
I. コンプレッサ  
コンプレッサは空気を取り込んで圧縮します。この過程
で空気の温度が上昇します。今日、10MW未満のガスター
ビンにおけるコンプレッサの最終圧力値は、通常 20bar

未満です。はじめに、ガスタービンのスタータがコンプ
レッサに動力を与えます。コンプレッサには空気量を調整
するためのブレード設定システムがあり、ガイドベーン
を調節して取り入れる空気の量を変えます。

II.燃焼室  
コンプレッサから空気が燃焼室に流入します。ここで燃
料が加えられ、ほぼ一定の圧力下で燃やされます。この
プロセス中に排ガスは +1000 °C以上に達します。燃焼室
にエネルギーが加えられることで排ガスの流速が上昇し
ます。

III.タービンと発電機  
タービンでは、高いエネルギーおよび温度をもつ排ガス
のほとんどが周囲圧力に拡散し、減圧されます。拡散の
過程で、排ガスからタービンにエネルギーが移ります。
コンプレッサを駆動する（空気を取り込む）には、この
エネルギーのうち約 ²/ ₃が必要です。直接連結された発電
機が力学的エネルギーを電気エネルギーに変換します。
低圧側では、有効エネルギーのおよそ ¹/ ₃が 2次装置（発
電機、コンプレッサ、ポンプアセンブリなど）に供給され、
その後高温の排ガスが廃熱ボイラーに渡されます。

IV.廃熱ボイラー  
排ガスはまだ高温（+450～ +600 °C）を保っているので、
さまざまなコージェネレーションプロセスで蒸気を作り
出すためにさらに使用できます。これによって燃料利用
率を高めます。排ガスは、タービン内で周囲圧力まで減
圧された後、環境に排出されます。

V. 排ガス  
冷却された排ガスは、煙突を通じて熱電併給（コージェ
ネレーション）プラントから排出されます。このときの温
度はわずか約 +70 °Cです。

ガスタービンの一般的な燃焼プロセス
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1   発電機
2  電流出力
3  吸気口
4  燃焼室
5  燃料取入口
6  タービン

7  廃熱ボイラー
8  供給パイプ
9  戻りパイプ

10   熱交換器
11  ラジエータ

排ガス

実用知識
基本

実用のヒント：  
発電機は非常に高い電磁
波を周囲に放射するため、無線接続 

（コントロールユニットと測定ボックス
間など）に干渉する可能性があります。

測定ポイント：  
タービンの排気口 
タービンの排気口には動的真空が存在
することがあります。このため、サン
プリングのポイントは慎重に密封する
ことをお勧めします。これにより、周
囲から空気が取り込まれることによる
測定誤差を防げます。
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測定の場所
- タービンの後方

測定の目的
-  タービンの排ガスの判定
-  タービンの燃焼効率の最適化
-  さまざまな荷重点の設定
-  最高効率のための最適化
-  燃料消費量の低減

測定の対象
-  O2 - NO

-  CO - NO2

排ガスの一般的な性質：
-  排ガスの温度：  

+450～ +600 °C

-  排ガスのダクト内圧力： 

最大 25mbar

測定の場所
- 廃熱ボイラーの後方

測定の目的
-  排ガス規制値への適合の監視
-  故障修理 /診断のための排ガス測定
-  定期点検およびサービスのための 

排ガス測定 

測定の対象
-  O2 - NO

-  CO - NO2

排ガスの一般的な性質：
-  排ガスの温度：  

+70～ +90 °C

-  排ガスのダクト内圧力：  

± 2mbar

ガスタービンプラントでの標準的な値および制限値：

-  高精度な COlowおよび NOlowセンサにより低い濃度でも高い測定精度を実現
-  最大 40倍の測定範囲拡張（2x、5x、10x、20x、40x）機能による非常に大き
な測定範囲

-  希釈機能の自動切り替えにより、測定を中断することなく過負荷から保護
-  自動センサ保護機能で高濃度によるセンサ破損を防止
-  追加の高濃度用センサ（NO、COセンサなど）は不要 

