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　産業活動や暮らしに欠かすことのできない
エネルギー、電気。
　東日本大震災による福島第一原発事故を機に、
わが国では電気の安定供給が危ぶまれる状況
になっている。そのため、工場などでは自家用
発電設備の導入が増え、また、新電力（特定規
模電気事業者：Ｐ．Ｐ．Ｓ．）の活動も活発化している。

　こうした折り、高圧受変電設備の保安管理業
務や省エネコンサルティング業務などをベー
スに、新電力事業も展開している日本テクノ（株）
の、「日本テクノ袖ケ浦グリーンパワー」（出力
１１万ｋＷ）の建設が進んでいる。
　川崎重工が自社開発し、世界最高の発電効
率４９．０％を実現した「カワサキグリーンガスエ

ンジン」１４基で構成される発電所で、ガスエン
ジンを用いた発電所としては国内最大である。
　そこで、建設中の「日本テクノ袖ケ浦グリー
ンパワー」の話題と「カワサキグリーンガスエ
ンジン」の魅力を探ってみた。 活況を呈する神戸工場の「カ

ワサキグリーンガスエンジン」
組立工場。通路の右側で組
み立て、左側で完成品の試
運転を行なう。

新時代へ向かう電気 エネルギー

現場を訪ねて

途中で分岐した大小2本のトンネル工事
世界初、シールド掘進機が口径比の大きい大口径トンネルを
超近接で同時に掘り進み、途中で分岐に成功
（第二溜池幹線及び勝どき幹線工事）
間・大豊・安藤建設共同企業体（特）

最前線カメラルポ

川に見る・日本の四季◯

秋田の川の「春」を追う
春爛漫の川岸から、
遥かに望む白い鳥海山。
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●表紙説明●

　整然と並んだ装置－写真からは、写っていない左右
にも同じように並んでいることが想像できます。実はこれ、「カ
ワサキグリーンガスエンジン」の点火装置などにカメラをぐっ
と近付けて撮った一枚です。
　川崎重工が、モーターサイクルエンジンなどの研究開発
で確立した独自の流体解析技術などを駆使して開発した
「グリーンガスエンジン」は、世界最高の発電効率４９．０％と
世界最高水準の低ＮＯｘ（窒素酸化物）排出量を実現し
た最新鋭のエンジンです。今、このガスエンジン１４基で構
成される日本テクノ（株）の発電所「日本テクノ袖ケ浦グリー
ンパワー」（出力：１１万ｋＷ、千葉県袖ケ浦市）の建設を川
崎重工が進めています。
　川崎重工には国内外から「グリーンガスエンジン」に関
する問い合わせや引き合いが多数寄せられており、２０１１
年には海外も含めて２０基以上を受注しました。その生産
を担当している神戸工場（神戸市）は活況を呈しています。
（詳しくは「最前線カメラルポ」をご覧ください）

「カワサキグリーンガスエンジン」
の魅力

新製品・新技術

■“薄膜太陽電池”の製造ライン向けに、世界最速の
　加工能力を誇る「レーザパターニング装置」を開発
■地球環境にやさしい“水”を冷媒にして小型化した
　世界初の「水冷媒小型ターボ冷凍機」を開発

イラストぎじゅつ入門－◯

クリーンな燃焼で環境にやさしい、
独自の構造のごみ焼却設備
「カワサキ・アドバンストストーカシステム」
のしくみ
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「日本テクノ袖ケ浦グリーンパワー」の建設現場では発電所建屋の工事が進み（ ）、「カワサキグリーンガスエンジン」の搬入作業も進んでいる（ 、 ）。この発
電所は１４基のガスエンジンで構成されるが、今年の８月中旬には１４基すべてが運用開始の予定。計画期間を含めてもわずか１年ほどで発電容量１１万ｋＷの発電
所が運転開始になるわけで、短納期による即応性も「グリーンガスエンジン」の魅力のひとつである。 

