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非常用電源装置用のディーゼルエンジン
3LDL形（1951）

東京天文台乗鞍岳コロナ観測所（上）のディー
ゼル発電装置（1954）

赤城山マイクロウェーブ中継所（上）に設置され
た無停電電源装置付ディーゼル発電装置

（1954）

戦災や石炭不足で電力需給が逼迫
戦後、日本は極度の資材不足に見舞われた。なかでも
厳しい状況に陥ったのが、日々の暮らしや産業活動に欠
かせない電力の供給不足である。戦時中、山間部に点在
する水力発電所は空襲による被害が比較的少なかったが、
都市近郊の火力発電所や変電所は甚大な被害を受け、送
電網も寸断された。また、傾斜生産方式によって増産が
図られた石炭も、復興に伴う旺盛な需要で供給不足とな
り、火力発電所が復旧しても燃料に事欠く状況が続いた。
このため送電がストップすることも多く、各地の工場
では停電に備えて非常用電源装置用のディーゼルエンジ
ンを購入するところが急増した。
当社では早くから離島や山間地の通信施設で使用する
電源装置向けにディーゼルエンジンを販売してきたが、

こうした戦後の電力不足で「停電ブーム」と呼ばれる需要
が発生したのを受け、1947（昭和 22）年１月に第１次整
備を終えて戦災から復旧したばかりの神崎工場（現・尼崎
工場）がフル操業を続けることになった。

東大や公共企業体への納入で信頼を獲得
1950（昭和 25）年６月に勃発した朝鮮戦争による特需

景気を経て日本経済が戦前を上回るまでに回復するなか、
当社は 1953 年９月に東京大学乗鞍岳宇宙線研究所と東
京天文台乗鞍岳コロナ観測所に発電用電源装置を、
1956年には関西電力株式会社黒部川第四発電所に電源・
予備電源用の大形ディーゼルエンジンを納入した。
また、停電時や電圧異常時に自動的に始動し、１カ月

にわたって無人連続運転が可能な非常用発電装置を開発。
1953 年春に圧縮空気で始動する空気始動式 6MSL ×
100kVA ４台をダムのゲート捲き上げ用として関西電
力へ、5MSL × 125kVA １台を釧路市役所水道局へ納
入した。翌 1954 年２月にはセルモーター始動式の
5LDL × 60kVA １台を関西電力小牧発電所へ、1957 年
10 月にはビル用に全自動化した 6MSL-T × 250kVA ２
台を株式会社大和銀行（現・株式会社りそな銀行）本店に納
入している。
一方で、通信や放送など瞬時の停電も許されない用途

に向けて、1953 年 12 月から無停電電源装置の開発に
着手。商用電源の停電と同時にフライホイールの蓄積エ
ネルギーで交流発電機を駆動する装置を完成させ、
1954 年秋に東京電力株式会社の赤城山無人中継所へ納
入した。さらに 1955 年秋以降、日本電信電話公社（現・
日本電信電話株式会社）や日本国有鉄道（現・JRグループ）、各
電力会社、電源開発会社などで採用された。この装置は
当社が特許を持ち、日本電信電話公社の全国マイクロ回
線網のほとんどに採用された。

第二営業部を開設し、さらに市場を拡大
1957（昭和 32）年 12 月に当社営業部が市場別に再編

　1946（昭和 21）年 12月、労働力や資金、資材を石炭と鉄鋼の増産に集中させる「傾斜生産方式」
が閣議決定され、わが国は石炭をエネルギー源として本格的な復興への道を歩みだした。
1945年に 2,230万 t（トン）であった石炭の生産量は 1952年に 4,370万 tまで増大した。
　一方、1950年代に入ると中東やアフリカで大規模な油田が次々と発見され、エネルギーの
主役は石炭から石油へ急速に移行していった。いわゆる「エネルギー革命（流体革命）」である。わ
が国でも 1962年に初めて石油が石炭を抜いてエネルギー供給で首位の座に就いた。長らくエ
ネルギー産業の中心であった石炭業界は構造的不況に陥り、石油産業は政府の監督下で大きく
発展していった。
　戦後復興を果たし、エネルギー革命を迎えたわが国は、発電や工場での生産活動、さらに交
通機関に至るまで低廉で大量に供給される石油をエネルギー源として活用し、高度経済成長時
代を謳歌することになる。
　ディーゼルエンジンを動力とする当社発電装置は、戦後復興期に発生した電力不足や高度経
済成長期の急速な電力需要の増加に対して多大な貢献をし、わが国の発展を牽引する原動力の
ひとつとなった。

戦後復興・成長期の電力需要に対応
1946（昭和21）年～1971（昭和46）年
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排水機場に設置されたポンプ用ディーゼルエン
ジン

