ま え が き
新エネルギーとは，今後の技術開発によって実用が期待されるエネルギーの全般を指し
ており，その開発は石油危機を契機として国の内外で活発に展開された。
しかし，石油危機が去ると新エネルギーに対する社会の関心は薄らぎ，特に経済性の点
からその早期実用化に対する期待度も低下したように見えた。
ところが，最近顕在化してきているといわれる地球温暖化問題において，その主原因が
化石エネルギーすなわち在来形エネルギーの多消費によることが明らかになり，したがっ
て今日新たな視点から新エネルギー開発の重要性が喫緊の課題として認識されるようにな
ってきた。
ここで取り上げたマイクロガスタービンは，原理的には産業用ガスタービン，自動車用
ターボチャージャ等の技術を基礎にしており，一見既存技術に分類されるようであるが，
小規模用に特化した発電技術あるいはコージェネレーション技術としては，単に従来技術
の延長からは生じない高い発電効率と総合熱効率，さらに煤塵濃度，窒素酸化物の低減等
優れた環境特性を達成している新技術である。
本来，ガスタービンなどの回転式機関は小規模（例えば100kW級）になると羽根のサイ
ズとクリアランスの関係等から熱損失が大きくなり，発電効率は極端に低下する傾向があ
る。しかし，ここで紹介するマイクロガスタービンは，排ガスの顕熱利用あるいはガスタ
ービンと発電機を直結にした高速回転数の採用などにより効率低下を防ぎ，さらにコンパ
クト化も達成したものである。
同技術は，アメリカでは既に多くの販売もなされ実用化された技術と見られているが，
日本での適用を考えた場合は，運用性・耐久性，経済性等日本特有の条件下で未だ検討・
確認すべき課題が残っているようである。
そこで，本書では同技術に対する認識を深め，今後の展望を考えられる際のご参考とな
ることを願って，原理等の基礎的な話からはじめて，主要構成技術の概要，課題，あるい
は経済性などを取りまとめた。
同編集に際しては，当所高倉毅プロジェクト試験研究部部長の協力を得て，エネルギー
技術情報センター（センター長

小川紀一郎）において作成した。

おわりに，このシリーズの刊行は，財団法人電力中央研究所からの委託業務「エネルギ
ー技術情報に関する調査」の一環をなすものであり，同研究所に対して深く謝意を表する。
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新エネルギーの展望
マイクロガスタービン
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は じ め に

模ＧＴとしては画期的ともいえる発電効率約
30％レベルの値が達成できることとなった。な

マイクロガスタービン（ＭＧＴ）はインター

お，上述の大型ガスタービンの思想でＭＧＴと

ネットのような世界的な利用とはいかないまで

同一規模の性能を従来型の実績を外挿して推定

も，その開発着手から実用化段階といわれる今

すると，発電効率は約10数％前後にしかならな

日までの立ち上がりの速さ，および特にアメリ

いので，同値は非常に高効率であることを示す。

カを中心とした普及度において今最も注目され

さて以上の配慮の結果，ＭＧＴにおいては，

ている発電技術の一つといえよう。現在，商用

例えば30kW級で発電専用機の場合，（メーカに

規模で普及している大型ガスタービンは，ガス

もよるが）大型冷蔵庫と同様なサイズで，また

タービンの入口温度は約1,500℃，発電効率は

その起動・停止を含む制御は遠隔操作で可能と

ガスタービン単体で約40％，蒸気タービンとの

されている。以上の特徴を有すＭＧＴが実現し

組み合わせによるコンバインドサイクルは約

た背景には，今日のコンピュータ技術，さらに

50％にも達するレベルとなっている。

超高速回転により得られる高周波の発生電気を

このように高温度化を達成している主な理由

直流に変え更に利用端に適合する周波数と電圧

は，高温にさらされるガスタービンの羽根（例，

を有す交流への再転換を可能とするパワートラ

第１段動翼）を金属部材を使っても耐えられる

ンジスターと呼ばれる最新の電子制御技術の発

ように，水蒸気などによる冷却構造を採用し金

達がある。さらに，同高速回転を可能にする軸

属部の温度は許容温度以下になるように工夫し

受け構造の実用化も挙げられよう。
さて，ＭＧＴはまさに時の技術であり，基本

たところによる。
ＭＧＴは，始めから近年の傾向である小型分

的な問題は解決済みのようであるが，わが国で

散 電 源 あ る い は 民 生 用 電 源 ， 即 ち 数 10 ～ 数

適用する場合未だ検討すべき課題は少なくない

100kW規模の発電に対しガスタービンを応用す

と思われる。特に，発生電気の電力系統への逆

るという発想から開発されたと見られる。その

送に伴う保安面の技術的，法規制的な課題，信

際，大型ガスタービンで採用された冷却方式は，

頼に耐える充分な耐久性の確認，従来方法との

羽根のサイズが小さいためもあり冷却のための

経済性評価などであり，それらは更に今後の検

加工の複雑さからコスト増につながり適当でな

討結果を待つことになろう。

く，冷却しない方式（無冷却方式）を基本とし

このような問題を抱えてはいるが，ＭＧＴは

ている。無冷却で高効率化を達成する方法は，

技術的には今や研究開発を終え，実用化と普及

セラミックス材を使って高温化を図る方法があ

促進の段階に至ったと見られている。従って，

るが，同法は未だ実用化されていないので，こ

基本的には残る唯一の問題は，経済性と言える

こでは金属材が採用された。したがって，ガス

のかもしれない。そのような意味で期待は内外

タービン入口温度は，金属の許容温度（例えば，

で急速に高まってきている。本書は，ＭＧＴの

950℃）以下と低い温度にならざるを得ない。

原理からその特徴，システムの構成と機器の概

ガスタービン入口温度が比較的低い場合に効率

要，従来型ガスタービンとの相違，内外の開発

向上を図る方法としては，ガスタービン出口排

状況，さらに日本における位置付けなどについ

ガスの有するエネルギーで燃焼用空気を加温す

て，極力平易にしかも技術面について基本的な

るいわゆる「再生サイクル」の採用等があるが，

点が理解できるようにとの願いを込めて解説を

ＭＧＴにおいては一般的にこれに加えてガスタ

試みたものである。

ービンと発電機等を一軸に配列して回転数を約

本書が同技術を理解される際の一助になること

10万rpmの超高速回転数とすることによる高効

を期待するものである。

率化手法が採用されている。これらにより小規
－ 1 －

１

マイクロガスタービンの原理と特徴

るものである。
しかし，ガスタービンの規模が小さくなるに

(1) システム構成

つれて大型機と全く同様の冷却構造を採用する

ＭＧＴの原理そのものは，通常のガスタービ

と，コストアップが効率向上の効果を損なうあ

ンサイクル（ブレイトンサイクル）を小型に応

るいは製作上のサイズの制約もあり冷却構造の

用したに過ぎないといえるが，小規模で経済性

採用が困難となる。従って，冷却しない（無冷

を持たせるためにタービン入口温度，タービン

却）の金属翼材料で耐えうる温度が使用の上限

回転数，および圧縮比に小規模の特性を充分生

となる。

かすように配慮された技術といえる。図1－1は
その代表的なシステム例を示したものである(1)。

一方，冒頭にも述べたように一般にガスター
ビンの効率は，小規模になると羽根のサイズが
小さくなる一方ではクリアランス（羽根先端と
ケーシングの間の隙間）は変わらぬため，損失
割合が増大する等の理由から効率が低下すると
いう傾向がある。さらにそれに加えて上記のよ
うに規模が小さくなるとタービン入口温度も冷
却が困難となるため低くなる傾向があり，それ
らの理由からガスタービン規模の小型化に従っ
て同効率は極端に低下する。
図1－2は，その傾向を示したものである。同
図は現在市販されている発電用ガスタービンの

図1－1

マイクロガスタービンの原理

(出典：中川良治，PETROTECH，第23巻，第４号)

効率と発電容量（発電出力）との関係を実績デ
(1)

ータから整理されたものであるが，同図でも示
されるように例えば10万kW機の大型機の場合，

同システムを簡単に説明すると空気を圧縮機

ガスタービン単体発電効率は約40％のものもあ

で加圧し，燃焼器でその加圧空気を用いて燃料

るが，容量を小さくしていき現在市販されてい

を完全に燃やしてその高温・高圧のガスでガス

る最小機とされる300kW級の場合になると20％

タービンの羽根（動翼）を廻しそれに接続した

弱に低下している。これと同様の思想でさらに

発電機で電力を得るという比較的単純なメカニ

小規模のもの例えば50kW機を作るとして同傾向

ズムより成る。

線を外挿すると，発電効率は10％前後と極めて

ここで，ガスタービンはその特性上タービン

低い値となる。

入口（第１段動翼入口）の温度を上げることに

そこで，ＭＧＴのような超小規模の場合で，

よりその出力が増える。発電用大型ガスタービ

しかも無冷却金属翼でより高い発電効率を得よ

ンでは，同温度は今や1,500℃級にも達するよ

うとする場合は，新たな発想による高効率化の

うになったが，それは大型構造であるがための

取組みが必要とされる。

特性といってもよく，例えば高温化に伴いター
ビン翼を空気などで冷却する冷却技術の採用が

その取り組みの方向性は次のとおりである。
①

まず前提としてタービン翼は実用化を優先

必要で，そのため翼の構造は複雑で製作費も上

し，無冷却の金属翼構造が前提となるのでタ

昇（コストアップ）するが，それでも高温化に

ービン入口温度は金属で耐えうる温度レベル

伴い上昇する発電効率向上の効果が同コストア

（例えば約950℃以下）とする。

ップ分を上回り，メリットがあるため採用され
－ 2 －

図1－2

ガスタービン発電機の出力と効率
(出典：伊藤高根，季報エネルギー総合工学，第23巻，第３号)(2)

なお，将来セラミックス翼採用による一層の

ＭＧＴはこのような工夫を凝らして，超小型で

高温化が達成された場合でも，高効率化の基本

燃焼温度が低いにもかかわらずシステムとして

的なアプローチは変わらないものと考える。

発電効率30％程度（低位発熱量基準）と高いレ

②

ベルを目指すものであるということもできよう。

③

④

小規模回転機の特性上，回転数は極力早い
方が効率低下が少いので，ＭＧＴの場合は約

ちなみに，大型ガスタービンでは，空気を加熱

10万rpmという高速回転方式を採用する。そ

する代りに蒸気発生装置（排ガスボイラ）を設

の理由は後章にて述べる。

け，その発生蒸気で蒸気タービンを駆動させる

上記のタービン入口圧力と出口圧力の比

いわゆるガスタービン／蒸気タービンコンバイ

（圧縮比）の最適値の設定は，上記入口温度

ンドサイクルが主流となっているが，それは，

と大きな関係があり，効率向上の点で最も適

蒸気タービンを設置して出力を上げる，すなわ

切な温度レベルを採用する（例えば圧縮比３

ち効率向上を狙う方が同設置による設備費は増

前後と小さい値の採用など。通常の大型ガス

加してもプラント全体として経済的にも有利で

タービンでは同圧縮比は20前後）。

あることが判明しているためである。

さらに，上記で決定された圧縮比によって，
タービン出口の排ガス温度が決まる（上述条

表1－1にＭＧＴと大型ガスタービンの主要諸
元を比較して示す(3)。

件では，同温度は600～700℃と比較的高くな
る）が，その熱を回収して燃焼用圧縮空気の

表1－1

昇温に利用する工夫を組み入れる。これを再
生熱交換器（レキュペレータ）採用による再
生サイクルという。
⑤

項

マイクロガスタービンと大型ガスタービンの特徴比較

目

構造・型式
圧縮比

さらにコンプレッサ，ガスタービン，発電

燃焼温度 (℃)

