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事業概要(全体)

名称 ⽔素混焼事業（助成） ⽔素専焼事業（委託）
期間 2015.8〜2019.3 2016.6〜2020.2

体制 MHPS、MHI
⼤阪⼤学、京都⼤学
名古屋⼯業⼤学

MHPS、MHI

成果・進捗 ①⽔素が燃焼器内部温度分布に与える影
響を精度よく予測するために、基礎データ取
得とシミュレーションの⾼度化を⾏い、設計
ツールとして活⽤可能にした。

②フラッシュバックに対し⾼い耐性を
有する改良燃焼器を開発し、⽔素
混合割合30％条件において、安定燃焼が
可能なことを実圧燃焼試験により確認した。

③実在するプラントをベースに、プラント建設
計画を策定し、本事業成果の
商品化にむけた基本設計
(商品パッケージ化)を完了した

⽔素専焼(100%)燃焼器の開発を⽬的に、
開発・検証を実施中。

NOx計測が可能な燃焼試験装置を製作し
た上、縮⼩モデルバーナで⽔素専焼時の燃
焼特性を確認し、⽕炎温度に対する
NOx(15％O2換算)特性を確認することが
出来た。⽬標定格条件においてNOxは
50ppm(15％O2換算)を下回る⾒込みで
ある。

⼀⽅で、抽出した課題に対して、更なるモデ
ルバーナの改良を実施する。
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1. 期間
開始 ︓2015年8⽉
終了 ︓2019年3⽉

2. 最終⽬標
実施項⽬ 最終⽬標

A.燃焼器内部温度分布を予
測する技術

A-1 ⾼圧条件において⽔素混合割合が燃焼速
度に与える影響を明らかにする。
A-2 実燃焼器において燃料中の⽔素混合割合
の変化影響をシミュレーションにより予測する。
A-3 ガスタービン内部での⾃⼰着⽕による焼損リ
スクを評価する。

B.燃料成分の変化に対する安
定運⽤範囲を拡⼤する技術

⽔素混焼割合20％の条件において天然ガス焚
GTと同等の性能を有する燃焼器を開発する。

C.⽔素・天然ガス混焼プラント
の設計技術

本事業成果の商品化にむけた基本設計(商品
パッケージ化)を完了する。

事業概要 ⽔素混焼事業(1/2)

●実施体制および分担等
NEDO

三菱⽇⽴ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ
(GT燃焼器,プラント設計)

三菱重⼯業
(要素試験，解析)

⼤阪⼤学
(燃焼速度DBの構築)

京都⼤学
(燃焼解析の⾼度化)

名古屋⼯業⼤学
(着⽕遅れ時間DBの構築)
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3.成果・進捗概要
実施項⽬ 成果内容 ⾃⼰評価

（2019.3末時点）
A A-1

⾼圧条件下での燃焼速度計測を実施し、⽔素混焼の有無に係らず、層流燃
焼速度で無次元化することで変動速度と乱流燃焼速度の関係を整理可能であ
ることを明らかにした。
B-2
燃焼モデルとしてFGMモデルを適⽤し、低空気量、⾼燃空⽐条件での逆⽕現象
を解析により再現可能であることを確認した。
C-3
ガスタービン燃焼器内部と同等の条件で着⽕遅れ時間の計測を実施し、⽔素
混焼運⽤時の⾃⼰着⽕発⽣による焼損のリスクが極めて低い事を明らかにした。

○

B 渦芯フラッシュバックに対し⾼い耐性を有する改良燃焼器を開発し、⽔素混合割
合30％条件において、安定燃焼が可能なことを実圧燃焼試験により確認した。
またメインフィルム構造、上流ノズル構造の改良を実施し、従来燃焼器の構造に
対し、⾼いパージアウト耐性を有している事を確認した。

〇

C ⽔素供給系統を含め、⽔素混焼焚きにおけるプラントの基本設計を完了した。
発電設備敷地内で⽔素混合させる場合においても混合器等の追加設備は不
要であり、既存の発電設備に⽔素系統を追加することで対応できること確認した。

○

◎︓⼤幅達成、○︓達成、△︓⼀部達成、×︓未達

事業概要 ⽔素混焼事業(2/2)
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1. 期間
開始 ︓2016年6⽉
終了（予定）︓2020年2⽉