富士山頂のヤンマー発電機（1964）

沖縄海洋博覧会｢アクアポリス｣（上）と設置され
た常用発電装置12GL-UT×1,500kVA×2台

サウナ店に導入されたコージェネシステム
（6HAL-HT×160kVA×２台）

され、農用の「第一営業部」、舶用の「第三営業部」と並ん
で、発電用のほか排水・揚水ポンプ用などの陸用ディー
ゼルエンジンを扱う｢第二営業部｣が開設された。また、
石炭から石油へのエネルギー革命をきっかけに本格的な
高度経済成長時代が幕を開けると、高速道路や航空管制
システム、各種ビルディングなどの非常用電源、あるい
は汚水処理場の排水ポンプ用として、陸用ディーゼルエ
ンジンの需要はさらに広がっていった。
1959 年 10 月には無人で長期連続運転できる通信用
ディーゼル発電機 4LDM× 30kVAを日本電信電話公社
の名瀬電報電話局に納入。1960 年 10 月には住友化学
工業株式会社大江工場に 6MAL-T 形エンジンを用いた
大容量 150kVAの無停電電源装置を設置した。
また、1963 年には横浜市川井浄水場に非常用として
は当時最大容量の 12MAL-DHT × 1,000kVA ２台を、
東京駅八重洲地下街にも同発電装置 １台を納入。1964
年７月には富士山頂の臨時電報電話局に常用発電装置
NT95K × 2kVA ２台を据え付けた。標高 3,776mの山
頂は気圧、気温とも厳しい条件となるため、搬入前には
長時間にわたって各種エンジンテストを行って万全を期
した。
1965 年７月に全線開通した名神高速道路では、13カ
所のインターチェンジと天王山トンネルに当社の非常用
発電装置を納入。1971 年には、大学病院向けに
1,500kVAクラスの発電装置を多数納入した。
その後、1975 年 7 月に開幕した沖縄国際海洋博覧会
では、主会場となる海上都市「アクアポリス」の常用発電
装置として 12GL-UT × 1,500kVA ２台、非常用発電装
置として 6MAL-HT × 312.5kVA 1 台が採用された。
これらの装置は開催期間中、トラブルなく無事に稼働し、
世界で初めて開かれた海洋博の成功を陰で支えることに
なった。

 

当社初のディーゼルコージェネを納品
２度にわたる石油ショックを経て高まる省エネニーズ

のなかで注目を集め、広く普及したのがコージェネレー
ションシステム（以下、コージェネシステム）である。
コージェネシステムとは、エンジンで発電機を回して
電気を得ると同時に、エンジンの冷却水や排気ガスの熱
を回収して冷暖房や給湯などに用いる「熱電併給システ
ム」である。通常の発電機では燃料エネルギーのうち電
気として利用されるのは約 35％に過ぎず、残りは放熱
などで失われていた。コージェネシステムでは、この熱
を回収して利用するため、エネルギー効率は 75％以上
に達する。

　安価な石油をふんだんに使って世界を驚かせる急成長を遂げてきた戦後の日本経済を、一気
に減速・後退させる出来事が起こった。1973（昭和 48）年 10月に勃発した第４次中東戦争を契
機とする第１次石油ショックである。
　アラブ諸国による原油価格の大幅な引き上げと供給削減は、当時、エネルギー供給の 70％
以上を石油に頼り、そのほとんどを輸入していたわが国に大きな打撃を与え、翌 1974年の経
済は戦後初のマイナス成長となった。
　この経験を通して、わが国では省エネルギーへの取り組みや石油依存を抑えるための新エネ
ルギー開発が積極的に推進された。1974年には新たなクリーンエネルギーの開発をめざす「サ
ンシャイン計画」が、1978年にはエネルギー転換・利用効率の向上や未利用エネルギーの利
用を進める「ムーンライト計画」がスタートした。
　こうしたなか、1979年に第２次石油ショックが発生するが、わが国はさらなる省エネと産
業構造の転換でこれを乗り越え、経済大国への道を歩むことになる。
　この間、当社はエネルギー効率に優れたコージェネレーションシステムをいち早く実用化す
るとともに、ディーゼルエンジンで培った技術を活かして各種ガスエンジンの開発を推進した。
また、相次いで発生した大規模火災や地震などに対応するため、防災用・非常用発電装置の分
野でも積極的に商品開発を行った。

省エネや防災をテーマに新技術を開発
1972（昭和47）年～1986（昭和61）年
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優秀省エネルギー機器表彰式

大和市下水処理場（上）に設置された消化ガス
発電装置の初号機6LAALG-DT×200kW

東京工科大学（上）へ納入した16SHLG-ST×
625kVA×6台

当社は 1979（昭和 54）年９月にディーゼルコージェネ
システムの初号機（6HAL-HT × 160kVA ２台）を山梨県の
石和観光温泉ホテルに納入し、新たな市場を切り拓いた。
その後、当社は国立極地研究所と協力して南極の昭和
基地で使用するコージェネシステム「発電トータルエナ
ジーシステム」（6RL-T × 160kW ３台）を開発。1983 年８
月に納入し、翌 1984 年３月に稼働した。
昭和基地における活躍で当社のコージェネシステムは
評価を高め、1985 年には業界トップのシェアを獲得し
た。また、「発電トータルエナジーシステム」は同年２月
に社団法人日本機械工業連合会から「昭和59年度（第５回）
優秀省エネルギー機器」に選定された。

消化ガスエンジンの開発
コージェネシステムがエネルギーの効率利用をめざし
たのに対し、未利用エネルギーの活用をめざしたのがメ
タンガスを燃料とする消化ガスエンジンである。1980
（昭和 55）年８月、工業技術院が建設した都市ごみ資源化
パイロットプラントに 6LAG-DT 形（300 馬力）を納入した。
1981 年２月には神奈川県の大和市下水処理場に消化
ガス発電装置の初号機となる 6LAALG-DT × 200kW
を、1984 年３月には那覇下水処理場に消化ガス発電装
置 12SHLG-ST × 270kW １台を納入した。さらに、
1987 年４月には沖縄青年開発隊向けに、家畜ふん尿処
理施設やバイオガス発生施設、水処理施設とともに
S165LG-ST × 140kW ２台を納入している。
一方で、1981 年 10 月には大阪ガス株式会社が開発
したガスエンジントータルシステム用に都市ガスエンジ
ン発電機の初号機を開発。1985 年３月には東京工科大
学へ 16SHLG-ST × 625kVA ６台を納入した。
これらのガスエンジンは長年にわたって技術を蓄積し
てきたディーゼルエンジンをベースに開発された。しか
し、消化ガスエンジンは都市ガスエンジンに比べてカロ
リーの低い燃料を燃やすため安定して燃焼させることが
難しく、1990 年代初頭で一旦開発が途絶えた。近年、

