができる。追加的に、
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または代わりとして、燃料電池によって発生する電流密度は、約５００ｍＡ／ｃｍ２以下
、例えば４５０ｍＡ／ｃｍ２以下、または４００ｍＡ／ｃｍ２以下、または３５０ｍＡ／
ｃｍ２以下、または３００ｍＡ／ｃｍ２以下であることができる。
【０１００】
　様々な態様において、発電を増加させ、廃熱の発生を増加させて、燃料電池を作動させ
ることを可能にするために、吸熱性反応（例えば、改質反応）の有効な量を実行すること
ができる。あるいは、アノード作動とは無関係な他の吸熱性反応を使用して、アノードま
たはカソードのいずれかと流体連絡ではなく熱連絡している燃料電池配列に「プレート」
または段階を散在させることによって、廃熱を利用することができる。吸熱性反応の有効
な量は、吸熱性反応を実行するための関連する改質段階、集積化された改質段階、集積化
された積層要素、またはそれらの組み合わせにおいて実行することができる。吸熱性反応
の有効な量は、燃料電池インレットから燃料電池アウトレットへの温度上昇を、約１００
℃以下、例えば、約９０℃以下、または約８０℃以下、または約７０℃以下、または約６
０℃以下、または約５０℃以下、または約４０℃以下、または約３０℃以下まで低下させ
るために十分な量に相当することができる。追加的に、または代わりとして、吸熱性反応
の有効な量は、約１００℃以下、例えば、約９０℃以下、または約８０℃以下、または約
７０℃以下、または約６０℃以下、または約５０℃以下、または約４０℃以下、または約
３０℃以下、または約２０℃以下、または約１０℃以下の燃料電池インレットから燃料電
池アウトレットまでの温度減少を生じるのに十分な量に相当することができる。燃料電池
インレットから燃料電池アウトレットへの温度減少は、吸熱性反応の有効な量が、発生す
る廃熱より多い場合に生じることができる。追加的に、または代わりとして、これは、吸
熱性反応（例えば、改質および別の吸熱性反応の組み合わせ）が、燃料電池によって発生
する廃熱の少なくとも約４０％を消費すること、例えば、廃熱の少なくとも約５０％、ま
たは廃熱の少なくとも約６０％、または廃熱の少なくとも約７５％を消費することに相当
することができる。さらに追加的に、または代わりとして、吸熱性反応は、約９５％以下
の廃熱、例えば、約９０％以下の廃熱、または約８５％以下の廃熱を消費することができ
る。
【０１０１】
定義
　合成ガス：本記載において、合成ガスは、いずれかの比率でのＨ２とＣＯとの混合物と
して定義される。任意に、Ｈ２Ｏおよび／またはＣＯ２が合成ガスに存在してもよい。任
意に、不活性化合物（例えば、窒素）および残留する改質可能燃料化合物が合成ガスに存
在してもよい。Ｈ２およびＣＯ以外の成分が合成ガスに存在する場合、合成ガス中のＨ２

およびＣＯの組み合わせられた体積パーセントは、合成ガスの全体積と比較して、少なく
とも２５体積％、例えば、少なくとも４０体積％、または少なくとも５０体積％、または
少なくとも６０体積％であることができる。追加的に、または代わりとして、合成ガス中
のＨ２およびＣＯの組み合わせられた体積パーセントは、１００体積％以下、例えば、９
５体積％以下、または９０体積％以下であることができる。
【０１０２】
　改質可能燃料：改質可能燃料は、Ｈ２を発生させるために改質可能炭素－水素結合を含
有する燃料として定義される。アルコールなどの他の炭化水素化合物のように、炭化水素
は改質可能燃料の例である。ＣＯおよびＨ２Ｏは、水素を形成するための水性ガスシフト
反応に関与することができるが、ＣＯはこの定義での改質可能燃料とは考えられない。
【０１０３】
　改質可能水素含有量：燃料の改質可能水素含有量は、燃料を改質して、次いで、Ｈ２生
成を最大にするために水性ガスシフト反応を完了させることによって、燃料から誘導する
ことができるＨ２分子の数として定義される。なお、本明細書においては、Ｈ２自体は改
質可能燃料として定義されないが、定義によるＨ２は１の改質可能水素含有量を有する。
同様に、ＣＯは１の改質可能水素含有量を有する。ＣＯは厳密には改質可能ではないが、
水性ガスシフト反応を完了させることによって、Ｈ２に対するＣＯの交換がもたらされる
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。改質可能燃料に関する改質可能水素含有量の例として、メタンの改質可能水素含有量は
４Ｈ２分子であり、エタンの改質可能水素含有量は７Ｈ２分子である。より一般に、燃料
が組成ＣｘＨｙＯｚを有する場合、１００％の改質および水性ガスシフトにおける燃料の
改質可能水素含有量は、ｎ（Ｈ２最大改質）＝２ｘ＋ｙ／２－ｚである。この定義をベー
スとして、電池内の燃料利用は、次いで、ｎ（Ｈ２ｏｘ）／ｎ（Ｈ２最大改質）として表
することができる。もちろん、成分の混合物の改質可能水素含有量は、個々の成分の改質
可能水素含有量をベースとして決定することができる。酸素、硫黄または窒素などの他の
ヘテロ原子を含有する化合物の改質可能水素含有量も同様の方法で算出することができる
。
【０１０４】
　酸化反応：本考察において、燃料電池のアノード内の酸化反応は、ＣＯ３

２－との反応
によってＨ２ＯおよびＣＯ２を形成する、Ｈ２の酸化に相当する反応として定義される。
なお、炭素－水素結合を含有する化合物が、Ｈ２およびＣＯまたはＣＯ２へと変換される
アノード内での改質反応は、アノードにおける酸化反応のこの定義から排除される。水性
ガスシフト反応は、酸化反応のこの定義の他は同様である。さらになお、燃焼反応への参
照は、燃焼発電機の燃焼領域などの非電気化学的バーナーにおいて、Ｈ２または炭素－水
素結合を含有する化合物がＯ２と反応して、Ｈ２Ｏおよび酸化炭素を形成する反応への参
照として定義される。
【０１０５】
　本発明の態様は、燃料電池のための所望の作動範囲を達成するために、アノード燃料パ
ラメーターを調節することができる。アノード燃料パラメーターは、直接、および／また
は１つ以上の比率の形態で他の燃料電池プロセスに関して、特徴づけることができる。例
えば、アノード燃料パラメーターは、燃料利用、燃料電池発熱量利用、燃料過剰比率、改
質可能燃料過剰比率、改質可能水素含有量燃料比率、およびそれらの組み合わせを含む１
つ以上の比率を達成するために、制御することができる。
【０１０６】
　燃料利用：燃料利用は、燃料電池に関する燃料利用を定義するために使用することがで
きるインプット流の改質可能水素含有量と比較して、酸化された燃料の量をベースとする
アノードの作動を特徴づけるための選択である。本考察において、「燃料利用」は、（上
記の通り）電気の発生のためにアノードで酸化された水素の量と、アノードインプットの
改質可能水素含有量（いずれかの関連する改質段階も含む）との比率として定義される。
改質可能水素含有量は、上記の通り、燃料を改質して、次いで、Ｈ２生成を最大にするた
めに水性ガスシフト反応を完了させることによって、燃料から誘導することができるＨ２

分子の数として定義される。例えば、アノードに導入され、そして蒸気改質条件に暴露さ
れるそれぞれのメタンによって、最大生成で４Ｈ２分子当量の発生をもたらされる（改質
および／またはアノード条件次第で、改質生成物は、その代わりにＨ２分子の１つ以上が
ＣＯ分子の形態で存在する非水性ガスシフト生成物に相当することが可能である）。した
がって、メタンは、４Ｈ２分子の改質可能水素含有量を有するものとして定義される。他
の例として、この定義において、エタンは７Ｈ２分子の改質可能水素含有量を有する。
【０１０７】
　アノードにおける燃料の利用は、アノードおよび／またはアノードと関連する改質段階
まで送達される全ての燃料の低位発熱量と比較して、燃料電池アノード反応によってアノ
ードで酸化された水素の低位発熱量の比率をベースとする発熱量利用を定義することによ
っても特徴づけることができる。本明細書において使用される場合、「燃料電池発熱量利
用」は、燃料電池アノードに出入りする燃料成分のフローレートおよび低位発熱量（ＬＨ
Ｖ）を使用して計算することができる。そのようなものとして、（ＬＨＶ（ａｎｏｄｅ＿
ｉｎ）－ＬＨＶ（ａｎｏｄｅ＿ｏｕｔ））／ＬＨＶ（ａｎｏｄｅ＿ｉｎ）として燃料電池
発熱量利用を計算することができる。式中、ＬＨＶ（ａｎｏｄｅ＿ｉｎ）およびＬＨＶ（
ａｎｏｄｅ＿ｏｕｔ）は、それぞれ、アノードインレットおよびアウトレット流またはフ
ローにおける燃料成分（例えば、Ｈ２、ＣＨ４および／またはＣＯ）のＬＨＶを指す。こ
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の定義において、流れまたはフローのＬＨＶは、インプットおよび／またはアウトプット
流の各燃料成分の値の合計として計算されてもよい。合計に対する各燃料成分の寄与は、
燃料成分のＬＨＶ（例えば、ジュール／モル）を乗算した燃料成分のフローレート（例え
ば、モル／時間）に相当することができる。
【０１０８】
　低位発熱量：低位発熱量は、気相の完全に酸化された生成物（すなわち、気相のＣＯ２

およびＨ２Ｏ生成物）への燃料成分の燃焼のエンタルピーとして定義される。例えば、ア
ノードインプット流に存在するいずれのＣＯ２も、ＣＯ２はすでに完全に酸化されるため
、アノードインプットの燃料含有量に寄与しない。この定義に関して、アノード燃料電池
反応によってアノードにおいて生じる酸化の量は、上記で定義されるように、アノードの
電気化学的反応の一部としてのアノードにおけるＨ２の酸化として定義される。
【０１０９】
　なお、アノードインプットフローにおける唯一の燃料がＨ２である特別な場合に関して
、アノードにおいて生じることができる燃料成分が関与する唯一の反応は、Ｈ２からＨ２

Ｏへの変換を表す。このような特別な場合、燃料利用は、（Ｈ２－レート－イン（ｒａｔ
ｅ－ｉｎ）－Ｈ２－レート－アウト（ｒａｔｅ－ｏｕｔ））／Ｈ２－レート－インとして
単純化される。そのような場合、Ｈ２は唯一の燃料成分であり、そしてＨ２のＬＨＶは方
程式から相殺される。より一般的な場合では、アノード供給は、例えば、様々な量でＣＨ

４、Ｈ２およびＣＯを含有してもよい。これらの種がアノードアウトレットにおいて異な
る量で典型的に存在することができるため、要約は上記の通り、燃料利用を決定するため
に必要である。
【０１１０】
　燃料利用の他に、または加えて、燃料電池内の他の反応物の利用を特徴づけることがで
きる。例えば、燃料電池の作動は、追加的に、または代わりとして、「ＣＯ２利用」およ
び／または「酸化剤」利用に関して特徴づけることができる。ＣＯ２利用および／または
酸化剤利用のための値は、同様の方法で明示することができる。
【０１１１】
　燃料過剰比率：溶融炭酸塩形燃料電池における反応を特徴づけるさらに別の方法は、燃
料電池アノード反応によってアノードにおいて酸化された水素の低位発熱量と比較して、
アノードおよび／またはアノードと関連する改質段階まで送達される全ての燃料の低位発
熱量の比率をベースとする利用を定義することによる。この量は、燃料過剰比率と呼ばれ
る。そのようなものとして、燃料過剰比率を、（ＬＨＶ（ａｎｏｄｅ＿ｉｎ）／（ＬＨＶ
（ａｎｏｄｅ＿ｉｎ）－ＬＨＶ（ａｎｏｄｅ＿ｏｕｔ））として計算することができる。
式中、ＬＨＶ（ａｎｏｄｅ＿ｉｎ）およびＬＨＶ（ａｎｏｄｅ＿ｏｕｔ）は、それぞれ、
アノードインレットおよびアウトレット流またはフローにおける燃料成分（例えば、Ｈ２

、ＣＨ４および／またはＣＯ）のＬＨＶを指す。本発明の様々な態様において、溶融炭酸
塩形燃料電池を、少なくとも約１．０、例えば少なくとも約１．５、または少なくとも約
２．０、または少なくとも約２．５、または少なくとも約３．０、または少なくとも約４
．０の燃料過剰比率を有するように作動させることができる。追加的に、または代わりと
して、燃料過剰比率は、約２５．０の以下であることができる。
【０１１２】
　なお、アノードのためのインプット流の改質可能燃料の全てが改質され得るというわけ
ではない。好ましくは、アノード（および／または関連する改質段階）へのインプット流
の改質可能燃料の少なくとも約９０％、例えば、少なくとも約９５％、または少なくとも
約９８％がアノードを出る前に改質可能である。いくつかの別の態様において、改質され
る改質可能燃料の量は、約７５％～約９０％、例えば、少なくとも約８０％であることが
できる。
【０１１３】
　燃料過剰比率に関する上記の定義は、電力の発生のために燃料電池アノードにおいて消
費される燃料の量と比較して、アノードおよび／または燃料電池と関連する改質段階の範



(34) JP 2016-511525 A 2016.4.14

10

20

30

40

50

囲内で生じる改質の量を特徴づける方法を提供する。
【０１１４】
　任意に、燃料過剰比率は、燃料がアノードアウトプットからアノードインプットまでリ
サイクルされる状態を占めるように変更することができる。燃料（例えば、Ｈ２、ＣＯお
よび／または未改質もしくは部分的に改質された炭化水素）がアノードアウトプットから
アノードインプットまでリサイクルされる場合、そのようなリサイクルされた燃料成分は
、他の目的のために使用することができる改質可能または改質された燃料の過剰量を表さ
ない。その代わりに、そのようなリサイクルされた燃料成分は、燃料電池における燃料利
用を低下させることの希望を単に示すのみである。
【０１１５】
　改質可能燃料過剰比率：改質可能燃料過剰比率を算出することは、そのようなリサイク
ルされた燃料成分が、改質可能燃料のＬＨＶのみがアノードへのインプット流に含まれる
ように過剰燃料の定義を限定することを示す１つの選択である。本明細書で使用される場
合、「改質可能燃料過剰比率」は、燃料電池アノード反応によってアノードにおいて酸化
された水素の低位発熱量と比較して、アノードと関連するアノードおよび／またはアノー
ドと関連する改質段階まで送達される改質可能燃料の低位発熱量として定義される。改質
可能燃料過剰比率のための定義において、アノードインプットのいずれのＨ２またはＣＯ
のＬＨＶも排除される。改質可能燃料のそのようなＬＨＶは、燃料電池アノードに入る実
際の組成物を特徴づけることによって、なお測定することができ、リサイクルされた成分
と新たな成分との間での区別は必要とされない。いくつかの未改質または部分的に改質さ
れた燃料もリサイクルされてもよいが、ほとんどの態様において、アノードにリサイクル
される大部分の燃料は改質された生成物（例えば、Ｈ２またはＣＯ）に相当することがで
きる。数学的に表すと、改質可能燃料過剰比率（ＲＲＦＳ）＝ＬＨＶＲＦ／ＬＨＶＯＨで
あり、式中、ＬＨＶＲＦは、改質可能燃料の低位発熱量（ＬＨＶ）であり、そしてＬＨＶ

ＯＨは、アノードで酸化される水素の低位発熱量（ＬＨＶ）である。アノードで酸化され
る水素のＬＨＶは、アノードインレット流のＬＨＶからアノードアウトレット流のＬＨＶ
を差し引くことによって算出されてもよい（例えば、ＬＨＶ（ａｎｏｄｅ＿ｉｎ）－ＬＨ
Ｖ（ａｎｏｄｅ＿ｏｕｔ））。本発明の様々な態様において、溶融炭酸塩形燃料電池は、
少なくとも約０．２５、例えば、少なくとも約０．５、または少なくとも約１．０、また
は少なくとも約１．５、または少なくとも約２．０、または少なくとも約２．５、または
少なくとも約３．０、または少なくとも約４．０の改質可能燃料過剰比率を有するように
作動させることができる。追加的に、または代わりとして、改質可能燃料過剰比率は約２
５．０以下であることができる。なお、アノードにおける酸化の量と比較してのアノード
に送達される改質可能燃料の量をベースとするこのようなより狭い定義によって、低燃料
利用を有する燃料電池作動方法の２つの種類を識別することができる。いくつかの燃料電
池は、アノードアウトプットからアノードインプットへの実質的な部分をリサイクルする
ことによって、低燃料利用を達成する。このリサイクルによって、アノードインプットに
おけるいずれかの水素を、アノードにインプットとして再び使用することが可能である。
これによって改質の量を低下させることができ、燃料利用が燃料電池の単回通過に関して
低い場合でさえも、その後の通過において、未使用の燃料の少なくとも一部分はリサイク
ルされる。したがって、広範囲の種々の燃料利用値を有する燃料電池は、アノード改質段
階に送達される改質可能燃料対アノード反応において酸化される水素の同一比率を有して
もよい。アノードにおける酸化の量に関するアノード改質段階に送達される改質可能燃料
の比率を変化させるため、非改質可能燃料の本来の含有量を有するアノード供給が識別さ
れる必要があるか、またはアノードアウトプットにおける未使用の燃料が、他の用途のた
めに回収される必要があるか、あるいは両方である。
【０１１６】
　改質可能水素過剰比率：燃料電池の作動を特徴づけるためのさらにもう１つの選択肢は
、「改質可能水素過剰比率」をベースとする。上記で定義される改質可能燃料過剰比率は
、改質可能燃料成分の低位発熱量をベースとして定義される。改質可能水素過剰比率は、
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燃料電池アノード反応によってアノードで反応する水素と比較した、アノードおよび／ま
たはアノードと関連する改質段階に送達される改質可能燃料の改質可能水素含有量として
定義される。そのようなものとして、「改質可能水素過剰比率」は、（ＲＦＣ（ｒｅｆｏ
ｒｍａｂｌｅ＿ａｎｏｄｅ＿ｉｎ）／（ＲＦＣ（ｒｅｆｏｒｍａｂｌｅ＿ａｎｏｄｅ＿ｉ
ｎ）－ＲＦＣ（ａｎｏｄｅ＿ｏｕｔ））として計算することができ、式中、（ＲＦＣ（ｒ
ｅｆｏｒｍａｂｌｅ＿ａｎｏｄｅ＿ｉｎ）は、アノードインレット流またはフローの改質
可能燃料の改質可能水素含有量を指し、ＲＦＣ（ａｎｏｄｅ＿ｏｕｔ）は、アノードイン
レットおよびアウトレット流またはフローの燃料成分（例えば、Ｈ２、ＣＨ４および／ま
たはＣＯ）の改質可能水素含有量を指す。ＲＦＣは、モル／秒、モル／時間などで表すこ
とができる。アノード改質段階に送達される改質可能燃料対アノードの酸化の量の大きい
比率を有する燃料電池を作動させる方法の例は、燃料電池における熱の発生および消費を
釣り合わせるために、過剰の改質が実行される方法であることができる。Ｈ２およびＣＯ
を形成するために改質可能燃料を改質することは、吸熱性プロセスである。この吸熱性反
応は、燃料電池における電流の発生によって対抗することができ、これは、アノード酸化
反応および炭酸塩形成反応によって発生する熱量と流の形態で燃料電池を出るエネルギー
との差異に（おおよそ）相当する過剰量の熱を生じることもできる。アノード酸化反応／
炭酸塩形成反応に関与する水素のモルあたりの過剰量の熱は、改質によって水素のモルを
発生されるために吸収した熱よりも大きくなることが可能である。その結果、従来条件で
作動される燃料電池は、インレットからアウトレットまでの温度増加を示すことができる
。この種類の従来の作動の代わりに、アノードと関連する改質段階において改質される燃
料の量を増加させることができる。例えば、発熱性燃料電池反応によって発生する熱が、
改質において消費される熱によって（おおよそ）釣り合うことができるように、あるいは
改質によって消費される熱が、燃料酸化によって発生する過剰量の熱より大きくなること
ができ、燃料電池全体での温度低下がもたらされるように、追加的な燃料を改質すること
ができる。これによって、電力発生のために必要とされる量と比較して、水素の実質的な
過剰をもたらすことができる。一例として、燃料電池のアノードインレットまたは関連す
る改質段階への供給は、実質的に純粋なメタン供給などの改質可能燃料から実質的に構成
されることができる。そのような燃料を使用する発電のための従来の作動の間、溶融炭酸
塩形燃料電池は約７５％の燃料利用で作動することができる。これは、次いで、アノード
において、炭酸塩イオンと反応して、Ｈ２ＯおよびＣＯ２を形成する水素を形成するため
に、アノードに送達される燃料含有量の約７５％（または３／４）が使用されることを意
味する。従来の作動において、燃料含有量の残りの約２５％は、燃料電池でＨ２に改質さ
れることができ（または、燃料のいずれのＣＯまたはＨ２に関して未反応の燃料電池を通
過することができ）、次いで、燃料電池の外側で燃焼され、Ｈ２ＯおよびＣＯ２を形成し
、燃料電池へとカソードインレットのための熱を提供する。この状態における改質可能水
素過剰比率は、４／（４－１）＝４／３であることができる。
【０１１７】
　電気効率：本明細書で使用される場合、「電気効率」（ＥＥ」）という用語は、燃料電
池への燃料インプットの低位発熱量（「ＬＨＶ」）の率で割られる、燃料電池で生じる電
気化学的動力として定義される。燃料電池への燃料インプットには、アノードに送達され
る燃料、ならびに燃料電池の温度を維持するために使用されるいずれの燃料、例えば、燃
料電池と関連するバーナーに送達される燃料の両方が含まれる。本記載において、燃料に
よって生じる動力は、ＬＨＶ（ｅｌ）燃料率に関して記載されてもよい。
【０１１８】
　電気化学的動力：本明細書で使用される場合、「電気化学的動力」またはＬＨＶ（ｅｌ
）という用語は、燃料電池でカソードをアノードに連結する回路および燃料電池の電解質
を通る炭酸塩イオンの移動によって発生する動力である。電気化学的動力は、燃料電池か
ら生じるか、上流または下流装置で消費される動力を排除する。例えば、燃料電池廃棄物
流における熱から生じる電気は、電気化学的動力の一部分として考えられない。同様に、
燃料電池の上流のガスタービンまたは他の装置で発生する動力は、発生する電気化学的動
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力の一部分でない。「電気化学的動力」は、燃料電池の作動の間に消費される電力、また
は直流から交流への変換によって生じるいずれの損失も考慮しない。言い換えると、燃料
電池作動を供給するため、または他に燃料電池を作動するために使用される電力は、燃料
電池によって生じる直流動力から差し引かれない。本明細書で使用される場合、電力密度
は電圧を乗算した電流密度である。本明細書で使用される場合、全燃料電池動力は、燃料
電池面積を乗算した電力密度である。
【０１１９】
　燃料インプット：本明細書で使用される場合、ＬＨＶ（ａｎｏｄｅ＿ｉｎ）として示さ
れる「アノード燃料インプット」という用語は、アノードインレット流の中の燃料の量で
ある。ＬＨＶ（ｉｎ）として示される「燃料インプット」という用語は、アノードインレ
ット流内の燃料の量および燃料電池の温度を維持するために使用される燃料の量の両方を
含む燃料電池に送達される燃料の全体の量である。燃料は、本明細書に提供される改質可
能燃料の定義をベースとして、改質可能および非改質可能燃料を含んでもよい。燃料イン
プットは、燃料利用と同一ではない。
【０１２０】
　全燃料電池効率：本明細書で使用される場合、「全燃料電池効率」（「ＴＦＣＥ」）と
いう用語は、燃料電池によって発生する電気化学的動力に、燃料電池によって生じる合成
ガスのＬＨＶの率を足したものを、アノードへの燃料インプットのＬＨＶの率で割ったも
のとして定義される。言い換えると、ＴＦＣＥ＝（ＬＨＶ（ｅｌ）＋ＬＨＶ（ｓｇ　ｎｅ
ｔ））／ＬＨＶ（ａｎｏｄｅ＿ｉｎ）であり、式中、ＬＨＶ（ａｎｏｄｅ＿ｉｎ）は、燃
料成分（例えばＨ２、ＣＨ４および／またはＣＯ）がアノードに送達される時のＬＨＶを
指し、かつＬＨＶ（ｓｇ　ｎｅｔ）は、合成ガス（Ｈ２、ＣＯ）がアノードで生じる率を
指し、これは、アノードへの合成ガスインプットとアノードからの合成ガスアウトプット
との間の差異である。ＬＨＶ（ｅｌ）は、燃料電池の電気化学的発電を記載する。全燃料
電池効率は、燃料電池の外側で有利に使用される、燃料電池によって発生する熱を排除す
る。作動において、燃料電池によって発生する熱は、下流の装置において有利に使用され
てもよい。例えば、熱は追加的な電気を発生させるか、または水を加熱するために使用さ
れてもよい。これらの用途は、それらが燃料電池と離れて生じる場合、本出願で使用され
る用語のような全燃料電池効率の一部分でない。全燃料電池効率は、燃料電池作動のみに
関し、動力発生または、上流もしくは下流での燃料電池の消費を含まない。
【０１２１】
　化学効率：本明細書で使用される場合、「化学効率」という用語は、燃料インプットま
たはＬＨＶ（ｉｎ）で割られる、燃料電池のアノード排出物におけるＨ２およびＣＯの低
位発熱量、またはＬＨＶ（ｓｇ　ｏｕｔ）として定義される。
【０１２２】
　電気効率も全システム効率も、上流または下流のプロセスの効率を考慮に入れない。例
えば、燃料電池カソードのためのＣＯ２の供給源としてタービン排出物を使用することは
有利であり得る。この配置では、タービンの効率は、電気効率または全燃料電池効率の計
算の一部分として考慮されない。同様に、燃料電池からのアウトプットは、燃料電池への
インプットとしてリサイクルされてもよい。単回通過モードで電気効率または全燃料電池
効率を算出する場合、リサイクルループは考慮されない。
【０１２３】
　生成した合成ガス：本明細書で使用される場合、「生成した合成ガス」という用語は、
アノードへの合成ガスインプットとアノードからの合成ガスアウトプットとの間の差異で
ある。合成ガスは、少なくとも部分的に、アノードのためのインプットまたは燃料として
使用されてもよい。例えば、システムは、天然ガスまたは他の適切な燃料で補足されて、
アノード排出物からアノードインレットまで合成ガスを戻すアノードリサイクルループを
含んでもよい。生成した合成ガスＬＨＶ（ｓｇ　ｎｅｔ）＝（ＬＨＶ（ｓｇ　ｏｕｔ）－
ＬＨＶ（ｓｇ　ｉｎ））であり、ＬＨＶ（ｓｇ　ｉｎ）およびＬＨＶ（ｓｇ　ｏｕｔ）は
、アノードインレットの合成ガスのＬＨＶおよびアノードアウトレット流またはフローの