機の一体組み合わせ型など，経済性，コンパ

回転数

クト化を狙ったレイアウト面での工夫などが

軸 受
出 力

挙げられる。

(rpm)

(kW)

サイクル
熱回収形態

以上の詳細は，後述するところではあるが，
－ 3 －

マイクロガスタービン
圧縮機 ：遠心型
タービン：遠心型

大型ガスタービン
圧縮機 ：軸流型が主
タービン：軸流型が主

3～5

11～23

700～900

1100～1500

60000～120000
（発電機一体型が主）

3000～10000

空気軸受／油潤滑軸受

油潤滑軸受

20～200

≧10000

再生サイクル

コンバインドサイクル

温 水

蒸 気

(出典：大地昭生，火力原子力発電，No.523，Vol.51)(3)

(2) 全体構造

波数である50又は60サイクルに，電圧はユーザ

次に主要構成機器の特徴をふまえて全体構造

の要求に応じて100～480Ｖで供給される。

を概説する。

なお前述のとおりＭＧＴの特徴としてタービ

図1－3はＭＧＴの構成と出力回路の概念を示
したものである。

ン，圧縮機，および発電機は通常一つの軸で直
結した超高速回転を行うため，機能，性能，経

ＭＧＴの主要構成機器の特徴は，圧縮機もガ

済性面で適切な軸受構造の選定が重要であり各

スタービンもシンプルで高速運転に適した遠心

社の特徴を発揮するところともなっている。こ

式（ラジアル式）で，通常どちらも一つの翼

の点，メーカによって異なるが空気軸受，油潤

（単翼）であり，圧縮比は前にも紹介したが３

滑軸受等が採用される。

～５と低い。
熱交換器は自動車用の場合などのようにより

上述の主要な機器が外殻容器（ケーシング）

コンパクト化を狙う場合は回転蓄熱式熱交換器，

内に納められコンパクトにまとめられたのがＭ

定置式の場合などのように小型化よりも長寿命

ＧＴであるといえる。

化・高信頼性を狙う場合は固定式熱交換器が用
いられる。

(3) 特

燃焼器には低ＮＯｘ化および排ガスの清浄度

次にＭＧＴの特徴を技術面から概説する。

向上のため希薄燃焼式あるいは触媒燃焼式が用
いられる。

徴

ＭＧＴの特徴を理解するには，それぞれの構
成要素の特徴を理解することも必要であるが，

さらに発電機は，小型高速化に適している永
久磁石による発電機が用いられる。

ここではその全体像を適確に把えることを狙っ
てまずＭＧＴシステム全体としての特徴を述べ

発生した電気は超高周波（約1,000サイクル
以上）となるので電気的には整流器で一旦すべ

る。なお，個々の構成要素の特徴は後章で述べ
る。

て直流に変え，さらにインバータにより商用周

マイクロガスタービンの構成

図1－3

マイクロガスタービンの出力回路

マイクロガスタービンの構成と特徴

(出典：櫟原潤一，三菱電機におけるマイクロガスタービン・コージェネレーションの開発事例)(4-3)

－ 4 －

①

高効率である。

御を自動で行なう技術である。）

理由は既に述べたところではあるが，既存技

なお，それらの制御技術を総称してメーカに

術の延長で小型化した場合に比べ非常に高い効

よってはＤＰＣ（デジタルパワーコントロー

率が得られる。

ラ）と称する場合もある。その場合，ＤＰＣに

②

は，以上で述べた他通常「系統連系運転時の保

コンパクトである。
概要は上述したとおりであるが，一連の設備

護リレー」，「複数ユニット制御機能」など安

がコンパクトにまとめられている。例えばキャ

全運転上あるいは複数ユニット運転上必要な制

プストン社の30kW級機の例では，システム制御

御も含まれる。

装置も組込まれた全体装置として家庭用の冷蔵

特に最近のＩＴ時代の特徴を反映して上述Ｄ

庫並みのサイズ（例，巾0.7ｍ，奥行1.3ｍ，高

ＰＣにはパソコン（Windows等）で操作でき，

さ1.9ｍ）で，重量は500～650kg程度と発表さ

さらにモデムを利用してインターネット経由で

れている。これは，開発当初から業務用あるい

外部へデータを送信するとともに，外部からの

は家庭用としての受入れさらには自動車用とし

運転監視，データ通信が行なわれるようになっ

ての適用も可能なようコンパクト化が重点的に

ている。

指向されたことによるものであろう。

アメリカの業務用の例では，この機能を利用

その背景としては，大型ガスタービンの設計

して，各需要家から離れたところでＭＧＴの運

思想を離れ，自動車用におけるターボチャージ

転，メンテナンスの代行を一括して行う体制を

ャの構造あるいは航空機エンジンの補助動力装

整えているメーカ，あるいは運用専門会社もあ

置としての小型ガスタービンの設計思想が活用

るといわれる。

されたといわれる。以上は，１社の例であるが，

④

環境技術に優れる。

実際のレイアウトは各メーカの特徴が発揮され

ＭＧＴと比較される小規模発電装置としては

るところでありその規模，サイズ，重量ともさ

ガスエンジンあるいはディーゼルエンジンのよ

まざまであるがコンパクト化を狙った点は変わ

うな往復動熱機関を採用した発電装置があげら

りない。

れるが，同装置は断続燃焼であるために，ばい

③

じん，ＮＯｘ値，あるいは炭化水素化合物の発

ＩＴ技術との組合せで制御性と信頼性を高
めた技術である。

生量が一般に多くその低減対策が大きな課題と

ＭＧＴの制御技術は主に「電力変換技術」＊1
＊2

なる。一方，ＭＧＴの場合連続燃焼でありそれ

と「システム制御技術」 から成るディジタル

らの発生値が低いことが指摘されている。ただ

制御を基にした技術である。

し，エンジンの場合でも最近は脱硝技術等の対

（＊１

策を施して規制値以下のレベルには低減可能で

発電機で発生する電気は，高速回転を
行うガスタービンに直結した発電機より

ある。

得られる高周波（1,000サイクル以上）
の交流電気であるが，「電力変換技術」
とは同発生電気を最終的に業務用でも利
用できる電圧（100～400Ｖ）とサイクル
（60又は50サイクル）に変換する技術で
ある。
＊２

「システム制御技術」とは，ＭＧＴの
負荷指令に基づき起動，燃焼，負荷変化，
停止などの運転・管理に必要な操作・制
－ 5 －

２

マイクロガスタービンの開発経緯

1,500℃級，ＧＴ単機出力約20万kW，ＧＴ単機
効率40％（蒸気タービンとの組み合わせによる

2.1

出現の背景

(2)

総合発電効率50％以上）を可能とするレベルに

ガスタービン（ＧＴ）自体の出現はかなり古

至った。そのベースとして，高温度に耐える耐

く，先ず航空機用としては第２次世界大戦勃発

高温度材料の開発あるいは冷却技術の採用が技

の頃の1939年軍用機に適用されたのが最初とい

術面のみならず経済的面からも有利であること

われる。そして，その後航空機全般へ適用され，

が実証されてきたためである。図2－1に大型ガ

その性能向上，信頼性向上と相まって戦後の民

スタービンの代表例を示す。

間大型航空機のジェットエンジンとして採用さ

一方，ＧＴの自動車用への適用もかなり古く

れ，発展してきた。陸用では発電用として1940

1947～48年頃から検討されているが，はじめは

年頃，スイスで開発されたとされるが，発電用

航空機の高速イメージを自動車へ取り込むとい

への本格的採用は，上述の戦後におけるジェッ

う発想で取組まれ，当時の主要メーカがこぞっ

トエンジン採用の成功を受けたもので1970年頃

て，その開発に取組んだといわれ，特にＧＭ，

から採用され始めた。従って，発電用ＧＴは，

フォード等は1970年頃に生産の一歩手前まで進

始めから大型化（高出力），それに関連して高

んだが，オイルショックの発生などによる経済

効率化が求められることとなった。ＧＴの高出

性優先の風潮からその実用生産計画は中止され

力化に最も影響を及ぼすのがＧＴ入口の温度上

たといわれる。

昇と燃焼用空気を加圧する圧縮機の動力低減に

発電効率は，ガスエンジンあるいはディーゼ

ある。前者を可能としたのが，高温燃焼ガスに

ルエンジンはエンジン単体で約30％にも達する

耐えるガスタービン翼（鋼製）の材料開発と冷

ものもあるが，ＧＴでは熱回収を組入れた再生

却技術の進歩であり，後者を可能としたのが軸

サイクルでも高々約25％と全般的に低く，また

流コンプレッサの採用であり，それぞれ開発の

経済性においても既に技術的に確立されたガス

段階を経ながらも，今日では，同ＧＴ入口温度

エンジンには太刀打ちできなかったためである。

図2－1

ガスタービンの代表例
(出典：伊藤高根，季報エネルギー総合工学，第23巻，第３号)(2)

－ 6 －

そこで，暫らく（1970年頃から）ＭＧＴの開

れてか，やや遅れながらも欧州独自の方向性を

発方向が，ガスエンジンよりも高い効率を得る

もったＭＧＴへの取組みが行なわれた。それは，

ための方式としてＧＴの高温度化を図るセラミ

端的に述べるとＭＧＴを車載用としてではなく

ック翼の開発へと指向され，我が国においても

コージエネレーション用を第１に考えるもので，

1980年代後半より通産省のプロジェクトとして

それと同時にその分野での小規模ニーズに対応

研究開発が進められ，100～300kW級ＭＧＴにて

できるように，より小型化，より分散化を狙っ

40％に近い発電効率が実験機により達成された。

たものと思われる。

しかし，これも実用化へは結びつかなかった。
ＭＧＴの実用機採用の契機となったのはアメ

欧州における気候風土とエネルギー利用形態
の相違に基づくものであろう。

リカのカリフォルニア州における厳しい排ガス
規制の制度 ＊ といわれる。これは各メーカに対

2.2

ＭＧＴの開発状況（その１，海外）

し2003年迄に販売車の10％をゼロエミッション

以上の背景の下にＭＧＴの開発を行なってい

車とする規制であり，その実用的対応のために

る会社は現在かなりの数に上り，アメリカだけ

電気自動車と従来の燃料を用いるエンジンを搭

でも約10社のメーカが着手しているといわれる

載したハイブリッド車構想が生まれたといわれ

が(6)，ここでは，その中でも開発，実用化の点

る。

で先行しているといわれるメーカから数社をと

（＊Zero Emission Vehicle Program Regulation

りあげ紹介する。

：メーカごとに新車販売数に対して一定割合の

対象として選んだのは，アメリカからハネウ

ゼロエミッション車（ZEV）を販売することを

ェル社（Honeywell）（旧アライドシグナル），

義務付けたもの。1990年に2003年以降実施する

キャプストーン社（Capstone Turbine），ノー

として新車販売数の10％をZEVとしたが，1998

ザンリサーチエンジニアリング社（Northern

年にそのうち６％は，完全なZEVでなくとも良

Research & Engineering），およびエリオット

いとする修正案が出され，さらに2001年には更

エナジーシステム社（Elliot Enezyy）の４社，

なる修正案が出されるといわれている。）

ヨーロッパからボーマンパワーシステム社

その際，エンジンとしては，ＮＯｘ排出レベ

（Bowman Power Systems）をとりあげ紹介する。

ル等でガソリンエンジンより優れた特性を有す
る技術としてＭＧＴが見直され，同時に単独エ
ンジンの所要出力（約100kW）から再生サイク
ルの採用になどによる高効率化することにより
その半分（50kW）ですむ小出力化，さらに限ら
れたスペース内に納まるコンパクト化が求めら
れ，現在のＭＧＴの原型ができ上ったといわれ
る(2)。図2－2にハイブリッド車用のマイクロガ
スタービンの概念図を示す。
なお，その際の検討の過程において自動車の
ターボチャージャの実績あるいは航空機の補助
動力装置としての小型ガスタービンなどの成果
も参考にされたといわれる(5)。