 「日本テクノ袖ケ浦グリーンパワー」（出力：１１万ｋＷ）の完成予想イラスト。

日本テクノ（株）の
馬本英一代表取締役社長。

東京

千葉

袖ヶ浦

東京湾

うま もと

うまもと

わ か

２０１１年には
海外も含めて２０基以上を受注

東南アジアを中心に
海外での販売活動に注力

７月１日に７基、
８月中旬に全１４基が運用開始予定

「日本テクノ袖ケ浦グリーンパワー」
の建設進む

「基盤事業の付加サービスとしての
新電力です」

「カワサキグリーンガスエンジン」14基で構成する出力11万ｋＷの発電所

　「グリーンガスエンジン」は、ここに紹
介した「袖ケ浦グリーンパワー」向け１４
基を含め、２０１１年に２０基以上を受注し
た。エンドユーザーは化学メーカや自動
車会社、食品メーカーなどさまざまである。
　このほか、川崎重工・神戸工場（神戸
市）にも１基（ＫＧ－１２型、出力：５，０００ｋＷ）
を設置している。稼働開始は２０１０年１月。
社内で運用することで、より高い運用ノウ
ハウを蓄積し、設備導入からオペレーショ

ン、アフターサービスにわたる一層の提
案力強化を目指している。
　受注済みの中には、海外向けが２基
含まれている。シンガポール初のＬＮＧター
ミナル向けのもので、２基ともＫＧ－１８－
Ｖ型（出力：７，８００ｋＷ）。

　「グリーンガスエンジン」の販売実績は、
国内市場が先行しているが、川崎重工
ガスタービン・機械カンパニー機械ビジネ
スセンター発電プロジェクト部の杉本智彦

部長は、「東日本大震災後は国内市場
を最優先していますが、注力エリアは当
初から海外です」と話す。
　海外では新興国を中心に工業化・経
済発展により電力需要が旺盛であり、自
家発電や小規模発電所といった分散
型電源へのニーズが高いためだ。
　「東南アジア各国で販売活動を展開
しており、また、『カワサキグリーンガスター
ビン』でも取り引きのある、インドネシアの
エンジニアリング会社との協業による販
売活動にも力を入れています。アジア以
外の各国でも同様に販売活動を推進し
ています」（杉本智彦部長）

　千葉県袖ケ浦市で今、日本テクノ（株）
の「日本テクノ袖ケ浦グリーンパワー」の
建設が進んでいる。
　川崎重工が自社開発した、世界最高
の発電効率４９．０％を誇る「カワサキグリー
ンガスエンジン」（ＫＧ１８Ｖ型、発電出力：
７，８００ｋＷ）１４基で構成する発電所で
ある。この規模の発電所になると、ガスター
ビンが用いられるのが一般的だ。今回
のように、ガスエンジンだけで１０万ｋＷを
超える発電所が構成されるのは国内初
である。
　ちなみに川崎重工はこの発電所の設
計、発電機器の供給および据え付け・土

木建築からなる建設工事一式をフルター
ンキーで請け負っている。
　「袖ケ浦グリーンパワー」に「グリーンガ
スエンジン」を選んだ理由を、日本テクノの
馬本英一代表取締役社長はこう話す。
　「発電効率の高さや環境にやさしい、
あるいは短納期による即応性といった
特長だけではありません。それは、私た
ちが単なる新電力（特定規模電気事業
者：Ｐ．Ｐ．Ｓ．）ではなく、電気の安全・安心
を守ることを事業の根幹として、すでに全
国の約３万９，０００事業所をお客さまとし
て事業展開しているということ。そういう
私たちの視点からみて『カワサキグリー
ンガスエンジン』が最適と考えたのです」