(37) JP 2016-511525 A 2016.4.14

10

20

30

40

50

合成ガスのＬＨＶをそれぞれ指す。なお、アノード内での改質反応によって生じた合成ガ
スの少なくとも一部分は、典型的に、電気を生じるためにアノードで利用されることがで
きる。電気を生じるために利用される水素は、アノードから出ないため、「生成した合成
ガス」の定義に含まれない。本明細書で使用される場合、「合成ガス比率」という用語は
、アノードへの燃料インプットのＬＨＶで割られた、生成した正味の合成ガスのＬＨＶ、
またはＬＨＶ（ｓｇ　ｎｅｔ）／ＬＨＶ（ａｎｏｄｅ　ｉｎ）である。合成ガスおよび燃
料のモルフローレートは、ＬＨＶの代わりに、モルベースの合成ガス比率およびモルベー
スの生成した合成ガスを表すために使用することができる。
【０１２４】
　蒸気対炭素比率（Ｓ／Ｃ）：本明細書で使用される場合、蒸気対炭素比率（Ｓ／Ｃ）は
、フロー中の蒸気対フロー中の改質可能炭素モル比である。ＣＯおよびＣＯ２の形の炭素
は、この定義における改質可能炭素として含まれない。蒸気対炭素比率は、システムの異
なる点で測定および／または制御することができる。例えば、アノードインレット流の組
成は、アノードにおいて改質するために適切なＳ／Ｃを達成するように修正することがで
きる。Ｓ／Ｃは、燃料、例えば、メタン中の炭素原子の数を乗算した燃料のモルフローレ
ートの積で割られる、Ｈ２Ｏのモルフローレートとして与えられることができる。したが
って、Ｓ／Ｃ＝ｆＨ２Ｏ／（ｆＣＨ４×＃Ｃ）であり、式中、ｆＨ２Ｏは水のモルフロー
レートであり、ｆＣＨ４は、メタン（または他の燃料）のモルフローレートであり、かつ
＃Ｃは燃料中の炭素の数である。
【０１２５】
　ＥＧＲ比率：本発明の態様は、燃料電池と協力してタービンを使用することができる。
組み合わせられた燃料電池およびタービンシステムは、排出物ガスリサイクル（「ＥＧＲ
」）を含んでもよい。ＥＧＲシステムでは、タービンで発生する少なくとも一部分の排出
物ガスは、熱回収発電機に送られることができる。排出物ガスの別の部分は、燃料電池に
送られることができる。ＥＧＲ比率は、燃料電池に送られる排出物ガス対燃料電池または
熱回収発電機に送られる全排出物ガスの量を記載する。本明細書で使用される場合、「Ｅ
ＧＲ比率」は、燃料電池結合部分および熱回収発電機に送られる回収結合部分に関する組
み合わせられたフローレートで割られた、排出物ガスの燃料電池結合部分のためのフロー
レートである。
【０１２６】
　本発明の様々な態様において、溶融炭酸塩形燃料電池（ＭＣＦＣ）を使用して、追加的
な電力を発生させながら、ＣＯ２含有流からのＣＯ２の分離を促進することができる。Ｃ
Ｏ２分離は、燃料電池のカソード部分にインプット供給の少なくとも一部分を提供するこ
とができる燃焼ベース発電機との相乗効果を利用することによって、さらに向上させるこ
とができる。
【０１２７】
　燃料電池および燃料電池構成要素：本考察において、燃料電池は、電解質によって分離
されるアノードおよびカソードを有する単電池に相当することができる。アノードおよび
カソードは、電解質全体で電荷を輸送して、電気を発生させるために、それぞれのアノー
ドおよびカソード反応を促進するためのインプットガスフローを受け取ることができる。
燃料電池積層は、集積化されたユニットで複数の電池を表すことができる。燃料電池積層
は複数の燃料電池を含むことができ、燃料電池は典型的に並列に連結されることができ、
そして、それらが集合的により大きい径の単一燃料電池を表すように（ほぼ）機能するこ
とができる。インプットフローが燃料電池積層のアノードまたはカソードに送達される場
合、燃料積層は、積層中のそれぞれの電池間のインプットフローを割るためのフローチャ
ネルおよび個々の電池からのアウトプットフローを組み合わせるためのフローチャネルを
含むことができる。本考察において、燃料電池アレイは、直列、並列、または他のいずれ
かの都合のよい方法（例えば、直列および並列の組み合わせで）で配置される複数の燃料
電池（例えば、複数の燃料電池積層）を指すために使用することができる。燃料電池アレ
イは、第１の段階からのアノード／カソードアウトプットは、第２の段階のためのアノー
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ド／カソードインプットとして役立ち得る、燃料電池および／または燃料電池積層の１つ
以上の段階を含むことができる。なお、燃料電池アレイのアノードは、アレイのカソード
と同一の方法で連結されなくてもよい。便宜のために、燃料電池アレイの第１のアノード
段階へのインプットは、アレイのためのアノードインプットと呼ばれてもよく、そして燃
料電池アレイの第１のカソード段階へのインプットは、アレイへのカソードインプットと
呼ばれてもよい。同様に、最終アノード／カソード段階からのアウトプットは、アレイか
らのアノード／カソードアウトプットと呼ばれてもよい。
【０１２８】
　本明細書における燃料電池の使用の言及は、典型的に、個々の燃料電池から構成される
「燃料電池積層」を示し、そしてより一般に、流体連絡における１つ以上の燃料電池積層
の使用を指すことは理解されるべきである。個々の燃料電池要素（プレート）は、「燃料
電池積層」と呼ばれる長方形アレイで一緒に典型的に「積層」されることができる。この
燃料電池積層は、典型的に、全ての個々の燃料電池の間で流れを供給することができ、か
つ反応物を分配することができ、次いで、これらの要素のそれぞれから生成物を収集する
ことができる。ユニットとして見ると、作動中の燃料電池積層は、多くの（しばしば、十
または何百）の個々の燃料電池要素から構成されるとしても、一体としてみなすことがで
きる。これらの個々の燃料電池要素は、同様の電圧（反応物および生成物濃度が同様）を
典型的に有することができ、そして全動力アウトプットは、要素が直列に電気的に連結さ
れる場合、電池要素の全部の電流の合計から生じることができる。積層は、高電圧を生じ
るために、直列で配置されることもできる。並列の配列は、電流を高めることができる。
十分に大きい体積燃料電池積層が所与の排出物フローを処理するために利用可能であるな
らば、本明細書に記載されるステムおよび方法は単一の溶融炭酸塩形燃料電池積層で使用
することができる。本発明の他の態様において、様々な理由のために、複数の燃料電池積
層は望ましくあり得るか、または必要とされ得る。
【０１２９】
　本発明の目的のために、他に明記しない限り、「燃料電池」という用語は、燃料電池が
実際に典型的に利用される方法として単一のインプットおよびアウトプットがある、１つ
以上の個々の燃料電池要素から構成される燃料電池積層を指すものとしても理解されるべ
きであり、および／またはそれを参照することを含むものとして定義される。同様に、燃
料電池（複数）という用語は、特に明記しない限り、複数の個々の燃料電池積層を指すも
のとしても理解されるべきであり、および／またはそれを含むものとして定義される。言
い換えると、本明細書の範囲内の全ての参照は、具体的に示されない限り、「燃料電池」
としての燃料電池積層の作動に交換可能に適用することができる。例えば、商業的なスケ
ールの燃焼発電機で発生する排出物の体積は、従来の径の燃料電池（すなわち単一積層）
による処理に関して大きくなり得る。完全に排出物を処理するために、それぞれの燃料電
池が燃焼排出物の同等の部分を処理することが（ほぼ）できるように、複数の燃料電池（
すなわち、２以上の個々の燃料電池または燃料電池積層）を並列に配置することができる
。複数の燃料電池を使用することができるが、燃料電池は典型的に、一般に同様の方法で
、燃焼排出物の所与のその（ほぼ）同等の部分で作動されることができる。
【０１３０】
　「内部改質」および「外部改質」：燃料電池または燃料電池積層は、１つ以上の内部改
質部分を含んでもよい。本明細書で使用される場合、「内部改質」という用語は、燃料電
池（燃料電池積層）の本体の範囲内で、または、その他の場合で燃料電池アセンブリ内で
生じる燃料改質を指す。外部改質は、燃料電池とともにしばしば使用されるが、燃料電池
積層の外側に位置する装置の個々において生じる。言い換えると、外部改質装置の本体は
、燃料電池または燃料電池積層の本体との直接的な物理的接触がない。典型的な構成にお
いて、外部改質装置からのアウトプットを、燃料電池のアノードインレットに供給するこ
とができる。特に具体的に明記されない限り、本出願で記載される改質は内部改質である
。
【０１３１】
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　内部改質は、燃料電池アノード内で生じてもよい。内部改質は、燃料電池アセンブリ内
で集積化される内部改質要素内で、追加的に、または代わりとして生じることができる。
集積化された改質要素は、燃料電池積層内の燃料電池要素の間に位置してもよい。言い換
えると、積層のトレイの１つは、燃料電池要素の代わりに改質部分であることができる。
一態様において、燃料電池積層内のフロー配列は、内部改質要素に、次いで、燃料電池の
アノード部分に燃料を向ける。したがって、フローの観点から、内部改質要素および燃料
電池要素は、燃料電池積層内で直列に配置されることができる。本明細書で使用される場
合、「アノード改質」は、アノード内で生じる燃料改質である。本明細書で使用される場
合、「内部改質」という用語は、アノード部分ではなくて、集積化された改質要素内で生
じる改質である。
【０１３２】
　いくつかの態様において、燃料電池アセンブリに対して内部である改質段階は、燃料電
池アセンブリのアノードと関連するものとして考慮することができる。いくつかの別の態
様において、アノードと関連する（例えば複数のアノードと関連する）ことができる燃料
電池積層の改質段階に関して、改質段階からのアウトプットフローが少なくとも１つのア
ノードに通過されるように、フローパスは利用可能であり得る。これは、電解質と接触し
ていない燃料電池プレートの初期部分を有することに相当することができ、代わりに改質
触媒として役立ち得る。関連する改質段階の別の選択肢は、燃料電池積層の要素の１つと
して、集積化された改質段階からのアウトプットを燃料電池積層の燃料電池の１つ以上の
インプットサイドに戻され得る、別々の集積化された改質段階を有することであることが
できる。
【０１３３】
　熱集積化の観点から、燃料電池積層の特徴的な高さは、個々の燃料電池積層要素の高さ
であることができる。なお、別々の改質段階および／または別々の吸熱性反応段階は、燃
料電池とは異なる積層の高さを有することができるであろう。そのようなシナリオでは、
燃料電池要素の高さは、特徴的な高さとして使用されることができる。いくつかの態様に
おいて、集積化された吸熱性反応段階は、集積化された吸熱性反応段階が吸熱性反応のた
めの熱供給源として燃料電池から熱を使用することができるように、１つ以上の燃料電池
と熱集積化される段階として定義されることができる。そのような集積化された吸熱性反
応段階は、集積化された段階に熱を提供するいずれの燃料電池からの積層要素の高さの５
倍未満の高さで配置されるものとして定義されることができる。例えば、集積化された吸
熱性反応段階（例えば改質段階）は、熱集積されたいずれの燃料電池からの積層要素の高
さの５倍未満、例えば、積層要素の高さの３倍未満の高さで配置されることができる。本
考察において、燃料電池要素に隣接する積層要素を表す集積化された改質段階および／ま
たは集積化された吸熱性反応段階は、隣接する燃料電池要素から約１つ分の積層要素高さ
以下であるものとして定義することができる。
【０１３４】
　いくつかの態様において、燃料電池要素と熱集積化される別々の改質段階は、燃料電池
要素と関連する改質段階に相当することができる。そのような態様において、集積化され
た燃料電池要素は、熱の少なくとも一部分を関連する改質段階に提供することができ、そ
して関連する改質段階は、改質段階アウトプットの少なくとも一部分を燃料流として集積
化された燃料電池に提供することができる。他の態様において、別々の改質段階は、燃料
電池と関連することなく、熱伝達のために燃料電池と集積化することができる。この種類
の状態において、別々の改質段階は、燃料電池から熱を受け取ることができるが、改質段
階のアウトプットを燃料電池へのインプットとして使用しないと決定し得る。その代わり
に、アノード排出物流へのアウトプットの直接添加などの別の目的のため、および／また
は燃料電池アセンブリから別々のアウトプット流を形成するために、そのような改質段階
のアウトプットを使用すると決定し得る。
【０１３５】
　より一般に、集積化された燃料電池積層要素によって提供される廃熱を利用することが
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できる吸熱性反応のいずれかの都合のよい種類を実行するために、燃料電池積層の別々の
積層要素を使用することができる。炭化水素流において改質反応を実行するために適切な
プレートの代わりに、別々の積層要素は、別の種類の吸熱性反応に触媒作用を及ぼすため
に適切なプレートを有することができる。マニホールドまたは燃料電池積層におけるイン
レットコンジットの他の配列は、適切なインプットフローをそれぞれの積層要素に提供す
るために使用することができる。追加的に、または代わりとして、同様のマニホールドま
たはアウトレットコンジットの他の配列を、アウトプットフローをそれぞれの積層要素か
ら回収するために使用することができる。任意に、積層の吸熱性反応段階からのアウトプ
ットフローは、アウトプットフローを燃料電池アノードに通過させることなく、燃料電池
積層から回収することができる。そのような任意の態様において、発熱性反応の生成物は
、したがって、燃料電池アノードに通過させることなく、燃料電池積層から出ることがで
きる。燃料電池積層の積層要素において実行することができる他の種類の吸熱性反応の例
には、限定されないが、エチレンおよびエタンクラッキングを形成するエタノール脱水が
含まれ得る。
【０１３６】
　リサイクル：本明細書に定義されるように、燃料電池インレットへの燃料電池アウトプ
ットの一部分（例えば、アノード排出物または、アノード排出物から分離されるか、もし
くは回収される流れ）のリサイクルは、直接的または間接的なリサイクル流に相当するこ
とができる。燃料電池インレットへの流れの直接的なリサイクルは、中間プロセスを通過
することのない流れのリサイクルとして定義され、間接的なリサイクルには、１つ以上の
中間プロセスに流れを通過させた後のリサイクルが関与する。例えば、アノード排出物が
リサイクルの前にＣＯ２分離段階を通過する場合、これはアノード排出物の間接的なリサ
イクルと考えられる。アノード排出物から回収されるアノード排出物の一部分、例えば、
Ｈ２流が、燃料電池への導入のために適切な燃料へと石炭を変換するためのガス化装置を
通過する場合、これもまた間接的なリサイクルと考えられる。
【０１３７】
アノードインプットおよびアウトプット
　本発明の様々な態様において、ＭＣＦＣアレイには、例えば、水素および炭化水素、例
えば、メタン（または代わりに、ＣおよびＨとは異なるヘテロ原子を含有してもよい炭化
水素もしくは炭化水素様化合物）を含んでなる、アノードインレットで受け取られる燃料
が供給されることができる。アノードに供給される大部分のメタン（または他の炭化水素
もしくは炭化水素様化合物）は、典型的に新しいメタンであることができる。本記載にお
いて、新しいメタンなどの新しい燃料は、別の燃料電池プロセスからリサイクルされない
燃料を指す。例えば、アノードアウトレット流からアノードインレットにリサイクルされ
るメタンは、「新しい」メタンとは考えられず、その代わりに、回収されたメタンと記載
することができる。使用された燃料供給源は、ＣＯ２含有流をカソードインプットに提供
するために燃料供給源の一部分を使用するタービンなどの他の構成要素と共有されること
ができる。燃料供給源インプットは、水素を発生させる改質部分において炭化水素（また
は炭化水素様）化合物を改質するために、燃料に対して適切な割合で、水を含むことがで
きる。例えば、メタンがＨ２を発生させるために改質するための燃料インプットである場
合、水対燃料のモル比は、約１：１～約１０：１、例えば少なくとも約２：１であること
ができる。４：１以上の比率は外部改質に関して典型的であるが、内部改質に関してはよ
り低い値が典型的であることができる。Ｈ２が燃料供給源の一部分である範囲まで、いく
つかの任意の態様において、アノードにおけるＨ２の酸化が、燃料を改質するために使用
することができるＨ２Ｏを生じる傾向があることが可能であるため、追加的な水は燃料に
必要とされなくてもよい。燃料供給源は、燃料供給源に重要ではない成分を任意に含有す
ることもできる（例えば、天然ガス供給は、追加的な成分としてＣＯ２のいくらかの含有
量を含有することができる）。例えば、天然ガス供給は、追加的な成分として、ＣＯ２、
Ｎ２および／または他の不活性（不活性）ガスを含有することができる。任意に、いくつ
かの態様において、燃料供給源は、アノード排出物のリサイクルされた部分からのＣＯな
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どのＣＯを含有してもよい。燃料電池アセンブリへの燃料におけるＣＯのための追加的、
または代わりの潜在的供給源は、燃料電池アセンブリに入る前に燃料において実行される
炭化水素燃料の蒸気改質によって発生するＣＯであることができる。
【０１３８】
　より一般に、様々な種類の燃料流は、溶融炭酸塩形燃料電池のアノードのためのインプ
ット流としての使用のために適切であり得る。いくつかの燃料流は、ＣおよびＨとは異な
るヘテロ原子を含んでもよい炭化水素および／または炭化水素様化合物を含有する流れに
相当することができる。本考察において、特に明記されない限り、ＭＣＦＣアノードのた
めの炭化水素を含有する燃料流の参照は、そのような炭化水素様化合物を含有する燃料流
を含むように定義される。炭化水素（炭化水素様を含む）燃料流の例としては、天然ガス
、Ｃ１～Ｃ４炭素化合物（例えば、メタンまたはエタン）を含有する流れ、およびより重
質のＣ５＋炭化水素（炭化水素様化合物を含む）を含有する流れ、ならびにそれらの組み
合わせを含むことができる。アノードインプットに用いられる潜在的燃料流のさらに他の
追加的または代わりの例としては、生物ガス型の流れ、例えば、有機材料の天然（生物学
的）分解から生じるメタンを含むことができる。
【０１３９】
　いくつかの態様において、希釈剤化合物の存在のため、低エネルギー含有量で、天然ガ
スおよび／または炭化水素流などのインプット流を処理するために、溶融炭酸塩形燃料電
池を使用することができる。例えば、メタンおよび／または天然ガスのいくつかの供給源
は、Ｏ２、または窒素、アルゴンもしくはヘリウムなどの他の不活性分子の実質的な量を
含むことができる供給源である。ＣＯ２および／または不活性物質の高められた量の存在
のために、供給源をベースとする燃料流のエネルギー含有量を低下させることができる。
（燃焼動力タービンに動力を供給するためなどの）燃焼反応に、低いエネルギー含有量燃
料を使用することは、問題点を提起する可能性がある。しかしながら、溶融炭酸塩形燃料
電池は、燃料電池の効率に対する影響が少ないか、または影響を及ぼすことなく、低エネ
ルギー含有量燃料供給源をベースとする動力を発生させることができる。追加的なガス体
積の存在は、改質および／またはアノード反応のための温度まで燃料温度を高めるために
追加的な熱を必要とすることができる。追加的に、燃料電池アノード内の水性ガスシフト
反応の平衡性質のために、追加的なＣＯ２の存在は、アノードアウトプットに存在するＨ

２およびＣＯの相対量に影響を有することができる。しかしながら、不活性化合物は、そ
の他の場合には、改質およびアノード反応に対して最小限の直接的な影響のみを有するこ
とができる。溶融炭酸塩形燃料電池のための燃料流におけるＣＯ２および／または不活性
化合物の量は、存在する場合、少なくとも約１体積％、例えば、少なくとも約２体積％、
または少なくとも約５体積％、または少なくとも約１０体積％、または少なくとも約１５
体積％、または少なくとも約２０体積％、または少なくとも約２５体積％、または少なく
とも約３０体積％、または少なくとも約３５体積％、または少なくとも約４０体積％、ま
たは少なくとも約４５体積％、または少なくとも約５０体積％、または少なくとも約７５
体積％であることができる。追加的に、または代わりとして、溶融炭酸塩形燃料電池のた
めの燃料流におけるＣＯ２および／または不活性化合物の量は、約９０体積％以下、例え
ば約７５体積％以下、または約６０体積％以下、または約５０体積％以下、または約４０
体積％以下、または約３５体積％以下であることができる。
【０１４０】
　アノードインプット流のための潜在的供給源のなお別の例は、精製装置および／または
他の工業プロセスアウトプット流に相当することができる。例えば、コーキングは、より
重質の化合物を、より低沸騰範囲に変換するための多くの精製装置の共通プロセスである
。コーキングは、典型的に、ＣＯおよび様々なＣ１～Ｃ４炭化水素を含む室温でガスであ
る様々な化合物を含有するオフガスを生じる。このオフガスは、アノードインプット流の
少なくとも一部分として使用することができる。他の精製装置オフガス流は、アノードイ
ンプット流での含有のために、追加的に、または代わりとして適切であることができ、例
えば、クラッキングまたは他の精製装置プロセスの間に発生する軽質留分（Ｃ１～Ｃ４）
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である。さらに他の適切な精製装置流は、Ｈ２および／または改質可能燃料化合物も含有
するＣＯまたはＣＯ２を含有する精製装置流を追加的に、または代わりとして含むことが
できる。
【０１４１】
　アノードインプットのためのさらに他の潜在的供給源は、増加した含水量を有する流れ
を追加的に、または代わりとして含むことができる。例えば、エタノールプラント（また
は別の種類の発酵プロセス）からのエタノールアウトプット流は、最終的な蒸留の前にＨ

２Ｏの実質的な部分を含む。そのようなＨ２Ｏは、典型的に、燃料電池の作動に対して最
小限の影響のみを生じることができる。したがって、アルコール（または他の発酵生成物
）と水との発酵混合物を、アノードインプット流の少なくとも一部分として使用すること
ができる。
【０１４２】
　生物ガスまたはダイジェスターガスは、アノードインプットのための別の追加的または
代わりの潜在的供給源である。生物ガスは、メタンおよびＣＯ２を主として含んでなって
もよく、典型的に有機物質の分解または消化によって生じる。有機物質を消化し、生物ガ
スを生じるために、嫌気性菌が使用されてもよい。アノードインプットとしての使用の前
に、不純物（例えば硫黄含有化合物）は生物ガスから除去されてもよい。
【０１４３】
　ＭＣＦＣアノードからのアウトプット流は、Ｈ２Ｏ、ＣＯ２、ＣＯおよびＨ２を含むこ
とができる。任意に、アノードアウトプット流は、追加的なアウトプット成分として、供
給に未反応燃料（例えば、Ｈ２もしくはＣＨ４）または不活性化合物を有することもでき
るであろう。改質反応のための熱を提供するための燃料供給源として、または電池を加熱
するための燃焼燃料として、このアウトプット流を使用する代わりに、別のプロセスへの
インプットとして潜在的値を有する成分（例えばＨ２またはＣＯ）からＣＯ２を分離する
ために、１つ以上の分離をアノードアウトプット流において実行することができる。Ｈ２

および／またはＣＯは、化学合成のために合成ガスとして、化学反応のための水素の供給
源として、および／または減少された温室効果ガス排出を有する燃料として使用すること
ができる。
【０１４４】
　様々な態様において、アノードからのアウトプット流の組成は、いくつかの因子によっ
て影響されることができる。アノードアウトプット組成に影響することができる因子には
、アノードへのインプット流の組成、燃料電池で発生する電流の量、および／またはアノ
ードの出口の温度を含むことができる。アノード出口の温度は、水性ガスシフト反応の平
衡性質のため、関連することができる。典型的なアノードにおいて、アノードの壁を形成
するプレートの少なくとも１つは、水性ガスシフト反応に触媒作用を及ぼすために適切で
あることができる。その結果、ａ）アノードインプット流の組成は既知であり、ｂ）アノ
ードインプット流の改質可能燃料の改質の範囲は既知であり、かつｃ）（発生する電流の
量に相当する）カソードからアノードまで輸送される炭酸塩の量は既知である場合、アノ
ードアウトプットの組成は、水性ガスシフト反応に関する平衡定数をベースとして決定す
ることができる。
　Ｋｅｑ＝［ＣＯ２］［Ｈ２］／［ＣＯ］［Ｈ２Ｏ］
【０１４５】
　上記の方程式で、Ｋｅｑは、所与の温度および圧力における反応のための平衡定数であ
り、そして［Ｘ］は成分Ｘの分圧である。水性ガスシフト反応をベースとして、アノード
インプットにおけるＣＯ２濃度の増加は、追加的なＣＯ形成（Ｈ２を犠牲にして）をもた
らす傾向があることができ、そしてＨ２Ｏ濃度の増加は、追加的なＨ２形成（ＣＯを犠牲
にして）をもたらす傾向があることができる。
【０１４６】
　アノードアウトプットにおける組成を決定するために、アノードインプットの組成を出
発点として使用することができる。この組成は、アノード内で生じることができるいずれ
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の改質可能燃料の改質の範囲も反映するように、次いで変性することができる。そのよう
な改質によって、水素およびＣＯ２の増加と引きかえに、アノードインプットの炭化水素
含有量を低下させることができる。次に、発生する電流量をベースとして、アノードイン
プットにおけるＨ２の量は、追加的なＨ２ＯおよびＣＯ２と引きかえに低下することがで
きる。この組成は、次いで、Ｈ２、ＣＯ、ＣＯ２およびＨ２Ｏの出口濃度を決定するため
に、水性ガスシフト反応のための平衡定数をベースとして調節することができる。
【０１４７】
　表１は、典型的な種類の燃料に関する異なる燃料利用におけるアノード排出物組成を示
す。アノード排出物組成は、アノード改質反応、水性ガスシフト反応およびアノード酸化
反応の組み合わせられた結果を反映することができる。表１のアウトプット組成値は、蒸
気（Ｈ２Ｏ）対炭素（改質可能燃料）の約２：１の比率のアノードインプット組成を仮定
することによって算出された。改質可能燃料は、水素に１００％改質されることが仮定さ
れたメタンであると仮定された。アノードインプットの初期のＣＯ２およびＨ２濃度は無
視することができると仮定され、インプットＮ２濃度は約０．５％であった。燃料利用Ｕ

ｆ（本明細書に定義される通り）は、表に示すように、約３５％～約７０％の間で変動可
能であった。燃料電池アノードのための出口温度は、平衡定数のための正確な値を決定す
る目的のため、約６５０℃であることが仮定された。
【０１４８】
【表２】

【０１４９】
　表１は、特定の組み合わせの条件およびアノードインプット組成のためのアノードアウ
トプット組成を示す。より一般に、様々な態様において、アノードアウトプットは、約１
０体積％～約５０体積％のＨ２Ｏを含むことができる。アノードのＨ２Ｏはアノード酸化
反応によって生じることができるため、Ｈ２Ｏの量は非常に変動することができる。改質
のために必要とされるよりも多いＨ２Ｏの過剰量がアノードに導入される場合、過剰量の
Ｈ２Ｏは、燃料改質および水性ガスシフト反応のために、消費される（または発生する）
Ｈ２Ｏを除き、主に未反応のまま典型的に通過することができる。アノードアウトプット
におけるＣＯ２濃度も広範囲に変動することができ、例えば、約２０体積％～約５０体積
％のＣＯ２であることができる。ＣＯ２の量は、発生する電流の量、ならびにアノードイ
ンプットフローのＣＯ２の量の両方によって影響を受けることができる。アノードアウト
プットのＨ２の量は、追加的に、または代わりとして、アノードの燃料利用次第で、約１
０体積％のＨ２～約５０体積％のＨ２であることができる。アノードアウトプットにおい
て、ＣＯの量は、約５体積％～約２０体積％であることができる。なお、所与の燃料電池
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のためのアノードアウトプットのＨ２の量と比較してのＣＯの量は、燃料電池に存在する
温度および圧力における水性ガスシフト反応のための平衡定数によって、部分的に決定可
能である。アノードアウトプットは、さらに追加的に、または代わりとして、５体積％以
下の様々な他の成分、例えば、Ｎ２、ＣＨ４（または他の未反応炭素含有燃料）、および
／または他の成分を含むことができる。
【０１５０】
　任意に、１つ以上の水性ガスシフト反応段階が、所望であれば、アノードアウトプット
においてＣＯおよびＨ２ＯをＣＯ２およびＨ２へと変換するために、アノードアウトプッ
トの後に含まれることができる。アノードアウトプットに存在するＨ２の量は、例えば、
より低い温度で水性ガスシフト反応器を使用することによって、アノードアウトプットに
存在するＨ２ＯおよびＣＯをＨ２およびＣＯ２へと変換して、増加させることができる。
あるいは、温度を増加させて、水性ガスシフト反応を逆にし、Ｈ２およびＣＯ２からより
多くのＣＯおよびＨ２Ｏを生じることができる。水は、アノードで生じる反応のアウトプ
ットであることが予想され、アノードアウトプットは、典型的に、アノードアウトプット
に存在するＣＯの量と比較して、過剰量のＨ２Ｏを有することができる。あるいはＨ２Ｏ
を、アノード出口の後であるが、水性ガスシフト反応の前に、流れに添加されることがで
きる。ＣＯは、改質条件またはアノード反応の間に存在するいずれかの条件下で、改質の
間の不完全な炭素変換のため、および／またはＨ２Ｏ、ＣＯ、Ｈ２およびＣＯ２の間での
反応の釣合いをとる平衡（すなわち、水性ガスシフト平衡）のために、アノードアウトプ
ットに存在することができる。水性ガスシフト反応器は、ＣＯおよびＨ２Ｏを犠牲にして
、ＣＯ２およびＨ２を形成する方向に、さらに平衡を進める条件下で作動されることがで
きる。より高い温度は、ＣＯおよびＨ２Ｏの形成をもたらす傾向があることができる。し
たがって、水性ガスシフト反応器を作動するための１つの選択肢は、適切な温度、例えば
、約１９０℃～約２１０℃で、酸化鉄、酸化亜鉛、酸化亜鉛上の銅などの適切な触媒にア
ノードアウトプット流を曝露させることであることができる。任意に、水性ガスシフト反
応器は、アノードアウトプット流におけるＣＯ濃度を低下させるために、２つの段階を含
むことができ、第１の高温段階は、少なくとも約３００℃～約３７５℃の温度で作動され
、そして第２の低温段階は、約２２５℃以下、例えば、約１８０℃～約２１０℃の温度で
作動される。アノードアウトプットに存在するＨ２の量を増加させることに加えて、水性
ガスシフト反応は、ＣＯを犠牲にして、ＣＯ２の量を追加的に、または代わりとして増加
させることができる。これによって、除去が困難な一酸化炭素（ＣＯ）を、縮合（例えば
、低温除去）、化学反応（例えば、アミン除去）および／または他のＣＯ２除去方法によ
ってより容易に除去することができる二酸化炭素と交換することができる。追加的に、ま
たは代わりとして、Ｈ２対ＣＯの所望の比率を達成するために、アノード排出物において
存在するＣＯ含有量を増加させることが望ましくてもよい。
【０１５１】
　任意の水性ガスシフト反応段階を通過した後、アノードアウトプットは、アノードアウ
トプット流からの水および／またはＣＯ２の除去のために、１つ以上の分離段階を通過す
ることができる。例えば、１つ以上のＣＯ２アウトプット流は、個々に、または組み合わ
せで１つ以上の方法を使用して、アノードアウトプットにおいてＣＯ２分離を実行するこ
とによって形成されることができる。そのような方法を使用して、９０体積％以上のＣＯ

２含有量、例えば、少なくとも９５％体積％のＣＯ２、または少なくとも９８体積％のＣ
Ｏ２を有するＣＯ２アウトプット流を発生させることができる。そのような方法は、アノ
ードアウトプットのＣＯ２含有量の少なくとも約７０％、例えば、アノードアウトプット
のＣＯ２含有量の少なくとも約８０％、または少なくとも約９０％を回収することができ
る。あるいは、いくつかの態様において、アノードアウトプット流のＣＯ２の一部分のみ
を回収することが望ましくあり得、ＣＯ２の回収された部分は、アノードアウトプットの
ＣＯ２の約３３％～約９０％、例えば、少なくとも約４０％、または少なくとも約５０％
であり得る。例えば、所望の組成がその後の水性ガスシフト段階において達成されること
ができるように、アノードアウトプットフローにいくらかのＣＯ２を保持することが望ま
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しくあり得る。適切な分離方法は、物理的溶媒（例えば、Ｓｅｌｅｘｏｌ（商標）または
Ｒｅｃｔｉｓｏｌ（商標））、アミンまたは他の塩基（例えば、ＭＥＡまたはＭＤＥＡ）
、冷凍（例えば、低温分離）、圧力スイング吸着、真空スイング吸着、およびそれらの組
み合わせの使用を含んでなってもよい。低温ＣＯ２分離器は、適切な分離器の一例である
ことができる。アノードアウトプットが冷却されて、アノードアウトプットの水の大部分
は、凝縮された（液）相として分離することができる。アノードアウトプットフローの他
の残りの成分（例えば、Ｈ２、Ｎ２、ＣＨ４）は、容易に凝縮された相を形成する傾向が
ないため、次いで、水欠乏アノードアウトプットフローのさらなる冷却および／または圧
力負荷によって、高純度ＣＯ２を分離することができる。低温ＣＯ２分離器は、作動条件
次第で、フローに存在するＣＯ２の約３３％～約９０％を回収することができる。
【０１５２】
　ＣＯ２分離実行の前、間または後の１つ以上の水のアウトプット流を形成するアノード
排出物からの水の除去は、有利であることができる。アノードアウトプットの水量は、選
択される作動条件次第で変動することができる。例えば、アノードインレットで確立され
る蒸気対炭素の比率は、アノード排出物の含水量に影響を及ぼすことができ、高い蒸気対
炭素の比率では典型的に大量の水が生じ、これは未反応のまま、および／またはアノード
における水性ガスシフト平衡によってのみ反応して、アノードを通過することができる。
態様次第で、アノード排出物の含水量は、アノード排出物の体積の約３０％以上までに相
当することができる。追加的に、または代わりとして、含水量はアノード排出物の体積の
約８０％以下であることができる。そのような水は圧縮および／または冷却することによ
って除去されて、凝縮が得られることができるが、このような水の除去は、追加の圧縮器
動力および／または熱交換表面面積および過度の冷却水を必要とすることができる。この
過剰量の水の一部分を除去する１つの有利な方法は、湿潤したアノード流出物から湿度を
とることができる吸着剤ベッドの使用をベースとすることができ、次いで、追加的な水を
アノード供給に提供するために、乾燥アノード供給ガスを使用して、「再生」することが
できる。ＨＶＡＣスタイル（加熱、換気および空気調節）吸着ホイールデザインは、アノ
ード排出物およびインレットが圧力で同様であることができ、そして１つの流れから他へ
の軽度の漏れが、全体的なプロセスに対して最小限の影響を有することができるため、適
用可能であることができる。ＣＯ２除去が低温プロセスを使用して実行される実施形態に
おいて、ＣＯ２除去の間または前の、トリエチレングリコール（ＴＥＧ）系および／また
は乾燥剤による除去を含む水の除去は望ましくあり得る。対照的に、ＣＯ２除去のために
アミン洗浄が使用される場合、水は、ＣＯ２除去段階の下流でアノード排出物から除去さ
れることができる。
【０１５３】
　ＣＯ２アウトプット流および／または水アウトプット流の代わりとして、またはそれに
加えて、アノードアウトプットは、所望の化学または燃料生成物を含有する１つ以上の生
成物流を形成するために使用することができる。そのような生成物流は、合成ガス流、水
素流または合成ガス生成物および水素生成物流の両方に相当することができる。例えば、
少なくとも約７０体積％のＨ２、例えば、少なくとも約９０体積％のＨ２、または少なく
とも約９５体積％のＨ２を含有する水素生成物流を形成することができる。追加的に、ま
たは代わりとして、組み合わせたＨ２およびＣＯの少なくとも約７０体積％、例えば、Ｈ