図2－2

ただし，以上はアメリカにおける背景である

ハイブリッド車用マイクロＧＴの概念図

(出典：伊藤高根，

が，ヨーロッパでは，アメリカの動向に触発さ
－ 7 －

季報エネルギー総合工学，第23巻，第３号)(2)

2.2.1

ハネウェル社（旧アライドシグナル）

(1) 開発の歴史

お，その排ガスは，再生熱交換器を経て250℃
で排出される。コジエネとしての利用の場合は，

ハネウェル社の旧会社であるアライドシグナ

更にこの排ガスより熱回収される。

ル社は，もともと石油ガス会社のシグナル社が

これにより，回転数は60,000～80,000rpm，

航空・宇宙・自動車部品メーカ（ギャレット

発生電気は周波数1100～1200サイクルの高周波

社）を買収してできた総合的石油，運輸関係部

数として発生するが，直流に整流された後，イ

品メーカであった。同社はその後1981年に化学

ンバータにより地域の条件に応じ50または60サ

会社のアライド・コープ社と合併し，さらに

イクル，100～480Ｖの３相にて供給される。

1999年には，計測・制御機器メーカのハネウェ

②

性能面

ル社を買収し，知名度の点からハネウェル・イ

35kW級機（Alpha型）の発電効率（発電端）

ンターナショナル社となった。なおＭＧＴの事

はカタログ値で23％とされているが，テスト結

業は，その子会社のハネウェルパワーシステム

果によれば，同効率は22％，騒音（10ｍ地点）

ズ社の所掌となっている。

は65dBA，ＮＯｘ値（15％Ｏ 2 ベース）は80ppm

ハネウェル社の開発によるＭＧＴ（Parallon

以下の値が得られている(7)。

75）は，航空・宇宙部門と自動車エンジン部門
の協力で生み出されたものである。
開発の当初は，アメリカエネルギー省計画の
ハイブリッド車用として50kW機を開発し，フォ
ード車，ルノー車に搭載して試験を行っている。
定置電力用としては，同機を75kWにスケール
アップした機種を標準機として製作している。
さらに，車輌用としては，37kWにスケールダウ
ンした機種も製作し，フィールドテストを行っ
ている。
図2－3

(2) 基本的構造性能等
①

構造・系統

マイクロガスタービンの構造

(出典：大地昭生，火力原子力発電，Vol.51，No.4)(3)

ハネウェル社のＭＧＴの基本構造図および系
統図をそれぞれ図2－3および図2－4に示す。
同図に示されるように，コンプレッサ，発電
機，タービンが一軸上に配列され，タービン排
気ガス後流に同軸の延長上に再生熱交が配置さ

吸気
Engine Cone
C

発電機

インバータ
電機制御

機器の特徴としては，軸受は空気軸受，発電

熱交換器

マフラー又は
エコノマイザー

コンプレッサー

れ全体としてコンパクトな配置が指向されてい
る。

タービン
T

燃焼器

燃料系統

燃料制御

機は永久磁石発電機で，コンプレッサは単段遠
図2－4

心式で3.8気圧まで空気を加圧する。
タービンの燃焼器は，単一の燃焼器すなわち
単筒で，燃焼器出口温度915℃，タービン形式
は単段ラジアルタービンが採用されている。な
－ 8 －

ターボジェネレータ系統図
（パッケージ内装備）

(出典：高瀬謙次郎，
コージェネレーション，Vol.13，1998)(7)

これが量産型の75kW級機（Bata型）の計画値

続いて60kW機の開発を進めている。

では，発電効率は約30％，騒音は65dBA，さら

同社の開発推進における特徴の一つとして，

にＮＯｘ値は25ppm（液体燃料の場合）および

開発資金は主として民間資金（ベンチャーキャ

9ppm（ガス燃料の場合）が目論まれている (12) 。

ピタル）によっており，また開発から商品化ま

③

での期間が短いことが強調されている。

日本での導入・適用状況
同社システムは日本では，東京貿易が総代理

店になり，日立製作所，ＩＨＩがともにコージ

(2) 基本的構造・性能等

ェネシステムの１部機器供給を兼ねた販売権を

①

有している。又，再生熱交換器（レキュピレー
タ）は東洋ラジエータが供給する等の体制とな

構造・系統
同社のＭＧＴの基本的構造図および系統図を

それぞれ図2－5および図2－6に示す。

っている。
2.2.2

キャプストン社

(1) 開発の歴史
キャプストン社はアメリカにおいて1988年に
旧アライドシグナル社（現ハネウェル社）から
独立した人が創業した会社といわれる。
同社の経営陣にマイクロソフト，コンパック
等のコンピュータ関連企業の重役経験者も参加
し，現代のコンピュータのセンスと発電設備と
の融合を狙って開発を始めたとされている(7)。
当初は，自動車用から開発を行い，その後1990
年代はじめ頃から分散電源としての定置電力用
の開発に携った。

図2－5

1998年に，電力用として28kW機を商品化し，

図2－6

キャプストン製マイクロガスタービン
(出典：アクティブパワー社提供資料)(9-1)

システム構成

(出典：瀧川徹，マイクロタービンCapstone Micro Turbinesの構造と特徴，アクティブパワー社)(10)

－ 9 －

基本的システム構成であるガスタービン，コ

電力変換装置では，発電機で発生した750～

ンプレッサ，発電機と再生熱交換器からなる組

1,600Hzの交流を整流器にて直流にし，その後

合せ，および一軸形の機器配置の採用等はハネ

インバータにて直流から商用の50～60Hzの３相

ウェル社と類似した面がある。

交流に変換する。

また，部分的構造，例えば軸受に空気軸受，

システム制御は，ＭＧＴの運転，燃料流量制

発電機として永久磁石型発電機による高速回転

御，起動時の発電機の電動機駆動運転など運転

型（ただし，回転数は96,000rpm）の採用にも

に係る制御システムよりなる。

類似した面がある。

また，ＤＰＣにはパソコン用ソフト（ウイン

しかし，実際の配置と主要構成機器の構造に

ドウズ）が組込まれ，パソコンによる外部装置

おいては独自の工夫が施され，外観上も内容的

とのデータ通信ができるようになっており，こ

にもハネウエル社とは全く異なるＭＧＴとして

れにより外部とのデータのやり取りおよび運

完成している。

転・監視が可能となっている。

例えば，外観はパソコン感覚でデザインされ

④

ており一見ＯＡ機器と見まがう程であり，また

機器サイズ
以上の工夫が施されて，前述のように28kW機

レイアウトにおいては，ハネウェル社の場合は，

の場合，一般家庭におけるドアからでも簡単に

発電機をはさんでコンプレッサとタービンが配

搬入できるように高さ1.8ｍ，幅0.7ｍ，奥行

置されているが，キャプストン社の場合は，発

1.3ｍ，容積約400リットルと家庭用大型冷蔵庫

電機の片方側にコンプレッサとタービンが近接

の大きさレベルまでコンパクトにまとめられて

して配置されている。また，燃焼器構造はアニ

いる。また，前面から空気を取り入れ，背面で

ュラー型といわれる環状式の燃焼器が数本配備

燃料や電気系に接続される。

され，また再生熱交換器の構造もボリュート型

⑤

といわれる円柱状熱交換器が採用されるなどと
多くの点で相違している。

日本での導入・適用状況
同社のシステムは，日本では「三菱商事－三

菱電機」，「住友商事－明電舎」，「伊藤忠－

なお，タービン本体，燃料システム，電気変

アクティブパワー」，「タクマ」の４グループ

換システム等に見られるように，各々は装脱着

が国内販売代理権を有し，それぞれの得意分野

が比較的容易な構造（パッケージ）となってお

において販売活動を展開している。

り，キュービクルといわれるレイアウト構造に
よる配置のコンパクト化と同時に保守を容易に

2.2.3

行える工夫が施されている。

(1) 開発の歴史

②

性能面

(12)

ノーザンリサーチエンジニアリング社

ノーザンリサーチエンジニアリング社（ＮＲ

28kW機の発電効率（発電端，ＬＨＶ）は，カ

ＥＣ）は，1956年に創立されたアメリカの会社

タログ値で26％とされているが，日本でのテス

で，本来ターボ機械を対象とした技術コンサル

ト結果によればほぼ同等の値が確認されている。

タントであったが，1974年にインガーソルラン

また，部分負荷特性も定格（100％）から1/4負

ド社（Ingersoll-Rand）の100％子会社となり

荷までの試験を支障なく制御できることも確認

今日に到っている。

されている。
③

ＭＧＴの開発に関しては，1987年にＧＲＩ

電気・制御系統

（ Gas Research Institute ） お よ び Ｓ Ｃ Ｇ

キャプストン社の電気・制御系統は，ＤＰＣ

（Southern California Gas）という，いわば

（Digital Power Controller）と称して，電力

ガス協会あるいはガス会社の援助を得てその技

変換とシステム制御の２つの機能を持っている。

術開発を始めた。
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1998年の試作機の試験にはじまり，その後研

ッサ部と発電機部分との軸を別とするいわゆる

究開発を続け，現在はパワーワークス（Power

「２軸方式」となっている点がこれまでに紹介

Works）の商品名で75kWの商用機を販売開始し

した方式と大きく異なる。

ている。

２軸とは，空気を圧縮するガスタービンと発
電機を駆動するガスタービン（パワータービ

(2) 基本的構造・性能等

ン）に対応して（駆動する機器の特性および利

①

用するガス特性に応じて）最も適したガスター

構造・系統
基本的構造図および系統図をそれぞれ図2－7

および図2－8に示す。

ビンの条件を選んだもので，前者のガスタービ
ン は 75,000rpm ， 後 者 の パ ワ ー タ ー ビ ン は

基本的システム構成は，タービン／コンプレ

図2－7

40,000rpmの回転数となっている。最終的には

ＮＲＥＣ社のＭＧＴ構造

(出典：大地昭夫，海外に於けるマイクロガスタービンの開発動向)(11-1)

図2－8

ＮＲＥＣ社のＭＧＴフロー例
(出典：大地昭夫，海外に於けるマイクロガスタービンの開発動向)(11-1)
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発電機は既存技術である回転数3,600rpmの誘導

