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再生可能エネルギーと技術革新 
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GEパワー& ウォーター – 再生可能エネルギー事業 

風力発電 

 水処理技術 火力発電機器 

太陽光発電 

原子力発電 火力発電用 
保守サービス 

ガスエンジン 航空機エンジン  
転用型GT 

$27.6B ‘14 売上 >40,000 社員数 700 拠点 

分散型電源 

大型蓄電池 

再生可能エネルギー 
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GE風力タービンの実績 

98%  
アベイラビリティ 

38GW 
設置機器の 
総発電容量 

 

25,000 
  

風力タービン基数 

31か国に設置 

$2B 
研究開発投資 
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日本の状況に対応できる仕様 
 高い乱流の制御技術 
 台風等の高風速への対応 
 日本各地で発生する雷保護 
 電気事業法や建築基準法にも準拠する設計 

2.85-103 

年間 
発電量: 
設備容量: 

動作音: 

仕様 

* At 8.5m/s 

12,159 MWh* 
48.7* 

105 dBA 

日本市場に向けた戦略製品2.85-103 
日本の風況・環境に最適かつ強力な風力タービン 

テクノロジー 
• 雷保護機能強化 
• Yawバックアップ電源 
• 優れた乱流制御機能 

2.5-100 

Electrical 
upgrades 

Yaw バックアップ電源 

風況 

• IEC Class IIb 

• Vref 55m/sec 

© 2015 General Electric Company 

2.50-120 
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世界基準の信頼性を高める製品設計の進化 

1,000th  

GE風力タービンの進化 

1.6-100 

設置基数 

1.5i 
(65m) 

1.5s 
(70.5m) 

2.5s 
(88m) 

1.5sle 
(77m) 

導入モデル 

風力発電に
参入 

1.5s 1.5sle 1.6-82.5 1.6-100 2.5-120 

5,000th 10,000th 

1.85-82.5 
1.85-87 
1.7-100 

20,000th 

2.3-107 

2.50-120 
3.2-103 

1.5xle 

2.5xl 
(100m) 

(82.5m) 
1.6-82.5 

2.75-100 2.75-103 
2.5-120 
2.85-103 

1.7-103 

’96 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14+  

© 2015 General Electric Company 
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Imagination at work. 

© 2011 General Electric Company 

GE Jenbacherガスエンジンの実績 

 290基 
  

日本における稼働数 
 

10MW 
2012ロンドン五輪 

エネルギーセンター導入 

+10,000基 
  

世界における設置数 
 46% 
  

発電効率（Type6) 
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デンマーク  Harboore  (1.5MW) 

ガス化炉： B&W Volund (固定床アップドラフト) 
ガスエンジン：Jenbacher J320x2台 

稼働時間:  69,000 時間以上 (2014年9月時点)   
運転開始:  2000年3月 

オーストリア  Gussing  (2.0MW) 

ガス化炉： ウィーン大学コンセプト(循環流動床) 
ガスエンジン：Jenbacher J620x1台  

稼働時間:  67,000 時間以上 (2014年9月時点) 
運転開始:  2002年4月 

デンマーク  Skive  (6.0MW) 

ガス化炉： Andritz/Carbona(バブリング流動床） 
ガスエンジン：Jenbacher J620x3台  

稼働時間:  30,000 時間 (2012年9月時点) 
運転開始:  2008年 

日本  やまがたグリーンパワー  (2.0MW) 

ガス化炉： B&W Volund (固定床アップドラフト） 
ガスエンジン：Jenbacher J612 x1台, J616 x 1台 

稼働時間:  30,000 時間 (2014年9月時点) 
運転開始:  2007年 

小型ガス化バイオマス発電の世界での実績 

（出典）各社ホームページ） 
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GE イェンバッハ ガスエンジン 
様々なガス燃料が使用可能 

埋立地ガス 

下水ガス 

石油ガス 

特殊ガス 

バイオガス 
(メタン発酵） 木質ガス化ガス 

天然ガス 

炭鉱ガス 

非常用電源 

イェンバッハ - LEANOXコントロール 

 イェンバッハのガスエンジンは、電気出力、空気とガ
スの吸気圧力、インタークーラ後段の空気とガスの
温度を計測し、LEANOXコントロールにてリアルタイ
ムに空気とガスの混合比を制御する 

• 発熱量の変動が大きい木質バイオマスの熱
分解ガスに対応 

• 水素含量の多いガスに対応できる 

• NOxの発生を抑える 

 不安定な品質のガスに対して耐バックファイアーが
高い 

 タール除去のKnow-How 

 豊富なエンジンサイズ (350kW ~ 8Mw) 
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航空機転用型エンジン- LMS100 
負荷追従、系統安定化、多様な燃料に対応能力 
再生可能エネルギー導入支援、電力供給の冗長性のために 