２およびＣＯの少なくとも約９０体積％を含有する合成ガス流を形成することができる。
１つ以上の生成物流は、アノードアウトプットにおいて組み合わせられたＨ２およびＣＯ
ガス体積の少なくとも約７５％、例えば、組み合わせられたＨ２およびＣＯガス体積の少
なくとも約８５％または少なくとも約９０％に相当するガス体積を有することができる。
なお、生成物流のＨ２およびＣＯの相対的な量は、生成物間で変換する水性ガスシフト反
応段階の使用をベースとするアノードアウトプットのＨ２対ＣＯの比率とは異なってもよ
い。
【０１５４】
　いくつかの態様において、アノードアウトプットに存在するＨ２の一部分を除去するか
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、または分離することが望ましいことができる。例えば、いくつかの態様において、アノ
ード排出物のＨ２対ＣＯの比率は、少なくとも約３．０：１であることができる。対照的
に、フィッシャー－トロプシュ合成などの合成ガスを利用するプロセスは、異なる比率（
例えば２：１により近い比率）で、Ｈ２およびＣＯを消費してもよい。１つの代替案は、
アノードアウトプットの含有量を所望の合成ガス組成により近いＣＯ比率にＨ２を有する
ように変性するために、水性ガスシフト反応を使用することであることができる。別の代
替案は、Ｈ２およびＣＯの所望の比率を達成するために、アノードアウトプットに存在す
るＨ２の一部分を除去するために膜分離を使用すること、またはなお代わりとして、膜分
離および水性ガスシフト反応の組み合わせを使用することであることができる。アノード
アウトプットのＨ２の一部分のみを除去するために膜分離を使用する１つの利点は、所望
の分離を比較的穏やかな条件で実行することができるということであることができる。１
つの目標は、なお実質的なＨ２含有量を有する残留物を生じることであることができるた
め、高純度の水素の透過が、過酷な条件を必要とすることなく、膜分離によって発生する
ことができる。例えば、膜の透過サイドにおいて約１００ｋＰａａ以下（例えば、周囲の
圧力）の圧力を有することよりも、透過サイドが周囲と比較して、なお膜分離を実行する
ために十分な推進力を有しながら、高い圧力であることができる。追加的に、または代わ
りとして、メタンなどの掃去ガスを、推進力を膜分離に提供するために使用することがで
きる。これによってＨ２透過流の純度を低下させることができるが、透過流の所望の使用
次第で有利であり得る。
【０１５５】
　本発明の様々な態様において、アノード排出物流の少なくとも一部分（好ましくは、Ｃ
Ｏ２および／またはＨ２Ｏの分離の後）を、燃料電池および関連する改質段階の外部のプ
ロセスのための供給として使用することができる。様々な態様において、アノード排出物
は、約１．５：１～約１０：１、例えば、少なくとも約３．０：１、または少なくとも約
４．０：１、または少なくとも約５．０：１のＨ２対ＣＯの比率を有することができる。
合成ガス流は、アノード排出物から発生することができるか、または回収されることがで
きる。アノード排出物ガスは、任意にＣＯ２および／またはＨ２Ｏの分離の後、そして任
意に、過剰量の水素を除去するために、水性ガスシフト反応および／または膜分離を実行
した後、Ｈ２および／またはＣＯの実質的な部分を含有している流れに相当することがで
きる。ＣＯの比較的低い含有量を有する流れに関して、例えば、Ｈ２対ＣＯの比率が少な
くとも約３：１である流れにおいて、アノード排出物は、Ｈ２供給として使用するために
適切であることができる。Ｈ２供給から利益を得ることができるプロセスの例としては、
限定されないが、精製装置プロセス、アンモニア合成プラント、または（異なる）発電シ
ステムのタービン、あるいはそれらの組み合わせを含むことができる。用途次第で、なお
より低いＣＯ２含有量が望ましくなることができる。約２．２対１未満の、および約１．
９：１を超えるＨ２対ＣＯの比率を有する流れに関して、流れは合成ガス供給として使用
するために適切であることができる。合成ガス供給から利益を得ることができるプロセス
の例としては、限定されないが、ガストゥーリキッド（ｇａｓ－ｔｏ－ｌｉｑｕｉｄ）プ
ラント（例えば、非シフティング触媒を用いるフィッシャートロプシュプロセスを使用す
るプラント）および／またはメタノール合成プラントを含むことができる。外部プロセス
のための供給として使用されるアノード排出物の量は、いずれかの都合のよい量であるこ
ともできる。任意に、アノード排出物の一部分が外部プロセスのための供給として使用さ
れる場合、アノード排出物の第２の部分は、アノードインプットにリサイクルされること
ができ、および／または燃焼動力発電機のための燃焼領域にリサイクルされることができ
る。
【０１５６】
　異なる種類のフィッシャー－トロプシュ合成プロセスのために有用なインプット流は、
アノードアウトプットから発生させるために望ましくあり得る異なる種類の生成物流の例
を提供することができる。鉄をベースとする触媒などのシフティング触媒を使用するフィ
ッシャー－トロプシュ合成反応に関して、反応系への所望のインプット流は、Ｈ２および
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ＣＯに加えてＣＯ２を含むことができる。ＣＯ２の十分な量がインプット流に存在しない
場合、水性ガスシフト活性を有するフィッシャー－トロプシュ触媒は、追加的なＣＯ２を
発生させるためにＣＯを消費することができ、ＣＯのない合成ガスが生じる。ＭＣＦＣ燃
料電池によるそのようなフィッシャートロプシュ法の集積化のために、アノードアウトプ
ットのための分離段階は、合成ガス生成物におけるＣＯ２（および任意にＨ２Ｏ）の所望
の量を保持するように作動させることができる。対照的に、非シフティング触媒をベース
とするフィッシャー－トロプシュ触媒に関して、生成物流に存在するいずれのＣＯ２も、
フィッシャー－トロプシュ反応系において不活性成分として役立つことができる。
【０１５７】
　メタン掃去ガスなどの掃去ガスによって膜が掃去される態様において、メタン掃去ガス
は、アノード燃料として、または異なる低圧プロセス、例えば、煮沸器、炉、ガスタービ
ン、もしくは他の燃料消費デバイスにおいて使用されるメタン流に相当することができる
。そのような態様において、膜を通しての低濃度のＣＯ２透過は、最小限の結果を有する
ことができる。膜を透過し得るそのようなＣＯ２は、アノード内での反応に対して最小限
の影響を有することができ、そしてそのようなＣＯ２は、アノード生成物に含有されて残
ることができる。したがって、透過によって膜を通して損失したＣＯ２は（存在する場合
）、ＭＣＦＣ電解質を通って再び転送される必要はない。これは、水素透過膜の分離選択
性必要条件を有意に低下させることができる。これによって、例えば、より低い選択性を
有する、より高い透過性の膜の使用が可能となり、そしてこれによって、より低い圧力お
よび／または減少した膜表面面積の使用が可能となる。本発明のそのような態様において
、掃去ガスの体積は、アノード排出物の水素の体積の何倍も大きいことが可能であり、こ
れによって、透過サイドにおける有効な水素濃度をゼロ付近に維持することが可能となる
。そのようにして分離された水素は、タービン供給メタンに組み込まれることができ、そ
れによって、上記の通り、タービン燃焼特徴を向上させることができる。
【０１５８】
　なお、アノードで生じる過剰量のＨ２は、温室効果ガスがすでに分離された燃料を表す
ことができる。アノードアウトプットにおけるいずれのＣＯ２も、アミン洗浄、低温ＣＯ

２分離器、および／または圧力もしくは真空スイング吸収プロセスなどによって、アノー
ドアウトプットから容易に分離することができる。アノードアウトプットの成分のいくつ
か（Ｈ２、ＣＯ、ＣＨ４）は容易に除去されないが、ＣＯ２およびＨ２Ｏは通常容易に除
去することができる。実施形態次第で、アノードアウトプットのＣＯ２の少なくとも約９
０体積％を分離して、比較的高純度のＣＯ２アウトプット流を形成することができる。し
たがって、アノードで発生するいずれのＣＯ２も効率的に分離することができ、高純度Ｃ
Ｏ２アウトプット流が形成される。分離後、アノードアウトプットの残りの部分は、主と
して、ＣＯ２および／またはＨ２Ｏの量が低下して、化学および／または燃料値を有する
成分に相当することができる。最初の燃料（改質前）によって発生するＣＯ２の実質的な
部分を分離することができるため、アノードアウトプットの残りの部分のその後の燃焼に
よって発生するＣＯ２の量を低下させることができる。特に、アノードアウトプットの残
りの部分の燃料がＨ２である範囲まで、追加的な温室効果ガスは、この燃料の燃焼によっ
て、典型的に形成されることができない。
【０１５９】
　アノード排出物は、水性ガスシフトおよび互いからの成分の分離を含む、様々なガス処
理の選択肢を受けることができる。２つの一般的なアノード処理スキームを図６および７
に示す。
【０１６０】
　図６は、化学合成プロセスに関連して溶融炭酸塩形燃料電池の燃料電池アレイを作動す
るための反応系の実施例を概略的に示す。図６中、燃料流６０５は、燃料電池６２０、例
えば、燃料電池アレイの燃料電池積層の一部分である燃料電池のアノード６２７と関連す
る改質段階６１０に提供される。燃料電池６２０と関連する改質段階６１０は、燃料電池
アセンブリの内部であることができる。いくつかの任意の態様において、外部改質段階（
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図示せず）を、燃料電池アセンブリにインプット流を通過させる前に、インプット流にお
いて改質可能燃料の一部分を改質するために使用することもできる。燃料流６０５は、好
ましくは、改質可能燃料、例えば、メタン、他の炭化水素、および／または他の炭化水素
様化合物、例えば、炭素－水素結合を含有する有機化合物を含むことができる。燃料流６
０５は、任意に、Ｈ２および／またはＣＯ、例えば、任意のアノードリサイクル流６８５
によって提供されるＨ２および／またはＨ２を含有することもできる。なお、アノードリ
サイクル流６８５は任意であり、多くの態様において、リサイクル流は、直接的に、また
は燃料流６０５もしくは改質された燃料流６１５との組み合わせを通して間接的に、アノ
ード排出物６２５からアノード６２７に提供されない。改質後、改質された燃料流６１５
を、燃料電池６２０のアノード６２７に通過させることができる。ＣＯ２およびＯ２含有
流６１９をカソード６２９に通過させることもできる。燃料電池のカソード部分６２９か
らの炭酸塩イオン６２２、ＣＯ３

２－のフローは、アノード燃料電池反応のために必要と
される残りの反応物を提供する。アノード６２７における反応をベースとして、得られる
アノード排出物６２５は、Ｈ２Ｏ、ＣＯ２、１つ以上の不完全に反応した燃料に相当する
成分（Ｈ２、ＣＯ、ＣＨ４、または改質可能燃料に相当する他の成分）、ならびに任意に
１つ以上の追加的な非反応性成分、例えば、Ｎ２、および／または燃料流６０５の一部分
である他の汚染物質を含むことができる。アノード排出物６２５を、次いで、１つ以上の
分離段階に通過させることができる。例えば、ＣＯ２除去段階６４０は、低温ＣＯ２除去
システム、ＣＯ２などの酸性ガスの除去のためのアミン洗浄段階、またはＣＯ２アウトプ
ット流６４３をアノード排出物から分離するためのＣＯ２分離段階の別の適切な種類に相
当することができる。任意に、アノード排出物を水性ガスシフト反応器６３０に最初に通
過させて、（いくらかのＨ２Ｏに加えて）アノード排出物に存在するいずれのＣＯも、任
意に水性ガスシフトされたアノード排出物６３５において、ＣＯ２およびＨ２に変換する
ことができる。ＣＯ２除去段階の性質次第で、水縮合または除去段階６５０は、アノード
排出物からの水アウトプット流６５３を除去するために望ましくてもよい。ＣＯ２分離段
階６４０後の図６に示されるが、それは、その代わりにＣＯ２分離段階６４０前に任意に
位置してもよい。追加的に、Ｈ２の高純度透過流６６３を発生させるために、Ｈ２分離の
ための任意の膜分離段階６６０を使用することができる。得られた保留物流６６６は次い
で、化学合成プロセスへのインプットとして使用することができる。流れ６６６は、Ｈ２

、ＣＯおよびＣＯ２含有量を異なる比率に調節するために、第２の水性ガスシフト反応器
６３１において、追加的に、または代わりとしてシフトされることができ、化学合成プロ
セスにおけるさらなる使用のためのアウトプット流６６８を生じる。図６中、アノードリ
サイクル流６８５は、保留物流６６６から回収されるように示されるが、アノードリサイ
クル流６８５は、追加的に、または代わりとして、様々な分離段階またはその間の他の有
利な位置から回収されることができる。分離段階およびシフト反応器は、異なる順番で、
および／または並列構成で、追加的に、または、代わりとして構成されることができる。
最終的に、カソード６２９からのアウトプットとして、ＣＯ２　６３９の低下した含有量
を有する流れが発生することができる。単純さのために、本プロセスにおいて有用であり
得る圧縮および熱添加／除去の様々な段階、ならびに蒸気添加または除去は示されない。
【０１６１】
　上記の通り、アノード排出物において実行される様々な種類の分離は、いずれの都合の
よい順番でも実行することができる。図７は、アノード排出物において分離を実行するた
めの別の順番の実施例を示す。図７中、アノード排出物６２５を、最初に、アノード排出
物６２５から水素含有量の一部分７６３を除去するための分離段階７６０に通過させるこ
とができる。これによって、例えば、２：１により近いＨ２：ＣＯの比率で保留物７６６
を提供するように、アノード排出物のＨ２含有量の減少を可能にすることができる。次い
で、Ｈ２対ＣＯの比率は、水性ガスシフト段階７３０において所望の値を達成するために
調節することができる。水性ガスシフトされたアウトプット７３５を、次いで、ＣＯ２分
離段階７４０および水除去段階７５０に通過させ、所望の化学合成プロセスへのインプッ
トとしての使用のために適切な流れ７７５を生じることができる。任意に、アウトプット
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流７７５を、追加的な水性ガスシフト段階（図示せず）に暴露させることができる。アウ
トプット流７７５の一部分は、任意にアノードインプットへリサイクルされることができ
る（図示せず）。もちろん、分離段階のさらに他の組み合わせおよび配列は、所望の組成
を有するアノードアウトプットをベースとする流れを発生させるために使用することがで
きる。単純さのために、プロセスにおいて有用であり得る様々な段階の圧縮および熱添加
／除去、ならびに蒸気添加または除去は示されない。
【０１６２】
カソードインレットおよびアウトプット
　従来、溶融炭酸塩形燃料電池は、アノードに送達される燃料流における燃料のいくらか
の部分を消費しながら、所望の負荷を引き出すことをベースとして作動されることができ
る。次いで、燃料電池の電圧は、負荷、アノードへの燃料インプット、カソードに提供さ
れる空気およびＣＯ２、ならびに燃料電池の内部抵抗によって決定することができる。カ
ソードへのＣＯ２は、従来、カソードインプット流の少なくとも一部分としてアノード排
出物を使用することによって、部分的に提供されることができる。対照的に、本発明はア
ノードインプットおよびカソードインプットのための別々の／異なる供給源を使用するこ
とができる。アノードインプットフローおよびカソードインプットフローの組成物のいず
れの直接的な関連も除去することによって、追加的な選択肢は、燃料電池を作動するため
に利用可能になり、例えば、過剰量の合成ガスを発生させ、二酸化炭素の捕捉を改善し、
および／または特に、燃料電池の全体効率（電気および化学動力）を改善する。
【０１６３】
　溶融炭酸塩形燃料電池において、燃料電池における電解質を通る炭酸塩イオンの輸送は
、第１のフローパスから第２のフローパスへＣＯ２を輸送し、より低い濃度（カソード）
からより高い濃度（アノード）への輸送を可能にし、したがって、ＣＯ２の捕捉を促進す
ることができる方法を提供することができる。ＣＯ２分離のための燃料電池の選択性の一
部分は、電池が電力を発生させることを可能にする電気化学的反応をベースとすることが
できる。燃料電池内での電気化学的反応に効果的に関与しない非反応性種（例えば、Ｎ２

）に関して、反応およびカソードからアノードまでの輸送に重要ではない量が存在するこ
とができる。対照的に、カソードとアノードとの間のポテンシャル（電圧）差は、燃料電
池を通って強い推進力を炭酸塩イオンの輸送に提供することができる。その結果、溶融炭
酸塩形燃料電池中の炭酸塩イオンの輸送は、比較的高選択性で、ＣＯ２が、カソード（よ
り低いＣＯ２濃度）からアノード（より高いＣＯ２濃度）まで輸送されることを可能にす
る。しかしながら、二酸化炭素除去のために溶融炭酸塩形燃料電池を使用することにおけ
る課題は、燃料電池が比較的希薄なカソード供給から二酸化炭素を除去するために限られ
た能力を有するということであることができる。約２．０体積％未満までＣＯ２濃度が低
下すると、炭酸塩形燃料電池によって発生する電圧および／または動力は急速に低下を開
始することができる。さらにＣＯ２濃度が、例えば、約１．０体積％未満まで低下すると
、ある点で、燃料電池の電圧は、炭酸塩の輸送がほとんど生じないか、またはもはや生じ
ず、燃料電池が機能を停止するほど十分に低くなることができる。したがって、少なくと
もいくらかのＣＯ２は、おそらく、商業的に実行可能な作動条件で燃料電池のカソード段
階からの排出物ガスに存在する。
【０１６４】
　燃料電池カソードに送達される二酸化炭素の量は、カソードインレットのための供給源
のＣＯ２含有量をベースとして決定することができる。カソードインプットフローとして
の使用のために適切なＣＯ２含有流の一例は、燃焼供給源からのアウトプットまたは排出
物フローであることができる。燃焼供給源の例には、限定されないが、天然ガスの燃焼、
石炭の燃焼、および／または他の炭化水素型燃料（生物学的に誘導された燃料を含む）の
燃焼をベースとする供給源が含まれる。追加的、または代わりの供給源には、他の種類の
煮沸器、燃焼された加熱器、炉、および／または別の物質（例えば、水または空気）を加
熱するために炭素含有燃料を燃焼させる他の種類のデバイスを含むことができる。第１の
概算に対して、燃焼供給源からのアウトプットフローのＣＯ２含有量は、フローの少数部
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分であることができる。より高いＣＯ２含有量排出物フロー、例えば、石炭燃焼供給源か
らのアウトプットに関して、ほとんどの商業的な石炭燃焼発電所からのＣＯ２含有量は、
約１５体積％以下であることができる。より一般に、燃焼供給源からのアウトプットまた
は排出物フローのＣＯ２含有量は、少なくとも約１．５体積％、または少なくとも約１．
６体積％、または少なくとも約１．７体積％、または少なくとも約１．８体積％、または
少なくとも約１．９体積％、または少なくとも約２体積％、または少なくとも約４体積％
、または少なくとも約５体積％、または少なくとも約６体積％、または少なくとも約８体
積％であることができる。追加的に、または代わりとして、燃焼供給源からのアウトプッ
トまたは排出物フローのＣＯ２含有量は、約２０体積％以下、例えば、約１５体積％以下
、または約１２体積％以下、または約１０体積％以下、または約９体積％以下、または約
８体積％以下、または約７体積％以下、または約６．５体積％以下、または約６体積％以
下、または約５．５体積％以下、または約５体積％以下、または約４．５体積％以下であ
ることができる。上記で示される濃度は、乾燥基準である。なお、より低いＣＯ２含有量
値は、いくつかの天然ガスまたはメタン燃焼供給源、例えば、排出物ガスリサイクルルー
プを含んでもよいか、または含まなくてもよい発電システムの一部分である発電機からの
排出物において存在することができる。
【０１６５】
　カソードインプット流のための他の潜在的な供給源は、生物的に生じたＣＯ２の供給源
を追加的に、または代わりとして含むことができる。これは、例えば、バイオ誘導化合物
の処理の間に発生するＣＯ２、例えば、エタノール生成の間に発生するＣＯ２を含むこと
ができる。追加的または代わりの例は、生物的に生じた燃料の燃焼、例えば、リグノセル
ロースの燃焼によって発生するＣＯ２を含むことができる。さらに他の追加的または代わ
りの潜在的なＣＯ２供給源は、様々な工業プロセスからのアウトプットまたは排気物流、
例えば、鉄鋼、セメントおよび／または紙の製造のためにプラントによって発生するＣＯ

２含有流に相当することができる。
【０１６６】
　ＣＯ２のさらに別の追加的または代わりの潜在的な供給源は、燃料電池からのＣＯ２含
有流であることができる。燃料電池からのＣＯ２含有流は、異なる燃料電池からのカソー
ドアウトプット流、異なる燃料電池からのアノードアウトプット流、カソードアウトプッ
トから燃料電池のカソードインプットへのリサイクル流、および／またはアノードアウト
プットから燃料電池のカソードインプットへのリサイクル流に相当することができる。例
えば、従来の条件で独立モードで作動されたＭＣＦＣは、少なくとも約５体積％のＣＯ２

濃度を有するカソード排出物を発生させることができる。そのようなＣＯ２含有カソード
排出物は、本発明の態様によって作動されるＭＣＦＣのためのカソードインプットとして
使用することができる。より一般に、カソード排出物からＣＯ２アウトプットを発生させ
る他の種類の燃料電池を、追加的に、または代わりとして使用することができ、ならびに
他の種類のＣＯ２含有流が、「燃焼」反応によって、および／または燃焼発電機によって
発生しない。任意に、しかし好ましくは、別の燃料電池からのＣＯ２含有流は、別の溶融
炭酸塩形燃料電池からであることができる。例えば、カソードに関して直列に連結される
溶融炭酸塩形燃料電池に関して、第１の溶融炭酸塩形燃料電池のカソードからのアウトプ
ットを、第２の溶融炭酸塩形燃料電池のカソードへのインプットとして使用することがで
きる。
【０１６７】
　燃焼供給源以外の供給源からの様々な種類のＣＯ２含有流に関して、流れのＣＯ２含有
量は広範囲に変動することができる。カソードへのインプット流のＣＯ２含有量は、少な
くとも約２体積％、例えば、少なくとも約４体積％、または少なくとも約５体積％、また
は少なくとも約６体積％、または少なくとも約８体積％のＣＯ２を含有することができる
。追加的に、または代わりとして、カソードへのインプット流のＣＯ２含有量は、約３０
体積％以下、例えば、約２５体積％以下、または約２０体積％以下、または約１５体積％
以下、または約１０体積％以下、または約８体積％以下、または約６体積％以下、または
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約４体積％以下であることができる。いくつかのさらにより高いＣＯ２含有量流に関して
、ＣＯ２含有量は、約３０体積％より高いことができ、例えば、流れは、ＣＯ２と、他の
化合物の重要ではない量のみから実質的に構成される。一例として、排出物ガスリサイク
ルのないガス燃焼タービンは、約４．２体積％のＣＯ２含有量を有する排出物流を生じる
ことができる。ＥＧＲによって、ガス燃焼タービンは、約６～８体積％のＣＯ２含有量を
有する排出物流を生じることができる。メタンの化学量論的な燃焼は、約１１体積％のＣ
Ｏ２含有量を有する排出物流を生じることができる。石炭の燃焼は、約１５～２０体積％
のＣＯ２含有量を有する排出物流を生じることができる。精製装置オフガスを使用する燃
焼加熱器は、約１２～１５体積％のＣＯ２含有量を有する排出物流を生じることができる
。いずれのＥＧＲも用いない、低ＢＴＵガスにおいて作動されるガスタービンは、約１２
体積％のＣＯ２含有量を有する排出物流を生じることができる。
【０１６８】
　ＣＯ２に加えて、カソードインプット流は、カソード反応のために必要な成分を提供す
るために、Ｏ２を含まなければならない。いくつかのカソードインプット流は、成分とし
て空気を有することをベースとすることができる。例えば、燃焼排出物流は、空気の存在
下で、炭化水素燃料を燃焼させることによって形成することができる。そのような燃焼排
出物流、または別の種類の空気の含有をベースとする酸素含有量を有するカソードインプ
ット流は、約２０体積％以下、例えば約１５体積％以下、または約１０体積％以下の酸素
含有量を有することができる。追加的に、または代わりとして、カソードインプット流の
酸素含有量は、少なくとも約４体積％、例えば少なくとも約６体積％、または少なくとも
約８体積％であることができる。より一般に、カソードインプット流は、カソード反応を
実行するために適切な酸素の含有量を有することができる。いくつかの態様において、こ
れは、約５体積％～約１５体積％、例えば、約７体積％～約９体積％の酸素含有量に相当
することができる。多くの種類のカソードインプット流に関して、ＣＯ２およびＯ２の組
み合わせられた量は、インプット流の約２１体積％未満、例えば、流れの約１５体積％未
満または流れの約１０体積％未満に相当することができる。酸素を含有する空気流を、低
酸素含有量を有するＣＯ２供給源と組み合わせることができる。例えば、石炭を燃焼させ
ることによって発生する排出物流は、カソードインレット流を形成するために空気と混合
することができる低酸素含有量を含んでもよい。
【０１６９】
　ＣＯ２およびＯ２に加えて、カソードインプット流は、Ｎ２、Ｈ２Ｏおよび他の典型的
な酸化剤（空気）成分などの不活性／非反応性な種から構成されることもできる。例えば
、燃焼反応からの排出物から誘導されるカソードインプットに関して、燃焼反応のために
酸化剤供給源の一部として空気が使用される場合、排出物ガスは、空気の典型的な成分、
例えば、Ｎ２、Ｈ２Ｏおよび空気に存在する少量の他の化合物を含むことができる。燃焼
反応のための燃料供給源の性質次第で、燃料供給源をベースとする燃焼の後に存在する追
加的な種としては、Ｈ２Ｏ、窒素（ＮＯｘ）および／または硫黄（ＳＯｘ）の酸化物、な
らびに燃料に存在し、および／または燃料に存在する部分的もしくは完全燃焼生成物、例
えば、ＣＯである他の化合物の１つ以上が含まれ得る。これらの種は、全体的なカソード
活性を低下させ得るが、カソード触媒表面を損なわない量で存在し得る。そのような性能
の低下は容認可能であり得、またはカソード触媒と相互作用する種は、既知の汚染物質除
去技術によって容認可能な濃度まで低下され得る。
【０１７０】
　カソードインプット流（例えば、燃焼排出物をベースとするインプットカソード流）に
存在するＯ２の量は、有利には、燃料電池においてカソード反応のために必要とされる酸
素を提供するために十分であることができる。したがって、Ｏ２の体積パーセントは、有
利には、排出物のＣＯ２の量の少なくとも０．５倍であることができる。任意に、必要に
応じて、追加的な空気は、カソード反応のために十分な酸化剤を提供するために、カソー
ドインプットに添加されることができる。いくつかの形態の空気が酸化剤として使用され
る場合、カソード排出物中のＮ２の量は、少なくとも約７８体積％、例えば少なくとも約
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８８体積％、および／または約９５体積％以下であることができる。いくつかの態様にお
いて、カソードインプット流は、汚染物質として一般に見られる化合物、例えば、Ｈ２Ｓ
またはＮＨ３を追加的に、または代わりとして含有することができる。他の態様において
、カソードインプット流は、そのような汚染物質の含有量を低下させるか、または最小化
するためにクリーン化されることができる。
【０１７１】
　電解質を通る輸送のために炭酸塩イオンを形成する反応に加えて、カソードにおける条
件は、酸化窒素から硝酸塩および／または硝酸塩イオンへの変換のために適切であること
もできる。以下、便宜のために硝酸塩イオンのみが記載される。得られる硝酸塩イオンも
、アノードにおける反応のために電解質を通って輸送されることができる。カソードイン
プット流のＮＯｘ濃度は、典型的にｐｐｍの規模であることができるため、この硝酸塩輸
送反応は、電解質を通って輸送される炭酸塩の量に対して最小限の影響を有することがで
きる。しかしながら、ＮＯｘ除去のこの方法は、ＮＯｘ排出を低下させる機構を提供する
ことができるため、ガスタービンからの燃焼排出物をベースとするカソードインプット流
に関して有利であることができる。カソードにおける条件は、（カソードインプット流の
Ｏ２と組み合わせて）未燃焼炭化水素から典型的な燃焼生成物、例えば、ＣＯ２およびＨ

