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概 要 
作成日 平成 20 年 4月 

平成 18 年 12 月 12 日変更 

平成 17 年 2月 7日作成 

制度・施策（プログ

ラム）名 
省エネルギー技術開発プログラム  

事業(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)名 超高効率天然ガスエンジン・コンバインドシステム技術開発 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ番号 P05035 

担当推進部/担当者 省エネルギー技術開発部 主研 岡崎志朗、主査 志保治和 山野拓美 

０．事業の概要 

近年、ガスコージェネはその利用が進んでおり、従来の自家用中心から比較的大規模な地

域電気・熱供給事業まで進みつつある。しかしながら、一方では需要家の電気・熱の需要と

コージェネシステムの発電・熱回収率が必ずしも一致しておらず、発電出力が大きく高効率

なコージェネを望む需要家からの声が大きくなっている。 

本研究開発では、標準的な都市ガスを燃料とし、燃焼方式として全体としては超希薄予混合

しながら、成層化燃焼する方式等を採用し、8MW 級ガスエンジンへの展開が可能な出力 2.8MW

で且つ即市場投入可能な 6MW 級のガスエンジン開発を行い、さらに、 適な高出力コンバイ

ンドシステムの開発を行う。 

Ⅰ．事業の位置付

け・必要性につ

いて 

 本技術開発は民生部門の省エネルギーに資する技術開発であり、長期エネルギー需給見通

しにおける省エネルギー効果量の実現に貢献できる技術である。しかし、その開発リスクが

高く、多額の開発費と時間を必要とすることから、NEDO として民間における技術開発を積極

的に支援する必要がある。 

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

事業の目標 
8MW 級エンジンに換算して発電効率 48％（低位発熱量）以上、NOX排出濃度 320ppm（O2=0％換

算）以下の達成を目標とする。 

主な実施事項 Ｈ17fy Ｈ18fy Ｈ19fy   

システム設計 

要素試験 

実証機設計・製作・試験 

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｼｽﾃﾑの開発 

事業の計画内容 

成果とりまとめ 

会計・勘定 Ｈ17fy Ｈ18fy Ｈ19fy  総額 

一般会計      

特別会計 

（電多・高度化・石油の別） 125.0 
 326.2 

 293.0 
 82.0  

 533.2 

 500.0 

開発予算 

（会計・勘定別に

事業費の実績額

を記載） 

（単位：百万円） 
総予算額  125.0 

 326.2 

 293.0 
 82.0  

 533.2 

 500.0 

経産省担当原課 資源エネルギー庁ガス市場整備課 

プロジェクトリーダー (社)日本ガス協会技術開発部長 藤井 貴氏→田村 逸朗氏開発体制 

委託先（＊委託先が管理法人

の場合は参加企業数も記載） 

(社)日本ガス協会 

三菱重工業株式会社 

 

 

情勢変化への対応 

ハイブリッド過給機について、当初 100kW 級に相当する実証機の出力として 2.8MW 級を計

画。その後、ハイブリッド過給機大型化研究開発が進み、250KW 級が H18 年度後半には試用

できる見通しとなり、これに対応する 6MW 級の実証設備に変更することにした。（H18 年度加

速にて対応。加速予算：16 百万円） 

効果として、現在事業展開している 6MW 級の効率改善型 MACH ガスエンジンを早期に市場導入

できる。また、 開発目標である 8MW 級に出力が近づくことにより、目標の発電効率 48%の達

成に向けた性能検証リスクが低減できる。 
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(1)超高効率ガスエンジンの開発 