資源問題や環境問題が一段と注目を集めるなか、当社で
はこれらの技術をもとに新たな商品の開発・普及に取り
組んでいる。

GHPの研究開発がスタート
わが国の電力需要は戦後、ほぼ一貫して増え続けてき

た。特に 1970 年代に入るとエアコンの普及が進んで冷
房需要が増加し、夏場の電力ピーク対策が重要な課題と
なった。そこで注目されたのが、ガスエンジンでコンプ
レッサを駆動させて冷房を行うガスヒートポンプエアコ
ン（GHP）である。ガスをエネルギー源にすることで、
消費電力は従来の 10分の１に抑えられる。
1978（昭和 53）年の猛暑で夏場の電力需給が逼迫し、
翌 1979 年には通商産業省（現・経済産業省）がGHPを「重
要技術研究開発補助事業」に指定。1981 年４月には都
市ガス３社と当社を含むメーカー 12 社で「小型ガス冷
房技術研究組合」を設立し、本格的な研究開発がスター
トした。
しかし、さまざまな問題に直面して多くの企業が開発
を断念し、1984 年、ガス会社３社と当社を含むメーカー
４社で商品化を進めることになった。
当社にとっても空調機器は未知の商品である。モニ
ターテストとして 60 台を市場に出したが、次々と不具
合が指摘されることになった。すでに 1987 年の発売は
決定しており、限られた時間のなか、全力で課題の解決
に当たった。1986 年にはGHP優遇税制（エネルギー高度
化設備投資促進税制）がスタートして販売環境も整い、いよ
いよ市場への投入が目前となった。

防災用・非常用発電機の導入が加速
この時期、石油ショックを受けて省エネ商品の開発が

盛んになる一方、多発した事故や災害に対応するため防
災用発電装置の開発や市場導入も進んだ。
1972（昭和 47）年５月、大阪の千日デパートで発生し

た火災は死者 118 名の大惨事となった。これをきっか
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YAPシリーズ

非常用発電装置の遠隔監視システム
「GECONYS」 ガスタービンAT600S形

純国産の2基１軸式ガスタービンAT1200S形

ガスタービン発電装置ATG1500

ガスタービンの構造図
燃料噴射弁

燃焼器

圧縮機

高・ 低 圧
タービン

燃料ポンプ

減速機

アシストエア

セルモータ 点火プラグ

排気ディフューザ

出力軸

けに、翌 1973 年２月に消防庁告示第１号で自家発電設
備の技術基準が公示され、防災用発電装置の導入が促進
されるようになった。こうした状況に対応するため、当
社では 1975 年７月、営業本部内に防災機器営業部を設
置した。
機器の販売・納入実績を見ると、1974 年１月に非常
用発電装置としてリレーシーケンス制御盤を搭載した
YAP シリーズを発売。同年には、つくば研究学園都市
向けに非常用発電装置約 60 台を、1981 年５月には東
京都白髭東地区の防災拠点に非常用発電装置として
12GAL-ET × 2,500kVA ３台を納入した。
また、1984 年 12 月には、離島の多い沖縄県で非常
用発電装置の稼働状況を監視するため、南西ヤンマー株
式会社（現・ヤンマー沖縄株式会社）が遠隔監視システム
「GECONYS（ジェコニス）」を実用化した。これは、電話
回線を使って 24時間、個々の装置の情報を集めて記録・
分析・評価し、故障の早期発見などに役立てるもので、
異常時に通報を行う。同システムは、その後、改良が加
えられ、現在では「RESS（レス）」（Remote Engine Support 
System）の名称で全国的なメンテナンス事業の核となっ
ている。

非常用発電装置向けガスタービンの開発
ディーゼルエンジンを中心に多様な内燃機関を開発・
販売してきた当社では、1972（昭和 47）年ごろから航空
宇宙技術研究所（現・独立行政法人宇宙航空研究開発機構：
JAXA）の指導を受けて小形ガスタービンの設計技術習得
をめざした。
その後、1974 年６月に消防法が改正されて公共性の
高い建物に非常用発電装置の設置が義務付けられた。ま
た、1978 年６月の宮城県沖地震の際、冷却水配管の破
損でディーゼルエンジン駆動の非常用発電装置が作動し
ない事態が発生した。
こうしたことから、運転時に冷却水を必要とせず、軽
量で振動・騒音が少ないため建物屋上にも設置できるガ

スタービン駆動の非常用発電装置が急速に評価を高める
ことになった。
当社では、1979 年１月に川崎重工業株式会社と業務
提携して産業用ガスタービン発電装置の供給を受け、
YKGT200 形（187.5kVA）、YKGT250 形（225kVA）、
YKGT500 形（437.5kVA）の販売を開始した。
さらに 1980 年には、自社ガスタービンの早期開発・