２Ｏへの変換のために、追加的に、または代わりとして適切であることができる。
【０１７２】
　ＭＣＦＣの作動のための適切な温度は、約４５０℃～約７５０℃、例えば、少なくとも
約５００℃、例えば、約５５０℃のインレット温度および約６２５℃のアウトレット温度
であることができる。カソードに入る前に、所望であれば、例えば、他のプロセス、例え
ば、アノードのために燃料インプットを改質するプロセスに熱を提供するため、熱を燃焼
排出物に添加、または除去することができる。例えば、カソードインプット流のための供
給源が燃焼排出物流である場合、燃焼排出物流は、カソードインレットのための所望の温
度より高い温度を有してもよい。そのような態様において、カソードインプット流として
の使用の前に、熱を燃焼排出物から除去することができる。あるいは、燃焼排出物は、例
えば、石炭燃焼煮沸器の湿式ガススクラバーの後、非常に低温である可能性があり、その
ような場合、燃焼排出物は約１００℃未満であることができる。あるいは、燃焼排出物は
、複合サイクルモードで作動されたガスタービンの排出物からであることが可能であり、
その場合、追加的な発電のために蒸気を生じさせて、蒸気タービンを動作することによっ
てガスを冷却することができる。この場合、ガスは約５０℃未満であることができる。所
望よりも冷たい燃焼排出物に熱を添加することができる。
【０１７３】
燃料電池配列
　様々な態様において、燃料電池（例えば、複数の燃料電池積層を含有する燃料電池アレ
イ）のための構成選択肢は、複数の燃料電池間でＣＯ２含有流を分割することであること
ができる。ＣＯ２含有流のいくつかの種類の供給源は、個々の燃料電池の能力と比較して
、大きい体積フローレートを発生させることができる。例えば、工業用の燃焼供給源から
のＣＯ２含有アウトプット流は、典型的に、適切な径の単一ＭＣＦＣのために望ましい作
動条件と比較して大きいフロー体積に相当することができる。単一ＭＣＦＣで全フローを
処理する代わりに、それぞれのユニットのフローレートが所望のフロー範囲内にあること
ができるように、通常そのなかの少なくともいくつかが並列であることができる複数のＭ
ＣＦＣユニットの間にフローを分割することができる。
【０１７４】
　第２の構成の選択肢は、フロー流からＣＯ２を連続的に除去するために、直列に燃料電
池を利用することであることができる。ＣＯ２含有流を並列に分配することができる初期
の燃料電池の数に関係なく、それぞれの初期の燃料電池は、さらに追加的なＣＯ２を除去
するために、直列の１つ以上の追加的な電池が続くことができる。カソードアウトプット
におけるＣＯ２の所望の量が十分に低い場合、単一燃料電池または燃料電池段階において
所望の濃度までカソードインプット流からＣＯ２を除去することを試みることによって、
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燃料電池のための低いおよび／または予測不可能な電圧アウトプットが導かれることがで
きるであろう。単一燃料電池または燃料電池段階において所望の濃度までＣＯ２を除去す
ることを試みるよりも、ＣＯ２は所望の濃度を達成することができるまで、連続した電池
において除去されることができる。例えば、燃料電池の直列のそれぞれの電池を使用して
、燃料流に存在するＣＯ２のいくらかのパーセント（例えば、約５０％）を除去すること
ができる。そのような例において、３つの燃料電池が直列に使用される場合、ＣＯ２濃度
を低下させることができる（例えば、存在する最初の量の約１５％未満まで、これは、直
列の３つの燃料電池のコース上で約６％から約１％未満までＣＯ２濃度を低下させること
に相当することができる）。
【０１７５】
　別の構成において、作動条件は、所望のアウトプット電圧を提供するために、直列のよ
り早い燃料段階において選択されることができるが、段階のアレイは、炭素分離の所望の
濃度を達成するために選択されることができる。一例として、燃料電池のアレイは、直列
に３つの燃料電池で使用されることができる。直列の最初の２つの燃料電池は、所望のア
ウトプット電圧を維持しながら、ＣＯ２を除去するために使用されることができる。次い
で、最終的な燃料電池は、所望の濃度までであるが、より低い電圧で、ＣＯ２を除去する
ために作動されることができる。
【０１７６】
　なお別の構成において、燃料電池アレイにおいてアノードおよびカソードに関して別々
の接続性があることができる。例えば、燃料電池アレイが直列に連結される燃料カソード
を含む場合、相当するアノードは、いずれかの都合のよい方法で連結されることができ、
例えば、それらの相当するカソードと同一の配列に必ずしも適合しない。これには、例え
ば、それぞれのアノードが同種類の燃料供給を受け取るように、並列にアノードを連結す
ること、および／またはアノードの最高燃料濃度が最低ＣＯ２濃度を有するそれらのカソ
ードに相当することができるように逆直列でアノードを連結することが含まれることがで
きる。
【０１７７】
　さらに別の構成において、１つ以上のアノード段階まで送達される燃料の量および／ま
たは１つ以上のカソード段階まで送達されるＣＯ２の量は、燃料電池アレイの性能を改善
するために制御することができる。例えば、燃料電池アレイは、直列に連結される複数の
カソード段階を有することができる。直列に３つのカソード段階を含むアレイにおいて、
これは、第１のカソード段階からのアウトプットは、第２のカソード段階のためのインプ
ットに相当することができ、そして第２のカソード段階からのアウトプットは、第３のカ
ソード段階のためのインプットに相当することができることを意味する。この種類の構成
において、ＣＯ２濃度は、それぞれの連続したカソード段階で減少することができる。こ
の低下したＣＯ２濃度の埋め合わせをするために、追加的な水素および／またはメタンを
、その後のカソード段階に相当するアノード段階まで送達することができる。その後のカ
ソード段階に相当するアノードの追加的な水素および／またはメタンは、低下したＣＯ２

濃度によって生じる電圧および／または電流の損失を少なくとも部分的に相殺することが
でき、これによって燃料電池によって生じる電圧、したがって正味の動力を増加させるこ
とができる。別の実施例において、燃料電池アレイのカソードは、部分的に直列かつ部分
的に並列に連結させることができる。この種類の実施例において、第１のカソード段階に
おいてカソード中に全燃焼アウトプットを通過させる代わりに、燃焼排出物の少なくとも
一部分は、その後のカソード段階中に通過させることができる。これによって、その後の
カソード段階においてＣＯ２含有量の増加を提供することができる。アノード段階または
カソード段階のいずれかまで可変的な供給を使用するためのさらに他の選択肢は、所望で
あれば使用することができる。
【０１７８】
　上記の通り、燃料電池のカソードは、燃料電池のアレイからの複数のカソードに相当す
ることができる。いくつかの態様において、燃料電池アレイは、カソードからアノードま
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で転送される炭素の量を改善するか、または最大にするために作動させることができる。
そのような態様において、（典型的に直列配列を少なくとも含むか、または最終的なカソ
ードおよび初期のカソードが同一である）アレイ配列における最終的なカソードからのカ
ソードアウトプットに関して、アウトプット組成物は、約２．０体積％以下のＣＯ２（例
えば、約１．５体積％以下または約１．２体積％以下）、および／または少なくとも約１
．０体積％のＣＯ２、例えば、少なくとも約１．２体積％、または少なくとも約１．５体
積％を含むことができる。この限定のために、溶融炭酸塩形燃料電池使用時のＣＯ２除去
の正味の効率は、カソードインプットにおけるＣＯ２の量に依存することができる。約６
体積％より高く、例えば、少なくとも約８体積％のＣＯ２含有量を有するカソードインプ
ット流に関しては、除去することができるＣＯ２の量の限定は厳しくない。しかしながら
、典型的にガスタービンで見られるような、過剰量の空気とともに燃料として天然ガスを
使用する燃焼反応に関して、燃焼排出物のＣＯ２の量は、約５体積％未満のカソードイン
プットにおけるＣＯ２濃度に相当するのみであり得る。排出物ガスリサイクルの使用によ
って、カソードインプットにおけるＣＯ２の量を少なくとも約５体積％、例えば少なくと
も約６体積％まで増加させることができる。約６体積％より高いＣＯ２濃度を生じるため
に燃料として天然ガスを使用する時にＥＧＲが増加する場合、次いで、燃焼室における可
燃性を減少させることができ、そしてガスタービンは不安定化し得る。しかしながら、Ｈ

２が燃料に添加される場合、可燃性ウィンドウは有意に増加することが可能であり、少な
くとも約７．５体積％または少なくとも約８体積％のカソードインプットにおけるＣＯ２

の濃度が達成可能となるように、排出物ガスリサイクルの量をさらに増加させることがで
きる。一例として、カソード排出物における約１．５体積％の除去限界をベースとして、
約５．５体積％から約７．５体積％までカソードインプットにおけるＣＯ２含有量を増加
させることは、最終的なＣＯ２分離のために燃料電池を使用して捕捉することができ、か
つアノードループへ輸送することができるＣＯ２の量の約１０％増加に相当することがで
きる。カソードアウトプットにおけるＯ２の量は、典型的に除去されるＣＯ２の量と比例
した量で、追加的に、または代わりとして低下させることができ、それによって、カソー
ド出口におけるその他の（非カソード反応性）種の量の小さい相当する増加をもたらすこ
とができる。
【０１７９】
　他の態様において、燃料電池アレイは、燃料電池のエネルギーアウトプット、例えば、
全エネルギーアウトプット、電気エネルギーアウトプット、合成ガス化学エネルギーアウ
トプットまたはそれらの組み合わせを改善するか、または最大にするために作動させるこ
とができる。例えば、溶融炭酸塩形燃料電池は、例えば、化学合成プラントに用いられる
合成ガス流の発生のため、および／または高純度水素流の発生のために、様々な状態にお
いて過剰量の改質可能燃料を用いて作動させることができる。合成ガス流および／または
水素流は、合成ガス供給源、水素供給源として、クリーンな燃料供給源として、および／
または他のいずれかの都合のよい用途のために使用することができる。そのような態様に
おいて、カソード排出物のＣＯ２の量は、カソードインプット流におけるＣＯ２の量、お
よび燃料電池エネルギーアウトプットを改善するか、または最大にするための所望の作動
条件でのＣＯ２利用に関連することができる。
【０１８０】
　追加的に、または代わりとして、作動条件次第で、ＭＣＦＣは、約５．０体積％以下、
例えば、約４．０体積％以下、または約２．０体積％以下、または約１．５体積％以下、
または約１．２体積％以下までカソード排出物流のＣＯ２含有量を低下させることができ
る。追加的に、または代わりとして、カソード排出物流のＣＯ２含有量は、少なくとも約
０．９体積％、例えば、少なくとも約１．０体積％、または少なくとも約１．２体積％、
または少なくとも約１．５体積％であることができる。
【０１８１】
溶融炭酸塩形燃料電池の作動
　いくつかの態様において、燃料電池は、単回通過または貫流モードで作動されてよい。
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単回通過モードにおいては、アノード排出物の改質された生成物はアノードインレットに
戻されない。したがって、アノードアウトプットから直接、アノードインレットに合成ガ
ス、水素またはいくつかの他の生成物をリサイクルすることは、単回通過作動では行われ
ない。より一般に、単回通過作動において、アノード排出物の改質された生成物は、例え
ば、その後アノードインレットに導入された燃料流を処理するために改質された生成物を
用いることによって、アノードインレットに間接的にも戻されない。任意に、アノードア
ウトレットからのＣＯ２は、単回通過モードのＭＣＦＣの作動の間、カソードインレット
にリサイクルされることができる。より一般に、いくつかの別の態様において、アノード
アウトレットからカソードインレットへのリサイクルは、単回通過モードで作動するＭＣ
ＦＣに関して生じてもよい。アノード排出物またはアウトプットからの熱は、単回通過モ
ードにおいて追加的に、または代わりとしてリサイクルされてもよい。例えば、アノード
アウトプットフローは熱交換器を通過してもよく、そこでは、アノードアウトプットは冷
却されて、そして別の流れ、例えばアノードおよび／またはカソードのためのインプット
流が加温される。アノードから燃料電池まで熱をリサイクルすることは、単回通過または
貫流モード作動における使用と調和する。任意に、しかし好ましくはないが、アノードア
ウトプットの成分は、単回通過モードの間、燃料電池に熱を提供するために燃焼されても
よい。
【０１８２】
　図２は、電力の発生のためのＭＣＦＣの作動の概略的実施例を示す。図２中、燃料電池
のアノード部分は、インプットとして燃料および蒸気（Ｈ２Ｏ）を受け取ることができ、
水、ＣＯ２、ならびに任意に過剰量のＨ２、ＣＨ４（または他の炭化水素）および／また
はＣＯがアウトプットである。燃料電池のカソード部分は、インプットとしてＣＯ２およ
びいくつかの酸化剤（例えば、空気／Ｏ２）を受け取ることができ、アウトプットはＯ２

欠乏酸化剤（空気）における減少した量のＣＯ２に相当する。燃料電池内で、カソードサ
イドで形成されるＣＯ３

２－イオンは電解質を通って輸送されることができ、アノードで
生じる反応のために必要とされる炭酸塩イオンを提供することができる。
【０１８３】
　図２に示される実施例の燃料電池などの溶融炭酸塩形燃料電池内で、いくつかの反応が
生じることができる。改質反応は任意であることができ、十分なＨ２がアノードに直接提
供される場合、減少させるか、または排除することができる。以下の反応はＣＨ４をベー
スとするが、他の燃料が燃料電池で使用される場合、同様の反応が生じることができる。
【化１】

【０１８４】
　反応（１）は、燃料電池のアノードにおける使用のためにＨ２を発生させるための基本
的な炭化水素改質反応を表す。反応（１）で形成されるＣＯは、水性ガスシフト反応（２
）によって、Ｈ２に変換されることができる。反応（１）および（２）の組み合わせは、
反応（３）として示される。反応（１）および（２）は、燃料電池の外部で生じることが
でき、および／または改質はアノードの内部で実行することができる。
【０１８５】
　反応（４）および（５）は、それぞれアノードおよびカソードにおいて、燃料電池内で
電力発生をもたらすことができる反応を表す。反応（４）は、供給に存在するか、または
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反応（１）および／もしくは（２）によって任意に発生するＨ２を炭酸塩イオンと組み合
わせ、Ｈ２Ｏ、ＣＯ２および回路への電子を形成する。反応（５）は、Ｏ２、ＣＯ２およ
び回路からの電子を組み合わせ、炭酸塩イオンを形成する。反応（５）によって発生する
炭酸塩イオンは、反応（４）のために必要とされる炭酸塩イオンを提供するために、燃料
電池の電解質を通って輸送されることができる。電解質を通る炭酸塩イオンの輸送と組み
合わせて、閉じた電流ループが、アノードとカソードとの間の電気接続を提供することに
よって、次いで形成されることができる。
【０１８６】
　様々な実施形態において、燃料電池を作動する目標は、燃料電池の全体の効率、および
／または燃料電池と、集積化された化学合成プロセスの全体の効率を改善することである
ことができる。これは、目標が、電力の発生のために電池に提供される燃料を使用するた
めの高電気効率を有する燃料電池を作動することであることができる、従来の燃料電池の
作動とは典型的に対照的である。上記で定義されるように、全体の燃料電池効率は、燃料
電池の電気アウトプットおよび燃料電池アウトプットの低位発熱量を、燃料電池のための
インプット成分の低位発熱量によって割ることによって決定され得る。言い換えると、Ｔ
ＦＣＥ＝（ＬＨＶ（ｅｌ）＋ＬＨＶ（ｓｇ　ｏｕｔ））／ＬＨＶ（ｉｎ）であり、式中、
ＬＨＶ（ｉｎ）およびＬＨＶ（ｓｇ　ｏｕｔ）は、燃料電池に送達された燃料成分（例え
ば、Ｈ２、ＣＨ４および／またはＣＯ）、ならびにアノードアウトレット流またはフロー
の合成ガス（Ｈ２、ＣＯおよび／またはＣＯ２）のＬＨＶを指す。これは、燃料電池およ
び／または集積化された化学プロセスによって発生する電気エネルギーおよび化学エネル
ギーの尺度を提供することができる。なお、全効率のこの定義の下、燃料電池内で使用さ
れ、かつ／または集積化された燃料電池／化学合成システム内で使用される熱エネルギー
は、全効率に寄与することができる。しかしながら、交換されるか、あるいはその他の場
合には燃料電池または集積化された燃料電池／化学合成システムから回収されるいずれの
過剰量の熱も、この定義から排除される。したがって、燃料電池からの過剰量の熱が、例
えば、蒸気タービンによる発電のために蒸気を発生させるために使用される場合、そのよ
うな過剰量の熱は全効率の定義から排除される。
【０１８７】
　いくつかの操作パラメーターは、過剰量の改質可能燃料によって燃料電池を作動するた
めに修正されてもよい。いくつかのパラメーターは、燃料電池作動に現在推奨されるもの
と同様であることができる。いくつかの態様において、燃料電池へのカソード条件および
温度インプットは、文献で推奨されるものと同様であることができる。例えば、所望の電
気効率および所望の全燃料電池効率は、溶融炭酸塩形燃料電池のために典型的な燃料電池
動作温度の範囲で達成され得る。典型的な作動において、燃料電池を通って温度を増加さ
せることができる。
【０１８８】
　他の態様において、燃料電池が、アノードインレットからアノードアウトレットへ、お
よび／またはカソードインレットからカソードアウトレットへの温度低下を可能にするよ
うに作動されるように、燃料電池の操作パラメーターは、典型的な条件から逸脱すること
ができる。例えば、炭化水素をＨ２およびＣＯに変換する改質反応は、吸熱性反応である
。電流を発生させる水素の酸化の量と比較して、十分な量の改質が燃料電池アノードで実
行される場合、燃料電池における正味の熱バランスは吸熱性であることができる。これは
、燃料電池のインレットとアウトレットとの間での温度低下を生じることができる。吸熱
性作動の間、燃料電池において電解質が溶融状態で残存するように、燃料電池の温度低下
は制御されることができる。
【０１８９】
　現在推奨されるものとは異なるようにする方法で修正することができるパラメーターに
は、アノードに提供される燃料の量、アノードに提供される燃料の組成、ならびに／ある
いはアノード排出物からアノードインプットまたはカソードインプットのいずれかへの合
成ガスの有意なリサイクルを伴わないアノードアウトプットの合成ガスの分離および捕捉
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を含むことができる。いくつかの態様において、アノード排出物からのアノードインプッ
トまたはカソードインプットのいずれかへの合成ガスまたは水素のリサイクルは、直接的
に、または間接的に生じさせないことが可能である。追加的または別の態様において、リ
サイクルの限定的な量を生じることができる。そのような態様において、アノード排出物
からアノードインプットおよび／またはカソードインプットへのリサイクルの量は、アノ
ード排出物の約１０体積％未満、例えば、約５体積％未満、または約１体積％未満である
ことができる。
【０１９０】
　追加的に、または代わりとして、燃料電池を作動する目標は、電力の発生を可能にする
ことに加えて、燃焼反応またはＣＯ２アウトプット流を生じる別のプロセスのアウトプッ
ト流からＣＯ２を分離することであることができる。そのような態様において、組み合わ
せられた発電機／燃料電池システムによって発生する大部分の動力を提供することができ
る、１つ以上の発電機またはタービンに動力を供給するために、燃焼反応を使用すること
ができる。燃料電池による発電を最適化するために燃料電池を作動するよりも、このシス
テムはその代わりに、二酸化炭素を捕捉するために必要とされる燃料電池の数を減少させ
るか、または最小化しながら、燃焼動力発電機からの二酸化炭素の捕捉を改善するために
作動されることができる。燃料電池のインプットおよびアウトプット動力フローのために
適切な構成を選択すること、ならびに燃料電池のために適切な作動条件を選択することに
よって、全効率および炭素捕捉の望ましい組み合わせを可能にすることができる。
【０１９１】
　いくつかの実施形態において、燃料電池アレイの燃料電池は、燃料電池（例えば、燃料
電池積層）の単一段階のみが存在することができるように配置することができる。この種
類の実施形態において、単一段階の間のアノード燃料利用は、アレイのアノード燃料利用
を表すことができる。別の選択肢は、燃料電池アレイが、アノードの複数段階およびカソ
ードの複数段階を含有することができることであり、それぞれのアノード段階は同範囲内
の燃料利用を有し、例えば、それぞれのアノード段階は、明示された値の１０％以内、例
えば、明示された値の５％以内の燃料利用を有する。さらに別の選択肢は、それぞれのア
ノード段階が、明示された値と同等または明示された値未満の燃料利用を有することがで
きることであり、例えば、それぞれのアノード段階は、５％以下、例えば、１０％以下、
明示された値より大きくない。実例となる実施例として、複数のアノード段階を有する燃
料電池アレイは、５０％燃料利用の約１０％の範囲内であるそれぞれのアノード段階を有
することができ、これは、約４０％～約６０％の燃料利用を有するそれぞれのアノード段
階に相当する。他の例として、複数の段階を有する燃料電池アレイは、最大偏差が約５％
未満で、６０％アノード燃料利用より高くないそれぞれのアノード段階を有することがで
き、これは、約５５％～約６０％の燃料利用を有するそれぞれのアノード段階に相当する
。さらに別の実施例において、燃料電池アレイの燃料電池の１つ以上の段階は、約３０％
～約５０％の燃料利用で作動されることができ、例えば、約３０％～約５０％の燃料利用
でアレイにおいて複数の燃料電池段階が作動される。より一般に、上記の種類の範囲のい
ずれも、本明細書に明示されるアノード燃料利用値のいずれとも組み合わせることができ
る。
【０１９２】
　さらに別の追加的または代わりの選択肢は、全てではないアノード段階に関する燃料利
用を明示することを含むことができる。例えば、本発明のいくつかの態様において、燃料
電池／積層は、１つ以上の直列配列で少なくとも部分的に配置されることができ、アノー
ド燃料利用は、直列の第１のアノード段階、直列の第２のアノード段階、直列の最終的な
アノード段階、または直列の他のいずれかの都合のよいアノード段階のために明示される
ことができる。本明細書で使用される場合、直列の「第１の」段階は、インプットが燃料
供給源から直接供給される段階（または配列が同様に並列の段階を含有する場合、段階の
組み合わせ）に相当し、その後の（「第２の」、「第３の」、「最終的な」など）段階は
、それぞれの燃料供給源から直接の代わりに、１つ以上の前の段階からのアウトプットが
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供給される段階を表す。前の段階からのアウトプットおよび燃料供給源からの直接インプ
ットの両方が段階に同時供給される状況において、「第１の」（組み合わせの）段階およ
び「最後の」（組み合わせの）段階が存在することができるが、他の段階（「第２の」、
「第３の」など）は、その中で順番を確立するために、より慎重を要することができる（
例えば、そのような場合、順番は、複合インプット供給組成物における１つ以上の成分、
例えばＣＯ２の濃度によって、最も高い濃度「第１」から最も低い濃度「最後」まで決定
されることができ、ほぼ同様の組成差が同様の順番を表す。）
【０１９３】
　さらに別の追加的または代わりの選択肢は、特定のカソード段階に相当するアノード燃
料利用を明示することであることができる（再び、燃料電池／積層が１つ以上の直列配列
で少なくとも部分的に配置されることができる）。上記の通り、アノードおよびカソード
内のフローの方向をベースとして、第１のカソード段階は、（同一燃料電池膜を通って）
第１のアノード段階に相当しなくてもよい。したがって、本発明のいくつかの態様におい
て、アノード燃料利用は、直列の第１のカソード段階、直列の第２のカソード段階、直列
の最終的なカソード段階、または直列の他のいずれかの都合のよいカソード段階のために
明示されることができる。
【０１９４】
　なおさらに別の追加的または代わりの選択肢は、燃料電池アレイの全燃料電池における
燃料利用の全平均を明示することであることができる。様々な態様において、燃料電池ア
レイのための燃料利用の全平均は、約６５％以下、例えば、約６０％以下、約５５％以下
、約５０％以下または約４５％の以下であることができる（追加的に、または代わりとし
て、燃料電池アレイのための全平均燃料利用は、少なくとも約２５％、例えば、少なくと
も約３０％、少なくとも約３５％または少なくとも約４０％であることができる）。その
ような平均燃料利用は、燃料電池のアレイが所望の燃料利用を満たす限り、いずれかの単
一段階における燃料利用を必ずしも限定する必要はない。
【０１９５】
捕捉後のＣＯ２アウトプットのための用途
　本発明の様々な態様において、上記のシステムおよび方法によって、加圧流体としての
二酸化炭素の生成を可能にすることができる。例えば、低温分離段階から発生するＣＯ２

は、最初、少なくとも約９０％、例えば、少なくとも約９５％、少なくとも約９７％、少
なくとも約９８％、または少なくとも約９９％の純度を有する加圧されたＣＯ２液体に相
当することができる。この加圧されたＣＯ２流は、例えば、二次石油採集においてなど、
さらに油またはガス回収を向上させるためのウェルへの注入に使用されることができる。
ガスタービンを包含する設備の付近で実行される場合、全体的なシステムは、電気／機械
的動力の使用における追加的な相乗効果から、および／または全体システムとの熱集積化
を通して利益を得てもよい。
【０１９６】
　あるいは、強制石油回収（ＥＯＲ）用途のためのシステムに関して（すなわち、厳密な
成基準を有するパイプラインシステムにおいて混合されない）、ＣＯ２分離必要条件は実
質的に緩和されてもよい。ＥＯＲ用途はＯ２の存在に感応性である可能性があるため、い
くつかの実施形態において、ＥＯＲに関して意図されたＣＯ２流からＯ２は不在であるこ
とができる。しかしながら、ＥＯＲ用途は、溶解されたＣＯ、Ｈ２および／またはＣＨ４