リーズの名称の下に製作・販売されることとな

発電機に接続させるためパワータービンと発電

ったものである。

機の間に減速ギアを介して減速する。
本方式の場合，空気圧縮機の圧力は３～５気
圧，燃焼器の温度は800～900℃で圧縮機駆動タ

(2) 基本的構造・性能等
①

構造・系統

ービンに入り，同タービンとパワータービンの

構造図を図2－9に示す。またその原理図を図

２個所で動力を回収し，パワータービン出口

2－10に示す。同図に示されるようにタービン，

650℃，さらに再生熱交換器出口で250℃迄熱回

圧縮機，発電機は一軸に配列される。なお，同

収されて排出される。

システムでは，潤滑に油潤滑軸受を用いる関係

このような２軸で，タービンが２段階で仕事

もあり，配置上油ポンプ電動機および油ポンプ

することもあり，熱効率は70kW機で33％（ＬＨ

が必要でタービン軸に並列に配列される。しか

Ｖ基準）とこのクラスでは最高級の値を得る。

しながら，上述のタービン等の主要機器および

また，減速機を介して誘導発電機で発電して

再生熱交換器の配置は工夫が施されて全体とし

いることもあり各機器は既存技術の組合せで，

てコンパクト化が計られている。

軸受も油潤滑を採用するなど，信頼性重視のシ
ステムとなっている。
また，発電機の代りに冷凍機駆動圧縮機にも
接続できるなどコ－ジエネレーションへの適用
も狙った多目的使用が可能といわれる。
③

日本での導入・適用状況
現在までのところ日本で同方式の販売実施代

理権を取得しているところはない模様である。
2.2.4

エリオットエナジーシステム社

図2－9

エリオットエナジーシステム社のＭＧＴ概念図

(1) 開発の歴史

(出典：荏原製作所提供資料)(9-2)

エリオット社は1904年にアメリカペンシルバ
ニア州で創業された小型ターボ機の老舗であっ

そのためもあってかガスタービンの回転数は

た。エリオット社は，その傘下（エリオット社

116,000rpmと非常に高速でありその軸受として

の１事業）にエリオットエナジーシステムズを

発電機側には前述のとおり油潤滑軸受が，ガス

1996年に設立し，マイクロガスタービンの開発，

タービン側にはセラミックボールベアリングが

製造を行う専門会社として発足させた。一方，

採用されている(3)。
発電機は，（４極）永久磁石発電機で固定子

日本の荏原製作所はエリオット社から1968年に
石油・ガス市場向けのターボ機械の技術を導入

冷却として油冷却方式が採用されている。

していたが，その後，両社の協力関係が深まり

適用先としては，発電専用（Mono-gene）と

2000年に荏原は同エリオット社を100％子会社

コージエネ用（Co-gene）の２用途が考えられ

化した。

ており，それぞれの用途ごとに機器構成の標準

その結果，エリオットエナジーシステムが有

化を行っている。
例えば，発電専用の場合，60kW機（ＴＡ60），

していたマイクロガスタービンも荏原の傘下で
開発・製造が行われることとなり，荏原／エリ

80kW機（ＴＡ80）および200kW機（ＴＡ200）の

オットグループがすすめるＭＧＴとしてＴＡシ

標準製品を備えるべく準備がすすめられている。
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図2－10

エリオットエナジーシステム社ＭＧＴの原理図
(出典：荏原製作所提供資料)(9-2)

なお，商品化予定時期は，ＴＡ60／80の場合
は，2001年４～８月，ＴＡ200の場合は2002年

2.2.5

(1) 開発の概要
ボーマンパワー社（Bowman Power Systems）

度と目論まれている。
②

ボーマンパワー社(11-1)

は，1994年にイギリスで設立された高速発電機

主要性能
熱効率は発電専用で27～30％，コージェネ用

およびインバータに独自技術を有するベンチャ

で 70 ～ 75 ％ ， Ｎ Ｏ ｘ は 30 ～ 50ppm （ 灯 油 ， 軽

ー企業である。ＭＧＴに関しては，前述のアメ

油），15～25ppm（天然ガス），騒音は機側１

リカのエリオットエナジーシステムよりエンジ

ｍにて65dBAと計画されている。

ンの中核技術を購入して，それに再生熱交換器

③

と温水発生器を組入れてコージェネレーション

機器サイズ
ＴＡ60の場合，本体の概略寸法は，幅0.45ｍ，

用としてシステム化したものである。電気とと

奥行0.6ｍであり，システム全体（Mono-geneの

もに熱併給，特に最大90℃の温水供給を可能と

場合）では，幅0.8ｍ，奥行２ｍ，高さ1.8ｍと

したところに特徴を有している。同社はこのシ

まとめられている。また重さは約１tonである。

ステムをマイクロコージェネレーション

④

（Micro ＣＨＰ(Combined Heat and Power)）

日本での導入・普及状況
上述のとおり同システムは荏原製作所の

として販売開始している。製品開発に際しては，

100％子会社であるエリオットエナジーシステ

当初45kW機から始まり，50～60kW機の試作段階

ム社の開発によるものであり，荏原グループ

を経て，主力機種として80kWに絞って製作・販

（EBARA GROUP）であるエリオットのマイクロ

売の展開を考えているといわれている。

ガスタービンとして販売活動がすすめられてい
る。
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(2) 基本的構造・性能等
①

コンパクト化指向，高効率化指向，実用性指

構造・系統

向，コ－ジエネ指向など各社各様の狙いと特徴

外観図を図2－11に示す。

の下に技術開発が進められていることが伺える。
従って，ユーザが選択する場合は，どの特徴
をどのように評価するか，即ちそれぞれの異な
るニーズとその重要度にいかに答えうるかを各
形式ごとに適確に評価・整理して決定すること
が重要であると考えられる。
2.3

ＭＧＴの開発状況（その２，国内）

(1) 国内メーカの動向
国内では，メーカとしての動きに２つの方向
が見られる。
その１つは，海外と同様早期実用化を重視し
て基本的には金属翼を採用し，自動車の過給機
（ターボチャージャ）など自動車エンジンある
いは陸用ガスタービン等の技術経験を基として
図2－11

ボーマンパワー社のＭＧＴ概念図

開発を行うもの，他の１つは，高効率化特性を
重視してセラミック翼採用を基本として，陸用

(出典：大地昭夫，
海外に於けるマイクロガスタービンの開発動向)

ガスタービン，あるいは車輌用・事業用ディー

(11-1)

ゼルエンジンの技術経験等を基として長期的な
上述したように発電部分は基本的にエリオッ

視点で開発を行う方向である。

ト社と同じである。すなわち，ガスタービンは

前者のメーカには，トヨタＴ＆Ｓ，日産自動

ラジアル式，圧縮比は約４，油潤滑による従来

車，川崎重工業，最近では三菱重工業が取組み

型軸受け（ジャーナル軸受け）で主要機器配列

をはじめた。それらのメーカが現在開発中の状

は１軸配列となっている。さらに同社の特長と

況の一部は，前述表2－1に海外メーカの状況に

して特に再生熱交換器，温水ボイラを標準的に

合わせて紹介した。同表にも示されているよう

装備している。なお，再生熱交換器出口の排ガ

に効率は現状では20％以下で低いが，これは主

ス温度は250℃であるためその後流に設置され

に未だ再生熱交換器を組み入れていないことが

る温水ボイラにおいては90℃の温水を得ること

大きな理由と考えられる。なお実現性に関して

ができる。

は，95年より市販に入ったものもあり実用化の

②

時期は全般的に早いと見られる。なお，更なる

日本での導入・普及状況
同技術の日本使用での適合性および販売のた

性能向上を狙って「高効率マイクロガスタービ

めに平成13年２月に，ボーマンジャパン(株)が

ン発電システムの技術開発」として，国家プロ

設立されている。

ジェクトによる取組みを検討中である。
後者のメーカには，石川島播磨重工業，川崎

2.2.6

その他

重工業，ヤンマーディーゼルがあげられる。上

以上が代表的メーカの開発状況であるが，世
界における各社の開発概要を同一指標にて整理

項と同様にその開発状況を同一指標で整理され
たものを表2－2に示す。

したものを表2－1に示す。
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表2－1

メーカー名

Capstone

Honeywell

マイクロガスタービンの登場

NREC

Bowman

Turbec

トヨタタービン
アンドシステム

日産自動車

Elliott（荏原）

システムの呼称

Model 330

parallon 75

Power Works

TG50CG

T100

TG051

Dynajet 2.6x

TA45, TA60, TA80

タービン形式

1軸再生式GT

1軸再生式GT

2軸再生式GT

1軸再生式GT

1軸再生式GT

1軸単純解放式GT

1軸再生式GT

1軸再生式GT

定格発電出力

28kw

75kw

70kw

50kw

100kw

50kw

2.6kw

45, 60, 80kw

発電効率（再生器on）

26％（LHV）

28.5％（LHV）

33％（LHV）

22.5％（LHV）

8～10％

25～30％

発電効率（再生器off）

30%

13.5％（LHV）

総合効率

60～80％

88%（HHV)

69～82％

13.1%（LHV）
80%

排ガス温度

270℃

250℃

200℃

300℃、 615℃

245℃

650℃

250℃

260～280℃

タービン回転数

96,000ｒｐｍ

65,000ｒｐｍ

60,000ｒｐｍ

99,750ｒｐｍ

90,000ｒｐｍ

80,000ｒｐｍ

100,000ｒｐｍ

110,000～68,000ｒｐｍ

タービン入口温度

840℃

930℃

870℃

850℃

930℃

690℃

640～690℃

2.8

4.0

転がり軸受

油潤滑

タービン出口温度

650℃

950℃
680℃

圧縮機圧力比

3.2

3.7

3.3

4.3

4.5

軸

空気軸受

空気軸受

油潤滑

油潤滑

油潤滑

燃料種別

天然ガス、灯油、
プロパン

天然ガス、灯油、
軽油

天然ガス、プロパン、
ディーゼル燃料

天然ガス、灯油

天然ガス
（メタノール）

A重油、灯油、
都市ガス13A

灯油、軽油

天然ガス、プロパン、
灯油

燃料消費率

9.3Nｍ3/ｈ

22.2Nｍ3/ｈ,

18.4Nｍ3/ｈ,

17.3Nｍ3/ｈ,

29Nｍ3/ｈ,

38l/ｈ, 41l/ｈ,

4.5l/ｈ

15.6～23.1Nm3/ｈ

（13A天然ガス換算）

26.8l/ｈ,25.7l/ｈ

（13A天然ガス換算）

（13A天然ガス換算）

489ｋｇ（含ガスコン）

1,540ｋｇ
（含ガスコン他）

1,360ｋｇ

1,100ｋｇ

2,000ｋｇ

120ｋｇ

62ｋｇ

900～1,500ｋｇ

3
パッケージ寸法（mm ）

714×1，345×1,899

2，334×1，219
×2,163

890×1，420×2,260

804×2，129×2,342

650（W）×1,200（H)
×950（L）

～500×400×800

782×424×440

1，800×900×1,900

騒

65ｄB＠10ｍ
9ｐｐｍｖ

75ｄB＠1ｍ
25ｐｐｍｖ（15％O2）

70ｄB＠1ｍ
15ｐｐｍｖ

85ｄB＠1ｍ

55ｄB＠7ｍ

9ｐｐｍｖ

65ｄB＠1ｍ
15～25ｐｐｍ

25ｐｐｍｖ

50ｐｐｍｖ（15％O2）

15ｐｐｍｖ

重

受

量

音

NOｘ
CO
寿

65ｄB＠10ｍ
25ｐｐｍｖ（保証値）
9ｐｐｍｖ（オプション）

9ｐｐｍｖ
命

40,000ｈｒｓ.