事業化をめざして、設計・試験・製造・営業の人員を集
めた｢特機推進部｣を開設。同年２月には、世界最先端の
技術を有していたイギリスのノエル・ペニー・タービン
社（Noel Penny Turbines Limited：NPT）と技術提携して開
発を委託するとともに、当社の技術者をNPT社に駐在
させて設計・生産・試験などの技術習得に当たらせた。
1981 年８月、当時の産業用小形ガスタービンとして
は世界最高水準の単段遠心式圧縮機（圧力比 8、断熱効率
79％）を搭載した P169 形（600 馬力）１号機がNPT社で
完成した。この商品は、圧縮機やタービンなどの主要構
成部品が少ないシンプルな構造でありながら、他社と遜
色のない性能を発揮した。こうした特徴は、現在に至る
まで当社ガスタービンに受け継がれている。
当社ではこれをもとに非常用ガスタービンATシリー
ズの自社開発を推進し、1982 年９月 に AT600S 形（600
馬力）を商品化した。また 1983 年６月には国産ガスター
ビンとして初めて、AT600S 形を２基１軸形式にした
AT1200S 形（1,200 馬力）を完成させた。同エンジンは翌
1984 年３月、当社製純国産非常用ガスタービン発電装
置の初号機として、山形日本電気株式会社（現・ルネサス
山形セミコンダクタ株式会社） へ出荷された。
さらに、1984 年９月には AT900S 形（900 馬力）、同

年 10月にはAT1800S 形（1,800 馬力）を相次いで完成さ
せて市場へ送り込んだ。1985 年９月にはガスタービン
発 電 装 置 と し て ATG250（250kVA） か ら ATG1500
（1,500kVA）までのシリーズ化を完成させ、翌 1986 年に
は国産ガスタービン発電装置でシェア 29％を獲得する
までになった。

エネルギーシステム事業
事業編 1972（昭和47）年～ 1986（昭和61）年
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金融機関のデータセンター（上）と設置された
非常用発電装置12GL-ST×2,000kVA

室外機 室内機

ファン

熱交換器

コンプレッサ
ガス

電気

温
水（
排
熱
利
用
）

ガスエンジン

GHPのシステム構成

GHP室外機Y4GPA

オンライン化の進展で新市場
大手銀行などの大企業や公共企業体でコンピュータの
導入が進み、停電時にデータを保持する非常用発電装置
のニーズが高まった。
当社では 1973（昭和 48）年、複数の大手都市銀行と郵
政事業のオンラインシステム向けに非常用発電装置を相
次いで納入。1975 年７月には 1,500 ～ 2,000kVAとい
う大容量の非常用発電装置が日本電信電話公社（現・日本
電信電話株式会社）の品質監査に合格した。
また、海外市場への道を拓いたのもこの時期である。

1976 年８月に陸用専用機関 6HAL 形の開発を完了して、
6HAL × 125kVA 発電機セット１台および揚水ポンプ
用１台をサウジアラビアへ出荷した。続いて 1978 年５
月にはアラブ首長国連邦のアブダビ首長国へ下水処理場
向けの 12ZL-UT × 2,100kVA ６台、12ZL-ST × 2,300 
kVA ４台を納入した。 

空調分野へ本格参入
GHP の発売を目前に控えた 1987（昭和 62）年３月、

当社は新規事業の開拓を進める事業開発室にエンジン
ヒートポンプ事業推進部を設け、同年４月、ガスヒート
ポンプ空調システムY4GPA（５馬力）の限定販売を開始
した。
GHPをエンドユーザーに販売するのは都市ガス各社

や地方の LPガス会社であり、当社はこれらのガス会社
に向けて営業活動を行うことになる。また、試作段階で
は尼崎工場の艤装ラインを利用して組み立てを行ったが、
販売開始にあたって外部の西淀空調機株式会社へ組み立
てを委託、同年 9月には本格販売へと移行した。
1981 年の研究開始から６年、ようやく実現した市場

投入であったが課題は山積していた。特に技術陣を苦し
めたのが吸排気弁の摩耗と潤滑油の消耗の激しさである。

　1985（昭和 60）年のプラザ合意で円高が急激に進むと、日本では内需拡大による景気浮揚をめ
ざして公共事業の拡大や公定歩合の引き下げが行われた。その結果、いわゆる金余り現象が生
じ、1980年代後半から 1990年代初頭にかけてバブル景気の時代を迎えた。
　ゆとりと豊かさを求める風潮のなかで、冷暖房需要の増加や大形家電・大形乗用車の普及、
都市を中心とした社会活動の 24時間化などからエネルギー需要は大きく増加した。そこで求
められたのはエネルギーを安定的に確保し、効率よく使う技術である。
　一方、バブル景気が過ぎ去ったころには地球環境問題への関心が高まり、1997（平成９）年に
は先進国の温室効果ガス排出削減をめざす京都議定書が採択された。石油ショック以来、資源
問題への対応としてエネルギー利用の効率化が進められてきたが、環境問題の観点からも省エ
ネや CO2（二酸化炭素）の排出抑制が求められるようになったのである。
　当社のエネルギーシステム事業も、こうした時代背景のもとで GHPやコージェネシステム
を中心にさらなる進展を遂げ、また、新たな柱としてメンテナンス事業が立ち上げられようと
していた。

GHP事業が大きく発展
1987（昭和62）年～1999（平成11）年

３
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病院に設置された室内機（上）と室外機

外食チェーン店の室内機（上）と室外機

学校に設置された室内機（上）と室外機

省エネルギー優秀製品賞

ガス会社から求められた当初のメンテナンスインターバ
ル 2,000 時間をクリアするのは困難を極めた。
GHP の運転時間は農機などに比べて格段に長い。
2,000 時間といえば時速 30kmで６万 kmをメンテナン
スなし、オイル交換なしで走らせるようなものである。
メンテナンスインターバルの延長は、エネルギー効率の
向上や機種バリエーションの拡充とともに、その後の
GHP開発における最重要課題となった。
このほか、重くて大きい、音がうるさいといった問題
も抱えてはいたが、夏場の電力ピークカットなどエネル
ギー問題解決への期待は高く、1989（平成元）年５月に
は開発に当たったガス会社３社とメーカー各社に対して
社団法人日本ガス協会から「技術大賞」が授与された。さ
らに、1990 年 12 月には販売累計１万台を達成し、西
淀空調機の生産ラインも増強することになった。