に対して低い感応性を有する傾向あることができる。また、ＣＯ２を輸送するパイプライ
ンは、これらの不純物に感応性である可能性がある。それらの溶性ガスは、典型的に、Ｅ
ＯＲに使用されるＣＯ２の可溶化能力に対してわずかな影響のみを有することができる。
ＣＯ、Ｈ２および／またはＣＨ４などの注入ガスは、ＥＯＲガスとして、燃料価回復のい
くらかの損失をもたらすことができるが、そのようなガスは、その他の場合には、ＥＯＲ
用途と適合性であることができる。
【０１９７】
　追加的に、または代わりとして、加圧された液体としてのＣＯ２の潜在的な用途は、藻
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類成長／収穫などの生物学的プロセスにおける養分としてであることができる。ＣＯ２分
離のためのＭＣＦＣの使用によって、確実に、生物学的に有意な汚染物質を容認できる低
濃度まで低下させることができ、光合成有機体の成長に実質的に悪影響を及ぼさないよう
な少量の他の「汚染物質」ガス（ＣＯ、Ｈ２、Ｎ２などおよびそれらの組み合わせ）のみ
を有するＣＯ２含有流をもたらす。これは、重金属などの潜在的に高度に毒性の材料をし
ばしば含有することができるほとんどの工業用供給源によって発生するアウトプット流と
は際立った対比であることができる。
【０１９８】
　本発明のこの種類の態様において、アノードループにおけるＣＯ２の分離によって発生
するＣＯ２流は、生物燃料および／または化学製品、ならびにそれらの前駆体を製造する
ために使用することができる。さらに追加的に、または代わりとして、ＣＯ２は高密度流
体として生じられてもよく、例えば、光合成有機体の大きい領域への距離を通したより容
易なポンプ輸送および輸送が可能となる。従来の排出供給源は、他のガスおよび汚染物質
と混合された適度の量のＣＯ２（例えば、約４～１５％）を含有するホットガスを排出す
ることができる。これらの材料は通常、藻類の池または生物燃料「ファーム」に希薄なガ
スとしてポンプ輸送される必要がある。対照的に、本発明によるＭＣＦＣシステムは、濃
縮ＣＯ２流（乾燥基準で約６０～７０体積％）を生じることができ、これは、さらに９５
％＋（例えば、９６％＋、９７％＋、９８％＋または９９％＋）まで濃縮可能であり、か
つ容易に液化可能である。次いで、この流れを比較的低コストで長距離上で容易に、かつ
効率的に輸送することができて、広い領域上で効果的に分配することができる。これらの
実施形態において、燃焼供給源／ＭＣＦＣから余熱は、同様に全システムに集積化されて
もよい。
【０１９９】
　ＣＯ２供給源／ＭＣＦＣおよび生物学的／化学的製造サイトが同位置に配置される別の
実施形態は適用し得る。その場合、最小限の圧縮のみが必要とされてもよい（すなわち、
生物学的生成において使用される十分なＣＯ２圧力、例えば、約１５ｐｓｉｇ～約１５０
ｐｓｉｇを提供する）。いくつかの新しい配列は、そのような場合、可能であることがで
きる。二次改質は、任意に、ＣＨ４含有量を低下させるためにアノード排出物に適用され
てもよく、そして水性ガスシフトは、任意に、追加的に、または代わりとして、いずれか
の残りのＣＯをＣＯ２およびＨ２にするために存在してもよい。
【０２００】
　アノードアウトプット流および／またはカソードアウトプット流からの成分は、様々な
目的のために使用することができる。１つの選択肢は、上記の通り、水素の供給源として
アノードアウトプットを使用することであることができる。精製装置と集積化されるか、
または同位置に配置されるＭＣＦＣに関して、水素化などの様々な精製装置プロセスのた
めの水素供給源として水素を使用することができる。別の選択肢は、追加的に、または代
わりとして、燃焼からのＣＯ２が既に「捕捉」された燃料供給減として水素を使用するこ
とであることができる。そのような水素は、精製装置または他の工業用装置において、煮
沸器、炉、および／または燃焼された加熱器用の燃料として使用されることができ、およ
び／またはタービンなどの発電機のための供給として水素を使用することができる。ＭＣ
ＦＣ燃料電池からの水素は、さらに追加的に、または代わりとして、おそらく、燃料電池
によって動力を供給される車両を含む、インプットとして水素を必要とする他の種類の燃
料電池のためにインプット流として使用することができる。なお別の選択肢は、追加的に
、または代わりとして、ＭＣＦＣ燃料電池からのアウトプットとして発生する合成ガスを
、発酵インプットとして使用することであることができる。
【０２０１】
　別の選択肢は、追加的に、または代わりとして、アノードアウトプットから発生する合
成ガスを使用することであることができる。もちろん、燃料として燃焼させた時に合成ガ
スをベースとする燃料がいくらかのＣＯ２に生成をなお導くことができるが、合成ガスは
燃料として使用することができる。他の態様において、合成ガスアウトプット流を、化学
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合成プロセスのためのインプットとして使用することができる。１つの選択肢は、追加的
に、または代わりとして、フィッシャー－トロプシュ型プロセスおよび／またはより大き
い炭化水素分子が合成ガスインプットから形成される別のプロセスのために合成ガスを使
用することであることができる。別の選択肢は、追加的に、または代わりとして、メタノ
ールなどの中間生成物を形成するために合成ガスを使用することであることができる。メ
タノールは、最終生成物として使用することができるが、他の態様において、合成ガスか
ら発生するメタノールは、より大きい化合物、例えば、ガソリン、オレフィン、芳香族化
合物および／または他の生成物を発生させるために使用することができる。なお、少量の
ＣＯ２は、メタノール合成プロセス、および／またはシフティング触媒を利用するフィッ
シャートロプシュプロセスへの合成ガス供給において容認可能とすることができる。ヒド
ロホルミル化は、合成ガスインプットを利用することができるさらに別の合成プロセスの
追加的または代わりの例である。
【０２０２】
　なお、合成ガスを発生させるＭＣＦＣの使用に関する１つの変形形態は、沖合石油採掘
装置または最終的な市場からかなりの距離である他の製造システムによって回収されたメ
タンおよび／または天然ガスの処理のためのシステムの一部としてＭＣＦＣ燃料電池を使
用することであることができる。ウェルから気相アウトプットを輸送することを試みる代
わりに、または長期間、気相生成物を貯蔵することを試みる代わりに、ウェルからの気相
アウトプットを、ＭＣＦＣ燃料電池アレイへのインプットとして使用することができる。
これは、様々な利点を導くことができる。第１に、燃料電池アレイによって発生する電力
を、プラットホームのための動力供給源として使用することができる。追加的に、燃料電
池アレイからの合成ガスアウトプットを、製造サイトにおいてフィッシャートロプシュプ
ロセスのためのインプットとして使用することができる。これによって、製造サイトから
、例えば、陸上設備まで、またはより大きいターミナルまで、パイプライン、船または鉄
道車両によって、より容易に輸送される液体炭化水素生成物の形成が可能となる。
【０２０３】
　さらに他の集積化の選択肢は、追加的に、または代わりとして、高純度の加熱された窒
素の供給源としてカソードアウトプットを使用することを含むことができる。カソードイ
ンプットは空気の大部分をしばしば含むことができ、このことは、窒素の実質的な部分が
カソードインプットに含まれる可能性があることを意味する。燃料電池は、電解質を通っ
てカソードからアノードまでＣＯ２およびＯ２を輸送することができ、そしてカソードア
ウトレットは、ＣＯ２およびＯ２のより低い濃度、したがって、空気に見られるよりも高
いＮ２の濃度を有することができる。残留するＯ２およびＣＯ２のその後の除去によって
、この窒素アウトプットを、アンモニアまたは他の窒素含有化学製品、例えば、尿素、硝
酸アンモニウムおよび／または硝酸の製造のためのインプットとして使用することができ
る。なお、尿素合成は、追加的に、または代わりとして、アノードアウトプットとは別の
ＣＯ２をインプット供給として使用することができるであろう。
【実施例】
【０２０４】
集積化実施例：燃焼タービンとの集積化のための用途
　本発明のいくつかの態様において、動力を発生させるため、およびＣＯ２含有排気物を
排気するための燃焼供給源は、溶融炭酸塩形燃料電池の作動と集積化させることができる
。適切な燃焼供給源の一例は、ガスタービンである。好ましくは、ガスタービンは、追加
的な効率のために蒸気発生および熱回収と集積化された複合サイクルモードにおいて、天
然ガス、メタンガスまたは他の炭化水素ガスを燃焼させることができる。現代の天然ガス
複合サイクル効率は、最大および最新のデザインに関して、約６０％である。得られるＣ
Ｏ２含有排出物ガス流は、ＭＣＦＣ作動との適合性を有する高温、例えば、３００℃～７
００℃、好ましくは５００℃～６５０℃で生成することができる。ガス供給源は、任意で
あるが、好ましくは、タービンに入る前に、ＭＣＦＣに悪影響を及ぼす可能性のある硫黄
などの汚染物質をクリーニングすることができる。あるいは、ガス供給源は、排出物ガス
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が典型的に、排出物ガスの汚染物質のより高い濃度のため、燃焼後にクリーニングされる
発電機であることができる。そのような代替案において、ガスへの／ガスからのいくらか
の熱交換は、より低い温度でのクリーンアップを可能にするために必要とされてもよい。
追加的または代わりの実施形態において、ＣＯ２含有排出物ガスの供給源は、煮沸器、燃
焼室、または炭素の豊富な燃料を燃焼させる熱供給源からのアウトプットであることがで
きる。他の追加的または代わりの実施形態において、ＣＯ２含有排出物ガスの供給源は、
他の供給源と組み合わせた生物学的に生成されたＣＯ２であることができる。
【０２０５】
　燃焼供給源との集積化のために、燃料電池アノードの処理のためのいくつかの他の構成
が望ましくなることができる。例えば、他の構成が、燃料電池アノードからの排出物の少
なくとも一部分を燃料電池アノードのインプットにリサイクルすることであることができ
る。ＭＣＦＣアノードからのアウトプット流には、主なアウトプット成分として、Ｈ２Ｏ
、ＣＯ２、任意にＣＯ、そして任意であるが、典型的に未反応の燃料（例えば、Ｈ２また
はＣＨ４）が含まれることができる。別のプロセスとの集積化のための外部燃料流および
／またはインプット流として、このアウトプット流を使用する代わりに、１つ以上の分離
を、潜在的燃料価を有する成分、例えば、Ｈ２またはＣＯからＣＯ２を分離するために、
アノードアウトプット流において実行することができる。次いで、燃料価を有する成分は
、アノードのインプットへとリサイクルすることができる。
【０２０６】
　この種類の構成は、１つ以上の利点を提供することができる。第１に、低温ＣＯ２分離
器を使用することなどにより、ＣＯ２をアノードアウトプットから分離することができる
。アノードアウトプットの成分のいくつか（Ｈ２、ＣＯ、ＣＨ４）は容易に凝縮可能な成
分ではないが、ＣＯ２およびＨ２Ｏは、凝縮された相として個々に分離することができる
。実施形態次第で、アノードアウトプットのＣＯ２の少なくとも約９０体積％を分離する
ことができ、比較的高純度のＣＯ２アウトプット流を形成することができる。あるいは、
いくつかの態様において、より少ないＣＯ２をアノードアウトプットから除去することが
でき、アノードアウトプットのＣＯ２の約５０体積％～約９０体積％、例えば約８０体積
％以下、または約７０体積％以下を分離することができる。分離後、アノードアウトプッ
トの残りの部分は、主として燃料価を有する成分、ならびにＣＯ２および／またはＨ２Ｏ
の減少した量に相当することができる。分離後のアノードアウトプットのこの部分は、追
加的な燃料に加えて、アノードインプットの一部分として使用するためにリサイクルする
ことができる。この種類の構成において、ＭＣＦＣを通る単回通過の燃料利用が低いとし
ても、未使用の燃料は、アノードを通る別の通過のために有利にリサイクルされることが
できる。その結果、単回通過燃料利用は減少されたレベルであることができるが、一方、
環境への未燃焼燃料の損失（排出）を回避することができる。
【０２０７】
　アノード排出物の一部分をアノードインプットへリサイクルすることの追加的に、また
は代わりに、別の構成の選択肢は、タービン、あるいは煮沸器、炉および／または燃焼加
熱器などの他の燃焼デバイスの燃焼反応のためのインプットとして、アノード排出物の一
部分を使用することであることができる。アノードインプットにリサイクルされ、および
／または燃焼デバイスへのインプットとしてのアノード排出物の相対的な量は、いずれか
の都合のよい、または望ましい量であることができる。アノード排出物がアノードインプ
ットおよび燃焼デバイスの１つのみにリサイクルされる場合、リサイクルの量は、いずれ
かの都合のよい量であることもでき、例えば、ＣＯ２および／またはＨ２Ｏを除去するた
めのいずれかの分離の後に残留するアノード排出物の１００％までの部分であることがで
きる。アノード排出物の一部分が、アノードインプットおよび燃焼デバイスにリサイクル
される場合、定義による全体のリサイクルされた量は、アノード排出物の残留部分の１０
０％以下であることができる。その他の場合はノード排出物のいずれの都合のよい分割も
使用することができる。本発明の様々な実施形態において、アノードインプットへのリサ
イクルの量は、分離後に残留するアノード排出物の少なくとも約１０％、例えば、少なく
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とも約２５％、少なくとも約４０％、少なくとも約５０％、少なくとも約６０％、少なく
とも約７５％、または少なくとも約９０％であることができる。追加的に、または代わり
として、それらの実施形態において、アノードインプットへのリサイクルの量は、分離後
に残留するアノード排出物の約９０％以下、例えば、約７５％以下、約６０％以下、約５
０％以下、約４０％以下、約２５％以下または約１０％以下であることができる。さらに
追加的に、または代わりとして、本発明の様々な実施形態において、燃焼デバイスへのリ
サイクルの量は、分離後に残留するアノード排出物の少なくとも約１０％、例えば、少な
くとも約２５％、少なくとも約４０％、少なくとも約５０％、少なくとも約６０％、少な
くとも約７５％、または少なくとも約９０％であることができる。追加的に、または代わ
りとして、それらの実施形態において、燃焼デバイスへのリサイクルの量は、分離後に残
留するアノード排出物の約９０％以下、例えば、約７５％以下、約６０％以下、約５０％
以下、約４０％以下、約２５％以下、または約１０％以下であることができる。
【０２０８】
　本発明のさらに他の態様において、燃焼デバイスのための燃料は、追加的に、または代
わりとして、不活性であり、かつ／またはその他の場合には、燃料中で希釈剤として作用
する成分の高められた量を有する燃料であることができる。ＣＯ２およびＮ２は、燃焼反
応の間、比較的不活性であることができる天然ガス供給の成分の一例である。燃料供給に
おける不活性成分の量が十分なレベルに達する場合、タービンまたは他の燃焼供給源の性
能に影響を与えることができる。この影響は、部分的に、燃焼反応をクエンチする傾向の
ある可能性がある熱を吸収する不活性成分の能力によるものであることができる。十分な
レベルの不活性成分を有する燃料供給の例には、少なくとも約２０体積％のＣＯ２を含有
する燃料供給、または少なくとも約４０体積％のＮ２を含有する燃料供給、または同様の
クエンチ能力を提供するために十分な不活性熱容量を有するＣＯ２およびＮ２の組み合わ
せを含有する燃料供給を含むことができる。（なお、ＣＯ２はＮ２より大きい熱容量を有
し、したがって、より低濃度のＣＯ２は、より高濃度のＮ２と同様の影響を有することが
できる。ＣＯ２は、Ｎ２より容易に燃焼反応に関与することもでき、その際、燃焼からＨ

２を除去する。Ｈ２のこのような消費は、火炎速度を低下させて、空気と燃料混合物の可
燃性範囲を限定することによって、燃料の燃焼への大きい影響を有することができる）。
より一般に、燃料供給の可燃性に影響を与える不活性成分を含有する燃料供給に関して、
燃料供給の不活性成分は、少なくとも約２０体積％、例えば、少なくとも約４０体積％、
または少なくとも約５０体積％、または少なくとも約６０体積％であることができる。好
ましくは、燃料供給の不活性成分の量は、約８０体積％以下であることができる。
【０２０９】
　不活性成分の十分な量が燃料供給に存在する場合、得られる燃料供給は、供給の燃料成
分に関する可燃性領域の外にあることができる。この種類の状態において、アノード排出
物のリサイクルされた部分から発電機のための燃焼領域へのＨ２の添加は、燃料供給およ
びＨ２の組み合わせに関する可燃性領域を拡張することができ、これによって、例えば、
少なくとも約２０体積％のＣＯ２または少なくとも約４０体積％のＮ２（またはＣＯ２お
よびＮ２の他の組み合わせ）を含有する燃料供給が首尾よく燃焼されることが可能となる
。
【０２１０】
　燃焼領域に送達される燃料供給およびＨ２の全容量と比較して、可燃性領域を拡張する
ためのＨ２の量は、燃料供給およびＨ２の全容量の少なくとも約５体積％、例えば、少な
くとも約１０体積％、および／または約２５体積％以下であることができる。可燃性領域
を拡張するために添加するＨ２の量を特徴づけるための別の選択肢は、Ｈ２添加前に燃料
供給に存在する燃料成分の量をベースとすることができる。燃料成分は、メタン、天然ガ
ス、他の炭化水素および／または従来から燃焼動力タービンもしくは他の発電機の燃料と
して見なされる他の成分に相当することができる。燃料供給に添加されるＨ２の量は、燃
料供給における燃料成分（１：３のＨ２：燃料成分の比率）の体積の少なくとも約３分の
１、例えば、燃料成分の体積の少なくとも約半分（１：２の比率）に相当することができ
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る。追加的に、または代わりとして、燃料供給に添加されるＨ２の量は、燃料供給におけ
る燃料成分の体積とほぼ同等（１：１の比率）以下である。例えば、約３０体積％のＣＨ

４、約１０体積％のＮ２および約６０体積％のＣＯ２を含有する供給に関して、約１：２
のＨ２対ＣＨ４（Ｈ２：ＣＨ４又はＨ２とＣＨ４と）の比率を達成するために、アノード
排出物の十分な量を燃料供給に添加することができる。Ｈ２のみを含有する理想的なアノ
ード排出物に関して、１：２の比率を達成するためのＨ２の添加によって、約２６体積％
のＣＨ４、１３体積％のＨ２、９体積％のＮ２および５２体積％のＣＯ２を含有する供給
をもたらすことができる。
【０２１１】
排出物ガスリサイクル
　ＣＯ２の捕獲および最終的な分離のために燃料電池アレイに排出物ガスを提供すること
を除き、排出物ガスの追加的または代わりの潜在的用途は、ＣＯ２含有量を増加させるた
めの燃焼反応へのリサイクルを含むことができる。燃焼電池アレイのアノード排出物から
の水素などの水素が燃焼反応への添加のために利用可能である場合、燃焼反応の範囲内で
ＣＯ２含有量を増加させるためにリサイクルされた排出物ガスを使用することから、さら
なる利点を得ることができる。
【０２１２】
　本発明の様々な態様において、発電システムの排出物ガスリサイクルループは、燃焼か
ら排出物ガスの第１の部分を受け取ることができ、燃料電池アレイは第２の部分を受け取
ることができる。発電システムの燃焼領域にリサイクルされる、燃焼からの排出物ガスの
量は、いずれかの都合のよい量、少なくとも約１５体積％、例えば、少なくとも約２５体
積％、少なくとも約３５体積％、少なくとも約４５体積％、または少なくとも約５０体積
％などであることもできる。追加的に、または代わりとして、燃焼領域に再循環される燃
焼排出物ガスの量は、約６５体積％以下、例えば約６０体積％以下、約５５体積％以下、
約５０体積％以下、または約４５体積％以下であることができる。
【０２１３】
　本発明の１つ以上の態様において、酸化剤（例えば、空気および／または酸素富化空気
）と燃料との混合物を燃焼し、そして（同時に）リサイクルされた排出物ガスの流れと混
合することができる。ＣＯ２などの燃焼の生成物を一般に含むことができるリサイクルさ
れた排出物ガスの流れを、燃焼の温度、および後続する膨張器に入ることができる排出物
の温度を制御、調節または他の方法で変更するための希釈剤として使用することができる
。酸素富化空気を使用することの結果として、リサイクルされた排出物ガスは、増加した
ＣＯ２含有量を有することができ、それによって、同じインレットおよび排出温度に関し
てより高い膨張比さえも膨張器を作動することが可能となり、それによって、動力発生を
有意に増加させることが可能となる。
【０２１４】
　ガスタービンシステムは、システムの性能を向上させるためにリサイクルされた排出物
ガスを使用することができる発電システムの一例を表すことができる。ガスタービンシス
テムは、シャフトを介して膨張器に連結された第１の／主要な圧縮器を有することができ
る。シャフトは、いずれの機械的、電気的、または他の動力カップリングであることもで
き、それによって、膨張器によって発生する機械的エネルギーの一部分によって主要な圧
縮器を駆動することが可能となる。ガスタービンシステムは、燃料および酸化剤の混合物
を燃焼させるように構成される燃焼室を含むこともできる。本発明の様々な態様において
、燃料は、合成ガス、天然ガス、メタン、エタン、プロパン、ブタン、ナフサディーゼル
、ケロシン、航空燃料、石炭誘導燃料、生物燃料、酸素化炭化水素原料またはそれらのい
ずれかの組み合わせなどのいずれの適切な炭化水素ガス／液体も含むことができる。酸化
剤は、いくつかの実施形態において、燃焼室に流動的に連結され、かつ、供給酸化剤を圧
縮するために適応された第２のまたはインレット圧縮器から誘導されることができる。本
発明の１種以上の実施形態において、供給酸化剤は、大気空気および／または富化空気を
含むことができる。酸化剤が富化空気のみ、または大気空気と富化空気との混合物を含む
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場合、富化空気は、インレット圧縮器（混合物の場合、大気空気と混合される前または後
）によって圧縮されることができる。富化空気および／または空気富化空気混合物は、少
なくとも約２５体積％、例えば、少なくとも約３０体積％、少なくとも約３５体積％、少
なくとも約４０体積％、少なくとも約４５体積％、または少なくとも約５０体積％の全酸
素濃度を有することができる。追加的に、または代わりとして、富化空気および／または
空気富化空気混合物は、約８０体積％以下、例えば、約７０体積％以下の全酸素濃度を有
することができる。
【０２１５】
　富化空気は、いくつかの供給源のいずれか１つ以上から誘導することができる。例えば
、富化空気は、膜分離、圧力スイング吸着、温度スイング吸着、窒素プラント副産物流お
よび／またはそれらの組み合わせなどの分離技術から誘導することができる。富化空気は
、追加的に、または代わりとして、圧力維持または他の目的のために窒素を生成するため
に、空気分離ユニット（ＡＳＵ）、例えば、低温ＡＳＵから誘導することができる。本発
明の特定の実施形態において、そのようなＡＳＵからのレジェクト流は、酸素が豊富であ
ることができ、約５０体積％～約７０体積％の全酸素含有量を有し、富化空気の少なくと
も一部分として使用することができ、必要であれば、その後、所望の酸素濃度を得るため
に未処理の大気空気によって希釈されることができる。
【０２１６】
　燃料および酸化剤に加えて、燃焼室は、主としてＣＯ２および窒素成分を有する排出物
ガス再循環などの圧縮リサイクル排出物ガスを任意に受け取ることもできる。圧縮リサイ
クル排出物ガスは、例えば、主要な圧縮器から誘導されることができ、そして例えば、燃
焼生成物の温度を緩和することによって、酸化剤および燃料の燃焼を促進するために適応
されることができる。認識されることができるように、排出物ガスを再循環させることは
、ＣＯ２濃度を増加させるために役に立つことができる。
【０２１７】
　膨張器のインレットに向けられる排出物ガスは、燃焼反応の生成物として発生すること
ができる。排出物ガスは、リサイクルされた排出物ガスの燃焼反応への導入を少なくとも
一部分でベースとする高ＣＯ２含有量を有することができる。排出物ガスはで膨張器を通
って膨張するため、それは主要な圧縮器を駆動するため、発電機を駆動するため、および
／または他の設備に動力を供給するための機械的動力を発生させることができる。
【０２１８】
　発電システムは、多くの実施形態において、排出物ガス再循環（ＥＧＲ）システムを含
むこともできる。本発明の１つ以上の態様において、ＥＧＲシステムは、蒸気ガスタービ
ンに流動的に連結された熱回収蒸気発生器（ＨＲＳＧ）および／または別の同様のデバイ
スを含むことができる。少なくとも１つの実施形態において、ＨＲＳＧおよび蒸気ガスタ
ービンの組み合わせは、動力発生閉鎖ランキンサイクルとして特徴づけることができる。
ガスタービンシステムと組み合わせて、ＨＲＳＧおよび蒸気ガスタービンは、天然ガス複
合サイクル（ＮＧＣＣ）プラントなどの複合サイクル動力発生プラントの一部分を形成す
ることができる。ガス排出物は、蒸気および冷却された排出物ガスを発生させるため、Ｈ
ＲＳＧに導入することができる。ＨＲＳＧは、排出物流から水を分離および／または凝縮
するための、蒸気を形成するために熱を伝達するための、および／または流れの圧力を所
望のレベルまで変更するための様々なユニットを含むことができる。特定の実施形態にお
いて、蒸気は、追加的な電力を発生させるために、蒸気ガスタービンに送られることがで
きる。
【０２１９】
　ＨＲＳＧの通過および少なくともいくらかのＨ２Ｏの任意の除去の後、ＣＯ２含有排出
物流は、いくつかの実施形態において、燃焼反応へのインプットとしての使用のためにリ
サイクルすることができる。上記の通り、排出物流は、燃焼反応のために容器内で所望の
反応圧力に適合させるために、圧縮（または減圧）することができる。
【０２２０】
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集積化されたシステムの実施例
　図８は、タービンに動力を供給するために、ＣＯ２を含有するリサイクルされた排出物
ガスおよび燃料電池アノード排出物からのＨ２またはＣＯの両方の燃焼反応への導入を含
む、集積化されたシステムの実施例を概略的に示す。図８中、タービンは、圧縮器８０２
、シャフト８０４、膨張器８０６および燃焼領域８１５を含むことができる。酸素供給源
８１１（例えば、空気および／または酸素富化空気）を、リサイクルされた排出物ガス８
９８と組み合わせ、そして燃焼領域８１５に入る前に圧縮器８０２において圧縮すること
ができる。ＣＨ４などの燃料８１２、および任意にＨ２またはＣＯ１８７を含有する流れ
を、燃焼領域まで送達することができる。燃料および酸化剤は、領域８１５において反応
することができ、そして任意であるが、好ましくは、電力を発生させるために、膨張器８
０６に通過させることができる。膨張器８０６からの排出物ガスは、２つの流れ、例えば
、ＣＯ２含有流８２２（燃料電池アレイ８２５のためのインプット供給として使用するこ
とができる）および別のＣＯ２含有流８９２（例えば、蒸気タービン８９４を使用して、
追加的な電気の発生を可能にすることができる、熱回収および蒸気発生器システム８９０
のためのインプットとして使用することができる）を形成するために使用することができ
る。ＣＯ２含有流からのＨ２Ｏの一部分の任意の除去を含む、熱回収システム８９０を通
過した後、アウトプット流８９８は、圧縮器８０２または図示されない第２の圧縮器にお
ける圧縮のためにリサイクルすることができる。ＣＯ２含有流８９２のために使用される
膨張器８０６からの排出物の割合は、燃焼領域８１５への添加のためのＣＯ２の所望の量
をベースとして決定することができる。
【０２２１】
　本明細書で使用される場合、ＥＧＲ比率は、燃料電池結合部分および熱回収発電機に送
られる回収結合部分に関する組み合わせられたフローレートで割られた、排出物ガスの燃
料電池結合部分のフローレートである。例えば、図８に示されるフローのためのＥＧＲ比
率は、流れ８２２および８９２の組み合わせられたフローレートで割られた流れ８２２の
フローレートである。
【０２２２】
　ＣＯ２含有流８２２は、溶融炭酸塩形燃料電池アレイ８２５のカソード部分（図示せず
）を通過させることができる。燃料電池アレイ８２５内の反応をベースとして、ＣＯ２を
流れ８２２から分離することができて、燃料電池アレイ８２５のアノード部分（図示せず
）に輸送することができる。これによって、ＣＯ２の欠乏したカソードアウトプット流８
２４をもたらすことができる。カソードアウトプット流８２４は、次いで、蒸気タービン
８５４（前記の蒸気タービン８９４と任意に同一でもよい）を使用して、熱交換の発生お
よび／または追加的な発電のために、熱回収（および任意の蒸気発生器）システム８５０
を通過させることができる。熱回収および蒸気発生器システム８５０を通過した後、得ら
れた燃焼ガス流８５６を周囲に排出することができ、および／またはアミンスクラバーな
どの他の種類の炭素捕捉技術を通過させることができる。
【０２２３】
　燃料電池アレイ８２５のカソードサイドからアノードサイドへのＣＯ２輸送の後、アノ
ードアウトプット８３５を水性ガスシフト反応器８７０に任意に通過させることができる
。水性ガスシフト反応器８７０を使用して、アノードアウトプット８３５に存在するＣＯ
（およびＨ２Ｏ）を消費して、追加的なＨ２およびＣＯ２を発生させることができる。任
意の水性ガスシフト反応器８７０からのアウトプットを、次いで、１つ以上の分離段階８
４０、例えば、コールドボックスまたは低温分離器に通過させることができる。これによ
って、アノードアウトプットの残りの部分から、Ｈ２Ｏ流８４７およびＣＯ２流８４９を
分離することができる。アノードアウトプット８８５の残りの部分は、改質によって発生
するが、燃料電池アレイ８２５で消費されない未反応のＨ２を含むことができる。Ｈ２含
有流８８５の第１の部分８４５は、燃料電池アレイ８２５においてアノードのためのイン
プットにリサイクルされることができる。流れ８８５の第２の部分８８７は、燃焼領域８
１５のためのインプットとして使用することができる。第３の部分８６５は、別の目的の
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ためにそのままで使用されることができ、かつ／またはその後のさらなる使用のために処
理されることができる。図８および本明細書の記載には最大で３つの部分が概略的に記載
されているが、本発明に従って、これらの３つの部分の１つのみを利用することができる
こと、２のみを利用することができること、または３つ全てを利用することができること
が考えられる。
【０２２４】
　図８中、排出物ガスリサイクルループのための排出物は、第１の熱回収および蒸気発生
器システム８９０によって提供されるが、第２の熱回収および蒸気発生器システム８５０
を使用して、燃料電池アレイ８２５のカソードアウトプットからの過剰量の熱を捕捉する
ことができる。
【０２２５】
　図９は、排出物ガスリサイクルループが、燃料電池アレイアウトプットを処理するため
に使用される同一の熱回収蒸気発生器によって提供される別の実施形態を示す。図９中、
リサイクルされた排出物ガス９９８は、燃焼ガス流９５６の一部分として、熱回収および
蒸気発生器システム９５０によって提供される。これによって、タービンと関連する別々
の熱回収および蒸気発電機システムを排除することができる。
【０２２６】
　本発明の様々な実施形態において、本プロセスは、燃焼反応によって発生する熱および
／または圧力を、力の別の形態に変換することができる、タービン、内燃機関または別の
システムに動力を供給するための燃焼反応によって始動するものとしてアプローチされる
。燃焼反応のための燃料は、水素、炭化水素および／またはエネルギーを放出するために
酸化（燃焼）されることができる炭素を含有する他のいずれかの化合物を含んでなること
ができるか、またはそれらであることができる。燃料が水素のみを含有する場合を除いて
、燃焼反応からの排出物ガスの組成物は、反応の性質次第でＣＯ２含有量の範囲（例えば
、少なくとも約２体積％～約２５体積％以下）を有することができる。したがって、燃料
が炭素質である特定の実施形態において、排出物ガスのＣＯ２含有量は、少なくとも約２
体積％、例えば、少なくとも約４体積％、少なくとも約５体積％、少なくとも約６体積％
、少なくとも約８体積％、または少なくとも約１０体積％であることができる。追加的に
、または代わりとして、そのような炭素質の燃料実施形態において、ＣＯ２含有量は、約
２５体積％以下、例えば、約２０体積％以下、約１５体積％以下、約１０体積％以下、約
７体積％以下、または約５体積％以下であることができる。（炭素質燃料に関して）より
低い相対的なＣＯ２含有量を有する排出物ガスは、リーン（ｌｅａｎ）な（過剰空気）燃
焼による天然ガスなどの燃料における燃焼反応からの排出物ガスに相当することができる
。（炭素質燃料に関して）より高い相対的なＣＯ２含有量排出物ガスは、最適化された天
然ガス燃焼反応、例えば、排出物ガスリサイクルを有するもの、および／または石炭など
の燃料の燃焼に相当することができる。
【０２２７】
　本発明のいくつかの態様において、燃焼反応のための燃料は、少なくとも約９０体積％
、例えば、少なくとも約９５体積％の５個以下の炭素を含有する化合物を含有することが
できる。そのような態様において、排出物ガスのＣＯ２含有量は、少なくとも約４体積％
、例えば、少なくとも約５体積％、少なくとも約６体積％、少なくとも約７体積％、また
は少なくとも約７．５体積％であることができる。追加的に、または代わりとして、排出
物ガスのＣＯ２含有量は、約１３体積％以下、例えば、約１２体積％以下、約１０体積％
以下、約９体積％以下、約８体積％以下、約７体積％以下、または約６体積％以下である
ことができる。排出物ガスのＣＯ２含有量は、燃焼発電機の構成次第で、値の範囲を表す
ことができる。排出物ガスのリサイクルは、少なくとも約６体積％のＣＯ２含有量を達成
するために有利であることができるが、燃焼反応への水素の添加によって、少なくとも約
７．５体積％のＣＯ２含有量を達成するために、ＣＯ２含有量のさらなる増加を可能にす
ることができる。
【０２２８】
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他の構成　－　高過酷度ＮＯｘタービン
　ガスタービンは、いくつかの因子によってそれらの作動で制限されることができる。１
つの典型的な制限は、規制排出限界を満たすために、酸化窒素（ＮＯｘ）の十分に低い濃
度を達成するため、燃焼領域における最大温度が特定の限界より低く制御されることがで
きるということであることができる。規制排出限界は、燃焼排出物を環境に出す時に、燃
焼排出物が約２０ｖｐｐｍ以下、可能であれば１０ｖｐｐｍ以下のＮＯｘ含有量を有する
ことを必要とすることができる。
【０２２９】
　天然ガス燃料燃焼タービンにおけるＮＯｘ生成は、温度および残留時間の関数であるこ
とができる。ＮＯｘの形成をもたらす反応は、約１５００°Ｆの火炎温度以下では重要性
が低く、および／または最小限であることができるが、温度がこの点を超えて増加すると
、ＮＯｘ生成が迅速に増加することができる。ガスタービンにおいて、初期の燃焼生成物
は、約１２００°Ｆ付近の温度まで混合物を冷却するために、追加の空気と混合すること
ができ、そして温度は、膨張器ブレードの冶金学によって制限されることができる。初期
のガスタービンは、典型的に、約１５００°Ｆより十分高い温度で化学量論的領域を有し
た拡散火炎において燃焼を実行し、より高いＮＯｘ濃度をもたらす。最近では、「乾燥低
ＮＯｘ」（ＤＬＮ）バーナーの電流発生は、より冷たいリーンな（化学量論より燃料の少
ない）条件で天然ガスを燃焼させるために、特別な予混合されたバーナーを使用すること
ができる。例えば、より多くの希釈空気を初期の火炎に混合することができて、後期はよ
り少ない量を混合することができ、約１２００°Ｆのタービン－膨張器インレット温度ま
で温度を低下させることができる。ＤＬＮバーナーの不都合は、ターンダウン、より高い
維持、狭い作動範囲、および低い燃料適応性における低い性能を含むことができる。ＤＬ
Ｎバーナーを様々な品質の燃料に適用させることがより困難である（または少しでも液体
燃料に適用することが困難である）ことができるため、後者は懸念となることができる。
ＣＯ２の高含有量を含有する燃料などの低ＢＴＵ燃料に関して、ＤＬＮバーナーは典型的
に使用されず、その代わりに、拡散バーナーを使用することができる。加えて、ガスター
ビン効率は、より高いタービン－膨張器インレット温度を使用することによって、増加さ
せることができる。しかしながら、希釈空気の量の制限があることができるため、またこ
の量は、タービン－膨張器インレット温度の増加によって減少することができるため、Ｄ
ＬＮバーナーは、ガスタービンの効率が改善しても、低ＮＯｘを維持することに関して、
あまり有効になることができない。
【０２３０】
　本発明の様々な態様において、炭素捕捉のためにガスタービンを燃料電池と集積化する
システムは、追加的なＮＯｘ排出を低下および／または最小化し、ＤＬＮバーナーとは現
在適合性ではないタービン燃料の使用によるＤＬＮと同様のＮＯｘ節減を可能にしながら
、より高い燃焼領域温度の使用を可能にすることができる。そのような態様において、タ
ービンは、より高い動力（すなわち、より高い温度）で動作することができ、より高いＮ
Ｏｘ排出がもたらされるが、より高い電力出力および潜在的により高い効率ももたらされ
る。本発明のいくつかの態様において、燃焼排出物のＮＯｘの量は、少なくとも約２０ｖ
ｐｐｍ、例えば、少なくとも約３０ｖｐｐｍ、または少なくとも約４０ｖｐｐｍであるこ
とができる。追加的に、または代わりとして、燃焼排出物のＮＯｘの量は、約１０００ｖ
ｐｐｍ以下、例えば、約５００ｖｐｐｍ以下、または約２５０ｖｐｐｍ以下、または約１
５０ｖｐｐｍ以下、または約１００ｖｐｐｍ以下であることができる。規制によって要求
される濃度までＮＯｘ濃度を低下させるために、得られるＮＯｘは、気相における単純な
熱分解、燃料電池アレイにおけるニッケルカソード触媒からの触媒作用による分解、およ
び／または少量のアンモニア、尿素もしくは他の還元剤の注入による燃料電池より前の促
進された熱分解などのいくつかの機構の１つを通して、熱ＮＯｘ分解を介して平衡化され
ることができる（排出物流における平衡濃度までのＮＯｘ濃度の低下）。これは、アノー
ド排出物から誘導される水素の導入によって促進することができる。燃料電池のカソード
におけるＮＯｘのさらなる低下は、ＮＯｘをカソード表面で反応させることができて、分
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解することができる電気化学的分解を介して達成することができる。これは、膜電解質を
通って、アノードへのいくらかの窒素輸送をもたらすことができ、そこでアンモニアまた
は他の還元窒素化合物が形成され得る。ＭＣＦＣが関与するＮＯｘ低下法に関して、燃料
電池／燃料電池アレイからの予想されるＮＯｘ低下は、燃料電池カソードへのインプット
におけるＮＯｘの約８０％以下、例えば、約７０％以下、および／または少なくとも約５
％であることができる。なお、硫化物腐食作用も温度を制限することができ、従来のシス
テムではタービンブレード冶金学に影響を及ぼすこともできる。しかしながら、ＭＣＦＣ
システムの硫黄制限は、典型的に、硫化物腐食作用と関連する懸念を低下または最小化す
る、低下された燃料硫黄濃度を必要とすることができる。低燃料利用でＭＣＦＣアレイを
作動することは、例えば、燃焼反応のための燃料の一部分がアノード排出物からの水素に
相当する態様において、そのような懸念をさらに軽減することができる。
【０２３１】
低電圧における燃料電池の作動
　従来の燃料電池の実施は、溶融炭酸塩形および固体酸化物形燃料電池が、出力密度を最
大化するために作動されなければならないことを教示する。出力密度を最大化する能力は
、他の作動の制約、例えば、燃料電池内の温度差を満たすことの必要性によって制限され
ることができる。一般に、燃料電池パラメーターは、実行可能な所与の他の制約と同程度
に、出力密度を最適化するために選択される。一例として、ＮＥＴＬ　Ｆｕｅｌ　Ｃｅｌ
ｌ　Ｈａｎｄｂｏｏｋの図６～１３および、図６～１３の周囲の考察では、低燃料利用で
の燃料電池の作動は、燃料利用が減少して生じる燃料変換の減少によって妨害されること
が教示される。一般に、作動電圧ＶＡが高いほど、出力密度を増加させるために望ましい
。
【０２３２】
　本発明の態様は、低燃料利用で燃料電池を作動させること、および電圧を減少させるこ
とによって減少したＣＨ４変換の課題を克服することであることができる。減少した電圧
は、変換反応における使用のために利用可能な熱量を増加させることができる。様々な態
様において、燃料電池は、約０．７ボルト未満、例えば、約０．６８Ｖ未満、約０．６７
Ｖ未満、約０．６６Ｖ未満、または約０．６５Ｖ以下の電圧ＶＡで作動させることができ
る。追加的に、または代わりとして、燃料電池は、少なくとも約０．６０、例えば、少な
くとも約０．６１、少なくとも約０．６２、または少なくとも約０．６３の電圧ＶＡで作
動させることができる。そのような場合、その他の場合には高電圧において電気エネルギ
ーとして燃料電池から出るエネルギーは、電圧が低下されるため、熱として電池に残存す
ることができる。この追加的な熱によって、吸熱性反応の増加が生じることが可能となり
、例えば、合成ガスへのＣＨ４変換を増加させる。
【０２３３】
　本発明による溶融炭酸塩形燃料電池を作動させる利点を例示するために、一連のシミュ
レーションを実行した。具体的には、シミュレーションは異なる燃料利用で、低電圧にお
いて燃料電池を動作する利点を例示するために実行された。低電圧および低燃料利用で燃
料電池を動作することの影響は、図１６および１７に示される。図１６は、ＮＥＴＬ　Ｆ
ｕｅｌ　Ｃｅｌｌ　Ｈａｎｄｂｏｏｋの図６～１３と同様の表示で、燃料電池のモデルを
例示する。図１６に示される結果を生じるために使用されるシミュレーションは、一定の
ＣＨ４フローレートで実行する。図１６は、異なる作動電圧に関する異なる燃料利用１６
１０のパーセントにおいて生じることができる変換１６２０を示す。高電圧（０．８Ｖ）
１６５０で、燃料利用が減少すると、ＣＨ４変換も低レベルまで減少するように思われた
。電圧が低下すると（０．７Ｖ、１６４０および０．６Ｖ、１６３０まで）、モデル化さ
れたそれぞれの燃料利用点のＣＨ４変換は、０．８Ｖにおける相当する変換より高く思わ
れた。図１６は、ＣＨ４変換において数パーセントのみ増加することを示すが、図１７に
例示されるように、影響は実際には非常に実質的であることができる。
【０２３４】
　図１７に示される結果を生じるために使用されるシミュレーションは、ＣＨ４の一定の
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フローレートで実行されなかったが、その代わり一定の燃料電池面積で実行された。図１
７中、燃料電池の同一の作動は、ＣＨ４変換のパーセント基準で例示されなかったが、固
定された燃料電池面積に関するＣＨ４の絶対的なフローレート基準で例示された。ｘ軸１
７１０は燃料利用を示し、ｙ軸１７２０は基準化されたＣＨ４変換を示す。計画１７３０
は、０．６Ｖで生じるシミュレーションされた結果を示す。計画１７４０は、０．７Ｖで
生じるシミュレーションされた結果を示す。計画１７５０は、０．８Ｖで生じるシミュレ
ーションされた結果を示す。燃料利用が減少すると、および特に電圧が減少すると、電流
密度は、図１６および１７に示されるデータに関して、５倍より高く増加するように思わ
れた。そのようなものとして、出力密度は、本発明の態様と一貫した作動条件で作動電圧
を低下させることによって増加することができる。低い作動電圧は典型的に低い出力密度
をもたらすため、増加した出力密度およびより低い電圧は、従来の作動の間に達成される
影響と相反するように思われる。図１７で示すように、全ＣＨ４変換への影響は有意に思
われ、絶対的フローレートによって測定されるＣＨ４の非常により高い変換は、電圧が減
少した時に、より低い燃料利用において達成された。
【０２３５】
追加的な実施形態
　以下の態様は実例であり、本明細書に記載される他の態様を限定する意図はない。
【０２３６】
　態様１．燃焼供給源からの二酸化炭素を捕捉するための方法であって、燃焼供給源から
、酸素および二酸化炭素を含んでなるアウトプット流を捕捉するステップと；１つ以上の
溶融炭酸塩形燃料電池の燃料電池アレイによって、捕捉されたアウトプット流を処理する
ステップであって、１つ以上の燃料電池のそれぞれがアノードおよびカソードを有し、溶
融炭酸塩形燃料電池が、燃料電池アレイの溶融炭酸塩形燃料電池の１つ以上のカソードイ
ンレットを通して二酸化炭素流に有効に連結されるステップと；１つ以上の燃料電池アノ
ード内で、１つ以上の燃料電池カソードからの炭酸塩と燃料を反応させ、電気を発生させ
るステップであって、燃料電池アレイの少なくとも１つのアノードアウトレットからのア
ノード排出物流が、二酸化炭素および水素を含んでなり、炭酸塩で反応した燃料の少なく
とも一部分が、アノード排出物流からリサイクルされる水素を含んでなるステップと；１
つ以上の分離段階においてアノード排出物流から二酸化炭素を分離するステップと；アノ
ード排出物流からの二酸化炭素の分離の後、アノード排出物流の少なくとも一部分を、ア
ノードにリサイクルするステップとを含んでなる方法。
【０２３７】
　態様２．アノード排出物流からＣＯ２を分離するステップの前に、アノード排出物流か
らＨ２を分離するステップをさらに含んでなる態様１の方法。
【０２３８】
　態様３．燃焼供給源からの二酸化炭素を捕捉する方法であって、１つ以上の燃料流およ
びＯ２含有流を反応領域に導入するステップと；燃焼領域において燃焼反応を実行して、
ＣＯ２を含んでなる燃焼排出物を発生させるステップと；１つ以上の溶融炭酸塩形燃料電
池の燃料電池アレイによって、燃焼排出物の少なくとも第１の部分を処理して、燃料電池
アレイの少なくとも１つのカソードアウトレットからカソード排出物流を形成するステッ
プであって、１つ以上の燃料電池のそれぞれがアノードおよびカソードを有し、溶融炭酸
塩形燃料電池が、燃料電池アレイにおいて１つ以上のカソードインレットを介して燃焼排
出物に有効に接続されているステップと；１つ以上の燃料電池アノード内で、１つ以上の
燃料電池カソードからの炭酸塩を水素と反応させ、電気と、約６５％以下、例えば、約６
０％以下のアノード燃料利用で作動される燃料電池アノードの少なくとも１段階と、燃料
電池アレイの少なくとも１つのアノードアウトレットからのＣＯ２およびＨ２を含んでな
るアノード排出物流とを発生させるステップと；１つ以上の分離段階においてＣＯ２をア
ノード排出物流から分離して、ＣＯ２欠乏アノード排出物流を形成するステップとを含ん
でなる方法。
【０２３９】
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　態様４．燃焼供給源からの二酸化炭素を捕捉する方法であって、１つ以上の燃料流およ
びＯ２含有流を反応領域に導入するステップと；燃焼領域において燃焼反応を実行して、
少なくとも約０．５体積％のＮＯｘを含んでなる燃焼排出物を発生させるステップと；１
つ以上の溶融炭酸塩形燃料電池の燃料電池アレイによって、燃焼排出物の少なくとも第１
の部分を処理して、燃料電池アレイの少なくとも１つのカソードアウトレットからカソー
ド排出物流を形成するステップであって、１つ以上の燃料電池のそれぞれがアノードおよ
びカソードを有し、溶融炭酸塩形燃料電池が、燃料電池アレイにおいて１つ以上のカソー
ドインレットを介して燃焼排出物に有効に接続されているステップと；１つ以上の燃料電
池アノード内で、１つ以上の燃料電池カソードからの炭酸塩を水素と反応させ、電気と、
燃料電池アレイの少なくとも１つのアノードアウトレットからのＣＯ２およびＨ２を含ん
でなるアノード排出物流とを発生させるステップと；１つ以上の分離段階においてＣＯ２