　「袖ケ浦グリーンパワー」は、今年の
７月１日に「グリーンガスエンジン」１４基の
うち、７基（１～７号機）が、同８月中旬に
７基（８～１４号機）が運用開始の予定に

なっている。着工が２０１１年１１月なので、
計画期間を含めてもわずか１年で発電
容量１１万ｋＷの発電所が運転開始と
なる。短納期による即応性も「グリーンガ
スエンジン」の大きな魅力である。
　建設現場では、４月初旬からガスエン
ジンや特別高圧設備などの搬入が始まり、
工事は急ピッチで進んでいる。
　馬本英一社長にあえて「グリーンガス
エンジン」への注文を聞くと、
　「さらなる発電効率の向上を期待した
いですね。５０％といわず５１％、あるいは
それを超える数字を目指していただきたい」
と言い、「私どもも省エネビジネスを一層
進め、また、昨今の増加率でお客さまが
増えていけば、新電力として電力供給
１００万ｋＷも夢ではないと思います」と結
んだ。

　日本テクノ（本社：東京都新宿区）は、
提携技術者約７５０名を含む多数の電
気技術者を擁し、高圧受変電設備の保
守管理や、省エネコンサルティングなど
幅広い業務を展開している。
　「昨今、電気の需要状況が双方向で
把握できるスマートメータが話題になっ
ていますが、私どもでは創業間もない
１９９６年から、いち早く電気の“見える化”
“理解る化”を推進し、町工場や事業所、

小売店など各種事業所の省エネに貢
献してきました。こうして積み上げてきた
運用改善事業を基盤に、需要に波があっ
て電力単価が下がらず、省エネ効果の
出にくい事業所に対しては、弊社の安
価な電力による電力料金の負担軽減を
提案しています。つまり、電気に関して
保安、省エネコンサルから電力供給まで
すべてワンストップで解決できるというこ
とであり、単なる新電力ではないといった
のはこういう意味です。
　私たちは常にお客さまの電力最適化
を目指しています。新電力事業において
も電力負荷率の低いお客さまに安価な
電力を提供するため、電力需要に柔軟
に対応できる発電設備を捜し求めてい
ました。複数台設置により、いかなる需
要状況でも高い発電効率を維持しつつ、
柔軟に出力を変えられる『カワサキグリー
ンガスエンジン』は、まさにうってつけだっ
たのです」（馬本英一社長）
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組立工場では組立作業が順調に進んでいる。川崎重工は「カワサキグリーンガスエンジン」
の内外のニーズ増大に対応し、生産を担当する神戸工場の生産能力を月産４基に増強した。
写真右は「グリーンガスエンジン発電設備」が運転中の川崎重工・神戸工場の神戸パワーセンター。

加工場では最新の自
動加工機により、高精
度の加工作業が効率
的に進められている。

 「カワサキグリーンガスエンジン」。世界最高の発電効率４９．０％を実現し、さらに同５０％という高い数字を目指して研究開発を続けている。

世界最高水準の
低ＮＯｘ（窒素酸化物）排出量を実現

国内外からの問い合わせなど多数、
工場も活況

発電効率は４８．５％から
４９．０％へさらに向上

ＧＲＥＥＮは
“環境にやさしいエンジン”を表現

ノッキング（異常燃焼）が少なく
完全燃焼するエンジン

世界最高の「発電効率」と極めて 高い「環境性能」を実現

　ガスエンジンは通常、燃料にクリーン
な天然ガスを使用するため、液体燃料を
使うディーゼルエンジンに比べてＣＯ２（二
酸化炭素）は約３０％、ＮＯｘは約９０％低
減することになっている。「グリーンガス
エンジン」の環境性能はこれをさらに上
回り、
　「ＣＯ２は従来のガスエンジンより５％
以上、ＮＯｘは同じく約５０％低減しました。
ＮＯｘ排出値は２００ｐｐｍ（Ｏ２＝０％換算）
以下と低く、これは世界最高水準の環
境性能です。ローカル規制に対応する
ため、仮に脱硝装置を付ける場合でも、
触媒のアンモニアや尿素の消費量が少
なくて済み、そもそも規制値が２００ｐｐｍ
の地域では、脱硝装置そのものが不要
というメリットがあります」（杉本智彦部長）

　「グリーンガスエンジン」のラインアップ
は現在、大別して発電効率４８．５％の「標
準型」と同４９．０％の「高効率型」がある。
さらに、それぞれシリンダ数１２と１８に分
けられるので全４機種。「グリーンガスエ
ンジン発電設備」としては、いうまでもなく
５０サイクルと６０サイクルの周波数に対
応しており、さまざまなニーズに応えられ
るラインアップになっている。

