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  ディーゼル主機関の排熱回収装置として，排ガスエコノマイザを介し，蒸気タービン駆動発電

機を使って船内電力需要を賄うのは既存の技術である。また最近，当社は排ガスを一部抽気し

て，パワータービン（ガスタービン）を駆動する複合発電システムを開発し，就航船 38 隻に納入し

た。本稿では，本複合型発電装置を拡張し，新たなアプリケーションとしてシャフトモータを追設

することにより，船内電力需要だけでなく，余剰発生電力をシャフトモータに還元し，主機加勢及

び主機燃費向上に寄与するハイブリッドシステムを実用化したので，概要を紹介する。なお，本装

置は工場運転及びカップリング試験(制御確認試験)を終了し，今後海上運転を予定している。 

  

   

 
 
|1. はじめに 

当社より 2010 年度にリリースされた複合型発電装置（蒸気タービン＋パワータービン）は，ディ

ーゼル主機関の排熱回収システムとして多数の就航実績があるが，本装置は船内電力需要が大

きい船種であるコンテナ船への搭載に限られていた。これは船内電力需要が小さい船種では，本

装置により発生しうる電力が余剰となり活用できないためである。そこで，船種を限定することなく

本装置を有効に活用するために，シャフトモータを追設し，シャフトモータへ余剰発生電力を還元

することにより，主機加勢及び主機燃費向上を図った。 

|2. 装置概要 

2.1 主要目 

表１にディーゼル主機関，複合型発電装置の主要目を示す。  

  

表１ ディーゼル機関及び複合型発電装置の主要目 

主機出力＆回転数 MCR 21910kW  x  74.5 rpm 

蒸気タービン型式 三菱 AT42CLN2 

蒸気タービン最大出力 1200kW 

蒸気タービン回転数 11700rpm 

入口蒸気圧力 / 温度 0.54MPa(G) / 260℃ 

復水器真空 -0.095MPa(G) 

パワータービン型式 三菱 MPT33A-R 

パワータービン最大出力 1400kW 

パワータービン回転数 24000rpm 

発電機最大出力 / 回転数 1700kW / 1800rpm 
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2.2 複合型発電装置（蒸気タービン＋パワータービン）トレインの構造 

図１に工場出荷時の蒸気タービンとパワータービンの結合状態を示す。 

発電機は両軸となり，パワータービンと蒸気タービンは発電機を挟んで配置される。パワーター

ビンの回転数は約 24000rpm と高速であり，発電機回転数の 1800rpm まで二段減速の後，ワンウ

ェイクラッチを介して連結される。蒸気タービンは船舶用として数多くの納入実績を持つ既存機種

であり，またパワータービンについても，数多くの納入実績がある三菱 MET 過給機のタービン技

術を取り入れたものとなっている。パワータービンは蒸気タービンユニットと同じく共通台板に据付

けられており，蒸気タービンとパワータービン間のアライメントは，高速回転体による結合であるた

め，アンバランスが生じないよう工場出荷時に入念に確認されている。 

また，油ポンプを含む潤滑油システム等，全ての必要機器はユニット台板上に設置されてお

り，機関室据付けに際して，造船所での手間が省けるよう可能な限りパッケージ化した設計として

いる。 

図１ 工場出荷時 排熱回収装置 

 

|3. プラントダイヤグラム 

図２にプラントダイヤグラムを示す。ディーゼル主機関の排ガスのうち，約 90％の排ガスは過給

機のタービン側に流れて過給のエネルギーとして使われ，残り約 10％の排ガスが抽気されパワー

タービンを駆動し，発電機にトルクを伝達する。その後，過給器のタービン側出口及びパワーター

ビン出口の排ガスは合流し，２段圧力式の排ガスエコノマイザで給水と熱交換を行う。発生した蒸

気は過熱器で更に過熱され，過熱蒸気として蒸気タービンへ流入する。またディーゼル主機関の

高負荷運転時，パワータービントリップ等の危急時にも，急激に掃気圧力が上昇しないよう抽気

ガスラインにバイパス弁を設けた。 

 

 
図２ プラントダイヤグラム 
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|4. パワーマネージメント 