をアノード排出物流から分離して、ＣＯ２欠乏アノード排出物流を形成するステップとを
含んでなる方法。
【０２４０】
　態様５．燃焼排出物が、少なくとも約１．０体積％、例えば、少なくとも約２．０体積
％、または少なくとも約３．０体積％、または少なくとも約４．０体積％、または少なく
とも約５．０体積％のＮＯｘを含んでなる態様４の方法。
【０２４１】
　態様６．燃焼供給源からの二酸化炭素を捕捉する方法であって、１つ以上の燃料流およ
びＯ２含有流を反応領域に導入するステップと；燃焼領域において燃焼反応を実行して、
ＣＯ２を含んでなる燃焼排出物を発生させるステップと；１つ以上の溶融炭酸塩形燃料電
池の燃料電池アレイによって、燃焼排出物の少なくとも第１の部分を処理して、燃料電池
アレイの少なくとも１つのカソードアウトレットからカソード排出物流を形成するステッ
プであって、１つ以上の燃料電池のそれぞれがアノードおよびカソードを有し、溶融炭酸
塩形燃料電池が、燃料電池アレイにおいて燃料電池の１つ以上のカソードインレットを介
して燃焼排出物に有効に接続されているステップと；１つ以上の燃料電池アノード内で、
１つ以上の燃料電池カソードからの炭酸塩を水素と反応させ、電気と、燃料電池アレイの
少なくとも１つのアノードアウトレットからのＣＯ２およびＨ２を含んでなるアノード排
出物流とを発生させるステップと；１つ以上の分離段階においてＣＯ２をアノード排出物
流から分離して、ＣＯ２欠乏アノード排出物流を形成するステップと；ＣＯ２欠乏アノー
ド排出物流の少なくとも第１の部分を燃焼領域に通過させるステップとを含んでなる方法
。
【０２４２】
　態様７．ＣＯ２欠乏アノード排出物流の少なくとも（第２の）一部分をアノードにリサ
イクルするステップを含んでなる、態様１～６のいずれかの方法。
【０２４３】
　態様８．燃焼供給源からの二酸化炭素を捕捉する方法であって、１つ以上の燃料流およ
びＯ２含有流を反応領域に導入するステップと；燃焼領域において燃焼反応を実行して、
約１０体積％以下のＣＯ２を含んでなる燃焼排出物を発生させるステップと；１つ以上の
溶融炭酸塩形燃料電池の燃料電池アレイによって、燃焼排出物の少なくとも第１の部分を
処理するステップであって、１つ以上の燃料電池のそれぞれがアノードおよびカソードを
有し、溶融炭酸塩形燃料電池が、燃料電池アレイにおいて燃料電池の１つ以上のカソード
インレットを介して燃焼排出物に有効に接続され、燃料電池アレイの少なくとも１つのカ
ソードアウトレットからのカソード排出物流が、約２．０体積％以下の二酸化炭素を含有
しているステップと；１つ以上の燃料電池アノード内で、１つ以上の燃料電池カソードか
らの炭酸塩を水素と反応させ、電気と、燃料電池アレイの少なくとも１つのアノードアウ
トレットからのＣＯ２および少なくとも約５体積％のＨ２を含んでなるアノード排出物流
とを発生させるステップであって、Ｈ２の少なくとも一部分が、アノード排出物流からリ
サイクルされたＨ２を含んでなる炭酸塩と反応するステップと；１つ以上の分離段階にお
いてＣＯ２をアノード排出物流から分離して、ＣＯ２欠乏アノード排出物流を形成するス
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テップと；ＣＯ２欠乏アノード排出物流の少なくとも第１の部分を燃焼領域に通過させる
ステップと；ＣＯ２欠乏アノード排出物流の少なくとも第２の部分をアノードへとリサイ
クルするステップとを含んでなる方法。
【０２４４】
　態様９．燃焼供給源からの二酸化炭素を捕捉するための方法であって、燃焼供給源から
、酸素および二酸化炭素を含んでなるアウトプット流を捕捉するステップであって、二酸
化炭素含有量が、捕捉されたアウトプット流の約１０体積％以下であるステップと；１つ
以上の溶融炭酸塩形燃料電池の燃料電池アレイによって、捕捉されたアウトプット流を処
理するステップであって、１つ以上の燃料電池のそれぞれがアノードおよびカソードを有
し、溶融炭酸塩形燃料電池が、燃料電池アレイの溶融炭酸塩形燃料電池の１つ以上のカソ
ードインレットを通して二酸化炭素流に有効に連結されるステップと；１つ以上の燃料電
池アノード内で、１つ以上の燃料電池カソードからの炭酸塩と燃料を反応させ、電気を発
生させるステップであって、燃料電池アレイの少なくとも１つのアノードアウトレットか
らのアノード排出物流が、二酸化炭素および水素を含んでなり、炭酸塩で反応した燃料の
少なくとも一部分が、アノード排出物流からリサイクルされる水素を含んでなるステップ
と；１つ以上の分離段階においてアノード排出物流から二酸化炭素を分離するステップと
；アノード排出物流からの二酸化炭素の分離の後、アノード排出物流の少なくとも一部分
を、アノードにリサイクルするステップとを含んでなる方法。
【０２４５】
　態様１０．燃焼供給源からの二酸化炭素を捕捉するための方法であって、燃焼供給源か
ら、酸素および二酸化炭素を含んでなるアウトプット流を捕捉するステップと；１つ以上
の溶融炭酸塩形燃料電池の燃料電池アレイによって、捕捉されたアウトプット流を処理す
るステップであって、１つ以上の燃料電池のそれぞれがアノードおよびカソードを有し、
溶融炭酸塩形燃料電池が、燃料電池アレイの溶融炭酸塩形燃料電池の１つ以上のカソード
インレットを通して二酸化炭素流に有効に連結されるステップと；１つ以上の燃料電池ア
ノード内で、約６０％以下の燃料利用で、１つ以上の燃料電池カソードからの炭酸塩と燃
料を反応させ、電気を発生させるステップであって、燃料電池アレイの少なくとも１つの
アノードアウトレットからのアノード排出物流が、二酸化炭素および水素を含んでなり、
炭酸塩で反応した燃料の少なくとも一部分が、アノード排出物流からリサイクルされる水
素を含んでなるステップと；１つ以上の分離段階においてアノード排出物流から二酸化炭
素を分離するステップと；アノード排出物流からの二酸化炭素の分離の後、アノード排出
物流の少なくとも一部分を、アノードにリサイクルするステップとを含んでなる方法。
【０２４６】
　態様１１．ＣＯ２欠乏アノード排出物流の少なくとも（第１の）一部分を燃焼領域にリ
サイクルするステップをさらに含んでなる、態様１～５、９または１０のいずれかの方法
。
【０２４７】
　態様１２．６５％以下、例えば、約６０％以下のアノード燃料利用を有する少なくとも
１つのアノード段階が、第１のカソード段階を構成する、上記態様のいずれかの方法。
【０２４８】
　態様１３．複数のアノード段階が、６５％以下、例えば約３０％～約５０％のアノード
燃料利用を有する、上記態様のいずれかの方法。
【０２４９】
　態様１４．燃料電池アレイのための平均燃料利用が、約６５％以下、例えば、約６０％
の以下である、上記態様のいずれかの方法。
【０２５０】
　態様１５．それぞれのアノード段階が、約６５％以下、例えば、約６０％以下のアノー
ド燃料利用を有する、上記態様のいずれかの方法。
【０２５１】
　態様１６．燃料電池アレイにおける燃料電池アノードの燃料利用が、約５５％以下、例
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えば、少なくとも約５０％または少なくとも約４５％である、態様１２～１５のいずれか
の方法。
【０２５２】
　態様１７．少なくとも１つのアノード段階の燃料利用が、少なくとも約３０％、例えば
、少なくとも約３５％または少なくとも約４０％である、態様１２～１６のいずれかの方
法。
【０２５３】
　態様１８．アノード排出物流を、水性ガスシフト触媒に暴露するステップをさらに含ん
でなり、水性ガスシフトへの曝露後のアノード排出物流中の水素含有量が、曝露前のアノ
ード排出物流の水素含有量より高い、上記態様のいずれかの方法。
【０２５４】
　態様１９．１つ以上の燃料電池アノードに炭素含有燃料を通過させるステップをさらに
含んでなる、上記態様のいずれかの方法。
【０２５５】
　態様２０．炭素含有燃料を改質して、水素を発生させるステップと、発生した水素の少
なくとも一部分を１つ以上の燃料電池アノードに通過させるステップとをさらに含んでな
る、態様１９の方法。
【０２５６】
　態様２１．１つ以上の燃料電池アノードに入る前に、炭素含有燃料を改質段階に通過さ
せることなく、炭素含有燃料を１つ以上の燃料電池アノードに通過させる、態様１９の方
法。
【０２５７】
　態様２２．炭素含有燃料が、ＣＨ４、天然ガスまたはそれらの組み合わせを含んでなる
、態様１９～２１のいずれかの方法。
【０２５８】
　態様２３．燃焼排出物が、約１０体積％以下のＣＯ２、例えば、約８体積％以下のＣＯ

２を含んでなり、燃焼排出物が任意に少なくとも約４体積％のＣＯ２を含んでなる、上記
態様のいずれかの方法。
【０２５９】
　態様２４．燃焼排出物からのＣＯ２含有流を燃焼領域にリサイクルするステップをさら
に含んでなる、上記態様のいずれかの方法。
【０２６０】
　態様２５．燃焼排出物からのＣＯ２含有流を燃焼領域にリサイクルするステップが、燃
焼排出物の第２の部分とＨ２Ｏ含有流との間で熱を交換し、蒸気を形成するステップと；
燃焼排出物の第２の部分から水を分離し、Ｈ２Ｏ欠乏燃焼排出物流を形成するステップと
；Ｈ２Ｏ欠乏燃焼排出物の少なくとも一部分を燃焼領域に通過させるステップとを含んで
なる、態様２４の方法。
【０２６１】
　態様２６．燃焼排出物が少なくとも約６体積％のＣＯ２を含んでなる、態様２４または
２５の方法。
【０２６２】
　態様２７．アノード排出物流が、アノード排出物流からのＣＯ２の分離の前または後に
、Ｈ２の少なくとも約５．０体積％、例えば、少なくとも約１０体積％、または少なくと
も約１５体積％のＨ２を含んでなる、上記態様のいずれかの方法。
【０２６３】
　態様２８．アノード排出物流を、水性ガスシフト触媒に暴露するステップをさらに含ん
でなり、水性ガスシフトへの曝露後のアノード排出物流中の水素含有量が、曝露前のアノ
ード排出物流の水素含有量より高い、上記態様のいずれかの方法。
【０２６４】
　態様２９．ＣＯ２欠乏アノード排出物流の第１の部分を燃焼領域に通過させる前に、Ｃ
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Ｏ２欠乏アノード排出物流の第１の部分を燃料流と組み合わせる、上記態様のいずれかの
方法。
【０２６５】
　態様３０．カソード排出物流が、約２．０体積％以下、例えば、１．５体積％以下、ま
たは約１．２体積％以下のＣＯ２含有量を有する、上記態様のいずれかの方法。
【０２６６】
　態様３１．アノード排出物流からＣＯ２を分離するステップが、アノード排出物流を冷
却して、ＣＯ２の凝縮された相を形成するステップを含んでなる、上記態様のいずれかの
方法。
【０２６７】
　態様３２．ＣＯ２の凝縮された相を形成する前に、アノード排出物流から水を分離する
ステップをさらに含んでなる、態様３１の方法。
【０２６８】
　態様３３．アノード排出物流から分離された水の少なくとも一部分を、アノードインレ
ットに通過させる燃料流に導入するステップをさらに含んでなる、態様３２の方法。
【０２６９】
　態様３４．アノード排出物からＣＯ２を分離するステップの前に、アノード排出物から
Ｈ２を分離するステップをさらに含んでなる、上記態様のいずれかの方法。
【０２７０】
　態様３５．アノード排出物からＨ２を分離するステップが、膜の存在下でＨ２を分離し
て、ＣＯ２が豊富な残留物を形成するステップを含んでなり、膜の透過側面が、アノード
インレットのための燃料流、燃焼領域のための燃料流、またはそれらの組み合わせによっ
て掃去される、態様３４の方法。
【０２７１】
　態様３６．燃焼領域が、少なくとも約１４００℃、例えば、少なくとも約１５００℃の
温度で作動される、上記態様のいずれかの方法。
【０２７２】
　態様３７．燃料電池アレイの少なくとも１つのカソード段階においてＮＯｘをＮ２に変
換するステップをさらに含んでなる、態様３６の方法。
【０２７３】
　態様３８．燃焼排出物の少なくとも第１の部分が、直列の燃料電池アレイのカソード段
階を通過し、かつ燃焼排出物の少なくとも第２の部分が、並列の燃料電池アレイのカソー
ド段階を通過する、上記態様のいずれかの方法。
【０２７４】
　態様３９．燃焼排出物の少なくとも一部分が、直列の燃料電池アレイのカソード段階を
通過し、かつ第２のカソード段階と関連するアノード段階を通過する燃料の量が、第１の
カソード段階と関連するアノード段階を通過する燃料の量より多く、第１のカソード段階
が、カソード段階における連続処理のために燃焼排出物の一部分を受け取るカソード段階
に相当する、上記態様のいずれかの方法。
【０２７５】
　態様４０．燃焼排出物の少なくとも一部分が、直列の燃料電池アレイのカソード段階を
通過し、かつ第３のカソード段階と関連するアノード段階を通過する燃料の量が、第２の
カソード段階と関連するアノード段階を通過する燃料の量より多い、態様３９の方法。
【０２７６】
　態様４１　アノード排出物流の第２の部分の少なくとも約５０体積％が、第１のカソー
ド段階と関連するアノード段階を通過する、態様３９または４０の方法。
【０２７７】
　態様４２．アノード排出物から二酸化炭素を分離するステップの前に、アノード排出物
流が水性ガスシフト反応段階を通過する、上記態様のいずれかの方法。
【０２７８】
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　態様４３．ＣＯ２の分離後のアノード排出物流のＨ２含有量が、少なくとも約１５体積
％、例えば、少なくとも約２０体積％、または少なくとも約２５体積％である、上記態様
のいずれかの方法。
【０２７９】
　態様４４．ＣＯ２の分離後のアノード排出物流のＨ２含有量が、約４０体積％、例えば
、少なくとも約２０体積％、または少なくとも約２５体積％である、上記態様のいずれか
の方法。
【０２８０】
　態様４５．ＣＯ２分離段階を出た流れが、約１５体積％～約４０体積％のＨ２、約１５
体積％～約４０体積％のＣＨ４、および成分あたり約４０重量％以下のＣＯ２、Ｈ２Ｏお
よびＮ２などの他の成分、好ましくは成分あたり約２５重量％以下の他の成分、より好ま
しくは成分あたり約１５重量％以下の他の成分を含むことができる、上記態様のいずれか
の方法。
【０２８１】
　態様４６．分離されたＣＯ２が、向上した石油回収のために使用される、上記態様のい
ずれかの方法。
【０２８２】
　態様４７．分離されたＣＯ２が、藻類などのバイオマスの成長のための養分として使用
される、上記態様のいずれかの方法。
【０２８３】
　態様４８．分離されたＣＯ２が、乾燥基準で少なくとも約６０体積％、例えば、少なく
とも約７０体積％のＣＯ２濃度を有するアウトプットとして分離される、上記態様のいず
れかの方法。
【０２８４】
　態様４９．少なくとも約９５％、例えば、少なくとも約９８％のＣＯ２濃度を有するよ
うに、ＣＯ２含有アウトプットを濃縮するステップをさらに含んでなる、態様４８の方法
。
【０２８５】
　態様５０．圧縮器を含む燃焼タービンであって、圧縮器が酸化剤インプットを受け取り
、かつ燃焼領域と流体連絡にあり、燃焼領域が、第１の燃料インプットおよび第２の燃料
インプットをさらに受け取り、燃焼領域が、排出物アウトプットを有する膨張器と流体連
絡にある燃焼タービンと；膨張器排出物アウトプットの第１の部分と燃焼領域との間で流
体連絡を提供する排出物ガス再循環システムと；少なくとも１つのカソードインプット、
少なくとも１つのカソードアウトプット、少なくとも１つのアノードインプットおよび少
なくとも１つのアノードアウトプットを有する燃料電池アレイであって、膨張器排出物ア
ウトプットの第２の部分が、少なくとも１つのカソードインプットと流体連絡にある燃料
電池アレイと；１つ以上の二酸化炭素分離段階を含んでなるアノードリサイクルループで
あって、アノードリサイクルループアウトプットの第１の部分が、第２の燃料インプット
の少なくとも一部分として燃焼領域に提供されるアノードリサイクルループとを含んでな
る、発電のためのシステム。
【０２８６】
　態様５１．アノードリサイクルループアウトプットの第２の部分がアノードインプット
に提供される、態様５０のシステム。
【０２８７】
　態様５２．アノードリサイクルループが、水性ガスシフト反応領域をさらに含んでなり
、アノードインプットが、１つ以上の二酸化炭素分離段階の少なくとも１段階より前に水
性ガスシフト反応領域を通過する、態様５０または５１のシステム。
【０２８８】
　態様５３．排出物ガス再循環システムが、熱回収蒸気発生システムをさらに含んでなる
、態様５０～５２のいずれかのシステム。
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【０２８９】
　態様５４．排出物ガス再循環システムが、膨張器排出物アウトプットの第１の部分を圧
縮器に通過させることによって、膨張器排出物アウトプットの第１の部分と燃焼領域との
間で流体連絡を提供する、態様５０～５３のいずれかのシステム。
【０２９０】
　態様５５．第１の燃料インプットおよび第２の燃料インプットが、燃焼領域に入る前に
組み合わされる、態様５０～５４のいずれかのシステム。
【０２９１】
　以下の実施形態は、別々に、以下に示す１つ以上の実施形態と組み合わせて、１つ以上
の上記態様と組み合わせて、あるいはそれらの組み合わせで使用されてもよい。
【０２９２】
　実施形態１．アノードおよびカソードを有する溶融炭酸塩形燃料を使用して、電気を発
生させる方法であって、燃焼燃料流およびＯ２含有流を燃焼領域に導入するステップと；
燃焼領域において燃焼反応を実行し、少なくとも約２０ｖｐｐｍのＮＯｘを含んでなる燃
焼排出物を発生させるステップと；改質可能燃料を含んでなるアノード燃料流を、溶融炭
酸塩形燃料電池のアノード、溶融炭酸塩形燃料電池のアノードと関連する内部改質要素、
またはそれらの組み合わせに導入するステップと；燃焼排出物の少なくとも一部分を含ん
でなり、ＣＯ２、Ｏ２および少なくとも約２０ｖｐｐｍの酸化窒素を含んでなるカソード
インレット流を、溶融炭酸塩形燃料電池のカソードに導入するステップと；ａ）溶融炭酸
塩形燃料電池において電気を発生させ、ｂ）Ｈ２およびＣＯ２を含んでなるアノード排出
物を発生させ、かつｃ）カソードインレット流のＮＯｘ含有量の約半分未満を含んでなる
カソード排出物を発生させるステップと；アノード排出物の少なくとも一部分を分離して
、アノード排出物より高いＣＯ２含有量を有するＣＯ２富化アノード排出物流、およびア
ノード排出物より低いＣＯ２含有量を有するＣＯ２欠乏アノード排出物流を形成するステ
ップとを含んでなる方法。
【０２９３】
　実施形態２．カソード排出物が、約１５ｖｐｐｍ以下のＮＯｘを含んでなる、実施形態
１の方法。
【０２９４】
　実施形態３．カソードインレット流が、約５００ｖｐｐｍ以下のＮＯｘを含んでなる、
実施形態１または２の方法。
【０２９５】
　実施形態４．燃焼排出物が、約１０体積％以下（例えば約８体積％以下）のＣＯ２を含
んでなる、上記実施形態のいずれかの方法。
【０２９６】
　実施形態５．燃焼領域が、少なくとも約１２００°Ｆの温度で作動される、上記実施形
態のいずれかの方法。
【０２９７】
　実施形態６．ＣＯ２欠乏アノード排出物流の少なくとも一部分を、燃焼領域に、溶融炭
酸塩形燃料電池のアノードに、またはそれらの組み合わせにリサイクルするステップをさ
らに含んでなる、上記実施形態のいずれかの方法。
【０２９８】
　実施形態７．アノード排出物流からＣＯ２を分離する前に、アノード排出物流を水性ガ
スシフト触媒に暴露するステップをさらに含んでなり、シフトされたアノード排出物流の
Ｈ２含有量が、曝露前のアノード排出物流のＨ２含有量未満である、上記実施形態のいず
れかの方法。
【０２９９】
　実施形態８．燃焼排出物からの燃焼排出物リサイクル部分を燃焼領域にリサイクルする
ステップをさらに含んでなる、上記実施形態のいずれかの方法。
【０３００】
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　実施形態９．カソード排出物流が、約２．０体積％以下（例えば、約１．５体積％以下
、または約１．２体積％以下）のＣＯ２含有量を有する、上記実施形態のいずれかの方法
。
【０３０１】
　実施形態１０．アノード燃料流が、少なくとも約１０体積％の不活性化合物、少なくと
も約１０体積％のＣＯ２、またはそれらの組み合わせを含んでなる、上記実施形態のいず
れかの方法。
【０３０２】
　実施形態１１．アノード排出物流が、約３．０：１～約１０．０：１のモル比でＨ２お
よびＣＯを含んでなる、上記実施形態のいずれかの方法。
【０３０３】
　実施形態１２．燃焼領域への燃焼燃料流が炭化水素であり、カソードインレット流のＮ
Ｏｘに対するカソードインレット流のＣＯ２の比率が約１００～約１０，０００である、
上記実施形態のいずれかの方法。
【０３０４】
　実施形態１３．電気を発生させる方法であって、１種以上の燃料流およびＯ２含有流を
反応領域に導入するステップと；燃焼領域において燃焼反応を実行し、少なくとも約２０
ｖｐｐｍのＮＯｘを含んでなる燃焼排出物を発生させるステップと；改質可能燃料を含ん
でなるアノード燃料流を、溶融炭酸塩形燃料電池のアノード、アノードと関連する内部改
質要素、またはそれらの組み合わせに導入するステップと；燃焼排出物の少なくとも一部
分を含んでなり、約２０ｖｐｐｍ～約５００ｖｐｐｍの酸化窒素含有量の酸化窒素を含ん
でなるカソードインレット流を、溶融炭酸塩形燃料電池のカソードに導入するステップと
；溶融炭酸塩形燃料電池において電気を発生させるステップと；カソードインレット流の
酸化窒素含有量の半分未満の酸化窒素含有量を有するアノード排出物を発生させるステッ
プとを含んでなる方法。
【０３０５】
　実施形態１４．燃焼領域への燃料流が炭化水素であり、カソードインレット流のＮＯｘ
に対するカソードインレット流のＣＯ２の比率が約１００～約１０，０００である、実施
形態１３の方法。
【０３０６】
　ＣＯ２分離のために燃料電池を使用するための改善された構成を使用する利点を実証す
るために、一連のシミュレーションを実行した。このシミュレーションは、発電システム
における様々な構成要素の経験的モデルをベースとした。このシミュレーションは、質量
の釣合いおよびエネルギーの釣合いの考慮すべき点をベースとするシステム内での定常状
態条件を決定することをベースとした。
【０３０７】
　タービンの燃焼反応に関して、このモデルは、燃焼領域への供給のそれぞれの燃料成分
（例えば、Ｃ１～Ｃ４炭化水素、Ｈ２および／またはＣＯ）に関する予想される燃焼エネ
ルギー値および予想される燃焼生成物を含んだ。これは、燃焼排出物組成を決定するため
に使用された。アノードより前の初期改質領域は、ＣＨ４をＨ２に変換するために「理想
とされた」改質反応を使用して作動されることができる。このアノード反応は、アノード
作動の間にさらなる改質を行うために作動するようにモデル化された。なお、アノードの
経験的モデルは、アノードで改質が生じるためのアノードにおける初期Ｈ２濃度を必要と
しなかった。アノードおよびカソード反応の両方とも、モデルインプットとして選択され
た利用速度において、予想されるインプットを予想されるアウトプットに変換するために
モデル化された。初期改質領域およびアノード／カソード反応のためのモデルは、反応を
実行するために必要な熱エネルギーの予想される量を含んだ。このモデルは、Ｎｅｒｎｓ
ｔ方程式をベースとして、燃料電池で消費される反応物の量および反応物の利用速度をベ
ースとして発生する電流も決定した。モデル化された構成要素内での反応に直接関与しな
かった燃焼領域またはアノード／カソード燃料電池へのインプットである種に関して、種
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は排出物またはアウトプットの一部分としてモデル化された領域を通過した。
【０３０８】
　化学反応に加えて、システムの構成要素は、予想される熱インプット／アウトプット値
および効率を有した。例えば、低温分離器は、分離されたＣＯ２およびＨ２Ｏの体積をベ
ースとして必要とされたエネルギー、ならびに圧縮され、そしてアノードアウトプットフ
ローに残留するガスの体積をベースとして必要とされたエネルギーを有した。また予想さ
れるエネルギー消費も、存在する場合、水性ガスシフト反応領域に関して、およびリサイ
クルされた排出物ガスの圧縮に関して決定された。熱交換から発生する蒸気をベースとす
る電気発生に関して予想される効率も、このモデルにおいて使用された。
【０３０９】
　シミュレーションのために使用される基本的構成は、図８の配置と同様の圧縮器、燃焼
領域および膨張器を含む燃焼タービンコンバインを含んだ。この基本構成において、天然
ガス燃料インプット８１２は、燃焼領域８１５に提供された。天然ガスインプットは、約
９３％のＣＨ４、約２％のＣ２Ｈ６、約２％のＣＯ２および約３％のＮ２を含んだ。圧縮
器８０２への酸化剤供給８１１は空気の典型的な組成を有し、約７０％のＮ２および約１
８％のＯ２を含んだ。膨張器８０６を通過した後、燃焼排出物ガスの一部分８９２は、熱
回収蒸気発生システム８９０を通過して、次いで、圧縮器８０２にリサイクルされた。燃
焼排出物８２２の残りは、燃料電池カソードを通過した。燃料電池カソードを通過した後
に、カソード排出物８２４がシステムを出た。特に明記しない限り、燃焼領域へリサイク
ルされる燃焼排出物の部分８９２は、約３５％であった。燃焼排出物のこのリサイクルさ
れた部分は、燃焼領域からのアウトプットのＣＯ２含有量を増加させるために役に立った
。カソードアウトプットにおけるＣＯ２濃度約１．４５％の固定値へと低下させるために
燃料電池面積が選択されたため、燃焼排出物をリサイクルすることによって、ＣＯ２捕捉
効率が改善されることが発見された。
【０３１０】
　基本構成において、適切なサイズの単一燃料電池が燃焼排出物を処理するように、燃料
電池はモデル化された。これは、モデル化された電池と同一の活性面積を有して並列に配
置された、相当する複数の燃料電池（燃料電池積層）の使用を表すために実行された。特
に明記しない限り、燃料電池のアノードの燃料利用は約７５％に設定された。選択された
燃料利用が、約０．７ボルトの一定の燃料電池電圧、および約１．４５体積％の一定のＣ
Ｏ２カソードアウトプット／排出物濃度で作動される燃料電池をもたらすように、燃料電
池面積を変化させることが可能であった。
【０３１１】
　化学反応に加えて、システムの構成要素は、予想される熱インプット／アウトプット値
および効率を有した。例えば、低温分離器は、分離されたＣＯ２およびＨ２Ｏの体積をベ
ースとして必要とされたエネルギー、ならびに圧縮され、そしてアノードアウトプットフ
ローに残留するガスの体積をベースとして必要とされたエネルギーを有した。また予想さ
れるエネルギー消費も、存在する場合、水性ガスシフト反応領域に関して、およびリサイ
クルされた排出物ガスの圧縮に関して決定された。熱交換から発生する蒸気をベースとす
る電気発生に関して予想される効率も、このモデルにおいて使用された。
【０３１２】
　シミュレーションのために使用される基本的構成は、圧縮器、燃焼領域および膨張器を
含む燃焼タービンコンバインを含んだ。この基本構成において、天然ガス燃料インプット
は、燃焼領域に提供された。天然ガスインプットは、約９３％のＣＨ４、約２％のＣ２Ｈ

