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  舶用ハイブリッド過給機は，発電機を過給機のロータ軸に直結し，本来のディーゼル機関用過

給装置としての機能のほかに，船内で消費する電力を供給する．発電機は，ディーゼル機関の

排気ガスで駆動される過給機の軸動力の一部で駆動される．したがって，排ガスを利用した排熱

回収装置のひとつであり，省エネ効果が期待できる．このためには，高速回転可能で高効率，小

型，大出力の発電機が必要であった．今回，日本郵船(株)，ユニバーサル造船(株)，日立造船

(株)の協力の下で，大型船用の推進機関に搭載可能なハイブリッド過給機 MET83MAG を開発し

たので，これを紹介する． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

一般に，ディーゼル機関の排ガスは，全量が過給機タービンに導かれる．その動力でコンプレ

ッサを駆動して燃焼用空気を機関に圧送する装置が排ガスタービン過給機である．従って，過給

機の効率は，タービンの断熱熱落差と，コンプレッサの断熱圧縮仕事の比で示される．近年の舶

用ディーゼル機関用過給機の高効率化によって，ディーゼル機関の排気ガスの一部を発電など

に利用しても十分な空気を機関に送れるようになった．そこで排ガスの 10％前後をパワータービ

ンに導いて発電機を駆動する排熱回収システムが実用化されている．ハイブリッド過給機も，排ガ

スエネルギーで得られた過給機タービンの回転出力の一部で発電機を駆動する排熱回収システ

ムの一つである．大型過給機に発電機を直結して電力を回収するシステムは三井造船(株)が

2009 年に開発している．この過給機の発電機は 1300kW の出力を有し，空気吸込サイレンサの

外部に取り付けられている．また，整流はダイオードによって行っているので電動機として作動さ

せることはできない(1)． 

当社が開発した舶用ハイブリッド過給機は，発電機を過給機本体内に内蔵しているので，必要

な設置スペースが従来の過給機と同等であり，機関側に大きな改造を必要としない．また，整流も

アクティブ整流として発電・電動機として作動可能である．これを実現するには，発電機の小型化

と，過給機の発電機収納構造設計が課題であった． 

|2. ハイブリッド過給機の概要 

2.1 主要目 

表１に，ハイブリッド過給機 MET83MAG の主要目を，従来の MET83MA と比較して示す． 
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 表１ ハイブリッド過給機 MET83MAG の主要目 

 型式 MET83MAG MET83MA 型式 MET83MAG 

 全長(mm) 4013(端子箱除く） 3700 発電機型式 永久磁石式三相同期発電機

 全幅(mm) 2250 2250 発 極数 4 

 全高(mm) 1188 1188 電 最大発電出力(kWmi) 754 

 総重量(kg) 15700 11100 機 軸受 外部強制給油滑り軸受 

 最高許容回転数(rpm) 11300 11300 冷却方式 清水，空気 

 最高許容ガス温度(℃) 580 580  

   

従来の MET83MA 過給機との部品とできる限り共用化しつつ，コンプレッサ側を改造して発電

機をサイレンサ内に内蔵可能にした．このため，従来の MET83MA に比較して，全長が 313mm 長

くなり，重量が 4600kg 増加している．発電機は回転数約 9000ｒｐｍにおいて，最大 754kW の出

力が得られるように設計している．発電機は永久磁石式同期発電機で，過給機と同じ回転数で駆

動される． 

2.2 過給機の構造 

図１にハイブリッド過給機の立体断面図を示す．発電機は過給機のサイレンサ内に配置される

が，サイレンサで発電機を支持するには剛性が不足するので，コンプレッサ渦室に取り付けられ

た上下２分割可能な鋳鉄製のシェルで保持される．このため，コンプレッサ渦室も設計の見直し

により剛性を向上させている．組み立てるには，まず下側シェルを先に過給機側に取り付け，発

電機を載せて過給機ロータ軸とカップリングで結合する．また，下側シェルは発電機からの排油を

集めて排出するオイルパンの機能も有している．シェルの外側には空気吸込サイレンサが配置さ

れ，空気はシェル外側を通ってコンプレッサに入る． 

図２に，下側シェルに発電機を取り付けた状態の写真を示す．この状態で発電機ロータと過給

機のロータをフレキシブルカップリングで結合する．重量の大きい発電機はシェルとコンプレッサ

渦室を介して軸受台で支えられているので，軸受台の熱と静荷重による応力と変形量の解析を

実施し，過大となる応力は発生していないことを確認した． 

 