2. 最終⽬標
実施項⽬ 最終⽬標（2019年度）

①単孔ノズルの解析・検証 ・ﾌﾗｯｼｭﾊﾞｯｸを⽣じない構造を設計する
・流速・燃料濃度が計画値に対し許容範囲内

②縮⼩モデルバーナの
解析・検証

・CC効率60%条件でNOx50ppm以下
・パージアウト性能の確認

③⼤型ガスタービンむけクラスタ
バーナの構造成⽴性検討

基礎設計の完了

④燃焼振動抑制の検討 燃焼安定形状の検討

●実施体制および分担等
NEDO

三菱⽇⽴ﾊﾟﾜｰｼｽﾃﾑｽﾞ
(GT燃焼器の設計、製作)

三菱重⼯業
(GT燃焼器の解析、実験)

産業技術総合研究所
(プロジェクトリーダー)

事業概要 ⽔素専焼事業(1/2)
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3.成果・進捗概要
実施項⽬ 成果内容 ⾃⼰評価

（2019.3末時点）
① 単孔ノズル形状検討を実施し、壁⾯フラッシュバック耐性に問題ないこと

を確認した
○

② NOx計測が可能な燃焼試験装置を製作し、縮⼩モデルバーナの⽔素
専焼の燃焼特性を確認した。⽕炎温度に対するNOx(15％O2換算)
が低圧・中圧条件で、フラッシュバックの発⽣無く得ることが出来た。⽬標
定格条件においてNOxは50ppm(15％O2換算)を下回る⾒込みであ
る。⼀⽅で、60%空気流速においてはフラッシュバックが確認されたため、
安定運⽤範囲を拡⼤するべく、今後更なるモデルバーナの改良が必要
である

〇(継続中)

③ ⼤型天然ガス焚きガスタービンと同等効率を⽔素専焼ガスタービンにお
いても維持できるようにタービン⼊⼝温度、燃焼器の通気圧⼒損失およ
び燃料供給圧⼒を設計した。また、最適な燃料濃度分布を達成できる
と考えられる燃料ノズル孔径や孔数を検討した。これらの結果を反映した
燃料供給構造を検討し、クラスタバーナノズルの基礎設計を完了させ
て、燃焼器ノズル部計画図、燃焼器全体の計画図を作成した。

〇(継続中)

④ シングルクラスタバーナ適⽤時に発⽣しうる燃焼振動を対象に、数値解
析等により燃焼振動に影響を与える形状パラメータの感度、及び安定
燃焼可能なバーナ形状を検討する。

(2019年度実施)

事業概要 ⽔素専焼事業(2/2)
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１．事業の位置付け・必要性 （１）事業の⽬的の妥当性 ／（２）国が⽀援する妥当性

出典︓経済産業省、⽔素・燃料電池ロードマップ、2019年3⽉

⽔素・燃料電池ロードマップでは2030年時点30万t/年、将来的には500〜1000万t/年
の⽔素を発電利⽤する戦略が⽰されている。
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１．事業の位置付け・必要性 （１）事業の⽬的の妥当性 ／（２）国が⽀援する妥当性

国内の天然ガス焚き発電所の⽔素焚き混焼転換により、2030年時点の⽔素消費量⽬標を、
更に⽔素サプライチェーンの構築に応じて専焼に転換していくことで将来⽬標の達成が可能。

M501J型 (60Hz) GTCC 580MW級の⽔素消費量での試算︓

⽔素20vol.%混焼

⽔素100vol.%専焼

1.7t/時間

27.2t/時間

11,900t/年

27.2t/h/年

37万t/年≒2030年時点⽬標

590万t/年≒将来⽬標

×31台*

*MHPS 国内納⼊GTCC（G/J/F型, 効率60%級）31台試算
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１．事業の位置付け・必要性 （１）事業の⽬的の妥当性 ／（２）国が⽀援する妥当性

コジェネシステム発電システム

燃料エネルギーの
60％を電気に変換

燃料エネルギーの
30％を電気に変換
(+50％を蒸気利⽤)