６、約２％のＣＯ２および約３％のＮ２を含んだ。圧縮器への酸化剤供給は空気の典型的
な組成を有し、約７０％のＮ２および約１８％のＯ２を含んだ。膨張器を通過した後、燃
焼排出物ガスの一部分は、熱回収蒸気発生システムを通過して、次いで、圧縮器にリサイ
クルされた。燃焼排出物の残りは、燃料電池カソードを通過した。燃料電池カソードを通
過した後に、カソード排出物がシステムを出た。特に明記しない限り、燃焼領域へリサイ
クルされる燃焼排出物の部分は、約３５％であった。燃焼排出物のこのリサイクルされた
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部分は、燃焼領域からのアウトプットのＣＯ２含有量を増加させるために役に立った。カ
ソードアウトプットにおけるＣＯ２濃度を約１．４５％の固定値へと低下させるために燃
料電池面積が選択されたため、燃焼排出物をリサイクルすることによって、ＣＯ２捕捉効
率が改善されることが発見された。
【０３１３】
　基本構成において、適切なサイズの単一燃料電池が燃焼排出物を処理するように、燃料
電池はモデル化された。これは、モデル化された電池と同一の活性面積を有して並列に配
置された、相当する複数の燃料電池（燃料電池積層）の使用を表すために実行された。特
に明記しない限り、燃料電池のアノードの燃料利用は約７５％に設定された。選択された
燃料利用が、約０．７ボルトの一定の燃料電池電圧、および約１．４５体積％の一定のＣ
Ｏ２カソードアウトプット／排出物濃度で作動される燃料電池をもたらすように、燃料電
池面積を変化させることが可能であった。
【０３１４】
　基本構成において、アノード燃料インプットフローは、アノードへの供給として、上記
の天然ガス組成物を提供した。約２：１のインプット燃料中の蒸気対炭素比を提供するた
めに、蒸気も存在した。任意に、天然ガスインプットは、アノードに入る前に天然ガス中
のＣＨ４の一部分をＨ２に変換するために改質を実行することができる。事前の改質段階
が存在する場合、ＣＨ４の約２０％は、アノードに入る前に改質されて、Ｈ２を発生させ
ることができた。アノードアウトプットは、Ｈ２ＯおよびＣＯ２の除去のために、低温分
離器を通過した。分離後のアノードアウトプットの残りの部分は、それぞれの実施例の構
成次第で処理された。
【０３１５】
　所与の構成に関して、様々な値を定常状態で算出することができた。燃料電池に関して
、アノード排出物のＣＯ２の量およびカソード排出物のＯ２の量を決定した。燃料電池の
電圧は、それぞれの計算において約０．７Ｖで固定された。より高い最大電圧をもたらす
ことができるであろう条件に関して、シミュレーション間の比較を促進するために、電圧
は、追加的な電流の代わりに低下された。約１．４５体積％の採集カソード排出物ＣＯ２

濃度を達成するために必要とされる燃料電池の面積も、燃料電池面積あたりの電流密度の
測定を可能にするために決定された。
【０３１６】
　別のセットの値は、ＣＯ２排出に関連があった。システムによって捕捉されたＣＯ２の
パーセントは、発生した全ＣＯ２対低温分離器によって捕捉されて、除去されたＣＯ２の
量（Ｍトン／年）をベースとして決定された。捕捉されないＣＯ２は、カソード排出物の
一部として「失われた」ＣＯ２に相当した。捕捉されたＣＯ２の量をベースとして、捕捉
されたＣＯ２１トンあたり必要とされる燃料電池の面積を決定することもできた。
【０３１７】
　シミュレーションにおいて決定される他の値は、アノード供給における炭素の量および
Ｎ２の量と比較したアノード供給におけるＨ２の量を含んだ。なお、燃焼領域およびアノ
ード供給の両方のために使用される天然ガスは、典型的な実際の天然ガス供給に関して予
想されるように、Ｎ２の部分を含んだ。その結果、Ｎ２はアノード供給に存在した。改質
のためにアノード供給を加熱するために必要とされる熱量（または同等に蒸気）も決定さ
れた。同様の動力ペナルティは、低温分離段階における圧縮および分離のために必要とさ
れる動力に基づいて決定された。アノード排出物の一部分が燃焼タービンにリサイクルさ
れる構成に関して、Ｈ２に相当するタービン燃料のパーセントも決定された。タービン、
燃料電池の作動、発生した過剰量の蒸気、ならびに改質領域の加熱、圧縮および／または
分離のために消費されるいずれの動力をベースとして、全体の正味の動力がシステムに関
して決定され、タービンおよびアノードのためのインプットとして使用される天然ガス（
または他の燃料）の量をベースとして正味の電気効率を決定することが可能となる。
【０３１８】
　図１０、１１および１２は、いくつかの構成の変形をベースとして実行されるシミュレ
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ーションからの結果を示す。図１０は、基本構成に相当する構成、ならびにアノードアウ
トプットの一部分がアノードインプットにリサイクルされるいくつかの構成を示す。図１
０中、第１の構成（１ａ）は、タービン燃焼領域の後に位置する燃焼室に、二酸化炭素お
よび水分離段階の後の残留するアノードアウトプットを通過させることをベースとした。
これは改質反応のための熱を提供し、そのうえ、追加的な二酸化炭素をカソードインプッ
トに提供した。構成１ａは、Ｍａｎｚｏｌｉｎｉの参照文献が排出物ガスのリサイクルを
記載しなかったことを除き、上記のＭａｎｚｏｌｉｎｉの参照文献などの従来のシステム
の代表であった。燃焼室のための供給としてのアノードアウトプットの使用によって、カ
ソードアウトプットのＣＯ２含有量を約１．４５体積％まで低下させるため、約２０８ｋ
ｍ２の予測された燃料電池面積がもたらされた。カソード排出物の一部として失われたＣ
Ｏ２の量は、約１１１ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒであった。ＣＯ２を捕捉するために必要と
される大きい燃料電池面積のため、発生する正味の動力は、毎時約７２４ＭＷであった。
これらの値をベースとして、１年間の作動において１メガトンのＣＯ２を捕捉するために
必要な燃料電池の面積など、ＣＯ２の固定量を捕捉するために必要な燃料電池面積の量を
算出することができた。構成１ａに関して、必要とされる燃料電池の面積は、約１０１．
４ｋｍ２＊年／ＣＯ２Ｍトンであった。発電システムで使用される全ての燃料のエネルギ
ー含有量と比較して電力の発生のための効率は、約５８．９％であった。比較により、い
ずれの形態の炭素捕捉もないタービンに関する電気効率は約６１．１％であった。
【０３１９】
　第２のセットの構成（２ａ～２ｅ）において、アノードアウトプットは、アノードイン
プットにリサイクルされた。構成２ａは、分離後、アノードインプットへのアノードアウ
トプットの基本的リサイクルを表した。構成２ｂは、二酸化炭素分離段階の前に水性ガス
シフト反応領域を含んだ。構成２ｃは、アノードインプットの前に改質段階を含まなかっ
た。構成２ｄは、改質段階を含んだが、約７５％の代わりに約５０％の燃料利用で作動さ
れた。構成２ｅは、約５０％の燃料利用で作動されて、アノードの前に改質段階を有さな
かった。
【０３２０】
　構成２ａに示すように、アノードアウトプットをアノードインプットへリサイクルする
ことによって、必要とされる燃料電池面積の約１６１ｋｍ２への減少がもたらされた。し
かしながら、カソード排出物からのＣＯ２損失は、約１２３ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒに増
加した。これは、追加的なＣＯ２がタービンの後、燃焼室におけるアノード排出物の燃焼
によってカソードインプットに添加されていなかったという事実によった。その代わりに
、カソードインプットのＣＯ２含有量は、燃焼領域のＣＯ２アウトプットのみをベースと
した。構成２ａの正味の結果は、約８７．５ｋｍ２＊年／Ｍトン－ＣＯ２の捕捉されたＣ
Ｏ２の１トンあたりの燃料電池のより低い面積であったが、ＣＯ２排出のわずかにより高
い量であった。燃料電池面積の減少のために、発生した全動力は約６６１ＭＷであった。
構成２ａで発生する正味の動力は構成１ａの正味の動力より約１０％低かったが、燃料電
池面積は２０％より多く減少した。電気効率は約５８．９％であった。
【０３２１】
　構成２ｂにおいて、追加的な水性ガスシフト反応領域は、アノードに送達される水素含
有量を増加させ、アノード反応のために必要とされる燃料の量を低下させた。構成２ｂに
水性ガスシフト反応領域が含まれることによって、必要とされる燃料電池面積の約１５２
ｋｍ２までの減少がもたらされた。カソード排出物からのＣＯ２損失は、約１２３ポンド
ＣＯ２／ＭＷｈｒであった。捕捉されたＣＯ２の１メガトンあたりの燃料電池の面積は、
約８２．４ｋｍ２＊年／Ｍトン－ＣＯ２であった。発生した全動力は約６６４ＭＷであっ
た。電気効率は約５９．１％であった。
【０３２２】
　構成２ｃは、アノードに入る前に生じる燃料の改質を排除することによって、アノード
リサイクルにおいて水素含有量のさらなる利点を有することができる。構成２ｃにおいて
、改質はアノード自体の範囲内で生じることができる。しかしながら、燃料電池アノード
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へ入る前に別々の改質段階を組み込む従来のシステムと対照的に、構成２ｃは、アノード
反応を継続するための最少の水素含有量を提供するために、リサイクルされたアノードガ
スの水素含有量に依存した。別々の改質している段階が必要とされなかいため、改質段階
の温度を維持するために熱エネルギーは消費されなかった。構成２ｃは、必要とされる燃
料電池面積の約１４９ｋｍ２までの減少をもたらした。カソード排出物からのＣＯ２損失
は、約１２２ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒであった。捕捉されたＣＯ２の１トンあたりの燃料
電池の面積は、約８０．８ｋｍ２＊年／Ｍトン－ＣＯ２であった。発生した全動力は、約
６７６ＭＷであった。電気効率は約６０．２％であった。シミュレーション結果をベース
として、改質ステップを排除することは、必要とされる燃料電池面積にわずかにのみ影響
を有するようであったが、電気効率は、構成２ｂと比較して約１％改善されるように見え
た。工業規模の発電プラントに関して、１％のみの効率向上でさえ、１年間の発電におい
て非常に大きな利点を表すと考えられる。
【０３２３】
　構成２ｄにおいて、改質はなお実行されて、アノードに入る前にアノードへのメタンイ
ンプットの約２０％がＨ２に変換された。その代わりに、アノード内の燃料利用は、約７
５％から約５０％まで低下した。これによって、必要とされる燃料電池面積の約１１３ｋ
ｍ２への実質的な減少がもたらされた。カソード排出物からのＣＯ２損失は、約１２３ポ
ンドＣＯ２／ＭＷｈｒであった。捕捉される１トンのＣＯ２あたりの燃料電池の面積は、
約６１．３ｋｍ２＊年／Ｍトン－ＣＯ２であった。発生した全動力は、約６６０ＭＷであ
った。電気効率は、約５８．８％であった。シミュレーション結果をベースとして、燃料
利用を低下させることは燃料電池面積の実質的な減少をもたらした。追加的に、構成２ｂ
および２ｅと比較すると、構成２ｄは、予想外にも、ＣＯ２除去の所望のレベルを達成す
るために最も低い燃料電池面積を提供した。
【０３２４】
　構成２ｅは、約５０％の低下した燃料利用、ならびにアノードインレットの前の改質段
階の除去の両方を組み込んだ。この構成は、改善された電気効率および減少された燃料電
池面積の組み合わせを提供した。しかしながら、燃料電池面積は、構成２ｄで必要とされ
る燃料電池面積よりわずかに大きかった。構成２ｃにおいて、アノードインレットの前の
改質段階を排除することによって、構成２ｂと比較すると、燃料電池面積が減少したため
、これは驚くべきことであった。これをベースとして、構成２ｅが、構成２ｄと比較して
、燃料電池面積のさらなる減少を提供することは予想された。構成２ｅにおいて、カソー
ド排出物からのＣＯ２損失は、約１２４ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒであった。捕捉される１
トンのＣＯ２あたりの燃料電池の面積は、約６５．０ｋｍ２＊年／Ｍトン－ＣＯ２であっ
た。発生した全動力は、約６７２ＭＷであった。電気効率は、約５９．８％であった。な
お、構成２ｄは、構成２ｅより２％のみ低い動力を発生させたが、構成２ｄの燃料電池面
積は、構成２ｅより少なくとも６％低かった。
【０３２５】
　構成２ｂ～２ｅのシミュレーション結果は、アノード燃料利用を低下させることが発電
システムにおける全電気効率に影響を与えることができる様子の比較を提供する。構成２
ｄにおける約５０％までの燃料利用の低下は、構成２ｂと比較して、燃料電池面積の減少
を導くが、アノード燃料利用の低下によって、約５９．１％から約５８．８％までの電気
効率の低下をもたらすように見えた。これは、一般に、システムに送達される燃料の効率
的利用を可能にするために高い燃料利用値を使用することができるという、溶融炭酸塩形
燃料電池の燃料利用に関する従来の見解と一致した。構成２ｂ～２ｅのシミュレーション
において、全電気効率の改善を達成するため、構成２ｅに示すように、低い燃料利用を、
改質の量の低下および／または排除することと組み合わせることができる。
【０３２６】
　図１１は、タービンのための燃焼領域へのアノード排出物の少なくとも一部分のリサイ
クルを含む追加的な構成のためのシミュレーション結果を示す。図１１中、構成１ｂは、
構成１ａ（図１０に示される）と同様であったが、ＣＯ２分離段階の前に水性ガスシフト
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反応段階を含んだ。したがって、Ｍａｎｚｏｌｉｎｉの参照文献が水性ガスシフト反応段
階または排出物ガスのリサイクルを記載しなかったことを除き、上記のＭａｎｚｏｌｉｎ
ｉの参照文献などの従来のシステムの代表であった。約１．４５％のカソード排出物中の
ＣＯ２濃度を達成するために必要とされる燃料電池面積は、約１９０ｋｍ２であった。カ
ソード排出物の一部分として失われたＣＯ２の量は、約１１７ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒで
あった。捕捉される１トンのＣＯ２あたりの燃料電池の面積は、約９７．６ｋｍ２＊年／
Ｍトン－ＣＯ２であった。発生した全動力は約７０２ＭＷであった。電気効率は約５９．
１％であった。
【０３２７】
　構成３ａ、３ｂおよび３ｄは、タービンの燃焼領域のためのインプットとしてアノード
アウトプットが使用された構成に相当する。これらの構成において、アノードアウトプッ
トのＨ２含有量は、タービン燃焼領域で燃料としての使用のために利用可能であった。Ｈ

２を発生させるために使用される炭素含有燃料は、アノードリサイクルループにおいて発
生し、そこで、得られたＣＯ２の大部分は、低温分離段階を通して除去することができる
ため、これは有利に思われた。これによって、燃焼領域に送達される炭素含有燃料の量の
低下をもたらすこともできるが、燃焼領域における炭素含有燃料の低下は、カソードへの
インプットにおけるＣＯ２濃度の低下をもたらすことも可能である。
【０３２８】
　構成３ａは、構成１ａと同様の構成であったが、燃焼領域へのアノード排出物のリサイ
クルを有した。約１．４５％のカソード排出物中のＣＯ２濃度を達成するために必要とさ
れる燃料電池面積は、約１８６ｋｍ２であった。カソード排出物の一部分として失われた
ＣＯ２の量は、約１１４ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒであった。捕捉される１トンのＣＯ２あ
たりの燃料電池の面積は、約１００．３ｋｍ２＊年／Ｍトン－ＣＯ２であった。発生した
全動力は約６６８ＭＷであった。電気効率は約５９．７％であった。構成１ａと比較して
、構成３ａは、発生したＣＯ２の総量がより低かった（構成１ａに関して約２．０５Ｍト
ン／年対構成３ａに関して約１．８５Ｍトン／年）。これは、燃焼領域に送達される炭素
含有燃料の量が減少したことによると考えられた。しかしながら、これによって、カソー
ドインプットに送達されたＣＯ２濃度の低下がもたらされるように見え、それによって、
このモデルは構成３ａのＣＯ２除去の効率の低下を示した。その結果、カソード排出物を
出るＣＯ２の正味の量は、構成１ａおよび構成３ａに相当した。しかしながら、構成３ａ
は、構成１ａと比較していくつかの利点を有するように見えた。第１に、構成３ａは、よ
り低い燃料電池面積を必要とし、そのため、おそらく構成３ａのシステムは費用の低下を
有する。追加的に、構成３ａのシステムは、構成の異なる動力アウトプットに関して調節
した後でさえ、改善された電気効率を有するように見え、このことは、より低い燃料使用
を示すことができる。
【０３２９】
　構成３ｂは、構成３ａと同様であったが、低温分離段階の前に水性ガスシフト反応領域
も含んだ。約１．４５％のカソード排出物中のＣＯ２濃度を達成するために必要とされる
燃料電池面積は、約１７３ｋｍ２であった。カソード排出物の一部分として失われたＣＯ

２の量は、約１２４ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒであった。捕捉される１トンのＣＯ２あたり
の燃料電池の面積は、約９６．１ｋｍ２＊年／Ｍトン－ＣＯ２であった。発生した全動力
は約６５８ＭＷであった。電気効率は約５９．８％であった。構成３ｂは、カソード排出
物を通してのＣＯ２排出の増加を有するように見えた。これは、カソードインプットのた
めに使用された燃焼排出物中のＣＯ２の量の相当する低下をもたらすことができる、燃焼
領域に送達される追加的な水素によると考えられた。しかしながら、燃料電池面積はさら
に減少した。
【０３３０】
　構成３ｄは、構成３ｂと同様であったが、アノード燃料利用は約７５％から約５０％ま
で低下した。約１．４５％のカソード排出物中のＣＯ２濃度を達成するために必要とされ
る燃料電池面積は、約１３２ｋｍ２であった。カソード排出物の一部分として失われたＣ
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Ｏ２の量は、約１２８ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒであった。捕捉される１トンのＣＯ２あた
りの燃料電池の面積は、約７７．４ｋｍ２＊年／Ｍトン－ＣＯ２であった。発生した全動
力は約６３８ＭＷであった。電気効率は約６０．７％であった。シミュレーション結果を
ベースとして、アノードにおける燃料利用を低下させることは、構成３ｂと比較して電気
効率の実質的な改善をもたらすように見えた。これは、タービンのための燃焼領域に送達
される追加的な水素によると考えられていた。比較のために、いずれの炭素捕捉もないタ
ービンの電気効率は約６１．１％であった。したがって、燃焼領域にアノード排出物をリ
サイクルすることとより低い燃料利用との組み合わせによって、炭素捕捉システムを利用
せずに効率を近づけて電気効率を達成することが可能になるように見えた。
【０３３１】
　図１２は、タービンのための燃焼領域およびアノードインレットの両方へのアノード排
出物の少なくとも一部分のリサイクルを含む追加的な構成のシミュレーション結果を示す
。構成４ｄ、４ｅおよび４ｆは、ＣＯ２およびＨ２Ｏの分離（除去）後に残留するアノー
ド排出物が、アノードインプットへのリサイクルおよびタービンのための燃焼領域へのリ
サイクルの間で均一に分割される構成を表す。アノードインプットおよび燃焼領域の両方
に十分な水素を提供するために、構成４ｄおよび４ｅのアノード燃料利用は約５０％に設
定された。構成４ｄおよび４ｅは両方とも、分離段階の前に水性ガスシフト反応領域を含
んだ。構成４ｄは、燃料がアノードに入る前に、アノードへの追加的な燃料インプットの
約２０％を改質するための別々の改質段階を含んだ。構成４ｅは、燃料がアノードインプ
ットに入る前に改質段階を含まなかった。構成４ｅでは約５０％であったことと対照的に
、構成４ｆのアノード燃料利用が約３３％であったことを除き、構成４ｆは構成４ｅと同
様であった。
【０３３２】
　構成４ｄは、アノードインプットおよび燃焼領域の両方にアノード排出物をリサイクル
することの利点を示すように見えた。構成２ｄと比較して、構成４ｄは、約１パーセント
高い電気効率を提供するように見えた。構成３ｄと比較して、構成４ｄは、燃料電池面積
の低下を提供した。構成４ｄにおいて、約１．４５％のカソード排出物中のＣＯ２濃度を
達成するために必要とされる燃料電池面積は、約１２２ｋｍ２であった。カソード排出物
の一部分として失われたＣＯ２の量は、約１２６ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒであった。捕捉
される１トンのＣＯ２あたりの燃料電池の面積は、約６３．４ｋｍ２＊年／Ｍトン－ＣＯ

２であった。発生した全動力は約６５０ＭＷであった。電気効率は約５９．９％であった
。
【０３３３】
　構成４ｅにおいて事前の改質段階を除去することは、さらなる利点を提供するように見
えた。約１．４５％のカソード排出物中のＣＯ２濃度を達成するために必要とされる燃料
電池面積は、約１１２ｋｍ２であった。カソード排出物の一部分として失われたＣＯ２の
量は、約１２６ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒであった。捕捉される１トンのＣＯ２あたりの燃
料電池の面積は、約６３．４ｋｍ２＊年／Ｍトン－ＣＯ２であった。発生した全動力は約
６６５ＭＷであった。電気効率は約６１．４％であった。なお、電気効率は、いずれの種
類の炭素捕捉も利用せずに、タービンの効率よりも実際に高かった（約６１．１％）。
【０３３４】
　構成４ｆにおいてアノード燃料利用を低下させることは、燃料電池面積を低下させるこ
とおよび電気効率を増加させることに関して、なおさらなる利点を提供するように見えた
。約１．４５％のカソード排出物中のＣＯ２濃度を達成するために必要とされる燃料電池
面積は、約８６ｋｍ２であった。カソード排出物の一部分として失われたＣＯ２の量は、
約１２６ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒであった。捕捉される１トンのＣＯ２あたりの燃料電池
の面積は、約５０．６ｋｍ２＊年／Ｍトン－ＣＯ２であった。発生した全動力は約６５４
ＭＷであった。電気効率は約６２．４％であった。なお、電気効率は、いずれの種類の炭
素捕捉も利用せずに、タービンの効率よりも実際に高かった（約６１．１％）。
【０３３５】
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　構成５ｄ、５ｅおよび５ｆの排出物ガスリサイクル速度を約４５％まで増加したことを
除き、構成５ｄ、５ｅおよび５ｆは、構成４ｄ、４ｅおよび４ｆと同様であった。構成４
ｄ、４ｅおよび４ｆと比較して、構成５ｄ、５ｅおよび５ｆは、同様の燃料電池面積を有
し、同様の電気効率を提供するように見えた。しかしながら、カソード排出物を通してシ
ステムを出ることが可能なＣＯ２の正味の量は、排出物ガスリサイクル速度が約３０％か
ら約４５％まで増加した場合、約１５％～約２０％低下した。
【０３３６】
　図１３は、いくつかの構成の変形および他の作動条件をベースとして実行されたシミュ
レーションからの結果を示す。図１３のシミュレーションは、図１０を参照して上記で説
明されたシミュレーションよりも多くの因子を考慮した。その他の場合には、いくつかの
加えられた変更があるが、図１３に示されるシミュレーションは、図１０に示されるシミ
ュレーションと同様であった。例えば、それぞれの事例は、図１０のシミュレーションに
おいて使用された約０．７ボルトに加えて、約０．６５ボルトでシミュレーションされた
。加えて、０％のＥＧＲによる事例は、それぞれの構成に加えられた。図１３は、ベース
構成、ならびにアノードアウトプットの一部分がアノードインプットにリサイクルされる
いくつかの構成に相当する構成を示す。示されない限り、排出物ガスリサイクルは、図１
０に示されるシミュレーションされた結果に関して約３５％であった。図１３中、それぞ
れの構成は、示されるように、約３５％または０％のいずれかのＥＧＲで動作された。
【０３３７】
　異なる構成および他の作動条件に加えて、図１３は、図１０に示されない追加的なパラ
メーターを示す。例えば、図１３は、アノード排出物を処理するための構成における水性
ガスシフト反応器の存在の有無にかかわらず、近似の燃料利用、近似の蒸気対炭素比、Ｅ
ＧＲリサイクル％、近似の内部改質％、カソードインレットにおける近似のＣＯ２濃度、
およびカソード排出物における近似のＯ２含有量を含む。
【０３３８】
　図１３中、欄１３０４に示される第１の構成（０）は、二酸化炭素および水分離段階の
後に残留するアノードアウトプットを、タービン燃焼領域の後に位置する燃焼室に通過さ
せることをベースとした。これは改質反応に熱を提供し、そのうえ、追加的な二酸化炭素
をカソードインプットに提供した。構成０はＥＧＲを含まなかった。構成０は、ＥＧＲを
含まない他のシミュレーションとの比較のための有用なベース事例を提供した。構成０は
、従来のシステム（例えば、上記のＭａｎｚｏｌｉｎｉの参照文献）の代表であった。燃
焼室のための供給としてのアノードアウトプットの使用は、カソードアウトプットのＣＯ