 

南カリフォルニア州で19台のLMS100が再生可能導入支援に使われている例 9 
9 



LMS100が果たす基本機能 

ピークカット 負荷追従 

緊急電源 
防災力の強化 

周波数安定化 

コンバインドサイクル 
老朽化設備更新 

11カ国20社以上で採用 

コジェネレーション 
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CPV センチネル – 8基のLMS100… 

サイトの特長 

• 50-800MWと幅広いレンジで発電可能 

• 10分以内の起動。400Mw/分の出力調整 

• 様々な用途向けに電力を供給 

   （運転予備力 、ピークカット etc.) 

• 吸気冷却設置により、高温化でも出力の低
下なし 

• 厳しい環境規制にも対応。NOx低減用の水
は不使用。2.5ppmvd (NOx)/5ppmvd COを
運転開始10分内に達成 

800MWの高効率シンプルサイクルプラントが、 過酷
なカリフォルニアの環境下において3000台もの風力

発電の安定運転を支えています。 

ケーススタディ #1 
LMS100による再生可能導入支援・系統安定化 
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CPV センチネルサイト：起動性能と高負荷追従 

高速起動によるメリット 

• 10分以内で定格へ 

• 50Mw / 分 / ユニットの起動性能。他機種と比較して40-50%
高い起動性能 

• 起動時の燃料消費節約 

• ピーク時には更に出力向上が可能 

• （オプション） 

• 再生可能エネルギーのバックアップとして運用可能 

 

 

 * Trademark of General Electric Company  

起動からの経過時間 (分) 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
出
力

 (
%
) 

ケーススタディ #1 

時間 (12時間インターバル) 

出
力

 (
M

W
) 

高負荷追随性によるメリット 

• 必要な時だけ発電可能 （1日複数回の起動にも最適） 

• 50Mw/分/ユニットの追随性 … 50%負荷から100%まで、60秒
以内で達する事が可能 

• 部分負荷でも高効率を実現… 50%-100%（50Mw-100Mw)
で高効率での運転が可能 

• 高い柔軟性により周波数の変動を支えます … 最大5%までの
周波数変動に対応可能 
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LMS100-PB   

• 最先端のDLE 2.0燃焼器 

• NOx低減に水不使用 

• 世界最高効率 

• 起動から10分間で定格へ 

• 25ppm NOx 

• ISO条件下で101 MW  

ソチオリンピックでの実績 

2 x LMS100PBが採用されました 

LMS100が選定された理由 

- 世界最高効率のガスタービン 
(マーケットで、シンプルサイクル世界最高の
効率を誇るガスタービン                          
… Inter RAOのCEO談) 

- 高い負荷追随性 (50MW/分) 
- 他機種と比較し短いメンテナンス期間 

概要 

顧客名:   Inter RAO 
   (ロシア最大級の電力会社） 
サイト名: Dzhubginskaya 発電所 
機種: LMS100PB x 2 
最大出力: 200Mw 

ケーススタディ#2 
LMS100による電力供給の安定化 
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対応燃料の多様性 (ガス / 液体燃料) 

ガス燃料 

液体燃料 

 LMS100はガス/液体燃料のいずれも使用で
きます。通常運転はガス、非常時には液体
燃料など、柔軟性の高い運用を実現しました 

  
  

下記ガスが採用可能です 
 十分な熱量をもったもの  
 ガス性状を維持 
 清浄 

大半のLNG (シェールガス含む)はLMS100に使用
が可能です 

下記液体燃料が採用可能です 
 十分な熱量をもったもの 
 噴霧可能なもの 
 清浄な液体 

 重油 (A重油相当)、 灯油、軽油などがLMS100
に使用可能です。 

ケーススタディ #2 
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自然エネルギー拡大のための日本の挑戦 

 エネルギーを取り巻く環境は‘非連続的’に変化する 
 電源・技術の多様化、ポートフォリオマネージメントが大切 
 技術革新には時間、資金、長期戦略が必要 

15 

我々を取り巻く環境 

 国・自治体単位でのグランドデザインの作成と継続的な検証・修正が必要 
 導入時のコストを誰がどう負担するのかの丁寧な合意形成が必要 
 目的に合った政策支援と技術革新を促すプログラム（新サンシャイン計画？）が必要 
 産業としては未だ揺籃期、海外の例、特に事業者の意見を積極的に取り入れるべき 

自然・再生可能エネルギーの導入 
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