-⼤型GTCCは⽔素を効率よく発電利⽤することが可能
-⼤容量の需要を喚起することで、インフラ構築に貢献

② 低純度の⽔素を利⽤可能（不純物への⾼い適合性）

①. ⾼効率・⼤量利⽤（需要喚起）

- ガスタービンは燃料電池⾞と⽐して、低純度な⽔素（不純物）への適合性が⾼く燃料コスト
の低減に貢献することが可能

②. 低純度⽔素への適合

当社GT燃料標準規格 ⽔素燃料規格(ISO-14687-2より)
総HC 上限なし 2ppm

⼆酸化炭素 4%(40,000ppm) 2ppm

硫⻩化合物 0.5%(5,000ppm) 0.004ppm

ホルムアルデヒド 規定なし ※ 0.01ppm

ギ酸 規定なし ※ 0.2ppm

アンモニア 規定なし ※ 0.1ppm※規定ないが燃焼する成分である為、運⽤可能
© 2019 Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.  All Rights Reserved.



2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

完了数 設定件数 完了数 設定件数 完了数 設定件数 完了⾒込数 設定件数
年度課題数 8 8 7 8 7 7 6 5
累計課題数 8 8 15 16 22 23 28 28

完了率(年度)(%) 100% 88% 100% 120%
完了率(累計)(%) 100% 94% 96% 100%

2 ．研究開発マネジメントについて 〜研究開発の進捗管理および知的財産権の戦略(混焼)〜

出願⽇ 出願番号 発明の名称 出願⼈
① 2016年3⽉30⽇ 特願2016-068018 ガスタービン 三菱重⼯業株式会社

三菱⽇⽴パワーシステムズ株式会社
② 2016年3⽉30⽇ 特願2016-069384 燃焼器、及びガスタービン 三菱重⼯業株式会社

三菱⽇⽴パワーシステムズ株式会社
③ 2016年3⽉30⽇ 特願2016-067125 燃焼器、及びガスタービン 三菱重⼯業株式会社

三菱⽇⽴パワーシステムズ株式会社
④ 2017年4⽉28⽇ 特願2017-090792 燃焼器ノズル、燃焼器およびガスタービン 三菱⽇⽴パワーシステムズ株式会社
⑤ 2017年10⽉27⽇ 特願2017-208504 ガスタービン燃焼器予混合ノズル 三菱⽇⽴パワーシステムズ株式会社

◆研究開発の進捗管理

◆知的財産権の戦略
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2 ．研究開発マネジメントについて 〜研究開発の進捗管理および知的財産権の戦略(専焼)〜

◆研究開発の進捗管理

◆知的財産権の戦略
出願⽇ 出願番号 発明の名称 出願⼈

① 2017年4⽉28⽇ 特願2017-090705 燃料噴射器及びガスタービン
概略︓基板への強制冷却空気導⼊

三菱⽇⽴パワーシステムズ株式会社

② 2017年11⽉30⽇ 特願2017-231143 燃料噴射器、燃焼器、及びガスタービン
概略︓基板のMTフィン化

三菱⽇⽴パワーシステムズ株式会社

③ 2018年3⽉26⽇ 特願2018-058233 燃焼器及びそれを備えるガスタービン
概略︓混合管上流から燃料噴射

三菱⽇⽴パワーシステムズ株式会社

④ 2019年1⽉31⽇ 特願2019-015574 バーナ及びこれを備えた燃焼器及びガスタービン
概略︓旋回⽅向に燃料噴射

三菱⽇⽴パワーシステムズ株式会社

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

完了数 設定件数 完了数 設定件数 完了数 設定件数 完了⾒込数 設定件数
年度課題数 2 2 5 5 4 4 3 3
累計課題数 2 2 7 7 11 11 14 14

完了率(年度)(%) 100% 100% 100%
完了率(累計)(%) 100% 100% 100%
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３ ．研究開発成果について 〜研究開発⽬標の達成度(混焼)〜