２含有量を約１．５体積％まで低下させるために、約１８５ｋｍ２の予測された燃料電池
面積をもたらした。カソード排出物の一部分として損失したＣＯ２の量は、約２１２ポン
ドＣＯ２／ＭＷｈｒであった。ＣＯ２を捕捉するために必要とされる大きい燃料電池面積
のために、発生した正味の動力は、毎時約６７９ＭＷであった。これらの値をベースとし
て、１年間の作動において１メガトンのＣＯ２を捕捉するために必要な燃料電池の面積な
ど、ＣＯ２の固定量を捕捉するために必要な燃料電池面積の量を算出することができた。
構成０に関して、１メガトンを捕捉するために必要とされる燃料電池の面積は、約１１３
．９ｋｍ２＊年／Ｍトン－ＣＯ２であった。発電システムで使用される全燃料のエネルギ
ー含有量と比較して、電力の発生のための効率は約５７．６％であった。
【０３３９】
　図１３中、欄１３０６に示される第２のベース構成（１ａ）は、二酸化炭素および水分
離段階の後に残留するアノードアウトプットを、タービン燃焼領域の後に位置する燃焼室
に通過させることをベースとした。これは改質反応に熱を提供し、そのうえ、追加的な二
酸化炭素をカソードインプットに提供した。構成１ａは、Ｍａｎｚｏｌｉｎｉの参照文献
では排出物ガスのリサイクルが記載されなかったことを除き、従来のシステム（例えば、
上記のＭａｎｚｏｌｉｎｉの参照文献）の代表であった。燃焼室のための供給としてのア
ノードアウトプットの使用は、カソードアウトプットのＣＯ２含有量を約１．５体積％ま
で低下させるために、約２１５ｋｍ２の予測された燃料電池面積をもたらした。カソード
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排出物の一部分として損失したＣＯ２の量は、約１４８ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒであった
。ＣＯ２を捕捉するために必要とされる大きい燃料電池面積のために、発生した正味の動
力は、毎時約６１１ＭＷであった。これらの値をベースとして、１年間の作動において１
メガトンのＣＯ２を捕捉するために必要な燃料電池の面積など、ＣＯ２の固定量を捕捉す
るために必要な燃料電池面積の量を算出することができた。構成１ａに関して、１メガト
ンを捕捉するために必要とされる燃料電池の面積は、約１１４．２ｋｍ２＊年／Ｍトン－
ＣＯ２であった。発電システムで使用される全燃料のエネルギー含有量と比較して、電力
の発生のための効率は約５１．２％であった。ベース事例１ａはベース事例０と比較され
てもよく、約３５％で排出物ガスリサイクルを添加する結果を示す。
【０３４０】
　図１３中、欄１３０８に示される第３のベース構成（１ｂ）は、二酸化炭素および水分
離段階の後に残留するアノードアウトプットを、タービン燃焼領域の後に位置する燃焼室
に通過させることをベースとした。これは改質反応に熱を提供し、そのうえ、追加的な二
酸化炭素をカソードインプットに提供した。ベース事例１ｂは、二酸化炭素および水分離
段階の前にアノード排出物を処理するための水性ガスシフト反応器を含んだ。構成１ｂは
、Ｍａｎｚｏｌｉｎｉの参照文献では排出物ガスのリサイクルまたは水性ガスシフト反応
器が記載されなかったことを除き、従来のシステム（例えば、上記のＭａｎｚｏｌｉｎｉ
の参照文献）の代表であった。燃焼室のための供給としてのアノードアウトプットの使用
は、カソードアウトプットのＣＯ２含有量を約１．５体積％まで低下させるために、約１
９７ｋｍ２の予測された燃料電池面積をもたらした。カソード排出物の一部分として損失
したＣＯ２の量は、約１４７．５ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒであった。ＣＯ２を捕捉するた
めに必要とされる大きい燃料電池面積のために、発生した正味の動力は、毎時約６０９Ｍ
Ｗであった。これらの値をベースとして、１年間の作動において１メガトンのＣＯ２を捕
捉するために必要な燃料電池の面積など、ＣＯ２の固定量を捕捉するために必要な燃料電
池面積の量を算出することができた。構成１ｂに関して、１メガトンを捕捉するために必
要とされる燃料電池の面積は、約１０７．６ｋｍ２＊年／Ｍトン－ＣＯ２であった。発電
システムで使用される全燃料のエネルギー含有量と比較して、電力の発生のための効率は
約５２．１％であった。ベース事例１ｂはベース事例１ａと比較されてもよく、水性ガス
シフト反応器を添加する結果を示す。ベース事例１ｂはベース事例０と比較されてもよく
、水性ガスシフト反応器および約３５％で排出物ガスリサイクルを添加する結果を示す。
【０３４１】
　第２のセットの構成（２ａ～２ｅ）において、アノードアウトプットは、アノードイン
プットにリサイクルされた。構成２ａは、水および二酸化炭素の分離後、アノードインプ
ットへのアノードアウトプットの基本的リサイクルを表した。構成２ｂは、二酸化炭素分
離段階の前に水性ガスシフト反応領域を含んだ。構成２ｃは、アノードインプットの前に
改質段階を含まなかった。構成２ｄは、改質段階を含んだが、約７５％の代わりに約５０
％の燃料利用で作動された。構成２ｅは、約５０％の燃料利用で作動されて、アノードの
前に改質段階を有さなかった。構成２ｇは改質段階を含み、構成２ｂおよび２ｄと同様で
あったが、約３０％の燃料利用で作動された。
【０３４２】
　構成２ａにおいて３つの変形形態をシミュレーションした。欄１３１０に示される２ａ
シミュレーション結果は、ＥＧＲを含む構成をベースとしたが、欄１３１２に示されるシ
ミュレーション結果は、ＥＧＲを含まない構成をベースとした。欄１３１２に示されるシ
ミュレーション結果は、ＥＧＲを含まない構成をベースとし、そして約０．６５の作動電
圧が維持された。欄１３１０および１３１２のシミュレーションにおいて、約０．６５の
作動電圧が維持された。
【０３４３】
　構成２ａに示すように、アノードアウトプットをアノードインプットにリサイクルする
ことによって、関連するベース事例と比較して、必要とされる燃料電池面積の減少をもた
らした。欄１３１０において、必要とされる燃料電池面積は約１７４ｋｍ２であり、欄１
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３１２において、必要とされる燃料電池面積は約１６９ｋｍ２であり、そして欄１３１０
において、必要とされる燃料電池面積は約１３１ｋｍ２であった。見ることができるよう
に、電圧が低下すると、より低い燃料電池面積がもたらされた。
【０３４４】
　２ａ構成は、カソード排出物からのＣＯ２排出を変化させた。欄１３１０において、Ｃ
Ｏ２排出は約１４１ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒであり、欄１３１２において、ＣＯ２排出は
約２１７．９ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒであり、そして欄１３１４において、ＣＯ２排出は
約１４１ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒであった。
【０３４５】
　構成２ｂにおいて、水性ガスシフト反応領域は、水および二酸化炭素除去の前にそのア
ノードアウトレットフローを処理するために含まれた。２ｂ構成において３つの変形形態
がシミュレーションされた。欄１３１６に示される２ｂシミュレーション結果は、ＥＧＲ
を含む構成をベースとしたが、欄１３１８に示されるシミュレーション結果は、ＥＧＲを
含まない構成をベースとした。欄１３２０に示されるシミュレーション結果は、ＥＧＲを
含まない構成をベースとし、そして約０．６５の作動電圧が維持された。欄１３１６およ
び１３１８のシミュレーションにおいて、約０．６５の作動電圧が維持された。
【０３４６】
　構成２ｂにおいて、追加的な水性ガスシフト反応領域は、アノードに送達される水素含
有量を増加し、これによって、アノード反応のために必要とされる燃料の量を低下させた
。構成２ｂにおいて水性ガスシフト反応領域を含むことは、欄１３１６において約１６８
ｋｍ２、欄１３１８において約１６４ｋｍ２および欄１３２０において約１２９ｋｍ２の
必要とされる燃料電池面積をもたらした。カソード排出物からのＣＯ２損失は、欄１３１
６において約１４３ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒであって、欄１３１８において約２１７．５
ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒであって、欄１３２０において約２１８．７ポンドＣＯ２／ＭＷ
ｈｒであった。捕捉されたＣＯ２の１メガトンあたりの燃料電池の面積は、欄１３１６に
おいて約１０１．１ｋｍ２＊年／Ｍトン－ＣＯ２、欄１３１８において約１１４．９ｋｍ
２＊年／Ｍトン－ＣＯ２および欄１３２０において約９０．１ｋｍ２＊年／Ｍトン－ＣＯ

２であった。
【０３４７】
　構成２ｃは、アノードに入る前に生じる燃料の改質を排除することによって、アノード
リサイクルにおける水素含有量のさらなる利点を有することができる。構成２ｃにおいて
、改質は、アノード自体の範囲内で、なお生じることができる。しかしながら、燃料電池
アノードに入る前に別々の改質段階を組み込む従来のシステムと対照的に、構成２ｃは、
アノード反応を継続するために最小値水素含有量を提供するために、リサイクルされたア
ノードガスの水素含有量に依存した。別々の改質段階が必要とされないため、熱エネルギ
ーは改質段階の温度を維持するために消費されなかった。
【０３４８】
　２ｃ構成において４つの変形形態がシミュレーションされた。欄１３２２および１３２
４に示される２ｃシミュレーション結果は、ＥＧＲを含む構成をベースとしたが、欄１３
２６および１３２８に示されるシミュレーション結果は、ＥＧＲを含まない構成をベース
とした。欄１３２２および１３２６に示されるシミュレーション結果は、約０．７０の作
動電圧が維持されたシミュレーションをベースとした。欄１３２４および１３２８に示さ
れるシミュレーション結果は、約０．６５の作動電圧が維持されたシミュレーションをベ
ースとした。
【０３４９】
　構成２ｃは、欄１３２２に関して約１６１ｋｍ２、欄１３２４に関して約１２６ｋｍ２

、欄１３２６に関して約１５７ｋｍ２、欄１３２８に関して約１２６ｋｍ２の必要とされ
る燃料電池面積をもたらした。カソード排出物からのＣＯ２損失は、欄１３２２に関して
約１４２．５ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒ、欄１３２４に関して約１４３．５ポンドＣＯ２／
ＭＷｈｒ、欄１３２６に関して約２２３．７ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒおよび欄１３２８に
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関して約２２５．５ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒであった。
【０３５０】
　２ｄ構成において、構成２ｂと同様の配列で、改質はなお実行されて、アノードに入る
前にアノードへのメタンインプットの約２０％がＨ２に変換された。２ｂと対照的に、ア
ノード内の燃料利用は約７５％から約５０％まで低下した。
【０３５１】
　２ｄ構成において４つの変形形態がシミュレーションされた。欄１３３０および１３３
２に示される２ｄシミュレーション結果は、ＥＧＲを含む構成をベースとしたが、欄１３
３４および１３３６に示されるシミュレーション結果は、ＥＧＲを含まない構成をベース
とした。欄１３３０および１３３４に示されるシミュレーション結果は、約０．７０の作
動電圧が維持されたシミュレーションをベースとした。欄１３３２および１３３６に示さ
れるシミュレーション結果は、約０．６５の作動電圧が維持されたシミュレーションをベ
ースとした。
【０３５２】
　構成２ｅは、２ｄの約５０％の低下する燃料利用、ならびに２ｃのアノードインレット
の前の改質段階の両方の除去を組み込んだ。２ｅ構成において４つの変形形態がシミュレ
ーションされた。欄１３３８および１３４０に示される２ｅシミュレーション結果は、Ｅ
ＧＲを含む構成をベースとしたが、欄１３４２および１３４４に示されるシミュレーショ
ン結果は、ＥＧＲを含まない構成をベースとした。欄１３３８および１３４２に示される
シミュレーション結果は、約０．７０の作動電圧が維持されたシミュレーションをベース
とした。欄１３４０および１３４４に示されるシミュレーション結果は、約０．６５の作
動電圧が維持されたシミュレーションをベースとした。
【０３５３】
　構成２ｇにおいて、構成２ｂおよび２ｄと同様の配列で、改質はなお実行されて、アノ
ードに入る前にアノードへのメタンインプットの約２０％がＨ２に変換された。２ｂおよ
び２ｄと対照的に、アノード内の燃料利用は約７５％または約５０から約３０％まで低下
した。
【０３５４】
　欄１３５０は、図９に示される構成と同様の構成で実行されるシミュレーションの結果
を記載する。図９中、ＥＧＲ　９９８は、最初にカソード、次いでＨＲＳＧ　８５４を通
過する。この構成のためのベース事例シミュレーションが実行された。ベース事例からの
シミュレーションされた結果は、欄１３０９で示される。ベース事例と対照的に、欄１３
５０のシミュレーションされた結果は、約７５％ではなく、約５０％の燃料利用をベース
とした。加えて、欄１３５０のシミュレーションされた結果は、構成２ｂおよび２ｄと同
様の配列で依然として改質が実行されて、アノードに入る前にアノードへのメタンインプ
ットの約２０％がＨ２に変換される構成をベースとした。
【０３５５】
　図１４は、いくつかの構成の変形および他の作動条件をベースとして実行されたシミュ
レーションからの結果を示す。図１４のシミュレーションは、図１１を参照して上記で説
明されたシミュレーションよりも多くの因子を考慮した。その他の場合には、いくつかの
加えられた変更があるが、図１４に示されるシミュレーションは、図１１に示されるシミ
ュレーションと同様であった。例えば、それぞれの事例は、図１１のシミュレーションに
おいて使用された約０．７ボルトに加えて、約０．６５ボルトでシミュレーションされた
。加えて、０％のＥＧＲによる事例は、それぞれの構成に加えられた。図１４は、ベース
構成、ならびにアノードアウトプットの一部分がタービンのための燃焼領域にリサイクル
されるいくつかの構成に相当する構成を示す。示されない限り、排出物ガスリサイクルは
、図１１に示されるシミュレーションされた結果に関して約３５％であった。図１４中、
それぞれの構成は、示されるように、約３５％または０％のいずれかのＥＧＲで動作され
た。
【０３５６】
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　異なる構成および他の作動条件に加えて、図１４は、図１１に示されない追加的なパラ
メーターを示す。例えば、図１４は、アノード排出物を処理するための構成における水性
ガスシフト反応器の存在の有無にかかわらず、近似の燃料利用、近似の蒸気対炭素比、Ｅ
ＧＲ％、近似の内部改質％、カソードインレットにおける近似のＣＯ２濃度、およびカソ
ード排出物における近似のＯ２含有量を含む。
【０３５７】
　図１４は、タービンのための燃焼領域へのアノード排出物の少なくとも一部分のリサイ
クルを含んだ追加的な構成のシミュレーション結果を示す。図１４中、構成１ｂ（欄１４
０４）は構成１ａ（欄１４０６）と同様であったが、ＣＯ２分離段階の前に水性ガスシフ
ト反応段階も含んだ。したがって、Ｍａｎｚｏｌｉｎｉの参照文献では水性ガスシフト反
応段階または排出物ガスのリサイクルが記載されなかったことを除き、構成１ｂは従来の
システム（例えば、前記のＭａｎｚｏｌｉｎｉの参照文献）の代表であった。構成１ｂに
関して、約１．４５％のカソード排出物中のＣＯ２濃度を達成するために必要とされる燃
料電池面積は、約１９７ｋｍ２であった。カソード排出物の一部分として失われたＣＯ２

の量は、約１４７ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒであった。捕捉される１トンのＣＯ２あたりの
燃料電池の面積は、約１０７．６ｋｍ２＊年／Ｍトン－ＣＯ２であった。発生した全動力
は約６０９ＭＷであった。電気効率は約５２．１％であった。
【０３５８】
　構成３ａ、３ｂおよび３ｄは、タービンの燃焼領域のためのインプットとしてアノード
アウトプットが使用された構成に相当する。これらの構成において、アノードアウトプッ
トのＨ２含有量は、タービン燃焼領域で燃料としての使用のために利用可能であった。Ｈ

２を発生させるために使用される炭素含有燃料は、アノードリサイクルループにおいて発
生し、そこで、得られたＣＯ２の大部分は、低温分離段階を通して除去することができる
ため、これは有利に思われた。これによって、燃焼領域に送達される炭素含有燃料の量の
低下をもたらすこともできるが、燃焼領域における炭素含有燃料の低下は、カソードへの
インプットにおけるＣＯ２濃度の低下をもたらすことも可能である。
【０３５９】
　構成３ａは、構成１ａと同様の構成であったが、燃焼領域へのアノード排出物のリサイ
クルを有した。３ａ構成において４つの変形形態がシミュレーションされた。欄１４１０
および１４１２に示される３ａシミュレーション結果は、ＥＧＲを含む構成をベースとし
たが、欄１４１４および１４１６に示されるシミュレーション結果は、ＥＧＲを含まない
構成をベースとした。欄１４１０および１４１４に示されるシミュレーション結果は、約
０．７０の作動電圧が維持されたシミュレーションをベースとした。欄１４１２および１
４１６に示されるシミュレーション結果は、約０．６５の作動電圧が維持されたシミュレ
ーションをベースとした。
【０３６０】
　欄１４１０は、欄１４０６に示される１ａのベース事例と非常に同様の構成から生じる
シミュレーションされた結果を示す。約１．４５％のカソード排出物中のＣＯ２濃度を達
成するために必要とされる燃料電池面積は、約１７９ｋｍ２であった。カソード排出物の
一部分として失われたＣＯ２の量は、約１５０．４ポンドＣＯ２／ＭＷｈｒであった。捕
捉される１トンのＣＯ２あたりの燃料電池の面積は、約１１６．３ｋｍ２＊年／Ｍトン－
ＣＯ２であった。発生した全動力は約５９９ＭＷであった。電気効率は約５５．５％であ
った。構成１ａと比較して、構成３ａは、捕捉されたＣＯ２の総量がより低かった（構成
１ａに関して約１．８８Ｍトン／年対構成３ａに関して約１．５４Ｍトン／年）。これは
、燃焼領域に送達される炭素含有燃料の量が減少したことによると考えられた。しかしな
がら、これによって、カソードインプットに送達されたＣＯ２濃度の低下がもたらされる
ように見え、それによって、このモデルは構成３ａのＣＯ２除去の効率の低下を示した。
構成３ａは、構成１ａと比較していくつかの利点を有するように見えた。第１に、構成３
ａは、より低い燃料電池面積を必要とし、そのため、おそらく構成３ａのシステムは費用
の低下を有する。追加的に、構成３ａのシステムは、構成の異なる動力アウトプットに関
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して調節した後でさえ、改善された電気効率を有するように見え、このことは、より低い
燃料使用を示すことができる。
【０３６１】
　構成３ｂは、構成３ａと同様であったが、低温分離段階の前に水性ガスシフト反応領域
も含んだ。３ｂ構成において４つの変形形態がシミュレーションされた。欄１４１８およ
び１４２０に示される３ｂシミュレーション結果は、ＥＧＲを含む構成をベースとしたが
、欄１４２２および１４２４に示されるシミュレーション結果は、ＥＧＲを含まない構成
をベースとした。欄１４１８および１４２２に示されるシミュレーション結果は、約０．
７０の作動電圧が維持されたシミュレーションをベースとした。欄１４２０および１４２
４に示されるシミュレーション結果は、約０．６５の作動電圧が維持されたシミュレーシ
ョンをベースとした。
【０３６２】
　図１１に示されるシミュレーションと同様に、構成３ｂは、カソード排出物を通しての
ＣＯ２排出の増加を有するように見えた。これは、カソードインプットのために使用され
た燃焼排出物中のＣＯ２の量の相当する低下をもたらすことができる、燃焼領域に送達さ
れる追加的な水素によると考えられた。しかしながら、燃料電池面積はさらに減少した。
【０３６３】
　構成３ｄは、構成３ｂと同様であったが、アノード燃料利用は約７５％から約５０％ま
で低下した。３ｄ構成において４つの変形形態がシミュレーションされた。欄１４２６お
よび１４２８に示される３ｄシミュレーション結果は、ＥＧＲを含む構成をベースとした
が、欄１４３０および１４３２に示されるシミュレーション結果は、ＥＧＲを含まない構
成をベースとした。欄１４２６および１４３０に示されるシミュレーション結果は、約０
．７０の作動電圧が維持されたシミュレーションをベースとした。欄１４２８および１４
３２に示されるシミュレーション結果は、約０．６５の作動電圧が維持されたシミュレー
ションをベースとした。
【０３６４】
　構成３ｇは、構成３ｂと同様であったが、アノード燃料利用は約７５％から約３０％ま
で低下した。
【０３６５】
　欄１４３６は、図９に示される構成と同様の構成で実行されるシミュレーションの結果
を記載する。図９中、ＥＧＲ　９９８は、最初にカソード、次いでＨＲＳＧ　８５４を通
過する。この構成のためのベース事例１ａ’シミュレーションが実行された。ベース事例
１ａ’からのシミュレーションされた結果は、図１３中の欄１３０９に示される。ベース
事例と対照的に、欄１４３６のシミュレーションされた結果は、約７５％ではなく、約５
０％の燃料利用をベースとした。加えて、欄１４３６のシミュレーションされた結果は、
構成３ｂおよび３ｄと同様の配列で依然として改質が実行されて、アノードに入る前にア
ノードへのメタンインプットの約２０％がＨ２に変換される構成をベースとした。
【０３６６】
　図１５は、いくつかの構成の変形および他の作動条件をベースとして実行されたシミュ
レーションからの結果を示す。図１５のシミュレーションは、図１２を参照して上記で説
明されたシミュレーションよりも多くの因子を考慮した。構成４ｄおよび４ｅは、ＣＯ２

およびＨ２Ｏの分離（除去）後に残留するアノード排出物が、アノードインプットへのリ
サイクルおよびタービンのための燃焼領域へのリサイクルの間で均一に分割される構成を
表す。アノードインプットおよび燃焼領域の両方に十分な水素を提供するために、構成４
ｄおよび４ｅのアノード燃料利用は約５０％に設定された。構成４ｄおよび４ｅは両方と
も、分離段階の前に水性ガスシフト反応領域を含んだ。構成４ｄは、燃料がアノードに入
る前に、アノードへの追加的な燃料インプットの約２０％を改質するための別々の改質段
階を含んだ。構成４ｅは、燃料がアノードインプットに入る前に改質段階を含まなかった
。
【０３６７】
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　４ｄ構成において４つの変形形態がシミュレーションされた。欄１５１０および１５１
２に示される４ｄシミュレーション結果は、ＥＧＲを含む構成をベースとしたが、欄１５
１４および１５１６に示されるシミュレーション結果は、ＥＧＲを含まない構成をベース
とした。欄１５１０および１５１４に示されるシミュレーション結果は、約０．７０の作
動電圧が維持されたシミュレーションをベースとした。欄１５１２および１５１６に示さ
れるシミュレーション結果は、約０．６５の作動電圧が維持されたシミュレーションをベ
ースとした。
【０３６８】
　４ｅ構成において５つの変形形態がシミュレーションされた。欄１５２０および１５２
２に示される４ｅシミュレーション結果は、約３５％のＥＧＲを含む構成をベースとした
が、欄１５２４および１５２６に示されるシミュレーション結果は、ＥＧＲを含まない構
成をベースとした。欄１５２８の４ｅシミュレーションは、約４５％のＥＧＲを含む構成
であった。欄１５２０、１５２４および１５２８に示されるシミュレーション結果は、約
０．７０の作動電圧が維持されたシミュレーションをベースとした。欄１５２２および１
５２６に示されるシミュレーション結果は、約０．６５の作動電圧が維持されたシミュレ
ーションをベースとした。
【０３６９】
　構成４ｅでは約５０％であったことと対照的に、構成４ｆのアノード燃料利用が約３３
％であったことを除き、構成４ｆは構成４ｅと同様であった。４ｅ構成において４つの変
形形態がシミュレーションされた。欄１５３０および１５３２に示される４ｆシミュレー
ション結果は、約３５％のＥＧＲを含む構成をベースとしたが、欄１５３４および１５３
６に示されるシミュレーション結果は、ＥＧＲを含まない構成をベースとした。欄１５３
０および１５３４に示されるシミュレーション結果は、約０．７０の作動電圧が維持され
たシミュレーションをベースとした。欄１５３２および１５３６に示されるシミュレーシ
ョン結果は、約０．６５の作動電圧が維持されたシミュレーションをベースとした。
【０３７０】
　欄１５３８は、図９に示される構成と同様の構成で実行されるシミュレーションの結果
を記載する。図９中、ＥＧＲ　９９８は、最初にカソード、次いでＨＲＳＧ　８５４を通
過する。この構成のためのベース事例１ａ’シミュレーションが実行された。ベース事例
１ａ’からのシミュレーションされた結果は、図１３中の欄１３０９に示される。ベース
事例と対照的に、欄１５３８のシミュレーションされた結果は、約７５％ではなく、約５
０％の燃料利用をベースとした。加えて、欄１５３８のシミュレーションされた結果は、
構成４ｂおよび４ｄと同様の配列で、改質はなお実行されて、アノードに入る前にアノー
ドへのメタンインプットの約２０％がＨ２に変換される構成をベースとした。
【０３７１】
実施例　－　タービンおよびＭＣＦＣにおける低ＢＴＵガスの使用
　図１８Ａおよび１８Ｂは、カソード排出物の一部分を提供するために、ＭＣＦＣおよび
燃焼タービンの両方を含む様々な構成において実行された追加的なシミュレーションから
のデータを提供する。図１８Ａおよび１８Ｂに示されるシミュレーション結果において、
ＭＣＦＣアノード、燃焼タービンまたは両方に送達される燃料の少なくとも一部分は、約
２０％の不活性物質（ＣＯ２またはＮ２のいずれか）または約３５％の不活性物質（ＣＯ

２）を含有した「低ＢＴＵ燃料」としてシミュレーションされた。図１８Ａおよび１８Ｂ
中のそれぞれの欄の上部付近の「事例」の名称は、上記で提供された事例の記載に相当す
る。
【０３７２】
　図１８Ａ中、データは、燃焼タービンへの燃料の少なくとも一部分が約２０％の不活性
物質を含有した場合に実行されたシミュレーションに相当する。第１の４つの欄は、ＣＯ

２が不活性化合物であったシミュレーションに相当するが、第２の４つの欄は、Ｎ２が不
活性化合物であったシミュレーションに相当する。４つの欄は、（Ｈ２を含有した）アノ
ード排出物の一部分が、ａ）熱をカソードに提供するためにバーナーに、ｂ）アノードに
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燃焼タービン発電機の両方にリサイクルされた構成に相当する。図１８Ａに示すように、
約２０％の不活性物質を有する燃料を使用することは、燃焼タービンの作動に対してわず
かな影響のみを有するように見えた。不活性物質は、燃料中で希釈剤として作用したが、
タービンおよび／またはＭＣＦＣは、その他の場合には、タービンへの燃料が不活性化合
物のより低い含有量を有したシミュレーションにおけるタービンおよびＭＣＦＣの性能と
同様の方法で実行するように見えた。アノードインレットおよび／または燃焼タービンの
燃焼領域へのアノードリサイクルの影響は、他のシミュレーションと比較して、図１８Ａ
に示されるシミュレーションにおいて、同様の影響を有するように見えた。
【０３７３】
　図１８Ｂ中、データは、タービンへの燃料が約３５体積％のＣＯ２を含有したか、アノ
ードインレットへの燃料が約３５体積％のＣＯ２を含有したか、またはアノードインレッ
トおよびタービンの両方への燃料が約３５体積％のＣＯ２を含有した場合に実行されたシ
ミュレーションに相当する。燃焼タービンのための燃料として、約３５体積％のＣＯ２を
含有する燃料が使用された構成に関して、２つの結果の欄のみが図１８Ｂに示される。図
１８Ｂに示される欄は、アノード排出物の少なくとも一部分が燃焼タービンにリサイクル
された構成に相当する。比較構成、およびアノード排出物がアノードインレットのみにリ
サイクルされた構成に関して、このシミュレーションは、タービンのための燃焼反応を約
３５体積％のＣＯ２を含有する燃料によって維持することができなかったことを示したた
め、データ欄は図１８Ｂに示されない。しかしながら、アノード排出物の一部分が燃焼領
域にリサイクルされた構成に関して、図１８Ｂのシミュレーションは、アノード排出物の
リサイクルされた部分のＨ２含有量が、タービンの可燃性領域の拡張を可能にすることを
示すように見えた。これらのシミュレーションに関して、拡張された可燃性領域は、ター
ビンが、低ＢＴＵ燃料を燃焼することを可能にするように見え、それによって、シミュレ
ーションを定常状態に収束することを可能にした。その結果、図１８Ｂは、ＭＣＦＣを燃
焼タービンと集積化することの潜在的利点を実証するように見える。いくつかの態様にお
いて、不活性化合物の濃度が増加した燃料に関して、アノード排出物からＨ２の一部分を
燃焼タービンへ導入することによって、燃焼タービンが作動することを可能にすることが
できる。これによって、ＭＣＦＣ－燃焼タービンシステムが、不利な燃料供給源をベース
として、電気を発生させることを可能にすることができる。図１８Ｂ中、約３５体積％の
ＣＯ２を含有する燃料を、アノードインレットの燃料として使用したシミュレーションに
関して、シミュレーションは、不活性物質が希釈剤として作用したことを示すように見え
た。このシミュレーションは、不活性物質の希釈剤効果はＭＣＦＣの効率を低下させるよ
うに見えたが、ＭＣＦＣは低ＢＴＵ燃料を使用して作動させることが可能であったことを
示すように見えた。
【０３７４】
　本発明を特定の実施形態に関して記載したが、そのように限定されることはない。特定
の条件下での作動のための適切な変更形態／修正形態は、当業者に明白であろう。したが
って、以下の特許請求の範囲は、本発明の真の趣旨／範囲内に含まれるような全てのその
ような変更形態／修正形態を包括するものとして解釈されることが意図される。
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【図１１】 【図１２】
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【図１３－１】 【図１３－２】

【図１４－１】 【図１４－２】
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【図１５－１】 【図１５－２】

【図１６】 【図１７】
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【図１８Ａ】 【図１８Ｂ】
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