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の不安定性の回避と波形改善
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• 熱エネルギーを運動エネルギーに変換するス
ターリングエンジンが知られている。

• スターリングエンジンの特長：
＞熱源を選ばない 温度差があれば発電可能であり、
太陽熱やバイオマス資源の利用に適している。

＞排ガスがクリーンである 外燃機関であり、有害物
質を含まない燃料を使えば有害物質が発生しない。

＞静粛性や振動に優れている 内燃機関のように爆発
燃焼を行わないので、振動騒音が抑制される。

＞熱効率が高い 理論上最も高いカルノーサイクルと
等しい。

背景と従来技術
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• さらに、経済産業省より電気事業法施行規則
及び発電用火力設備に関する技術基準を定
める省令の一部改正において、出力10kW未

満のスターリングエンジン発電設備が一般電
気工作物として区分されることが決定され、
2014年11月5日に公布・施行された。

• スターリングエンジンを機械構造で分類すれ
ば、クランク機構による回転式とクランク機構
のないフリーピストン型に分類できる。

• フリーピストン型は、機械構造が簡単で寿命
が長く、小型・軽量化できる。
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フリーピストンスターリングエンジン発電の基礎実験装置
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フリーピストンスターリングエンジン発電の基本等価回路

系統電源
230V, 50Hz
＋負荷装置

フリーピストン
スターリングエンジン
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• 近年、発電電力をバッテリーに蓄電したり、系
統に連系し売電できるようにスターリングエン
ジン発電システムを構成するのが普通である。

• 上記スターリングエンジン発電システムには、
交直変換器（コンバータ）が不可欠である。

• コンバータは、高周波でスイッチング動作を行
うため、多量の高調波を含んでいる。

• 一方、回転式スターリングエンジンシステムは、
発電機に回転機を用いることができるので、コ
ンバータの高調波の影響を受けにくく、安定稼
動が容易であり、実用化が既にされている。
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フリーピストンスターリングエンジン発電システムの基本構成
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• フリーピストンスターリングエンジン発電システ
ムには、低速・微小なピストン運動を直接電力
に変換するリニア発電機が採用される。

• そのためリニア発電機の固定子の巻数が多く
なり、無効電力が増加し、低力率になる。

• そこで、微分特性をもつ進相コンデンサ（ハイ
パスフィルタ）を挿入し、力率を改善する。

• 進相コンデンサの微分特性は、コンバータの
高調波を増大させ、リニア発電機の安定稼動
を困難にさせる。

従来技術の問題点
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• 負荷と並列に配置される容量成分素子と、出
力電圧線と直列に挿入されるインダクタ成分
素子とによって構成される高調波カット回路を
考案した。

• 進相コンデンサと高調波カット回路と昇圧コン
バータとその制御法の組み合わせにより、前
記フリーピストンスターリングエンジン発電シ
ステムの安定稼動を達成した。

課題を解決するための新技術と特徴
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高調波カット回路付フリーピストン

スターリングエンジン発電システム（新技術）
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(a) 重畳高調波カット回路付（電圧電流波形）

(b) 重畳高調波カット回路なし（電圧電流波形）
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• 本装置のように簡単な進相コンデンサと高調
波カット回路と昇圧コンバータとその制御法を
組み合わせたものはない。

• 本発明により、高力率、高効率で安定稼働可
能なフリーピストンスターリングエンジン発電
システムを提供することができる。

新技術と従来技術の比較
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想定される用途

• フリーピストンスターリングエンジン発電機
の安定化と電圧と電流に含まれる高調波
の除去。

• フリーピストンスターリングエンジン発電機
の高力率・高効率運転

• さまざまな熱源から電力を発生させる用途
に用いることができる

• 一例として、木質バイオマス燃料とソーラ
ー発電のハイブリッド電源車を紹介する。
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木質ﾊﾞｲｵﾏｽﾍﾟﾚｯﾄを燃料とするﾌﾘｰﾋﾟｽﾄﾝ形ｽﾀｰ
ﾘﾝｸﾞｴﾝｼﾞﾝ発電ｼｽﾃﾑ （定格出力：230V, 1kW）
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概要