40,000ｈｒｓ.

電気出力

400-480V, 50/60Hｚ
（三相交流）

120-208V, etc.
50/60Hz（三相交流）

発電器形式

永久磁石式

永久磁石式

80,000ｈｒｓ.

誘導発電機

4.6

33Nm3/h

（13A天然ガス換算）

60,000ｈｒｓ.

54,000ｈｒｓ（TBO＊1）

400-480V,
50/60Hz（三相交流）

400V, 50Hz
（三相交流）

100V, 50/60Hz

400 / 440 / 480V,
50/60Hz

永久磁石式

永久磁石式同期型

永久磁石式同期型

永久磁石式

（出展：(株)三菱総合研究所より提供）
(出典：金田武司，マイクロガスタービンの国内外の開発状況と今後の市場展望)(4-2)
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表2－2

CGT301
出力(kW)
型式

３

セラミックタービンのプロジェクト
CGT302

CGT303

300

300

300

CGS用
１軸再生式

CGS用
２軸再生式

可搬式発電用
２軸再生式

タービン本体 セラミック･金属 セラミックー体
燃料

3.1

都市ガス

都市ガス

CGS・灯油

56000

64000

55000

ＴＩＴ

1350℃

1396℃

熱効率(％)

34.7

42.1

主メーカー

石川島播磨重工業

川崎重工業

ＭＧＴの一般的機器構成

ＭＧＴの一般的機器構成としては，既に各社

セラミックー体

回転数(ppm)

ＭＧＴの一般的機器構成と
主要部の構造

の開発状況でも再三紹介されたところではある
が，各メーカとも共通的な要素技術として，コ
ンプレッサ，燃焼器，ガスタービン翼で構成さ

特記事項

ヤンマーディーゼル
平成７年度で終了

れる「ガスタービン本体部分」，「再生熱交換
器」，「軸受」，および「発電機と電気・制御

(出典：中川良治，PETROTECH，第23巻，第４号)(1)

技術」の４部分からなる。
ここでは，それらの主要要素技術毎の技術概

同表にも示されるようにタービン入口温度
（ＴＩＴ）は1,300℃を越え，熱効率は30％を

要を原理，特徴，課題等についてとりまとめ紹
介する。

越えるように高い。ただし，実用化時期に関し
ては，一部研究を終了しているところもあるが，

3.2

主要要素技術の概要

全般的にその時期は不明である。

(1) ガスタービン本体部分
原理と特徴の項でも若干触れたところではあ
るが，ＭＧＴの場合，まず，タービン翼は大型

(2) 海外メーカの代理店
それぞれの海外メーカの紹介の中で既に触れ

機のような冷却構造がとれないために無冷却の

たところではあるが，日本企業との代理店契約

金属翼材料で耐え得る燃焼温度が採用される。

等の提携関係を整理すると次表の通りである。

同温度は950℃以下（一般に約900℃）であり，
材料は耐高温金属材料が用いられる。同温度レ

表2－3
海外メーカー

ベルで最高効率を得るための圧縮比としては３

海外メーカとの提携関係

～４となるので，タービンおよび空気圧縮機と

日 本 企 業 の 関 係
代 理 店

も通常１段の遠心式が採用される。それらをコ

メーカー （技術提携等）
日立製作所

ンパクトに収める点，遠心式1段翼の採用，主

：サービス＆コージェネレーション
（含、吸収冷凍機供給）
ハネウェル

東京貿易

I H I

要機器を１軸に収める要領などにおいて，自動
車用の設計思想が反映されている。
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場合もある(7)。
図3－1はその例を示したものである(7)。

ボーマンジャパン
日本ターベック，クボタ

(出典：エネルギー総合工学研究所調べ)

－ 16 －

なお，同排ガス温度は250℃あるので，更に
後流に熱交換器をおいて温水（例えば90℃）を
得ることも可能である。
図3－3はその場合のフローを示したものであ
る。

図3－1

ガスタービン本体

（第２世代ターボジェネレーター）

図3－3

(出典：高瀬謙次郎，

マイクロガスタービンシステム構成例
（コージェネの場合）

コージェネレーション，Vol.13，1998)(7)

(出典：土屋利明，火力原子力発電，No.532，Vol.52)(12)

(2) 再生熱交換器
単翼式遠心式によるガスタービン出口ガスの

同図の最初の熱交換器が再生熱交換器と呼ば

温度は，例えば入口温度900℃級で圧縮比４の

れるものである。その型式は自動車用において

場合，600℃前後となるので，そのまま排出す

は，よりコンパクト化を狙って，回転式（回転

るのはエネルギー損失が大きいので，効率向上

蓄熱式とも呼ばれ，１分間に20回転程度の回転

のためには何らかの回収方法が必要である。そ

を行うディスク）が用いられる場合が多く，定

こで用いられるのが，熱交換器であり，同高温

置用は性能，信頼性が重視され固定式（角形又

の排ガスをコンプレッサ出口の空気（一般に約

は円筒型）でその伝熱面型式はフィン付鋼板型

200℃）と熱交換を行い，空気は約500℃に加温

（プレートフィン型）が多く採用されている。

され燃焼器へ，排ガスは250℃前後まで冷却さ

また，後段の熱交換器は，一般に温水製造に
用いられることもありコ－ジエネ用排熱回収装

れて放出される。
図3－2はその系統を温度分布とともに示した

置用熱交換器と称される。その型式は，フィン
付きの鋼管型熱交換器の採用が多いと見られて

ものである。

図3－2

マイクロガスタービンの系統と温度分布例
(出典：土屋利明，火力原子力発電，No.532，Vol.52)(12)
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いる。

後の超高速となるので，それに見合って発電機
も極力簡素化しながら同時に耐久性・信頼性の

(3) 発電機と電気・制御系統

高いものが要求された。この要求から，一般に

ＭＧＴにおけるコンパクト化と経済性向上に

ＭＧＴでは，発電機（特にロータ）は永久磁石

寄与した技術の一つが発電機と電気・制御技術

式同期発電機の採用が多い。誘導電動機（巻線

系の開発といわれる。

型）に比べ当然のことながら軽量およびコンパ

従来，一般の発電機では，周波数に応じた特

クト化が達成できるためである。

定の回転数（例えば，日本では周波数50サイク

なお，２軸の場合のように発電機部分のみを

ルでは3,000rpm，60サイクルでは3,600rpmの２

駆動するガスタービンの場合は，回転数をやや

種類）が選定されている。

低く抑えて（ＮＲＥＣの場合40,000rpm）発電

これが，長い間の標準的発電機として定着し

機は減速器を介して接続する場合があるが，そ

てきた。さらに，ガスタービン，蒸気タービン

の場合は誘導発電機が用いられる場合もある。

等駆動機の規模が小さくなると（例えば300kW

次に，上記の高速回転から発生した周波数は

以下），駆動機の特性上効率低下が著しくなる

一般に1,000サイクルと高いが，これは，整流

ので，駆動機は例えば10,000rpm等の高速で廻

器で一旦直流に変換され（ＡＤ変換），さらに

し，減速機を介して発電機自体は3,000または

インバータにより50または60サイクルの交流に

3,600rpmとして使う方法が採用されてきた。

変換され（ＤＡ変換）て利用あるいは系統へ組

発電機の回転数自体を上げると発電機自体も

入れられる。

小型化はできるが周波数増大及び変動をもたら
すので，制御系統の複雑さ，信頼性との兼ねあ

なお，これを可能にしたのがデジタル制御と
パワートランジスタの発展である。

いもあって発電機は従来の回転数のままとされ
てきたようである。

ただし，現在までのところ，パワートランジ
スタによるＡＣ／ＤＣ変換は，技術的な面から

しかしＭＧＴの場合はまずコンパクト化と性

も200～300kWが限界といわれている。

能向上が優先的に追求され，減速機をとり止め

なお，これらの連系装置には保護リレー機能

て駆動機に直結高速回転する方向が選択された

が付設され，起動・停止・変動等においても周

と考えられる。

波数，また，電流などにおいて異常が防止され

小規模サイズで高効率化を達成するとしても

るような仕組みになっていることは当然である。

マイクロガスタービンの回転数は約10万rpm前

図3－4

図3－4は，同系統例を示したものである。

マイクロガスタービンの電気制御系の系統
(出典：大地昭夫，海外に於けるマイクロガスタービンの開発動向)(11-1)
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(4) 軸受（空気軸受）

図3－5は，同空気軸受の概念を示したものであ

高速回転を行うＭＧＴ実用化上の鍵を握った

る。

要素的技術の代表として軸受構造がある。
まずその種類としては，空気軸受と油潤滑軸
受の２つがあり，前者はハネウェル社とキャプ
ストン社が採用し，後者はそれ以外のメーカが
採用している。
従って，ＭＧＴといえば空気軸受けを採用し
たものと理解しがちであるが，実際には採用メ
ーカの数からいえば油潤滑軸受を採用している
会社が多い。
油潤滑軸受は既存の技術として知られている
ので，ここでは新技術として注目されている空
気軸受について，その原理・特徴等について説
明する。

図3－5

回転部（ロータ）が静止軸受の上で回転する

フォイル空気軸受

(出典：高瀬謙次郎

場合，一般にその接触により摩擦が起りその熱

コージェネレーション，Vol.13，1998)(7)

による焼付等の問題が起こるためその対策とし
て潤滑剤注入で対処する潤滑方式，あるいは材

これによると起動・停止時等のみロータとフ

料選定で対処する無潤滑方式のいずれかが採用

ォイルは接触するが通常運転時は，無接触であ

されているが，いずれも基本は固体接触である。

るためＭＧＴのような高速回転でも耐久性・信

これに対し，空気軸受というのはロータと軸受

頼性は高いといわれている(7)。
また，潤滑油方式の場合，潤滑油系統の装備

の間で発生する空気の圧力（分布）を利用して，
ロータが軸受で中空に浮いた形で回転する軸受

が必要であるが，この場合省略できるので装置

をいう。空中に物体が浮く現象はホーバクラフ

のコンパクト化，系統の簡素化，さらに定期的

ト等で見られるように空気圧の強いものを吹き

な油補給等のメンテナンスの不要なことなどの

つけるか，あるいは機構的に空気圧が強くなる

メリットがあげられている。
本技術は旧アライドシグナル社が特許を持ち，

部分ができるようにすればよい。
空気軸受というのは，フォイルというくさび
状の金属板（一定形状をした飛行機の翼状のよ

航空機用他に既に累計15,000台の生産実績を持
っているといわれている(8)。

うな金属板）を，軸受の内面にそって例えば将

なお，空気軸受自体の基本特許はすでに有効

棋倒しの駒のようにならべたもので，ロータの

期限が切れているが，今回ＭＧＴ用に適用した

回転数が低い時はロータはフォイルに乗って

ところが新技術であると考えられる。

（部分的に固体接触して）いるが，回転数が上
ってロータ廻りの空気の流れ（乱れ）が強くな
ると，フォイルを押し倒すと同時にその空隙で
生じる空気の強い圧力で軸自身が中空に浮くと
いう原理である。
この原理は，ジャーナル軸受（荷重用）とス
ラスト軸受（軸端用）の両方とも用いられる。
－ 19 －