 

 

図１ ハイブリッド過給機 MET83MAG 立体断

面図 

空気吸い込みサイレンサ内に発電機が内蔵さ

れ，過給機ロータ軸と結合されている． 

 図２ 発電機を下側シェルに取り付けた状態 

この状態で発電機と過給機の軸を結合し，その後

上側シェルを取り付ける． 

|3. 高速発電機 

3.1 基本構造 

この発電機ロータは，鋼製の軸外周に円弧上の磁石を吸着させ，高速回転による遠心力での

浮き上がりを防止するため，磁石の外側に炭素繊維を巻きつけている．ロータを囲む巻線の外側

をアルミ製冷却水ジャケットが囲んでいる．また，巻線中央と両端には冷却空気が外部から送られ

る．ロータの軸方向位置は磁力によって定まるので発電機内にスラスト軸受は無い．ラジアル軸

受は，MET53MA 型過給機用をそのまま使用しているのでアフターサービス部品供給においても

好都合である．油が出力軸側に漏れないようにと，巻線部に油が入らないように，ラビリンスシー



三菱重工技報 Vol.47 No.3 (2010) 

 83 

 

ルフィンを設けると共にシール空気をフィンと軸との隙間に流して油の外部への漏洩を防止して

いる． 

軸受と油シール用ラビリンスは，両端のエンドベルに保持されており，中央のハウジングを挟ん

でいる．ハウジングはアルミ合金製で，上下２分割となっているが，ロータは軸方向に挿入可能な

ので，メンテナンスの為にこれを再分解することはない． 

3.2 ロータ安定性 

発電機出力軸は，ダイヤフラム型フレキシブルカップリングで過給機ロータ軸と機械的に結合さ

れる．図３に発電機ロータの危険速度解析結果を示す．常用運転領域は，１次と２次の危険速度

の中間にあり，十分離れていることを確認した． 

さらに，過給機ロータ軸と発電機を結合した状態で過給機の単体試運転を実施し機械的な挙

動を確認した．発電機軸振動を計測し，過給機最高許容回転数に至るまで，軸振動値は 10μm

以下で有害な不安定振動等は発生しないことを確認した． 

   

 

 

 

図３ 発電機ロータの危険速度解析結果   
  

3.3 発電機の冷却 

一般的な発電機と比較してはるかに高速で回転するので出力の割に小型であるが，出力相応

の熱が発生するので発電機の冷却が課題であった．さらに，発電機は過給機サイレンサ内に内

蔵するため，外形寸法は出来るだけ小さくしなければならない．このため，発電機のハウジング内

に冷却空気，冷却水，潤滑油の供給，排出通路を設けている．冷却空気は，機関の掃気を使うこ

とができるので，高負荷で発熱が大きいほど高い圧力の冷却空気が得られる． 

図４に発電機の熱解析に用いた計算モデルを示す． 

 
図４ 発電機内部の温度分布解析モデル 
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効果的な冷却空気の流れと冷却水によって，最大出力で連続運転した場合においても安全な