【燃料】 木質バイオマスペレット（カーボンオフセット、
太陽光や風力に比べ安定的な供給、地域木材の
活用など）

【動力】 スターリングエンジン（熱源を選ばない
排ガスがクリーン、高効率、低振動・低騒音）

【出力】
・3kgの燃料を1時間燃焼し、1ｋWの電力と

45℃・200Lの温水を提供可能
・さらに最大600Wのソーラーパネルを備え、日

中は太陽光でも発電可能
・これらの電力は、蓄電池（約5.2 ｋWh）に蓄え

ることが可能
・コンバータ、インバータを採用し、安定で効率

的な電力供給が可能
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【運用例（イメージ）】
たとえば被災地の避難所で．．．

天気の良い日中はソーラーパネルで発電し、食事な
ど生活に必要な電力を賄う。余剰電力はバッテリーに
蓄電して、夜間や雨天そして急な大電力消費を必要と
するときに備える。夕食の準備どきや雨天時は木質ペ
レットを燃やしてスターリングエンジンを運転し、必要な
電力を得る。

特に、夕食時には1時間程度の運転で45℃・200Lの
温水も同時に得られるので、夕食後の食器洗いやお風
呂・シャワーなどに使用できる。また、被災現場ではガ
レキの撤去のための電動ノコや救命機器などの非常用
電源としても使用可能である。
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冷却水

温水電力

約1時間の運用で

45℃,２００L

約3kg
120円
程度

1.6kWh

太陽光・バイ
オマスハイブ
リッド電源車



19ハイブリッド運転
蓄電池

インバータ１

インバータ２
ｽﾀｰﾘﾝｸﾞｴﾝｼﾞﾝ

コンバータ

電球など

ｽﾀｰﾘﾝｸﾞｴﾝｼﾞﾝ
発電機

ソーラーパネル 太陽電池ｼｽﾃﾑ
ｺﾝﾄﾛｰﾗ

充電

消費

消費

発電 充電

発電

ポンプなど
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木質バイオマス燃料スターリングエンジンと
ソーラー発電のハイブリッドシステム

高調波カ
ット回路
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実用化に向けた課題

• 現在、さまざまな熱源に対する発電システム
として、コンバータを含む基本的なシステムと
して開発済み。

• しかし、木質チップなどの多種多様な燃料に
対する燃焼炉は未開発である。

• 現在、鉛バッテリーに蓄電しているので、蓄電
量が小さい。

• さらに、自動運転と低価格化が未解決である。
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企業への期待

• 自動運転と低価格化については、シーケンサ
の導入と量産により克服可能である。

• 蓄電容量の問題も、リチウムイオンバッテリー
の採用で解決できるので共同研究を希望する。

• フリーピストンスターリングエンジンと燃焼炉も
高価なので、安価なエンジンと燃焼系装置を
製作できる企業との共同研究を希望する。

• また、バイオマスなど多種多様の新しい燃料
による発電への展開を考えている企業には、
本技術の導入が有効と思われる。
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本技術に関する知的財産権

• 発明の名称 ：スターリングエンジン発電

システム

• 出願番号 ：特願特願2016-175644
• 出願人 ：芝浦工業大学

• 発明者 ：高見 弘
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• 2011年度 関東経済産業局 平成23年度戦略的基
盤技術高度化支援事業

• 2012年10月- 2013年9月 JST 復興促進プログラ
ム（A-STEP)―シーズ顕在化タイプに採択

• 2013年度 林野庁 平成25年度バイオマス加工・利
用システム開発事業に採択

• 2014年- 灯油・てんぷら油を燃料とするスターリン
グエンジン発電実験装をSECエレベータ（株）と共同
研究

• 2015年- 木質ペレット燃料フリーピストンスターリン

グエンジン発電システムをダイエーコンサルタンツ
（株）との共同開発

産学連携の経歴



25

お問い合わせ先

芝浦工業大学 研究推進室 研究企画課

産学官連携コーディネーター 平井一歩

ＴＥＬ 03-5859-7180

ＦＡＸ 03-5859-7181

e-mail sangaku@ow.shibaura-it.ac.jp