４

ＭＧＴの性能

に小さいので，ガスタービンの羽根には大型ガ
スタービン等で用いられるような空気等による

ここではＭＧＴの性能に関する主要な特性が

冷却構造は，技術的，経済的にも取り難く無冷

どのようになっておりその理由は何かを探りな

却構造をベースとする。その場合の翼の材料と

がらＭＧＴの出力，効率などを含む全体的な性

しては，金属材又はセラミック材があげられる

能の特徴を把えることとしたい。

が，セラミック材は金属材をはるかに凌駕する
耐高温強度を有しているものの，実用性が充分

(1) ＭＧＴの性能に関する基本的事項

検証されてないため，以下金属材を対象として

まずＭＧＴの基本型式を図4－1に示す。

説明を行う。

図中ＭＧＴの場合は，既に前述したようにガ
スタービンの後流に再生熱交換器を設置した

金属材である限りその高温耐熱性は950℃前
後が最高とされる。

「再生サイクル」となるが，比較の意味でガス

従って，ＭＧＴの性能を論ずる場合，同温度

タービンのみの「単純サイクル」と航空機エン

レベルで最も効率が高くなるガスタービン型式

ジンで用いる「ターボジェットサイクル」の概

とシステム構成を考える必要がある。

略系統も示す。
「再生サイクル」の場合は１軸方式と２軸方

(2) ＧＴの一般的特性と再生ガスタービンの採用

式があるが，実は，ＭＧＴの場合後述のように

ＭＧＴの性能といってもここでは，主に発電

温度レベルが900℃前後であり，同温度レベル

効率を対象として考えることにする。ＭＧＴの

で高効率化を達成するためには再生サイクルが

場合，大型ガスタービンの構造をそのままスケ

不可避であることから，次項以降の説明の都合

ールダウンしてもその効率は非常に小さな値と

上本サイクルを中心として紹介する。また，前

なり経済的な視点からも利用に耐えるレベルと

にも述べたが，ＭＧＴは数10kW級と規模が非常

ならないことは前述したとおりである。

図4－1

ガスタービンの形式
(出典：藤川泰雄，携帯用ガスタービン発電機の開発と応用)(11-2)
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ガスタービンは，その特性として，発電効率
は，規模（出力），ガスタービン入口温度およ

になると逆に発電効率は低下する。すなわち発
電効率の最大値を与える圧力比が存在する。

び圧力（ほぼ圧縮比に相当）に大きな影響を受
けることが知られている。

次に，ガスタービン単純サイクルとガスター
ビン再生サイクルとの比較であるが，同図に示
されるように全体的に再生サイクルとすること

（注，より詳細の表現をすると，発電効率は規

により効率は上る傾向を示す。

模，タービン本体効率，コンプレッサ効率，

しかし，その影響度合に関しては，圧力比が

圧縮比，出入口温度，および作動流体の比

低い場合の方が大きいことが判る。即ち，ＭＧ

熱比等に支配されるということができ

Ｔのように圧力比が３～５と低い場合は再生ガ

る。）

スタービンとすることが効率向上の点から不可
欠であることがこの点からも伺える。

それらの指標を基に効率が計算された試算例
を図4－2に示す。

さて，上述の図においてはガスタービン入口
温度を約900℃とすると（温度比τ＝1,173／
288≒４）では，最大効率を与える圧力比は約
３であることが示される。
（注，圧力比の影響に関する補足説明
圧力比の影響を別の視点から説明すると
圧力比が小さいということは，ガスタービ
ン自体での膨張度合も小さく，従ってガス
タービン出口ガス温度も比較的高くなると
いえる。）
従って，同ガス中には未だかなりのエネルギ

図4－2

再生ガスタービンサイクルの理論熱効率

ーが存在するので，それを再生熱交換器を介し

（ここで，τ＝温度比＝燃焼器出口温度／

て燃焼用空気側でエネルギーを回収することが，
効率向上を図る上で不可避であるということも

コンプレッサ入口温度(k)）
(出典：斎藤孝基他，エネルギー変換)

(13)

できる。一方，航空機用ジェットエンジンのよ
うに高い圧力比（30～40）で，かつ温度レベル

同図は，タービン本体効率85％，コンプレッ

も高い（一般に1,000℃以上）場合は，ガスタ

サ効率85％と設定し，単純ガスタービン（破

ービン自体での膨張度合が大きく，出口ガス温

線）および再生ガスタービン（実線）における

度もかなり低くなることが示されている。

発電効率をガスタービン温度比（図中τ＝ガス

図4－3は，航空用ガスタービンとＭＧＴとを

タービン入口温度／大気温度（ｋ））をパラメ

想定した圧力温度分布をガスタービンの基本サ

ータとして圧力比（＝ガスタービン入口圧力／

イクルといわれるブレイトンサイクル（可逆断

大気圧力）を変化（横軸）させて計算したもの

熱圧縮，等圧加熱，可逆断熱膨張，等圧冷却）

である。

の行程の中で模式的に示したものである。

全体的にガスタービン温度比の上昇とともに
発電効率は上昇するが，圧力比を上昇させると
発電効率は最初は上昇するものの，ある値以上
－ 21 －

なお，表4－1に，ＭＧＴ（自動車）用と航空
機用ＧＴの構造上の特徴を示す。
(3) ガスタービンの構造との関係
以上にて，ＭＧＴの場合ガスタービン入口温
度を約900℃，さらに圧縮比を約４前後に設定
することの必要性を説明したが，このような仕
様に対処するガスタービンおよびコンプレッサ
は，ともにその羽根形状は遠心式（ラジアル
形）の採用が多い。
ラジアル形は，半経方向の流れを主体とし，
１段で消化されるエネルギーは軸流タービンよ
図4－3

ブレイトンサイクルの温度

り大きくとれる。さらにクリアランスによる損

－エントロピー線図

失も軸流より小さい等もあり小型の場合に適し
ている形式である。

(出典：藤川泰雄，
携帯用ガスタービン発電機の開発と応用)

なお，ラジアル形の場合，圧縮段数を多段と

(11-2)

すると構造が複雑となること，および上に述べ
同図に示されるようにＭＧＴサイクルではガ

た理由により自動車等での実績も考慮して高速

スタービン出口温度（図中４）が，コンプレッ

回転による無冷却単翼が標準的形式として採用

サ出口空気温度（図中２）よりかなり高いレベ

されている。

ルにあり，その加温に充分用いることが可能で
あることが可視的に示されている。

(4) 高速回転数の影響

一方，航空機用では，同出口ガス温度（図中

ＭＧＴの回転数は10万rpm前後の高速回転と

９）はコンプレッサ出口空気温度（図中７）よ

しているが，その狙いはＭＧＴの小型化と高効

り低く，その位置に熱交換器をおくことは理論

率化にある。

的にもできないことがわかる。

表4－1

ところで，ＭＧＴの場合高速回転にするとな

自動車及び航空機用ガスタービンの構造比較

(出典：藤川泰雄，携帯用ガスタービン発電機の開発と応用)(11-2)
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５

ぜ効率が上昇するかをここで述べたい。

ＭＧＴの用途および経済性

先ず回転機械の特性として，ガスの持つ熱エ
ネルギーを回転エネルギーに変換するためには，

(1) ＭＧＴの用途

ガスの速度と羽根が廻る時の速度（ロータ周速

現在開発中のＭＧＴの出力は，小規模とはい

度）の比率をある適正範囲に収めることが必要

え最小でも20kWあり（注，それ以下の小規模も

とされる。

あるが一般に試験用で効率は低い），さらに最

従って，小形化即ち規模の小規模化とともに

大となると300kW級も考えられている。
従って，その規模となると我が国での１家庭

羽根を通るガスの流量も少くなるが，回転数一
定で羽根の高さが一定ならガス流速は極端に低

用としての適用は大きすぎて困難であろう。
ＭＧＴの適用分野としては次の４つの分野が

下する。ガスの流速を一定に抑えるとすると羽

考えられている(7)。

根の長さ（翼長）は極端に短くなる。
翼長が短くなると，流路上下面の摩擦影響が

①

分散電源として；
店舗（コンビニエンスストアなど），ホテル，

大きくなる，あるいは翼先端からの漏れの比率
が増加する等の理由から効率が急速に低下する。

ビル，病院，工場等の自家発電である。その場

さて，そのような効率低下を防ぐ方法の有効

合，現在想定されている規模と用途の関係は次

な方法が，効率の悪い短い羽根をさけて羽根の

のとおりである(3)。

長さを長くする構造であるが，単純に長くする

・ 40kWクラス以下：コンビニエンスストアあ
るいは数個単位の住宅

と羽根を通る流速が下がるので適正流速（正確
には適正なガス流速とロータ周速度の比率）に

・ 80kWクラス

：レストラン，小規模スー
パーマーケット

維持できるようにタービンの回転数を上げると
いう考えによる。この考えは遠心式タービンお

・200kWクラス

よび軸流タービンともに共通である。

②

：中規模ホテル，病院

予備電源，可搬用電源として；
停電対策，災害発生時の発電，博覧会・見本

ただし，ＭＧＴで，なぜ10万rpm前後の値が
採用されるようになったかは，同回転数に耐え

市などの暫定的発電

る軸受構造，高速回転向けの発電機（例えば，

③

離島，電力網未整備地用電源として；
離島，山小屋，過疎地等電力網未整備地での

永久磁石型）さらに高周波数電力を直流に変換
する交直変換器等主要構成技術の実用性および

発電

経済性を総合的に配慮してメーカ独自に決定さ

④

コ－ジエネレーションとして；
熱需要と電力需要がともにのぞめる場所にお

れたものと考える。

いては発電専用より熱電併給即ちコージエネレ
ーションシステムが経済的にも有利となる場合
がある。
また，エネルギー利用効率面からいえば，発
電の場合ほとんど30％以下であるが，コージェ
ネとすることによって総合熱効率を60～80％に
も高めることができ，省エネルギーあるいは
CO2 削減の面からも優れた方式であるといえる。
コージェネレーションの適用例を図5-1に示す。
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図5－1

空調吸収冷温水機応用システムの例
(出典：高瀬謙次郎，コージェネレーション，Vol.13，1998)(7)

の例を示したものである。

(2) ＭＧＴの経済性

一方，運転費は燃料費と部品交換等の維持費

1990年頃より欧米を中心として開発されてき
たＭＧＴは，1990年代後半に欧米における固定

に別れるが，燃料費が大半を占める。

分散型電源として実用機が採用され始め，2000
表5－1

年頃から本格的販売が期待されるようになって

マイクロＧＴ発電設備の目標コスト

きた。2000年時点のＭＧＴ販売は全メーカ，全
代理店の取扱量として欧米で既に数万台にのぼ
るといわれる(1)。さて，その場合の経済性であ
るが設備費（設備単価）では各社が発表してい
る カ タ ロ グ 値 は 400 ～ 600 ＄ /kW （ 44,000 ～
66,000円/kW）とメーカおよび規模により異な
る。これは，量産の場合の目標値であり現実に
は未だこれよりかなり高目（同数値の約２倍）
と見られている(2)。表5－1は，ハネウェル，エ