GHP事業部の開設と商品力強化
1992（平成４）年２月にGHP の売上高が累計 100 億

円を突破したのを受け、さらなる事業拡大のため６月に
事業開発室から独立する形でGHP事業部が開設された。
さらに同年９月、ビル用マルチタイプ（個別空調制御方式）
の Y10GPAZ（12 馬力）を発売した。当社ではこの間、
機種の拡充に努めてきたが、ビル用マルチの投入で対応
面積が大きく広がり、部屋ごとの能力も自由に設定でき
るようになった。
このため設計自由度が向上して導入しやすくなり、用
途も当初の商店や事務所、レストランなどから、学校や
病院、工場、中小ビルへと広がっていった。1994 年５月、
ビル用マルチGHPの開発に対し、社団法人日本ガス協
会から２度目の「技術大賞」が授与された。
当社では、その後もラインナップの拡充やメンテナン
スインターバルの延長、環境保全への取り組みなど、時
代に即した商品開発を強力に推進した。
1994 年４月にはGHP商品群を Cシリーズにモデル
チェンジし、８馬力以上の機種をビル用マルチ仕様とし

た。続いて 1997 年４月には Dシリーズにモデルチェ
ンジして、20 馬力タイプを市場へ投入。メンテナンス
インターバルを 6,000 時間まで延長するとともに、大
気汚染や地球温暖化の原因の１つとされるNOx（窒素酸
化物）排出量を 300ppm以下に抑えた。
さらに 1999 年４月に発売した Eシリーズではメンテ

ナンスインターバル 10,000 時間、NOx 排出量 100 
ppm以下、COP※（単位エネルギー消費当たりの冷房・暖房能力）
1.1、騒音 58dB を達成。省エネ性能と低排気エミッショ
ン、低運転音を同時に実現してGHPの優秀性を強力に
アピールした。
この間、1994 年９月にはGHP 専門販売会社として

ヤンマー空調東京株式会社とヤンマー空調近畿株式会社
を設立して販売体制を強化。また、1999 年６月にはオ
ランダで開催されたガス関連技術の展示会「GASTECH」
でヨーロッパのガス会社向けにGHPセミナーを開催し
た。

※COP ： 冷房・暖房能力（kW）÷〈ガス＋電力〉消費量（kW）

新機軸のコージェネを次々と投入
エネルギーを効率的に使用して環境負荷を抑えるコー

ジェネシステムでも、当社は３つの新たな取り組みで市
場の注目を集めた。
１つ目は 1988（昭和 63）年２月に販売を開始した蒸気

回収形ガスエンジンコージェネシステムである。従来の
商品は電気と温水を生み出していたが、この商品は電気
とともに排ガスを熱源としたボイラで蒸気を取り出せる
ため、コージェネシステムの用途がさらに広がり、財団
法人省エネルギーセンターの「’89 省エネルギー優秀製
品賞」を受賞した。
２つ目は 1988 年８月に完成したパッケージタイプの
ガスコージェネシステムである。従来は別々に設置して
いたエンジン、発電機、制御盤をコンパクトにパッケー
ジ化して施工性を向上させた。現在、コージェネ市場で
は 100％近くがパッケージタイプになっており、国産の

エネルギーシステム事業
事業編 1987（昭和62）年～ 1999（平成11）年
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マイクロコージェネYCP9800

ガスタービンAT9T形

札幌駅前のJRタワー（上）と設置されたソー
ラーガスタービン発電装置

ガスエンジンタイプではいち早い取り組みとして評価さ
れた。
３つ目は 1998（平成 10）年 10 月に販売を開始したガ
スマイクロコージェネシステムYCP9800（9.8kW）であ
る。小形のガスコージェネシステムはすでに市場に登場
していたが、頻繁なメンテナンスを必要とした。そこで
メンテナンスインターバルの長いGHP用ガスエンジン
を使用するという発想から生まれたのが、この商品であ
る。9.8kWタイプで市場に参入したのは、10kW以下
であれば電気主任技術者の資格がなくても取り扱えるた
めである。この商品は 2000 年に日本機械工業連合会の
優秀省エネルギー機器表彰で「会長賞」を受賞した。

ガスタービンの用途を広げ、大容量化にも対応
非常用発電機の動力源として市場を広げてきたガス
タービンは、1980 年代後半から揚排水機場のポンプ駆
動という新たな分野で注目されるようになった。
河川排水機場のポンプは、非出水期には長期間運転さ
れない反面、排水時には大きな駆動トルクが要求される。
冷却水系を必要としないガスタービンは故障が少なくて
メンテナンスインタ－バルが長く、また起動時の駆動ト
ルクが大きいため、ポンプへの活用が期待されたのであ
る。
1986（昭和 61）年、当社はポンプ施設技術協会（現・一

般社団法人河川ポンプ施設技術協会）に協力し、他社に先駆け
てポンプ駆動用２軸式ガスタービンの開発に着手した。
1988 年８月に完成した最初の自主開発２軸ガスター
ビンAT9T 形（902 馬力）は、同年 12 月、ポンプ施設技
術協会によるポンプとの結合評価試験で良好な成績を収
め、国の設備基準に記載された。その後２軸式ポンプ用
ガスタービン ATT 形シリーズは、1991（平成３）年に
AT3T 形（300 馬力）、1993 年に AT6T 形（500 馬力）を商
品化してラインナップを整え、ガスタービンの需要拡大
に大きく寄与した。
一方、非常用発電装置向けのガスタービンもライン