① 新燃焼方式による効率向上技術の開発→ノッキングを回避するための新燃焼方式（混

合気濃度分布制御＋排気再循環）を確立した。また、これを実現する燃料供給方式の

実用化開発を行った。 

② エンジンコンパクト化技術開発→従来のガスエンジン構造や設計の考え方を見直し、

効率向上に伴う筒内圧力上昇などに対して信頼性を確保した仕様に改良した。 

③ 適燃焼制御技術の開発→①で抽出した適性仕様を単気筒試験で確認し、6MW 級実証

機で発電効率を実証した。また、②の成果は６ＭＷ級実証機の設計製作に反映し、①

の開発技術とともに効率向上を目指した。 

(2)ガスエンジンコンバインドシステムの開発 

① 二流体サイクルによる筒内燃焼技術の開発→本邦初となる超臨界の熱水のガスエンジ

ン気筒内への噴射弁を新規開発し、単気筒試験にて効果を確認した。 

② ハイブリッドターボコンパウンド技術の開発→発電機を直結したハイブリッド過給機

を設置し、排気エネルギーの一部を用いて発電し、エンジン本体の発電分とあわせて

高効率化に取り組んだ。また、①の二流体サイクルの効果と比較した結果はほぼ同等

であったが、早期実用化の観点から、②の方式を実証試験用として選択した。 

③ システム実証→実証機に②のハイブリッドターボコンパウンド技術を適用し、６ＭＷ

級実証機を用いて発電効率を実証した。 

 

投稿論文 「査読付き」４件 

Ⅲ．研究開発成果に

ついて 

特  許 「出願済」８件、（うち国際出願０件） 

Ⅳ．実用化、事業化の

見通しについて 

三菱重工業（株）金沢工場内にテストプラントを建設し、Ｈ２０年度半ばから運転を開始

し、約一年間の実証運転試験を行う。実プラント条件下の耐ノッキング性、始動性、制御性

の確認を行い、運転終了後の各部品の状況から信頼性の確認、メンテナンス間隔の把握を実

施する。８ＭＷ機の開発については、本実証運転試験が完了し信頼性が確認できた時点で、

市場動向などを勘案して判断する。また、現行ガスエンジンに適用できる技術については順

次展開していく。 

 

 

事前評価 １６年度実施  総合科学技術会議実施 Ａランク 

１８年度末 自主中間評価実施 Ａランク 

（総合評価 日本ガス協会：３．０、三菱重工：２．７５） 

 

Ⅴ．評価に関する事

項 中間評価以降 

２０年度 事後評価実施予定 

作成時期 １７年２月 作成 

１８年３月 委託先決定・加速により改訂 

 

Ⅵ．基本計画に関す

る事項 

 
変更履歴 

１８年７月 プロジェクトリーダー交替により改訂 
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「超高効率天然ガスエンジン・コンバインドシステム技術開発」 
全体の研究開発実施体制 
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「超高効率天然ガスエンジン・コンバインドシステム技術開発」 

（事後評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
我が国は早急な地球温暖化防止対策が求められており、天然ガス利用の分散型エ

ネルギーシステムの構築が急務である。天然ガスエンジンによるコージェネレーシ

ョンシステムにおいて、需要側からは熱電比のより小さいシステムが望まれており、

天然ガスエンジンにコンバインドシステムを組み合わせたシステムによってこれま

でにない高い発電効率が得られればそのようなニーズに沿うことができ、潜在需要

を掘り起こすことに役立つ。従って、より小さい熱電比のコージェネレーションシ

ステムを構築するために、超高効率天然ガス・コンバインドシステムの開発はその

要であり、NEDO 主導で技術開発を推進するのは妥当である。また、二流体サイクル

等といった非常に新規性の高い技術への取り組みとともに、従来からの技術や知見

を高度化し、合理的な判断による最適化を行って、8MW 級での世界最高レベルを目

指したのも妥当である。設定した目標発電効率を達成し、その成果は大型発電設備

と匹敵するものであり、妥当である。本事業成果は研究発表、論文発表を通して多

数公開されていることから、これが刺激となって開発競争促進、ひいては市場拡大

に期待できる。 

発電効率の目標は達成したものの、革新的な二流体サイクル技術の開発になお時

間が必要なことでその採用を見送ったこと、6MW 級の実証試験結果から 8MW 級の性

能を、合理的な根拠はあるものの外挿することで検証するといった点で、事業目的

を真に達成したとは言いがたい。また、今回導入した種々の効率改善技術がそれぞ

れどの程度貢献したかについて、効率向上のメカニズムの解明が充分でない面があ

り不明瞭な点がある。技術的観点から系統的に整理することが望ましい。なお、想

定するニーズの把握が十分と言えず、実用化にむけた計画も明確とは言えない点も

あった。実用化に向け、経済的・社会的な観点からも検討することが望ましい。加

えて、得られた成果の汎用性を高めるためには、得られた成果の使われ方について

の情報公開が必要であり、その様な意識を持って研究開発が遂行されるのが望まし

かった。 

 
２）今後に対する提言 
我が国の省エネや地球温暖化防止の観点から、本技術の普及が遅れている民生分
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野への早期適用が求められている。そのためには、信頼性の向上やメンテナンスの