(出典：伊藤高根，

リオット，キャプストン社における同目標価格
－ 24 －

季報エネルギー総合工学，第23巻，第３号)(2)

これに対する発電コストであるが，設備単価，

び取り扱いの難易等も考慮して決定する必

燃料単価をバロメータとして試算された結果を

要がある。）

図5－2に紹介する。

このことから，ＭＧＴの経済性向上のために
は，第１に安い燃料費の選択，第２に発電効率
の向上（あるいは高い発電効率を持った機種選
定），そして第３に設備費低減対策（あるいは
安価な設備費を持った機種選定）が重要なこと
がわかる。なお，部品交換等の運転維持費に関
しては，未だ充分な実績が得られてない面があ
るが，各社とも発電コストベースで約10円／
kWh以下を目標としているようであるが，現実
のところはこの値の達成はかなり厳しいものが
ある様子である。

図5－2

マイクロガスタービンの発電原価

なお，上記の発電原価の場合コージエネレー

(出典：大地昭生，火力原子力発電，No.523，Vol.51)(3)

ションシステムにすることにより同原価が低減
することが知られている。一つの試算結果とし

同試算は，送電端効率（ＬＨＶベース）30％，

てアメリカＥＰＲＩが行った試算結果を図5－3

設備利用率70％，固定経費率20％という条件下

に示す。特に燃料コストが日本と異なる条件下

で，燃料単価２～８円/Mcal,設備単価50～150

ではあるが，１つの参考として見ることができ

千円/kWと変化させている。

よう。例えば，同図によれば全発電の場合に比

１例では燃料単価２円/Mcal，設備単価100千
円/kWの場合約10円/kWhの値が得られている。

べ，50％コージエネにすると約２割減，100％
コジエネにすると約４割減となっている。

これによると燃料単価の影響が建設費の影響よ
り大きいことが伺える。
（注１，例えば同図から建設単価10万円/kWと
一定として，燃料単価が２円/Mcalから３
円/Mcalと1.5倍になれば，発電原価は10円
/kWhから約13円/kWhと約1.3倍となるのに
比し，燃料費２円/Mcalと一定として，建
設費が10万円/kWから15万円と1.5倍になっ
ても発電原価は10円/kWhから約12円/kWhと
約1.2倍とその影響は小さい。）
（注２，燃料単価に大きな影響を受けるという
ことは燃料種別の選択が重要で，特に同一
指標での評価が必要であろう。例えば，灯

図5－3

マイクロガスタービンの経済性

(出典：大地昭生，海外に於けるマイクロガス

油を１l 30円，都市ガスが１Nm3 60円とす
るとMcalベースでは，それぞれ約３円およ
び約６円となるので，その場合は灯油が経
済性面では有利となる。ただし，実際の採
用においては灯油とガスの価格の動向およ
－ 25 －

タービンの開発動向，エヌ・ティー・エス)(11-2)

６

ＭＧＴに対する国，業界，消費者側
の取組み

なお，アメリカにおいては，ＭＧＴのみの需
要を2003～2004年の２年間で，分散電源，コー
ジエネ用に年産５万台，さらに可搬電源等に同

(1) 全

数量の市場が見込まれるとする発表もある(7)。

般

国内代理店およびメーカの動向，特にその基
本 的 取 組 の 経 緯 ， 姿 勢 等 に つ い て 既 に 「 2.3

(2) ＭＧＴの評価試験の取組状況
前項で述べたように最近電力会社およびガス

ＭＧＴの開発状況（その２，国内）」の項で述

会社における取組みが活発となってきているが，

べた。
さて，本技術に対する国内の用途に関しては，

ここではその中から各種性能・特性の技術評価

まず電力会社関係としては分散電源，離島用電

を中心とした取組状況を紹介する。

源等が候補としての妥当性見極めの視点から，

①

東京電力(株)は，同社技術開発センター

それぞれの目的および使用条件を満足している

（横浜市鶴見区）にてキャプストン社製28kW

かどうかを見る適合性評価試験が行なわれてい

ＭＧＴを平成11年９月６日から試運転を開始

る段階と判断される。

し途中経過（平成12年12月18日までの延べ
4,487時間）時点における試験結果の概要を

ガス会社関係では，将来の電力自由化の進展

発表している(12)。

と合わせて想定される分散電源，小規模コージ

それによれば，起動・停止性能，定格性能，

エネプラントの需要に対して本技術をどう展開
するかという視点からの評価・選択の検討が行

連続運転性能とも一部若干カタログ値より低

われている様子である。

目の項目もあったが，全体的に目標値を満足
していることが確認されている。

しかし，いずれにせよ，そのベースとなるの
は同技術が実用に耐える技術的・経済的裏付け

なお，環境性の中で騒音レベルはカタログ

が必要であり，そのためにも現在実施中（既に

値より若干高目の値が実測され，実際適用の

終了したところもある）の評価試験の意義は大

場合は周囲の環境条件にもよるが，国内で事

きい。

業化するには国内設置に応じた仕様変更の必
要の可能性が指摘されている(7)。また，同社

図6－1に日本における分散電源の潜在市場を

の場合，キャプストン社製は基本性能をほぼ

示す。

満足していると評価し，今後は，ハネウェル
社製75kW機の評価試験や，燃料多様化対処性
能評価および長期耐久性評価試験を行う予定
であることが発表されている(13)。
②

関西電力(株)は，同社大阪発電所に天然ガ
スを燃料としてキャプストン社の28kWＭＧＴ
を平成11年12月より試験を開始して，耐久性，
系統連系特性，環境特性等につき評価試験を
実施している。また，次段階ではボーマンパ
ワー社のＭＧＴ（55kW）で熱と電気を自由に
取出せるコージェネ方式の特性を評価する目

図6－1

的で平成12年夏頃より試験を実施していると

日本における分散型電源の潜在市場

いわれる。（関西電力ホームページより）

(3)

(出典：大地昭生，火力原子力発電，No.523，Vol.51)

③
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ガス会社の事例としては，東京ガス㈱が大

７

阪ガス(株)東邦ガス(株)および(株)トヨタタ

ＭＧＴの課題と展望

ービンシステムと共同で，コージエネレーシ
ョンシステム適用を目指して，国産最小容量

7.1

課

題

ＭＧＴの課題としては，次の諸点があげられ

機とされる290kWＭＧＴについて試験を行な

ている。

った。
2000年５月までに，東邦ガス(株)研究所内
で3,000時間の耐久性試験を行い，2000年末

(1) 効率面

には販売できるよう準備が進められた。更に

ＭＧＴの効率は再生熱交換器の採用などによ

その後50kW機による試験も予定されている

り工夫が行なわれ，発電効率は高い場合で30％

（東京ガスホームページ他より）。

レベル（ＬＨＶ，送電端基準）まで改善されて
いる。
これは，従来型の小規模ガスタービンに比べ

(3) ＭＧＴによるオンサイト・エネルギー事業

たら高い値であるが，事業用火力とは比較にな

への取組状況
一方，前述のいわば技術面を中心とした評

らぬとしても，高カロリー燃料を使用する他の

価・検討と併行してＭＧＴを利用してオンサイ

発電方式と比べても未だ低い。前述の経済性の

トでエネルギー事業として取組む展開も見られ

ところでも述べたように燃料代が発電コストの

る。

かなりの割合を占めることもあって燃料費低減

その代表的事例が，マイエナジー(株)の取組
みである。マイエナジー(株)（東京電力，東京

に結びつく高効率化は今後とも重要な課題であ
る。

ガス，日石三菱，三菱商事，関電工，高田工業

さて，前にも述べたところではあるが高効率

所による協力出資を得て平成12年3月に設立さ

化の方策としては，３つの方策があげられる。

れた会社）は，東京電力(株)，東京ガス(株)の

第１番目はガスタービンが基本となっているこ

３社間でＭＧＴを利用したオンサイト・エネル

ともありガスタービン燃焼器出口温度の上昇で，

ギー事業に係る業務提携を結びＭＧＴに関し積

第２番目がコージェネレーションとしての適用，

極的な取り組みを行うことを発表している（平

そして最後が新システムの採用である。

成12年11月東京電力ホームページ）。その狙い

第１番目のガスタービン燃焼器出口温度の上

は，ＭＧＴの普及促進を通して，エンドユーザ

昇は，現在の金属翼で無冷却方式を採用する限

のニーズにあわせたエネルギーサービス事業の

りは現行温度レベル（約950℃）を越えられな

拡大に向け，技術面，営業面を中心として３社

いが，セラミック翼が採用できれば1,300℃級

がその特徴を生かし協力していくことにあると

も可能である。ただし，現在のセラミック翼は，

されている。具体的には，横浜市のファミリー

靭性，耐久性が充分でなく，また価格の面でも

レストラン向けに，キャプストン社のＭＧＴ本

劣っているので，その点の開発，改良が待たれ

体，東京電力㈱開発の排熱回収給湯システム，

る(3)。図7－1はＭＧＴの燃焼器出口温度と発電

三菱電機(株)開発の防音パッケージを採用した

効率（送電端）の関係を示したものである。

コ－ジエネレーションシステムを設置し，燃料

第２番目のコージェネレーションの適用は，

は都市ガスを用いて，2000年10月から約１年か

技術的というより経済性との関係で決定される

けて経済性効果，環境特性などが確認されるこ

要因が強いが，我が国の場合特に冷房需要への

とになっている。

対応の要求が強く，この方面での技術開発が望
まれる。
第３番目は新システムの採用に関するもので
－ 27 －

あるが，その高効率システム候補として燃料電

(2) 環境面

池との組合せが提案されている。

ＮＯｘに関しては，天然ガス焚きの低ＮＯｘ

その場合は，ＭＧＴの燃焼器の代わりに高温

燃焼器は開発中とはいえ，ほぼ目標値（10ppm

下で反応する燃料電池である固体酸化物形燃料

以下）は達成できるまでになったと見られてい

電池（ＳＯＦＣ）が最も有望であると考えれ，

る。

同システムを組み入れて，その高温排ガスでＧ

今後は，天然ガスと灯油等の液体燃料との混

Ｔを駆動するといういわゆるハイブリッド発電

焼あるいは液体燃料専燃時の低ＮＯｘ化が求め

システムである。

られる。

これによれば，発電効率は60％も可能といわ

騒音に関しては，一般的傾向としてメーカの

れる。図7－2は，その考え方の概念を示したも

標準的パッケージのままでは，カタログ（機側

のである。現在，米国で200kW級のＳＯＦＣ－

より１ｍにて65ｄBA）より高めに出ている実験

ＭＧＴハイブリッドシステムの試験が行われて

データもあるが，対策を施すことにより同目標

いる。

値の達成は問題ないと見られている。しかし設
置場所によってはさらに騒音の低レベル化が要
求される場合があるので，その場合はさらに何
等かの対策が必要であろう。いずれにしても最
終的には経済性との見合いの中で決定されるこ
とになろう。
(3) 耐久性，メンテナンス性
耐久性に関しては，メーカの機種によっても
異なるが長期間（例えば10年以上）の耐久性を
期待するとなるとそれを充分に検証したものは
ないと思われる。

図7－1

マイクロガスタービンの熱効率

しかし，ここ数年間の運転実績から経年変化
(3)

(出典：大地昭生，火力原子力発電，No.523，Vol.51)

