
三菱重工技報 Vol.46 No.2 (2009) 発電技術特集 

特 集 論 文 25 

世界トップクラスの総合効率 66％を達成した 

MACHⅡ-SI ガスエンジン 

MACHⅡ-SI Gas Engine with the World’s Highest Total Efficiency of 66% 
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  当社ガスエンジン MACH-30G（MP*1 方式）は，平成 13 年の販売開始以来延べ 150 台以上を

納入．特に国内市場では 80％以上のシェアを確保してきたが，昨今の市場ニーズの変化に対応

し，MP 方式と同等以上の発電効率かつ，より高い総合効率を達成するパイロット油の不要な

SI*2 方式の新型機関 MACHⅡ-SI をラインナップに加えた．総合効率（発電＋蒸気効率）は，同ク

ラス世界最高レベルの 66％を達成した．また，商用機レベルにて起動時間(0→100％)は 7 分以

下を実現した．平成 21 年度下期まで，4,000 時間の耐久検証を行い，早期市場投入をもくろむ．

＊1 MP：Micro Pilot マイクロパイロット着火方式 ＊2 SI：Spark Ignition 火花点火方式 

  

   

 
 
|1. はじめに 

当社ガスエンジン MACH-30G（MP 方式）は，二酸化炭素（CO2）や硫黄酸化物（SOx），窒素酸

化物（NOx）の排出が少ない地球環境に優しい発電システムとして，平成 13 年の販売開始以来

150 台以上を納入し，特に国内市場においては 80％以上のシェアを確保してきた． 

今般，着火補助燃料を使わないガス専焼機関のニーズに加え，エネルギー利用効率向上の

要求に応えるべく，総合効率を更に高めた新型機関 MACHⅡ-SI を開発し，MACH ガスエンジン

シリーズとしてラインナップに加えた． 

当社横浜製作所では，MACH-30G を対象に，(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO），(社)日本ガス協会との共同研究を平成 17 年から３ヵ年にわたり実施，発電効率 50％超

を達成する成果を得た．新型機関にはこれら高効率化技術の一部を適用，点火方式を火花点火

方式に変更し，発電効率に加え廃熱の有効利用が可能なよう排気温度を高めて同クラス世界最

高レベルの総合効率（発電＋蒸気効率）66％を達成した． 

また，MACH-30G の豊富な稼動実績を基に，起動時の主・副室空燃比を最適制御することで

起動から 100％負荷到達までの起動時間を従来比 50％以下に短縮し，７分以下を実現，様々な

アプリケーションに容易に対応できるエンジンとした． 

本機関は平成 20 年 10 月より所内実証プラントにて，起動，性能，信頼性，制御，プラント全体

システムなど厳しい検証を開始，平成 21 年 10 月までに 4,000 時間の耐久検証を完了する予定

である． 

なお，MACH-30G にも高効率技術を適用，従来より更に効率を高めるとともに，MP 方式の強

い着火力をいかし，炭鉱メタンガスなど低カロリーガスやバイオガスなどにも対応できるよう技術開

発を進めており，ラインナップの拡大により更にお客様の幅広いニーズに対応できるものと考えて

いる． 
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|2. MACHⅡ-SI 機関の特徴 

2.1 世界最高レベルを達成した高総合効率化技術 

（1） 高効率化のキー技術 

ガスエンジンの効率向上においては，燃焼効率，圧縮比向上とノッキング，過早着火といっ

た異常燃焼抑制の両立が課題であった．当社ではこうした技術課題に対し，NEDO，(社)日本

ガス協会との共同研究“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”にてキーと

なる主要技術の改善に平成 17～19 年度の３ヵ年取り組み，大きな成果を得た． 

研究の初期には，異常燃焼の発生を抑制し燃焼効率を高めることを目的に，スワールとシリ

ンダ内混合気の濃度分布適正化及びピストン形状や副室などの燃焼室形状の最適化などの

要素技術を単筒機試験にて徹底的に検証した． 

図１に単筒機試験にて実施された効率向上手法の一例を示す．これら単筒試験機の結果を

織り込み 18 シリンダの実証機を製作，実証機においてもノッキング限界，燃焼効率をマッチン

グして高効率を実現した．これらの技術は MACH-30G，MACHⅡ-SI 共に適用可能であり，両

機関の高効率化を支えている． 

  
 

 図 1 高効率化の手法 

  

(2) 世界最高レベルの高総合効率 MACHⅡ-SI 

MACHⅡ-SI では，点火方式の変更に対し，MACH-30G のマイクロパイロット方式で得た最

適諸元より，本点火方式に合わせた最適化を行っている． 

上述の効率向上技術に加えて，コージェネレーションとしての CO2 削減に着目して，熱電利

用効率を最大限高めるべく，よりリッチな混合気でも安定な燃焼を実現させ，給排気のバルブ

タイミングにより膨張比/圧縮比（ミラー度）の最適化を行って発電効率と排気温度のバランスを

適正化した． 

実証機の検証運転では，このような燃焼条件下でもノッキング，過早着火といった異常燃焼

の発生を抑制し，発電効率と蒸気効率を合わせた効率は 66％に達している． 

MACHⅡ-SI 機関の主要諸元を表１に，概観を図２に示す． 



三菱重工技報 Vol.46 No.2 (2009) 

 27 

 

  
 表１ MACHⅡ-SI 主要諸元   

  

 

 