ナップを広げ、1987 年３月には大形需要に対応するた
め AT900S 形を３基１軸化した AT2700 形（2,700 馬力）
を開発。また、小形市場への展開を図るため、1990 年
11 月には、軸流タービン２段をラジアルタービン１段
に変えて部品点数も大幅に削減したAT270S形（270馬力）
を開発した。この商品には世界最高の周速度（680m／ s）
に耐えるラジアルタービンを搭載している。
さらに、より大形の商品をラインナップに加えるため、

1995 年５月にアメリカのソーラー・タービン社（Solar 
Turbines Inc.）と契約し、OEM供給を受けることになった。
1997 年７月には琵琶湖湖南中部浄化センターへソー
ラー社製ガスタービンの初号機であり、国内最大容量の
非常用発電装置である ATSG6000（Taurus60）× 5,000 
kVAを納入。これを皮切りに、2001 年 12 月までにソー
ラー社製ガスタービンコージェネ設備 13 台を納入した。
ガスタービン発電装置は 1984 年の発売以来順調に販

売台数を伸ばし、1991 年からは年間 100 台前後を出荷
するようになった。1995 年１月に発生した阪神・淡路
大震災後は、冷却水を必要としない点が再評価されて非
常用発電機の分野でさらに市場を広げ、1997 年には販
売台数のピークとなる年間 138 台を販売した。

メンテナンスの事業化を試行
1984（昭和 59）年に南西ヤンマーで実用化した発電装

置の遠隔監視システム「GECONYS」に改良を加え、
1988 年、より大量の監視・計測データを扱える
「GECONYS Ⅱ」が誕生した。この新システムは陸用部
門の施工・メンテナンスを手掛けるヤンマーエンジニア
リング株式会社にも導入されて「RESS」と名付けられた。
一方、空調販売を手掛けるヤンマー空調東京では、

1996（平成８）年ごろ、有償の総合保守点検制度を試験
的に導入したところ機器のトラブルが大幅に減少した。
この制度は 1999 年から全国展開され、その後、遠隔監
視システムも組み込まれて現在のメンテナンス事業へと
発展していくことになる。

エネルギーシステム事業
事業編 1987（昭和62）年～ 1999（平成11）年
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ヤンマーエネルギーシステム製造

GHPの試運転工程

なお、1997 年６月には当社陸用営業部とヤンマーエ
ンジニアリングのメンテナンス部門を統合して、発電装
置の販売およびメンテナンスを行う陸用システム事業部
が発足した。

生・販・開の一貫体制を構築
2000（平成 12）年３月、空調システム事業を担当する
GHP事業部と発電システム事業を担当する陸用システ
ム事業部を統合してエネルギーシステム事業本部を設置
し、総合的なエネルギーソリューションを提案できる事
業体制が構築された。
さらに生産体制の見直しも図り、同年４月には岡山市
西大寺にGHPの製造を目的としたヤンマーエネルギー
システム製造株式会社を設立して８月に工場が竣工。そ
の後、約半年をかけて西淀空調機からGHP製造を移管
し、2002 年７月には新工場での生産累計が１万台を突
破した。
生・販・開の一体化をめざして 2002 年１月に発表さ
れた「ヤンマー進化計画（Yanmar Evolution Plan：YEP）」を
受け、事業体制の再構築はさらに進む。2003 年３月に
はエネルギーシステム事業本部と各販売会社の関連営業

　温室効果ガスの排出削減を義務化する「京都議定書」が 2005（平成 17）年に発効し、日本は
2008年から2012年までの期間中に1990年比マイナス６％の排出削減を実行することになっ
た。
　こうした背景のもと、社会全般で「E

エ ス コ
SCO」（Energy Service Company）事業などエネルギー消費

の削減をめざす多様な取り組みが展開されるようになった。当社のエネルギーシステム事業に
おいても、より効率的な発電・空調システムの実現に向けた技術開発を推進して環境保全の一
翼を担ったが、原油・天然ガス価格の高騰といった逆風にも直面した。
　さらに、2011年３月には東日本大震災が発生。その影響を受けて福島第一原子力発電所で
大規模な事故が起こり、わが国の電力・エネルギー事情は大きな変化を強いられることになっ
た。
　地球環境の保全から、必要なエネルギーの確保・分散化まで、今後、エネルギーシステム事
業が果たす役割は国内外を問わずますます大きくなることが予想される。

新体制で海外展開も積極的に
2000（平成12）年～2012（平成24）年

４
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ヤンマーひーぽん会第1回総会（1997.11）

遠隔監視センター

パッケージ形発電システムEP160

ヤンマーエネルギーシステムの発足式（2003.10）

ヤンマーＥＳ会 第1回施工部会 総会（2002.4）

あんしん・快適サポート

部門を統合した事業会社・ヤンマーエネルギーシステム
株式会社を大阪市北区に設立。同年４月、ヤンマーエネ
ルギーシステム製造で発電機の製造を行う第２工場が竣
工し、エネルギーシステム全般の生・販・開一貫体制が
確立した。さらに 2007 年９月には、常用・非常用発電
装置の設計・生産から試験まで一貫対応できるコーリン
エンジニアリング株式会社をヤンマーエネルギーシステ
ムの 100％子会社とし、事業体制を一層強化した。
なお、ヤンマーエネルギーシステム製造では 2002 年
10 月に品質保証の国際規格 ISO9001 を、2004 年７月
には環境マネジメントシステムの国際規格 ISO14001
を認証取得した。
また、グループ内の変革だけでなく協力会社の組織強
化にも注力し、1997 年には空調商品のサービス・メン
テナンス・施工会社を組織化して「ひーぽん会」を開設。
2001 年には発電商品のサービス・メンテナンスを担う
「ES 会（メンテ部会）」を、翌 2002 年には発電商品の施工
を行う「ES会（施工部会）」を発足させた。