開発ﾃｰﾏ
/項⽬ 最終⽬標 最終⽬標達成に向けた検証項⽬・⽬標値 成果

A) 燃 焼 器
内 部 温 度
分布を予測
する技術

a. ⾼圧条件において⽔素混合割
合が、燃焼速度に与える影響を
明らかにする。

b. 実燃焼器において、燃料中の
⽔素混合割合の変化影響をシ
ミュレーションにより予測可能とす
る。

c. ⾼圧条件において⽔素混合割
合が、着⽕遅れ時間に与える
影響を明らかにし、ガスタービン
内部での⾃⼰着⽕による焼損リ
スクを評価する。

a. ⽔素混合割合に対する燃焼速度のデータベー
スを構築し、作動条件に照し合せて燃焼速度
を評価する。

b. 実機を対象とした解析において、燃料中の⽔素
含有割合の変化に対し、諸量の変化を定性的
に再現可能とする。

c. ⽔素混合割合に対する着⽕遅れ時間のデータ
ベースを構築し、作動条件に照し合せて着⽕遅
れ時間を評価する。

a. ⾼圧条件下での燃焼速度計測を実施し、⽔
素混焼の有無に係らず、層流燃焼速度で無
次元化することで変動速度と乱流燃焼速度
の関係を整理可能であることを明らかにした。

b. 燃焼モデルとしてFGMモデルを適⽤し、低空
気量、⾼燃空⽐条件での逆⽕現象を解析
により再現可能であることを確認した。

c. ガスタービン燃焼器内部と同等の条件で着⽕
遅れ時間の計測を実施し、⽔素混焼運⽤
時の⾃⼰着⽕発⽣による焼損のリスクが極め
て低い事を明らかにした。

B) 燃 料 成
分の変化に
対する安定
運⽤範囲を
拡⼤する技
術

⽔素混焼割合20％の条件におい
て、最新鋭の天然ガス焚ガスタービ
ンと同等の性能を有する燃焼器を
開発する。

以下の項⽬を実圧燃焼試験により確認する。
• NOxが天然ガス焚きガスタービンと同等
• 燃焼振動が制限値以下
• 逆⽕(フラッシュバック)の発⽣兆候なし

渦芯フラッシュバックおよび壁⾯フラッシュバックに対
し⾼い耐性を有する改良燃焼器を開発し、⽔素
混合割合30％条件において、安定燃焼が可能
なことを実圧燃焼試験により確認した。

C) ⽔素・天
然ガス混焼
プラントの設
計技術

本事業成果の商品化にむけた基本
設計(商品パッケージ化)を完了する。

天然ガス焚きプラントから⽔素混焼プラントへの改造、
もしくは⽔素混焼プラントの新規建設に関する基本
計画を策定する。

• ⽔素20％混合条件においては、配管、バルブ
類について天然ガス焚きプラントと共通化が可
能であることを確認した。

• ⽔素調整弁の制御により、負荷遮断時におけ
る⽔素混合割合のオーバーシュートを抑制可
能な⽬処を得た。

• お客様の希望する⽔素混焼割合に応じたプラ
ント改造もしくは建設計画が提案可能なように、
本地町での検討結果を纏めた
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３ ．研究開発成果について 〜研究開発⽬標の達成度(混焼 ⼤阪⼤学)〜

図︓逆⽕発⽣のメカニズム

• ⽔素は天然ガス(メタンが主成分)と⽐較して燃焼速度が⾼い為、逆⽕の発⽣リスクが⾼くなる。
• ⼀⽅で、ガスタービンのような⾼圧条件では、⽔素・天然ガス混焼に関するデータは公表されていない。
• 2017年度に製作した試験装置を⽤いて、⾼圧条件での燃焼速度計測を実施した。

図︓試験装置概要

流体の速度 ＜ ⽕炎の進む速度(燃焼速度)
では⽕炎が流体中を遡上する

⇒逆⽕（フラッシュバック）現象の発⽣

乱流燃焼速度

Vu :体積流量
Af ︓⽕炎⾯積

図:バーナ 13
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FGM法の⽕炎分布から乱流燃焼速度
STを算出→実験値と概ね⼀致する

■燃焼モデル

• 2つの燃焼モデルを⽤いて、実験による燃焼速度を再現できるモデルを検証。
• FGM法による⽕炎分布から乱流燃焼速度STを算出した場合、実験値と概ね⼀致することを確認。

燃焼モデル データベースの⽕炎形態 ⽕炎の追従⽅法
Flamelet Progress Variable(FPV)/G⽅程式法 拡散燃焼 燃焼速度から決定
Flamelet Generated Manifold(FGM)法 予混合燃焼 化学種濃度から決定

■阪⼤乱流バーナのLES解析 乱流燃焼速度sTの分布

ｗRMS︓代表点における流速の時系列データを統計処理して算出
計測ではLDVを適⽤

計測結果

FGMの⽅が計測結果に近い
⽕炎形状を予測

LES(FGM法)
Exp.(Shy et al.)
Exp.(Abdel-Gayed et al.)