図３に横軸を主機関負荷，縦軸を本装置の発電量としたグラフを表す。主機関負荷上昇に伴

い，次のとおりパワーマネージメントを行う。 

(1) 主機関負荷が低い場合は，ディーゼル発電機で船内電力需要を賄う。その際に排ガスエ

コノマイザより発生した蒸気が，蒸気タービンの最小負荷以下の蒸気量である場合，発生

蒸気をダンプし，復水器で処理する。 

(2) 主機関負荷の上昇に伴い，蒸気タービンの最小負荷以上の蒸気量発生により，蒸気ター

ビンを起動させ，ディーゼル発電機と蒸気タービンの並列運転により船内電力需要を賄

う。 

(3) 更に主機関負荷の上昇に伴い，パワータービンを起動させ，蒸気タービンとパワータービ

ンの並列運転により船内電力需要を賄う。 

(4) パワータービンの起動により，船内電力需要以上に電力が発生した場合は，シャフトモー

タを起動させ，主機加勢を開始する。 

(5) シャフトモータの定格容量を超えた場合は，パワータービン上流に配置された制御弁にて

抽気量を制御（パワータービンスロットル）し，必要以上の抽気による主機燃費悪化を最小

限とする。 

 

 

図３ 主機関の各負荷によるパワーマネージメント 

 

|5. 制御体系及びコンセプト 

主機関負荷とともに，絶えず変化するプラント性能（蒸気流量，主蒸気条件，排ガス量，排ガス

条件）に対応するため，蒸気タービンとパワータービンのみならず，並列運転されるディーゼル発

電機やシャフトモータを含めたパワーマネージメントを行う必要がある。第４章で述べたパワーマ

ネージメントを確立するために，次の制御体系及び制御コンセプトを考案した。 

5.1 制御体系 

図４に制御体系を示す。パワーマネージメントシステム（PMS）からの負荷増減の出力信号に基

づいて，タービンコントロールパネル（TCP）は蒸気タービン（ST）とパワータービン（PT）のパワー

マネージメントを行う。 
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図４ 制御体系 

 

5.2 制御コンセプト 

(1) 主機関負荷とともに絶えず変化するプラント性能に応じ，蒸気タービン（ST）及びパワータ

ービン（PT）がどの程度の出力を発揮しうるか PMS で把握できなければ，PMS より TCP へ

負荷増減の指示を出すことができない。そのため，Available Power ST(kW) /Available 

Power PT(kW)という用語を定義し，そのプラント性能における発生しうる最大出力を絶え

ず計算し，TCP から PMS へ出力する。 

(2) 蒸気タービン及びパワータービンの実出力を，Actual Power ST(kW) /Actual Power 

PT(kW)として定義し，そのプラント性能における実出力を絶えず計算し，TCP から PMS へ

出力する。 

(3) 上述の Available と Actual の差分が，現状のプラント性能から算出される本装置の余力と

なる。本余力を Load Target に加算して，PMS から TCP へ出力する。船内電力需要を上

回る余剰発生電力は，シャフトモータに還元される。 

(4) 本排熱回収装置では，基本的に発生電力が最大となるよう（Available＝Actual），タービン

ガバナ制御を行う。船内電力需要変動に応じた系統周波数の制御は，シャフトモータで

の消費電力を増減させることにより行う。 

 （発生電力を最大とするガバナ制御の場合は，シャフトモータで周波数制御を行う。そうで

ない場合はタービンガバナで周波数制御を行う。） 

|6. シミュレーション結果 

PMS，TCP 及び当社検証用プラントシミュレータをカップリングし，確認試験を実施した（図５）。

 
図５ PMS と TCP カップリング試験 
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主機負荷の増減に伴い，排ガス量及び蒸発量を変化させ，本装置の動特性を確認した。複合

型発電装置とディーゼル発電機の並列運転は当然ながら，本装置とシャフトモータの並列運転

中における負荷分担もスムーズに行われ，系統周波数を終始安定して制御することが確認でき

た。 

実際の排ガス量や蒸発量に合わせて，上述の Available Power 及び Actual Power をチューニ

ングする必要はあるが，本船海上試運転前の確認試験としては非常に有意義であった。 

|7. まとめ 

複合型発電装置（蒸気タービン＋パワータービン）は，従来，船内電力需要が大きいコンテナ

船に搭載が限られていたが，シャフトモータという新たなアプリケーションを追加することにより，余

剰発生電力を主機加勢に有効活用する目途がついた。これにより船種が限定されること無く，本

装置を搭載することができ，又，主機関の内部効率向上とは違った視点から，主機関の燃費向上

が図れる。当然，主機関から発生する排ガスを抽気するため，主機関の燃費は悪化するが，当社

の経済性試算によれば，それ以上に主機加勢と船内電力需要を賄うことができ，十分にメリットが

あると考えられる。 

本装置は，2013 年４月に当社で工場運転を終了しており，引き続き海上運転を経て，お客様

へ引き渡される予定である。 

最後に本装置の開発に当たり，貴重なご意見と技術指導を提供していただいた(株)商船三

井，(株)名村造船所，寺崎電気産業(株)の各社に謝意を表します。 
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