軽減化など実用化への課題は山積している。早期に検証されることを期待する。 

また、二流体サイクルは噴射弁の耐久性と更なる排熱回収技術の向上になお開発

期間が必要であり、現状では対費用効果が明確に出来ないことからも実用化を断念

しているが、燃料費高騰といった社会情勢から鑑みると今後も性能や機能の向上に

向けて熾烈な技術開発競争は続くと考えられ、将来の差別化技術として期待できる

ことからも、今後も何らかの取り組みが為されることが望ましい。加えて、本事業

で開発された技術や手法は、8MW 級のみならず、他のガスエンジンにも応用が可能

である。我が国全体の技術のレベルアップに使われることが望ましい。 

 
２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 
地球温暖化防止対策やエネルギーセキュリティの観点から、コージェネレーショ

ンシステムによるエネルギーの高効率利用は非常に重要である。民生部門は熱電比

が小さいことから、産業分野に対して普及が遅れている。従って、非常に高い発電

効率を実現する民生用天然ガスエンジン・コージェネシステム開発を省エネルギー

技術開発プログラムの下、取り組んだことは妥当と言える。また、大型発電設備に

匹敵する発電効率を得るためには、二流体サイクル等非常に新規性の高い挑戦的シ

ステムを検討する必要があり、民間だけで積極的に行うには限界がある。積極的に

NEDO が関与することによって、開発が加速されると考えられる。加えて、先導的シ

ステムの実証は短期間で国内企業の競争力強化に繋がることが期待できるとともに

広く民間に競争を促す効果も期待できる。本技術が普及した場合に、多大なる省エ

ネルギー効果と二酸化炭素削減効果が期待でき、投じた予算との比較において十分

な効果が得られると考える。 

本事業は大規模民生用としての位置づけであるが、8MW 級のシステムが我が国の

都市部でどの程度の需要があるかについて明確とは言えない。8MW 級の普及だけで

なく、開発した技術を活用して 6MW、4MW といったより低容量のクラスにおいても効

率向上が図られ、その結果得られる省エネルギー効果も含めて試算を行うべきであ

った。なお、一部の開発項目は市場原理ないしは技術競争の中で、各社が進めるべ

きものと考えられる。加えて、得られた技術・ノウハウが担当した企業に属するこ

とから、関連業界が広く利用できるとは考えにくい。公的資金による開発成果の汎

用性を高めるには、成果の使われ方についての更なる熟慮が必要である。 

 
２）研究開発マネジメントについて 
8MW 級で発電効率 48%（コンバインド化で 50%）という目標は定量的でかつ大型発

電設備に匹敵し、挑戦的であり、世界トップレベルである。二流体サイクルといっ

た新しい取り組みや層状給気や EGR による燃焼改善、ハイブリッドターボコンパウ
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ンドの適用といった目標達成に必要な要素技術が取り上げられており、それを裏付