P=0.1MPa

P=0.3MPa

P=0.5MPa

P=0.7MPa

P=0.9MPa

３ ．研究開発成果について 〜研究開発⽬標の達成度(混焼 京都⼤学)〜
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燃
空

⽐
[ー

]

延⻑管出⼝流速[m/sec]

実機フラッシュバック
発⽣ライン(メタン専焼)

予測誤差の⽬標±20%範囲

解析ﾌﾗｯｼｭﾊﾞｯｸ点(メタン専焼条件)

実機フラッシュバック試験
運転条件ライン

実機定格条件
(解析で逆⽕発⽣なし)

• 解析条件を通常の運⽤(定格)条件から、逆⽕リスクが極端に⾼い条件(低流速・⾼⽕炎温度)
にスイッチすることで、実機の逆⽕現象を燃焼シミュレーションにより再現できることを確認した。

• 「⽔素混焼条件は、メタン専焼条件よりも逆⽕し易い」という⽔素の特性を燃焼シミュレーション
で再現できることを確認した。

逆火リスク

高

低

逆
火
リ
ス
ク

高 低

解析ﾌﾗｯｼｭﾊﾞｯｸ点(⽔素混焼条件)

フラッシュバック

３ ．研究開発成果について 〜研究開発⽬標の達成度(混焼 京都⼤学)〜
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⾃⼰着⽕のリスク

上流予混合燃料

通常⽕炎位置

• ⽔素は天然ガスに⽐べて着⽕遅れ時間が短いことが知られており、⾃⼰着⽕のリスクが増加する。
• 2017年度に製作した急速圧縮装置の適⽤により、実際のガスタービン燃焼器内部と同等の圧⼒条件に

おいて、着⽕遅れ時間の計測が可能となった。

■⾃⼰着⽕のリスク

モーター駆動

テストセクション

モータリング機関をモータ駆動に改造して、⾼圧の
急速圧縮装置を製作。燃焼室内圧は最⼤で
2MPa以上を達成する事が可能。

３ ．研究開発成果について 〜研究開発⽬標の達成度(混焼 名古屋⼯業⼤学)〜
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• 旋回流(燃料混合に利⽤)を伴う燃焼における、逆⽕発⽣メカニズムについて
⽂献および⾃社試験データにより調査・検討を実施。

• 旋回中⼼を⽕炎が遡上する“渦芯フラッシュバック”の発⽣が最も⾼リスクである事を確認した。
モデルバーナによる渦芯フラッシュバックの様⼦

フラッシュバックの分類

境
界
層
フ
ラ

シ

バ

ク

渦
芯
フ
ラ

シ

バ

ク

燃料

燃料

空気

空気

燃料流路

燃料

燃料

空気

空気

燃料流路 ⽕炎

⽕炎

壁⾯境界層内の低流速領域を⽕炎が遡上

旋回流中⼼の低流速領域を⽕炎が遡上

参考⽂献
Analysis of Combustion Induced Vortex Breakdown Driven Flame 
Flashback in a Premix Burner With Cylindrical Mixing Zone 
F. Kiesewetter, M. Konle and T. Sattelmayer
J. Eng. Gas Turbines Power 129(4) (Apr 03, 2007) 

３ ．研究開発成果について 〜研究開発⽬標の達成度(混焼 MHI/MHPS)〜
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• 噴射空気供給系統を削除することで、燃焼器ノズル改造だけで適⽤可能なノズル構造を検討した。
• 本構造を採⽤する事により、⼤幅なコストの削減が可能。
• 気流試験により、⾃差圧構造に変更しても旋回中⼼の流速上昇に⼗分な効果があることが確認された。

改
良

ノズ
ル

(外
部

供
給

式
)

更
な

る
改

良
ノズ

ル
(⾃

差
圧

式
)