あるいは耐久性を類推することは可能であり，
少くとも現在商品化されているものはその見通
しが得られたものであると考えられる。
メンテナンスに関しては，ＭＧＴの基本型式
採用に際し部品点数の削減がはかられメンテナ
ンス性は改良されているといわれるが，特に高
温部品，消耗品などの取替を要する部品に関し
ては一層の耐久性向上，長寿命化が求められる。
(4) 設備費
これは，普及・促進の鍵を握っている点でも
あり，今後とも一層のコスト低減が求められる。
なお，本体のみでなく，系統連系に関連して必

図7－2

ＳＯＦＣとのハイブリッドＭＧＴ

要とされる設備類の低コスト化，あるいは法体

(出典：大地昭生，火力原子力発電，No.523，Vol.51)(3)

系の見直しにも関連するであろうがその簡素化

－ 28 －

も今後の検討課題であろう。例えば，高調波フ

れたら現行の規制を改定し，簡素化することが

ィルター，一般的な保護リレー系は各メーカと

必要と考えられる。

も一応の標準装備がなされているが，そのまま

③

安価な吸収式冷凍機の開発が必要

では日本の系統連系ガイドラインに合致できず

ス－パー，事務所ビル，デパートなどの冷房

新たな設備の追加・対策が必要なもの，あるい

需要が多い適用先においては，エネルギー利用

は単独運転のための保護装置の設置などの検討

効率を高め，経済性向上を図る目的で，ＭＧＴ

が求められるであろう。いずれにしても最終的

と吸収式冷凍機の組み合わせによる冷房技術の

には経済性を余り損なわないでどこまで課題に

採用が望まれる。そのためには，小型で安価な

答えられるかが採否の決め手になると考えられ

吸収式冷凍機の開発が必要である。

る(3)。

④

集合住宅向け電力，ガス契約制度の創設が
必要

(5) 規制・基準面

集合住宅などにＭＧＴによるコージェネシス

当初この種ＭＧＴ設置（10kW以上のガスター

テムを普及させるためには，電力契約，ガス契

ビン）の場合は，ボイラ・タービン主任技術者

約において，一戸毎の契約ではなく，集合住宅

の専任が法律(電気事業法)で義務付けられてい

の全家庭との一括契約が前提とされる。

たが，複数台のＭＧＴを同専任者がいる場所で

従って，その点を可能とする電力契約（自家発

遠隔監視することにより各個のＭＧＴにおいて

補給契約など）の創設やガス契約の創設の検討

は必要としない方向で同法律が改正された

(14-2)

。

が必要と考えられている。

また，その他の技術的準拠基準においても現
行では発電用火力設備技術基準が適用されるこ

(7) その他課題

とになるが，ＭＧＴ採用がより容易となるよう
(3)

同基準の緩和措置が検討されている 。

効率面の課題の補足的課題として部分負荷効
率の低下防止があげられる。
定速回転数を採用した一軸ガスタービンの場

（15）

合には，負荷の大小に余り関係なく常に一定の

上記と一部重複する点もあるが，ＭＧＴの普

動力が圧縮機で消費されるため，ガスタービン

(6) 普及に向けた課題

及に向けた点から整理された課題が報告されて

の効率は部分負荷で急速に低下する。

いるのでその概要を紹介する。
①

発停操作，負荷変動が少なく一定して高負荷

小規模の開発が必要

で運転する場合はあまり問題にはならないが，

集合住宅，事務所ビル，小売業，ホテル，レ

そうでない場合はその対策が必要である。

ストランなどでは，一般に50kW級では大きすぎ

同対策案の一つとして圧縮機を変速にするこ

るのでさらに小規模の設備が望まれる。そのよ

とが有効であることの理由から，インバータを

うな場所の潜在需要はかなり大きいという見方

使った周波数調整策が考えられる。なお，二軸

もある。

ガスタービンは，部分負荷で効率低下が少ない

②

ので，その点を評価する向きもある。

系統連系費用の軽減が必要
現状の高圧配電線に対する系統連系費用（装

置，工事費含む）は，ＭＧＴ設置者もちとされ
ているが，これは規模に関係なくかなりの費用
となっている（一説では約600万円にも上る場
合もあるといわれる）。この点，技術的な安全
面の検討が前提になろうが，問題ないと判断さ
－ 29 －

7.2

展

望

はのぞめないので省エネルギー性という視点か

ＭＧＴは，経済性では今後量産効果を含めて

らは問題が残るといえよう。

さらに一層の設備費低減がはかられる必要があ

本書は，その目的上超小形とはいえガスター

るものの，技術的には（長期耐久性確認など多

ビンを基本としており，従ってその性能および

少課題は残っているものの）極めて実用性に優

経済性の限界から発電出力は約20kW以上が対象

れた発電技術であると考えられる。

となるという理解で展開してきた。

その用途は，アメリカでは分散電源としての

最近，ガスタービンの代りにガスエンジンを

発電主体，欧州特にイギリスではＣＨＰ

使い更なる小規模出力（例えば１～10kW級）を

（Combined Heat & Power）と称される電気と

可能とする方式がマイクロガスエンジン（ＭＧ

熱の併給，即ちコージエネとしての適用に対す

Ｅ）として開発されてきている。これは，エン

るマーケットが期待されている。

ジン（例えば，ディーゼルエンジン等の往復動

日本の場合は，５章でも述べたように分散電

式エンジン）の特性上小形化しても効率低下が

源，可搬用電源，離島用電源，あるいはコージ

ガスタービン程顕著でなく，またコージェネと

ェネレーション用としての需要が期待されるが，

して利用することにより小規模でも総合熱効率

基本的には規模の面から１家庭用としての適用

あるいは経済性で成立し得るという見解で，開

は困難であろう。また期待される適用先におい

発或いは普及・促進がはかられているものであ

ても，まず経済性重視の視点から従来方法との

る。

比較を行い経済性においてメリットありとされ

確かにＭＧＥはＭＧＴの小規模分野の適用を

ることが前提となると思われる。なお，コージ

補うものであろうが，特にＮＯｘ，ばいじんの

ェネレーションとしての適用は日本では寒冷地

排出等の環境特性，騒音・振動，コンパクト化

域は限られており暖房のみの蒸気，温水供給を

等ＭＧＴを凌駕し得ない部分があることも充分

付けてメリットありとなるところは少ないと思

認識されるべきものと思われる。

われる。ましてや，吸収式冷凍機を設置すると
なると業務用でも小規模需要家はその設備費に
耐え切れないであろう。従って単独で導入する
可能性は薄いようである。
なお燃料は当然のことながらより価格が安く
取り扱いに便利なものが選定されよう。その視
点から灯油または都市ガスを用いることで導入
が進むものと考えられる。
一方，ファミリーレストラン等の熱需要の多
い小規模需要家においては，コージェネレーシ
ョンとしての適用が重要視されよう。また，燃
料は灯油，都市ガスだけでなくＡ，Ｂ重油，生
ごみのメタン発酵ガス等選択肢が広がっていく
ものと考えられる。
顧客のニーズにより発電専用とするか，コー
ジエネ用とするかは，個々の条件で異なってく
るものと考えられる。ただし，多少くどいよう
であるが発電専用とする場合，あまり高効率化
－ 30 －

あ と が き

われる。さてこれらが全て満足され，前述した
検討課題が全て解決された場合，ＭＧＴは爆発

近年マイクロガスタービン(ＭＧＴ)は，燃料

的に導入・普及が進むのであろうか。やはり，

電池とりわけ固体高分子形燃料電池(ＰＥＦＣ)

その動向には良きライバルであるＰＥＦＣが関

との組み合わせで格好の話題を提供している感

係するのではなかろうか。ＰＥＦＣが狙う自動

があり，そのテーマになればシンポジウム，講

車用，家庭用としての適用が非常に遅れて，一

演会は大盛況であり，また技術誌等においても

方ではＭＧＴが実用機としての充分な運転実績

特集号，目玉記事として扱われるなど注目を浴

を得，さらに量産効果と成熟機種並みにコスト

びている。

面での低減が図れた場合には，自動車用，家庭

冒頭のべたようにＭＧＴは，ここ10年以内に

用にも開発の目標が向けられ，ある程度の領

開発着手から実用化レベルまで進んだ比較的最

域は，ＰＥＦＣが狙うところと重複することに

近の技術であるが，基本的には大型ガスタービ

もなると考えられる。ただし，その場合でも，

ンあるいは自動車用技術の基礎があり，これに

ＰＥＦＣと比較しての原理的・基本的な特性に

近年のパソコンに代表される小型コンピュータ

よる相違，特に発電効率が低い，煤塵，ＮＯｘ，

の発達，パワートランジスタの発達等があって

ＳＯｘの発生が多いという環境特性の限界は依

花開いたものと見られる。なおその背景には，

然として存在するわけであるが。

開発企業が超小型化したら売れるという読みと

そのような特別の状況を想定できない場合で

開発戦略に基づき，その経営資源を短期的・集

も，ＭＧＴの普及・促進は第５章で延べたよう

中的に投入した結果であると推定できる。

な適用先において，特に小規模のコージェネが

さて，日本では現在試験確認中あるいは試行

期待される場所，系統の及ばない遠隔地，非常

的な導入の段階にあるが，今後その導入・普及

用電源などの適用先においては従来技術を技術

はどのように展開するのであろうか。基本的に

面と経済性においても凌駕する可能性を秘めて

は，第５章の用途および経済性の項でも述べた

いるのでその面からも進展が期待される。
ＭＧＴとＰＥＦＣは当然原理面からも全く相

ところではあるが，ＭＧＴ導入・普及の鍵は，
安い燃料費の選択，発電効率・総合効率の向上，

違した技術であるが，上述のように適用面に関

そして設備費の低減の３項目が重要であること

し非常に類似した面も有す。要はこれらの長

を指摘した。燃料費の選択に際しては，より安

所・短所を踏まえながらそれぞれの技術を適用

価な燃料種類の選択は当然のこととして，例え

していくことが肝要であると考える。いずれに

ば天然ガスのみで見た場合，大容量発電用の燃

してもＭＧＴの特長は優れたものがあり，その

料（ＬＮＧ）単価と分散電源用として都市ガス

利用の方向性は定まっているといえる。本書が

を使う場合の燃料単価の開きが大きいため，分

その技術の概要を把握される際のご参考になる

散電源のメリットが出にくくなっていることを

ことを願ってやまない。
最後に本書執筆に際しては，多くの図書，文

指摘する向きもある。総合効率の向上は，コー
ジェネシステムとして適用することであろうが，

献から図表類を利用させて頂いたが，同利用を

これも既存のシステムよりメリットあるものと

快諾いただいた執筆者，メーカ，団体，あるい

するためには冷房を可能とする低廉な吸収式冷

は出版社の関係各位に心からの感謝を申し上げ

凍機の開発が待たれるようである。最後の設備

る。特に東海大学伊藤高根教授，(株)アクティ

の低減に関しては，生産コストの関係からある

ブパワー瀧川徹氏，(株)三菱総合研究所金田武

規模の生産量（数）が必要とされよう。そのた

司氏，東洋ラジエータ(株)高瀬謙次郎氏には執

めにはより多くの受注が先決となろうが，コス

筆上の助言，資料提供等の協力を頂いた。ここ

トが高くては受注は伸びないであろうし，ここ

に深甚なる謝意を表す。

にメーカあるいは代理店のジレンマがあると思
－ 31 －
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