メンテナンス事業が収益の大きな柱に
2000（平成 12）年３月のエネルギーシステム事業本部

発足とともに、空調・発電それぞれのメンテナンス部門
も統合され、2001 年には従来の空調装置に加え、発電
装置にも総合保守点検制度が導入された。
さらに、2002 年４月には「YES パートナー」契約がス
タートした。これは、ユーザーと長期契約を交わして定
期点検や消耗部品の交換、修理などに対応するもので、
機器の状況チェックには遠隔監視システム「RESS」が活
用された。
これによって機器やシステムの変調を事前に察知でき
るようになり、「壊れたら直す」から「壊れる前に点検・整
備して壊れないようにする」へと保守サービスの概念が
大きく転換した。その後も携帯電話への警報連絡メール
サービスや燃料高騰を受けたエネルギー診断の導入など、
次々と新サービスを加えていった。

現在、ヤンマーエネルギーシステム本社にある監視セ
ンターでは国内外の空調システム約 4,000 台、発電シ
ステム約 500 台を常時監視し、万一の際は、各地に展
開する協力店や協力会社、ヤンマーエネルギーシステム
各拠点の技術者が迅速に対応する体制を整えている。
こうして多くのユーザーの信頼を得たメンテナンス事
業は、今やヤンマーエネルギーシステムの経営を支える
柱のひとつにまで成長した。
また、初号機の出荷以来 20 年以上が経過して部品劣
化が散見されるようになったガスタービンでも整備事業
を立ち上げ、2006 年からサービスを開始。納入後 15
年を超えるガスタービンについてはパワーモジュールの
持ち帰り整備またはリビルトパワーモジュールによる換
装をお客様に提案してきた。その効果で部品劣化による
品質問題が目立って減少するとともに、整備事業による
売上げが事業採算の改善にも寄与することになった。

ESCO事業への参画と燃料高騰による低迷
ディーゼルコージェネでは、2001（平成 13）年４月に
初のパッケージ形発電システム EP160 の販売を開始。
その後も発電効率を高めながらパッケージタイプのライ
ンナップを拡張していった。
当時の市場環境を振り返ると、2000 年に電力小売り
事業が部分自由化され、ESCO事業を手がけて急成長す
る事業者が相次いだ。ESCO事業とは、ビルや工場、公
共施設などに対して省エネを促進するサービスを提供し、
省エネ効果によって得られた利益の一部から報酬を受け
取るものである。
この省エネサービスの核として注目を集めたのが
ディーゼルコージェネシステムであり、当社は ESCO
事業者から多くの発注を得ることになった。
しかし、2005 年ごろからA重油価格が急速に上昇し
て２倍近くになり、低価格での契約が負担となって業績
を悪化させる事業者が増加。ディーゼルコージェネシス
テムの販売も低迷した。
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新冷媒対応のFシリーズ（30馬力ビル用マルチ）

家電量販店の室内機（上）と室外機

マイクロコージェネCP5V

マイクロコージェネCP25V

佐賀市下水浄化センターに設置された25kW

のバイオガスマイクロコージェネシステム

ガスコージェネパッケージシステムEP400G

一方、ガスコージェネシステムでは、ガス会社各社と
共同開発契約を結び、2003 年 10 月、工場や大規模店
舗向けにクラス最高発電効率 40％のガスコージェネ
パッケージシステム EP350G を発売した。この商品は、
2006 年２月に日本機械工業連合会の優秀省エネルギー
機器表彰で「会長賞」を受賞した。
ヤンマーエネルギーシステムではディーゼルコージェ
ネの低迷を受けてガスコージェネに特化した開発に転換
したが、その後、都市ガス不足からガスコージェネの販
売も低迷することになった。
しかし、これらのコージェネシステムや非常用ガス
タービン発電システムは、東日本大震災後の環境変化に
より、現在は需要が増加する傾向にある。

GHP販売累計が 24万台に
GHP は 2003（平成 15）年４月にモデルチェンジして
COP1.3、全機種新冷媒（R407C）対応の Fシリーズを発
売した。同時に業界で初めて 30 馬力までのシリーズを
完成させ、郊外立地の大型店舗などに市場を拡大した。
その後も、エネルギー効率の向上や脱フロン化を進め
て 2005 年４月にGシリーズを、2008 年にはHシリー
ズを発売し、日本ガス協会技術賞など数多くの賞を受賞
している。
しかし、ガス料金の高騰もあって、2000 年をピーク
に販売台数は減少していった。もともと、低廉なランニ
ングコストをアピールポイントのひとつとしてきた商品
だけに、燃料費の値上がりは大きなダメージとなったの
である。
そうしたなか、優れた性能が認められてシェアは
No.1 を堅持。エネルギー事情の変化から需要も上向き、
2012 年３月現在、販売累計台数は約 24 万台に達して
いる。