燃料

空気+燃料

上記ノズルと同等の効果を得て
逆⽕リスクの低減を⽬指す

Vj
Vmin

燃料

空気のみ

旋回中⼼の流速(Vmin)が増加
→逆⽕リスクを低減

Vj
Vmin

空気
燃料

空気
燃料

可燃限界以下の
先端空気濃度

図︓2017年度のノズル改良内容

基
準

点
か

らの
距

離
流速

ノズル中⼼
(旋回中⼼)

従来ノズル

外部供給式ノズル
⾃差圧供給式ノズル

図︓旋回流中⼼近傍の流速分布

供給⽅式によらず、
同等の上昇効果

外部供給式と⾃差圧供給式の
噴射流速(Vj)はほぼ等しい

３ ．研究開発成果について 〜研究開発⽬標の達成度(混焼 MHI/MHPS)〜
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• 燃焼器内部において、保炎発⽣が懸念される構造について、改良を検討。

改良箇所 上流ノズルの構造
• 下流ウエイクでの保炎を防⽌する

従来構造 改良構造

ノズル下流のウエイク
で保炎する可能性

燃料周囲へ空気を
供給し保炎を防⽌

空気スリット主流がウエイクを形成

燃料孔

３ ．研究開発成果について 〜研究開発⽬標の達成度(混焼 MHI/MHPS)〜
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• 実圧燃焼試験により、⾃差圧⽅式の渦芯逆⽕防⽌ノズルに関する燃焼特性を検証した。
• ⽔素混合割合30%条件において、フラッシュバック発⽣の兆候無く、安定運⽤が可能な事を確認※した。
• NOx、燃焼振動は共に運⽤が可能な範囲にあることが確認された。

0 5 10 15 20 25 30

燃
焼

振
動

レ
ベ

ル

⽔素混合割合 [vol%]

許容可能レベル

⽔素混合率20%
0 5 10 15 20 25 30

NO
x

⽔素混合割合 [vol%]

NOx25ppm

⽔素混合率20%

３ ．研究開発成果について 〜研究開発⽬標の達成度(混焼 MHI/MHPS)〜

0 5 10 15 20 25 30

壁
⾯

近
傍

ガ
ス

温
度

⽔素混合割合 [vol%]

※T1T1600℃運転
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• API RP 941 8th Edition(2016)に従うと、1.25Cr-0.5Mo鋼もしくはSUSを選定する必要あり。
• ガスタービンパッケージ内は標準設計でSUS材を使⽤しているため、標準設計からの変更なし。
• ガスタービンパッケージ外は燃料ガス温度を下げれば標準設計からの変更なし。

⽔素20% ⽔素100%
API RP 941 8th Edition(2016)
ネルソンカーブ

炭素鋼使⽤範囲

緊急遮断弁

ガスタービン
E/H

加熱器

緊急逃し弁

フィルタ

温度調節弁

逃し弁

遮断弁A 遮断弁B

TE PT

流量調節弁

ガスタービンパッケージ

SUS範囲

燃料ガス温度を下げれば
炭素鋼使⽤可能

⽔素混合部

1.25Cr-0.5Mo鋼使⽤範囲

流量計

FT

炭素鋼範囲

温
度

⽔素分圧

３ ．研究開発成果について 〜研究開発⽬標の達成度(混焼 MHPS)〜
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３ ．研究開発成果について 〜研究開発⽬標の達成度〜