  4 サイクル ガスエンジン 
形式 

MACHⅡ-SI  （副室式   火花点火方式） 

シリンダ数  12Ｖ 14Ｖ 16Ｖ 18Ｖ

ボア/ストローク mm 300/380 

回転数 min-1 720/750 （60／50Hz） 

発電出力 kW 

3,650 

／ 

3,800 

4,250

／ 

4,450

4,900

／ 

5,100

5,500

／ 

5,750

機関重量 t 40 48 54 60 

総合効率 

（発電効率 ※/蒸気効率） 
％ 66.1      （47/19.1） 

NOx(O2=0％) ppm 320 

※：ISO３０４６条件及び当社推奨の標準ガス性状による    図２ MACHⅡ-SI 外観 

  
2.2 豊富な実績を有する MACH-30G を踏襲した高信頼性設計 

MACHⅡ-SI は，豊富な運転実績のある MACH-30G の基本設計を踏襲しながら，点火方式変

更に伴う変更のみ以下のような最小限かつ信頼性を重視した設計変更としており，短期間に高い

信頼性の機関開発を完了した．機関部品の 80％は MACH-30G と共通となっている．図３に主要

な変更点である副室周りの構成を示す． 

(1) 最適制御の容易な副室ガス供給方式 

火花点火方式のガスエンジンでは副室への独立したガス供給が必要となるが，本機関では

副室用ガス供給電磁弁＋自動弁式を採用，MACH-30G と同じ制御方式を踏襲することで副

室内混合気濃度制御のフレキシビリティと高信頼性との両立を図った． 

すすの堆積による摺動部の固着や弁シート摩耗など自動弁の課題に対しては，数値解析に

よる最適化設計を行うとともに，上流側にバックアップ用の逆止弁を配置し２重化して信頼性を

高めている． 

(2) 点火プラグの長寿命化 

一般に MACHⅡ-SI のような高出力希薄燃焼ガス機関の連続最大運転時間は，点火プラグ

の寿命で制限されている．現時点，商用レベル機では 1,000～1,500 時間が通常であるが，

MACHⅡ-SI ではより長寿命化をねらい 2,000 時間を目標に設定，主要メンテ間隔（4,000 時

間）の中間点 1 回の交換周期とした． 

寿命延長化に当たっては，点火プラグの温度適正化をねらい，点火プラグ周りの冷却構造と

配置を工夫，電極温度改善型点火プラグを採用して電極摩耗（酸化摩耗）を低減した． 

  
 

 
 図３ MACHⅡ-SI 副室周りの構成 
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2.3 信頼性と高性能を両立する燃焼制御技術 

図４に MACHⅡ-SI の燃焼制御システムを示す． 

筒内圧力の直接，リアルタイム計測による燃焼診断装置（M-RICS）を採用，シリンダごとの点火

時期や排気温度を精度良くコントロールしている．本診断装置は MACH-30G にて採用されてお

り，高い信頼性と制御性が立証されている． 

さらに，ノッキング限界に近い領域での運転にも対応できるようノッキング検出装置（ノックディテ

クタ）を追加した．これらにより，シリンダごとに最適燃焼状態を独立制御するとともに，ノッキング

発生に対してはより速い回避制御を実現，高効率での安定運転を長期間維持することが可能と

なった． 

また，ノックディテクタのみでは検出できない失火（ミスファイア）に対しても，従来どおり検出が

可能であり，極めて信頼性の高い診断・制御を実現している． 

  
 

 図４ MACHⅡ-SI 燃焼制御システム 

  

2.4 急速起動，負荷追従性能の向上 

一般的に起動が速く，負荷追従性の高い点がレシプロガスエンジンの利点と考えられるが，こ

れらの特徴を更に高めることでアプリケーションとしての優位性を追求した． 

通常，急激な負荷変化に対しては，失火やノッキングといった問題への対応が技術的なポイン

トとなるが，MACHⅡ-SI では最新の制御，診断技術で主室及び副室内の混合気及び点火タイミ

ングをシリンダごとに最適化し，これらの問題を解決した．さらに，実証プラントにおいては，耐久

検証を兼ねて起動から 100％負荷到達までの時間を常時５分以下として実運用にて検証を行っ

ている． 

これら追従性の向上は，急激なデマンド変動へ対応できるとともに，複数台設置のアプリケー

ションではプラント全体としての効率を最大化することができ，ガスタービン単機あるいは

GTCC に比較して幅広い負荷範囲で高い効率が確保できる優位性がある． 

図５には 18MACHⅡ-SI×10 台（55MW）の発電出力と発電効率の関係と起動時間を示す．

図中，実証機の起動試験パターンは５分，商用機の計画起動時間は７分を示している．図に示す

ように，MACHⅡ-SI は高い信頼性とフレキシビリティを有し，様々なニーズに対応できる機関と考

えている． 
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 図５ 18MACHⅡ-SI×10 台(55MW)の発電出力及び発電効率の関係と起動時間（例） 

  

|３. まとめ 

当社は着火補助燃料の不要な新型 MACHⅡ-SI 機関を市場投入した．当該機関は最新の効

率向上・最適化技術に加え，フィールドにて得た多くの知見をフィードバックし，制御・診断の精

度を高めて，高い総合効率，起動・負荷追従性を実現した．さらに，現在実施中の耐久検証試験

結果をフィードバックし，お客様に満足いただける高信頼性機関として平成 21 年 10 月以降市場

出荷を開始する予定である． 
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