　川崎重工では、「５０％というさらなる
発電効率アップを目指して鋭意開発中」
（杉本智彦部長）である。
　「グリーンガスエンジン」には国内外か
ら多数の問い合わせや引き合いが寄せ
られており、川崎重工ではこれらのニー
ズに応えるため生産能力を増強し、月産
４基体制を構築した。
　「グリーンガスエンジン」を生産してい
る神戸工場（神戸市）は活況を呈して
いる。

　１９１９年にディーゼルエンジンの製造
を開始して以来、さまざまなエンジンの技
術開発・製造の歴史を積み上げてきた
川崎重工が、
　「ガスタービン・機械カンパニーのガス
エンジンプロジェクトと技術研究所がタッ
グを組み、モーターサイクル用エンジンな
どの開発で確立した独自の流体解析技
術などを駆使し、開発期間４年で完成さ
せた」（杉本智彦部長）のが「グリーンガ
スエンジン」である。
　「グリーンガスエンジン」のＧＲＥＥＮは、
Ｇｅｔ  Ｒｅｌｉａｂｌｅ，  Ｅｃｏ－ｆｒｉｅｎｄｌｙ  Ｅｎｅｒｇｙ  
Ｎｏｗの頭文字を並べたもの。グリーンと
いう誰もが抱くさわやかなイメージの言
葉を冠につけ、「環境にやさしいエンジン」
を表現している。
　燃料にクリーン燃料の天然ガス・都市
ガスを使用し、発電効率や環境性能を
上げることで環境負荷を大幅に低減さ
せたエンジンである。

　「グリーンガスエンジン」は、世界最高
の４８．５％という発電効率を実現した。そ
の後、過給器（エンジンに圧縮した空気
を送り込む装置の総称）に可変ノズルを
採用したさらなる高効率タイプを開発し、

発電効率は４９．０％に達している。開発
開始当初の一般的なガスエンジンの
発電効率より約３ポイント（この分野では
極めて大きな数字）も向上させたのである。
　「グリーンガスエンジン」は、起動指令
から１０分以内に定格負荷運転が可能で、
運転範囲は３０～１００％と広く、部分負
荷においても高い発電効率を維持する
という特長もある。

　ところで、エンジンは一般的にシリンダ（気
筒）内部で燃料を爆発（膨張）させる→
その圧力でピストンを往復運動させる→
往復運動を回転エネルギーに変える、と
いう仕組みの内燃機関である。そして、
ディーゼルエンジンやガソリンエンジンが
液体燃料を用いるのに対して、ガスエン
ジンは、エンジンの仕組みに変わりはな
いが、燃料にガスを用いる点が異なって
いる。
　川崎重工が「グリーンガスエンジン」
の開発に取り組んだ頃、既存のガスエン
ジンの発電効率（使用するガスのエネル
ギー量に対して、得られる電力量から算
出）は４６％程度だった。そこで川崎重
工では“世界最高性能”を目標に開発・
研究に取り組んだ。ポイントになったのが、
　「主室（シリンダ内部のことで、燃焼室
ともいう）と副室（予燃焼室）の形状の最
適化と、シリンダごとのガス・空気量の制
御です」（杉本智彦部長）

　主室および副室の形状は、川崎重工
が各種エンジンの開発経験で培った独
自の流体解析技術などを活用して最適
化した。
　主室および副室にはそれぞれ独立し
た電磁弁で燃料ガスを供給しているため、
噴射タイミングや噴射量などが常に最適
化されている。また、すべてのシリンダ（型
式により１２気筒と１８気筒ある）のガス電
磁弁、点火タイミング、空燃比調整が主
制御装置でトータルに制御されている。
これらのことから、発電効率の向上を妨
げるノッキングが起こりにくくなり、強く早く
完全燃焼するので燃焼効率がぐんと高
まった。
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