ける燃焼基礎解析の実施やそれらの研究開発フローにおける関係、順序は概ね適切

である。また、基礎研究、解析技術の経験と実績のある実施者と設計・製作に十分

な技術能力と事業化能力のある実施者による構成で取り組んだことは適切で、かつ

両者の分担と連携が十分に行われる体制となっている。事業年限内での実現の観点

から、開発の進捗やそれまでの研究開発結果が検討され、二流体サイクルの採用見

送りは残念であるが、大規模ターボコンパウンドの採用や当初計画（2.8MW 試作機

関）を変更して、6MW 級ガスエンジンを実際に開発し性能評価を行った点は、開発

目標に近いことから、より早く実用化に近づけられる点で評価できる。 

しかしながら基本計画において、8MW 級の開発を目標とした明確な理由がない。ま

た、8MW 級を実現する際のシリンダー数が明示されていない等、機関諸元の設定が

充分でない。ある意味、検討や実証方法が事業実施前に十分行われていないと言え

る。そうであれば、ある出力範囲での大型ガスエンジンの開発の方がより汎用性お

よび実用化に近いのではないかと考える。加えて、予算ならびに時間の都合があり

限界があるが、本事業の実施に際して対象とした技術開発は、多方面からの検討結

果ではなく、やり易いものを対象とした感があり残念であった。 

 
３）研究開発成果について 
ガスエンジンとコンバインドシステムとして、多岐に渡る要素技術を検討し、短

期間の研究開発で目標値を上回る成果を挙げたことは高く評価できる。また、得ら

れた成果はこのクラスで世界最高水準であり、省エネ技術や二酸化炭素削減技術と

して先進技術であると言えると共に、早期に実用機を市場投入出来れば、普及の遅

れている民生用コージェネレーション分野の市場拡大が期待でき、意義あるもので

ある。特許出願は適切に行われているとともに、研究開発の各段階で得られた知見

は国内外の学会ならびにシンポジウムにおいての発表や、新聞への掲載など、成果

の普及は適切に行われている。 

しかしながら、6MW 級の実証試験結果から 8MW 級に換算した結果で目標達成できた

ものであり、その換算根拠の信頼性はかなりあると考えられるものの、真に達成し

たとは言いがたい。また、多岐に渡る要素技術の物理現象が十分に解明されたとは

言いがたく、各々の要素技術が効率向上へどの程度貢献しているかが明確とは言え

ない。開発した技術が、特定の出力・型式のエンジン、あるいはコージェネレーシ

ョンシステムに特化したものでなく、これを広く活用できるものとするため、より

汎用性を持たせる工夫をすべきである。知財の関係もあるが、可能な範囲で開示す

ることは、本技術分野の開発競争の活性のために望ましい。 

 
４）実用化、事業化の見通しについて 

目標発電出力に近い出力を持つ実証機で研究開発が行われたこともあって、実用



8 

化への見通しは明るい。全ての要素技術ではないが、実用化にあたっての信頼性お

よび運用条件に関わる課題ならびに検証項目が適切に設定され、実施者による 6MW

級での実証試験が計画されていることから、成果の実用化可能性は高いと考える。

もし課題が解決するならば、多気筒化により開発目標である 8MW 級の実現はさほど

技術的な困難はないと考えられ、開発目標の実用化も可能と考える。 

競争力を考慮して、一部の要素技術は今後の実証試験で検証しないことになって

いるが、世界情勢、我が国の動向、市場ニーズや開発動向などを考慮すると的確と

言えない面がある。成果の技術評価、経済性評価を明確にし、成果を導入するに当

たっての条件と課題を整理することを期待する。 

なお、近年、燃料価格の上昇などの社会状況を鑑みると、更なる高効率化およびコ

ストダウンが要求されてくると予想する。今後の実証試験で採用されない要素技術

に対する期待が高まることも予想されるので、本事業で取り組んだ全ての要素技術

の更なる高度化に取り組まれることが望ましい。また、本事業は我が国の大規模民

生用への適用を想定しているが、中小地方都市のコンパクトシティ構想や産業分野、

新興国における地域冷暖房への適用を視野に入れた事業化を模索することが望まし

い。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 

〈判定基準〉 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.6 A A B B A A B

２．研究開発マネジメントについて 2.3 B A B A B A C

３．研究開発成果について 2.1 B B B B B A B

４．実用化、事業化の見通しについて 1.7 B B B C B C B

(1)事業の位置付け・必要性について (3)研究開発成果について 
・非常に重要          →A
・重要             →B
・概ね妥当           →C
・妥当性がない、又は失われた  →D

・非常によい         →A
・よい            →B
・概ね妥当          →C
・妥当とはいえない      →D

(2)研究開発マネジメントについて (4)実用化、事業化の見通しについて 
・非常によい          →A
・よい             →B
・概ね適切           →C
・適切とはいえない       →D

・非常に明確         →A
・明確            →B
・概ね明確          →C
・見通しが不明        →D

1.7

2.1

2.3

2.6

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化、事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

平均値
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