温度に保たれる見通しである．実際の発電機には巻線に温度センサが埋め込まれており，巻線

温度の異常上昇を示す警報を出力するために用いられる． 

|4. ハイブリッド過給機のメリット 

発電機を内蔵した当社ハイブリッド過給機は，従来の排ガスパワータービンと同様に，過給機

入口の排ガスのエネルギーで発電するものであるが，パワータービンに比較して次のメリットがあ

る． 

(１) 過給機の外形寸法増はわずかで，排ガスの配管・弁制御が不要であるから主機関の改造も

少なく，レトロフィットも比較的容易 

(2) 配管途中でのロスが無く，さらに，過給機のタービンで熱回収するので高効率 

(3) 電力を発電機に送ることで電動機として機能させ，過給機を加勢できる． 

発電機本体から出力される３相交流電力の電圧，周波数は過給機の回転数に依存するのでそ

のままでは船内での電力として用いることはできない．従って，出力電力は，一旦直流に整流した

後，インバータで船内電力系統に適した電圧と周波数に変換されるが，本システムでは IGBT に

よるアクティブ整流とインバータを採用している．これら両者は逆にインバータとアクティブ整流とし

ても機能するので，船内から電力を供給することで発電機を電動機として機能させ，過給機ロー

タを加速することができる．２サイクル低速ディーゼル機関において，機関の低負荷運転時には

過給機だけでは十分な燃焼空気を機関に供給できないので，電動補助ブロワで空気送入を加勢

している．このハイブリッド過給機の電動機能を用いると補助ブロワの代用となり，さらに，空気は

高効率の過給機コンプレッサで圧縮されるので必要な電力も補助ブロワより小さくできる可能性が

ある．図５にアクティブ整流器盤とインバータ盤の外観を示す．このアクティブ整流器の直流出力

を隣接して設置されるインバータ盤に接続して交流に再変換し，その出力を船内電源とする． 

 

 
図５ 周波数変換装置外観 

|5. 過給機単体試験結果 

過給機の単体運転試験は，過給機のコンプレッサで圧縮した空気を燃焼器に導いて，燃焼ガ

スを発生させ，そのガスで過給機タービンを駆動する．過給機の効率は，コンプレッサの効率とタ

ービンの効率（機械効率を含む）の積で示されるが，コンプレッサの駆動動力とタービンの出力は

同じなので，過給機効率は， 

タービン断熱ヘッド

ドコンプレッサ断熱ヘッ
 過給機効率＝  

で示される．一方，ハイブリッド過給機の場合，タービン出力はコンプレッサと発電機の駆動に

使われるから，上式による効率は見かけ上小さくなる．これを区別するため，ハイブリッド過給機や

排ガスバイパスした場合の効率を過給効率と呼んでいる． 
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図６に，ハイブリッド過給機の単体運転試験のときの過給効率を示す．発電機が無負荷の状態

で過給機を運転した場合，過給機効率が約 0.5％低下することが分かった．これは，発電機にお

ける軸受損失，空気との摩擦損失，及び電磁気的な損失によるものである． 

   

 

 

 

図６ ハイブリッド過給機の単体試験時の過給効率   
  

前述のとおり，発電出力を大きくとると見かけの過給効率が低下する．また，低いコンプレッサ

圧力比域，すなわち機関の低負荷程タービンの仕事が小さくなるので，同じ発電出力をとると過

給効率は低くなる．一方，機関側は性能と信頼性の確保の上で必要な最低の過給効率があるの

で，低負荷では発電機出力を小さくする必要がある． 

|6. まとめ 

当社はハイブリッド過給機 MET83MAG の開発を，2008 年度初めに着手し，2010 年５月 28 日

現在，組立てを完了して単体出力試験を開始したところである．過給機単体運転において，発電

機が過給機性能に及ぼす影響の他，発電機とパワーエレクトロニクスの効率，発電電力の質，過

渡特性を確認し，2010 年の 10 月には，世界で始めて大型舶用２サイクル低速ディーゼル機関に

搭載され，機関と過給機とのマッチング運転と発電試験が実施される予定である． 

ハイブリッド過給機は，機関排ガスの余剰エネルギーを電力で回収するだけでなく，これまで機

関の出力に応じて従属的に作動していた従来の過給機と異なり，発電量を制御することで過給

機の回転，すなわち機関に送る燃焼空気の流量が制御可能になる．これにより，省エネルギーや

環境規制対応へのさまざまな応用が可能であるので今回の初号機の実用運転状況を確認しな

がら，他のサイズの過給機へ展開する足がかりとしていきたい． 

最後に，本ハイブリッド過給機の開発にあたり，貴重な意見と技術指導を提供して頂いた日本

郵船(株)，ユニバーサル造船(株)，日立造船(株)，大洋電機(株)，Calnetix Inc.の各社に謝意を

表します． 
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