拡大

＜まとめ＞
・⽔素供給系統を含め、⽔素混焼焚きにおけるプラントの基本設計
を完了した。

・発電設備敷地内で⽔素混合させる場合においても混合器等の
追加設備は不要であること確認した。

・⽔素濃度20％においては既存の発電設備に⽔素系統を追加
することで対応できることを確認した。

・燃料ガス管についてはガスタービンパッケージ内はSUSを使⽤して
いるため、標準設計を採⽤できること確認した。

・弊社実証設備へ⽔素系統を付加する
シミュレーションを実施している。ガスタービンへ

Gas

H2

＜水素供給系統＞

＜水素混焼焚き発電プラント＞ ＜配管計画＞ 22



３ ．研究開発成果について 〜研究開発⽬標の達成度(専焼)〜

• クラスタバーナは切り出しモデルで設計や検証が可能である。

構成要素の切出し構成要素の切出し

③マルチクラスタ②モデルバーナ①単孔ノズル
（混合管1本） 開発順序 開発順序

空気

⽕炎

空気 ⽔素

H2 fuel

Air
⽔素

23



３ ．研究開発成果について 〜研究開発⽬標の達成度(専焼)〜

• 低NOx性能とフラッシュバック（FB）耐性を両⽴させる必要がある。
• ⽔素燃料濃度分布に対して次の指標で評価する。

低NOx性能・・・断⾯内濃度の最⼤値
壁⾯FB耐性・・・壁⾯濃度の最⼤値

L︓燃料孔からの軸⽅向距離

・F/Amaxは断⾯内の最⼤値
・F/Amax:wallは壁⾯での最⼤値

完全混合

混合距離（燃料孔からの軸⽅向距離）

濃
度

:F
/A

m
ax

，
F/

A m
ax

:w
al

l

NOxを満⾜しつつ、
フラッシュバックしない範囲

NOxリミット

壁⾯FBリミット

断⾯最⾼濃度

壁⾯最⾼濃度

燃料

空気

短⼩⽕炎

クラスタバーナは単孔ノズル（混合管）ごとに独⽴した
短⼩⽕炎となるため、混合管の燃料濃度分布が燃焼
特性（特にNOx）に対して重要となる。

︖
クラスタバーナ概略断⾯図

単孔ノズルから設計する

※破線は厳し⽬の評価の場合
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３ ．研究開発成果について 〜研究開発⽬標の達成度(専焼)〜

空気⼊⼝

上流観察窓

装置概略仕様
 空気圧⼒︓2.5MPaG
 空気温度︓485℃
 ⽔素温度︓常温
 燃焼温度︓1800℃

セラミックス厚さ100mm

Φ140mm

取り出し管台
・燃料導管
・熱電対
・静圧計測SUS管

可視化プローブ座
・直⽅視２カ所
・側⽅視２カ所

排ガスサンプリングプローブ計測座
・トラバース式２本
・固定式１本

点⽕栓座

パージアウト試験⽤点⽕栓
（⽚⽅は予備）
※今回は使わない

ガス温度（⽩⾦熱電対）計測座

L650mm

上流蓋フランジ ⼊⼝ダクト 計測ダクト スプレーフランジ

100A

450A

250A
（内径）

供試体

フローガイド
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３ ．研究開発成果について 〜研究開発⽬標の達成度(専焼)〜

⼊⼝ダクト 計測ダクト

H2 fuel

Air

 ⽔素専焼燃焼器の要素モデルバーナで燃焼特性を確認
 燃焼ガス温度1800℃以上でフラッシュバックすることなく安定に燃焼させることに成功

クロスフロー型

燃料ノズル

空気孔プレート

要素モデルバーナ

同軸型

H2 fuel

Air

1000 1200 1400 1600 1800 2000

無
次

元
NO

x(
15

%
O

2換
算

)

燃焼ガス温度 [℃]

クロスフロー型

1※

※NOxは⽬標値で規格化
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2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 計

論⽂（査読付き） 1 6 7件

研究発表・講演 1 1 10 12件

受賞実績 0件

新聞・雑誌等への掲載 6 6件

展⽰会への出展 1 1件

３ ．研究開発成果について 〜知財と標準化、成果の普及〜

2019⽉3⽉現在

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 計

特許出願 3 5 1 9件
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４ ．実⽤化・事業化の⾒通し

[⽔素混焼技術]

[⽔素専焼技術]

・ NEDO 「我が国における⽔素発電導⼊可能性に関する調査」 に代表されるように、国内の電⼒会社
における検討が開始されています。

・ また、海外においても⽔素の発電利⽤は再⽣可能エネルギーの利⽤拡⼤に伴うエネルギー貯蔵ニーズ
として関⼼が⾼まっており、複数の発電所で検討が開始されています。

・ 当社は2024年の設計完了を⽬標に開発を進めていますが、オランダ/Magnum発電所での計画に
⾒られるように海外ではより早い段階での技術ニーズがあり、最短での市場投⼊に向け、開発に取組んで
いきます。
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