バイオガスコージェネを実用化
マイクロコージェネシステムでは、従来の 100kW級

ガスコージェネがリニューアル期を迎えたのに合わせて、
2002（平成 14）年４月、６台まで複数設置できる 22kW
機 CP22V を発売した。また、同年 10 月には５kWタ
イプの CP5V を発売して、外食産業など小規模市場の
開拓にも成功した。
その後も発電効率を高めるなど業界をリードする技術
開発を重ねて 90％以上という圧倒的なシェアを獲得し
続け、2009 年６月には CP25 が日本ガス協会技術賞を
受賞した。
さらに現在、未利用エネルギーの有効活用や温室効果
ガスの削減という観点から注目を集めているのがバイオ
ガスマイクロコージェネである。
当社では 1980 年代初頭から業界に先駆けて消化ガス
エンジンの研究開発に取り組み、中大形の分野で実用化
を進めてきた。その後、開発は一旦中断するが、小形エ
ンジンでは低カロリーガスに対応するための研究が続け
られ、環境問題がより大きくクローズアップされるよう
になった近年、その成果が結実したのである。
2007 年 12 月に本格発売されたバイオガスマイクロ
コージェネシステムは、メタンガス発生装置とマイクロ
コージェネシステムを使って電気と温水をつくり出すも
ので、下水処理場だけでなく、食品加工工場の残滓や畜
産廃棄物の処理にメタン発酵を利用している施設であれ
ば幅広く活用できる。
こうした施設では常時同量のガスが発生するわけでは
ないため、複数台を連結使用することで不安定なガスの
発生状況に台数制御で対応できる当社システムの特徴が
生きる。2011 年２月には、佐賀市下水浄化センターに
25kWのバイオガスマイクロコージェネシステム 16 台
を納入。これを並列設置して稼働台数を調節し、消化ガ
スの発生量に合わせた運転を行っている。

アジア・大洋州市場へ GHPを展開
発電システムなどの単発的な海外輸出は 1970 年代か

ら行っていたが、本格的な海外事業がスタートしたのは
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上海閔行病院（上）とEP350G

NaRECと共同でコージェネ実証試験

庄内みどり農協のカントリーエレベーター（上）
とソーラー発電システム

2000（平成 12）年以降である。
東アジアでは 2001 年７月に韓国のガス会社である株
式会社三千里とGHP販売に関する契約を結び、官公庁
庁舎に新築された資料館で初号機を稼働させた。以後、
順調に販売数を伸ばし、2007 年 12 月には累計出荷台
数が 3,000 台に達した。
中国市場では 2002 年４月に北京市燃气集団とGHP
販売協議を開始し、同年６月に同社社屋で初号機が稼働。
2003 年 10 月にはヤンマーエネルギーシステム北京事
務所を開設した。
また上海市では、急激な経済成長に電力供給が追い付
かず 2003 年に電力不足が深刻化した。ヤンマーエネル
ギーシステムでは 2005 年４月に洋馬発動機（上海）有
限公司へ駐在員を派遣してガスコージェネシステムの販
売に取り組み、2007 年９月、上海閔行病院で初号機
EP350G（350kW）の運用を開始した。
このほか 2005 年 12 月に GHP-G シリーズが上海市
の省エネ商品に認定され、2008 年８月には上海環球金
融中心（森ビル）に非常用発電システム 16NHL × 1,750 
kVA を納入するなど多様な商品を送り込み、電力の安
定供給に貢献している。
東アジア以外では、オーストラリアのオリジン・エナ

ジー社（Origin Energy Ltd.）と提携して 2006 年８月にパ
シフィック諸島で、2007 年８月にはオーストラリアで
GHPの初号機を稼働。オーストラリアは現在、韓国に
次ぐGHPの販売先となっている。また、2008 年 11 月
にはマレーシアでもGHPの販売がスタートし、初号機
が稼働。アジア・大洋州を中心としたGHPの海外販売
台数は 2011 年に累計 5,000 台を突破した。

欧米はマイクロコージェネが中心
ヨーロッパでも 2000（平成 12）年３月からGHP販売

に関する市場調査を実施し、各国ガス会社との販売協議
を行った。しかし、温水による暖房を中心としたヨーロッ
パの伝統的な生活習慣と合わず、最終的には取り引きま

で至らなかった。
2004 年２月にはコージェネの普及を促進させるため
EU 加盟国に必要な支援策を求める「EUコージェネレー
ション指令」が出された。ヤンマーエネルギーシステム
およびヤンマー環境事業開発部では、2007 年 10 月か
らイギリス・ニューカッスル郊外にある「新・再生可能
エネルギーセンター」（New and Renewable Energy Centre：
NaREC）と共同で、ヨーロッパ燃料規格に合致した
100％バイオ燃料によるコージェネシステムの実証試験
を行っている。

日本から世界へ総合力でエネルギー提案
2011（平成 23）年３月の東日本大震災および福島第一

原子力発電所の事故で、日本のエネルギー事情は大きく
変化した。逼迫する電力需給への対応やエネルギーの分
散化が求められ、環境保全への要求も引き続き強いもの
がある。
ヤンマーエネルギーシステムはGHPやコージェネシ

ステム、非常用・常用発電システムのすべてを手がけ、
2009 年７月には太陽光発電事業にも参入。翌 2010 年
９月、山形県の庄内みどり農協（JA庄内みどり）に竣工し
た国内初の太陽光発電付きカントリーエレベーターに
160kWのソーラー発電システムを納入した。さらにバ
イオガス分野で着実に成果を上げ、デジタル通信網で高
効率な電力需給を実現するスマートグリッドの研究にも
着手している。まさに今、日本が直面しているさまざま
な課題に応え、新しいエネルギー体系を提案できる事業
体といえる。
また、省エネや環境保全は、欧米先進国だけでなく発

展著しいアジア各国など開発途上国にとっても重要な課
題である。多様なエネルギーシステムを網羅したヤン
マーエネルギーシステムの総合力は、今後、世界を舞台
にいかんなく発揮されるだろう。
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