 コストを節約
-  センサの測定範囲： 

· O2センサ：～ 25Vol.% 

· NOlowセンサ：～ 300ppm、～ 12,000ppm* 

· COlowセンサ： ～ 500ppm、～ 20,000ppm* 

· NO2センサ： ～ 500ppm

*  単一スロットで測定範囲を 40倍に拡張した場合

-  30秒で測定準備が完了
-  便利な測定器プリセットを使用してユーザー 

主導で操作可能
-  現場で、ユーザーによる簡単で高精度な試験 

ガス調整が可能
-  密閉された頑丈なハウジングにより衝撃や 

ほこりから保護
-  事前校正されたセンサを現場で交換可能なため、
ダウンタイムを短縮

-  業界標準の接続インターフェイスと使いやすい
接続口を備えた測定ボックス 

-  内蔵のガス前処理装置により、水分による測定値の希釈や溶解（排ガスの 

凝結水による NO2の溶解など）から保護される

Testoのセンサおよび希釈システムを使用するメリット： testo 350排ガス分析計のメリット：

測定ポイント 1： 燃焼プロセスの監視

測定ポイント 2：公的排ガス規制値への適合を監視

標準的な測定値 測定口
M1

M2

測定パラメータ 標準的な値 制限値

M1 M2

O2 15～ 18% 15%（基準値）

NOX 25～ 60ppm 300～ 350mg/m³

CO 0～ 30ppm 100mg/m³

CO2

ばいじん

ガス温度 +450～ +600 °C +70～ +90 °C

ガス流

湿度

用途の詳細： ガスタービン
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実用知識
基本

測定

留意事項：  
このサンプリングポイントに
は動的負圧が存在します。 

 このポイントを密封することが非常
に重要です。密封しない場合、周囲の空気
が取り込まれ、測定の対象に含まれます。

留意事項：  
プローブを選択するときは、
排ガスダクトの直径を考慮して、 
プローブ長を選定してください。 
※カスタマイズも可

i
i



ガスタービンの排ガスの挙動 

最適な運転範囲

実用のヒント：

用途の詳細： ガスタービン
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実用知識
基本

「リッチ」からのガス 最適な 
運転範囲 「リーン」からのガス

特徴： 

NOX（窒素酸化物）：   
空気の供給が増加すると燃焼室の温度は下がり
ます。サーマル NOXの発生が抑えられるため、
サーマル NOXの排出量は低下します。

CXHYまたは HC（メタンなどの炭化水素）：   
混合気が良好であれば、CXHYの値は非常に低く
なります。

CO（一酸化炭素）：   
燃焼プロセスで酸素が過剰になると、CO分子が
O2と反応して CO2になることが可能になり、排
出される COのレベルは非常に少なくなります。

特徴： 

NOX（窒素酸化物）：   
燃焼温度をさらに下げることによって、サーマル
NOXの放出は大幅に抑制されます。

CXHYまたは HC（メタンなどの炭化水素）：   
酸素濃度が高すぎる＝空気量が多すぎる場合、
燃焼温度の低下が起こり、燃焼されない炭化水素
（CXHY）が増加します。

CO（一酸化炭素）：   
燃焼温度が低すぎると COの酸化が不完全になり、
COが新しく増加する可能性があります。

理論知識 1

タービンの起動時：
起動時に CO濃度が高くなることがあります。希釈機能（測定範囲の拡張）との組み合わせにより、COlowと NOlow 

センサでは精度が高くなると同時に、高い濃度が測定されることがあります。

最適に調整されたガスタービン：
最適に調整されたタービンでは、CO値と NO値が非常に低くなることがあります（NOX値 <10ppm）。ガス前処理装置
を持つシステムでは、水分による測定値の希釈や、排ガス中の凝結水による NO2の溶解が防止されます。これにより、
パフォーマンスと測定精度を一定の水準に維持できます。

CO
NOX

概論：
燃焼グラフ上の動作点は、空気比に応じてシフトします。

NOX = NO + NO2

  NOXを個別測定 = NO + NO2
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最適な運転範囲 
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ガスタービンにおける NOXの排出
-  ガスタービンは、大量の余剰空気で動作します。
-  一定の火炎温度に達すると、サーマル NOXの発生量
が急激に増加します。

-  「リーン」方向（O2が多い）への空気比の増加は、サー
マル NOXの発生量を減少させますが、CO排出量は
増大します。

-  フューエル NOXとサーマル NOXから成る
-  NO2量が非常に低い場合がある 水への溶解の危険性が高い 

（  ガスクーラーを推奨）
-  NOも非常に低い場合がある NOlowセンサ



排ガス

ポンプ

ガスタービンと蒸気タービンの違い 測定範囲の拡張と低濃度用センサの組み合わせ

用途の詳細： ガスタービン
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実用知識
基本

ガスタービンと蒸気タービンの組み合わせによるエネルギー効率の上昇：
 ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせることで、高い発電効率を実現できます。ガス・蒸気タービン併設の発電

設備では、ガスタービン発電機の高温の排ガスを使用して廃熱ボイラーを加熱します。一般に、下流の蒸気タービンの
パフォーマンスはガスタービンのパフォーマンスの半分に達するため、効率が大幅に向上します。

測定器の設定：
センサの希釈機能（2、5、10、20、40倍）は用途を問わず有効化されます。 

testo 350は、関連するガスセンサが対象の希釈スロット（スロット 6）に装着され
ているかどうかを自動的にチェックします。

使い方：
1. センサのスイッチオフしきい値を定義します
2. スロット 6： 測定範囲の拡張を有効化します  希釈倍率を 2、5、10、20、40から選択します
3. スイッチオフしきい値に到達すると、スロット 6のセンサの測定ガスが自動的に制御され、周囲の空気（または窒素）
で希釈されます  希釈ガスは、パルス幅変調の原理で動作するポンプとバルブにより、別個の希釈空気吸入口から
取り込まれます  ガスの流路をほこりから保護するためにフィルタが取り付けられています 

4. 希釈してもなおスイッチオフしきい値に達してしまった場合、センサ保護が自動的にオンになり、センサを破損から
保護します

  *単一スロット希釈使用時に、測定値の 2%が測定の不確実性として追加される
** COlowセンサの測定範囲： 20,000ppm

計算の例： x40

ガス・蒸気タービン併設の発電設備の原理

理論知識 2

タービン 燃料 温度範囲

ガスタービン 気体および液体の燃料（天然ガス、ガソリン、 
プロパン、ディーゼル燃料、ケロシンなど）

燃焼時に +1,000 °Cを超える高い温度範囲

蒸気タービン 高温の蒸気（通常は水蒸気）、原子炉の熱、石炭 

焚きの燃焼室、ガスタービンなどが組み合わせで
使用される

 重要： 蒸気タービンは、生成された水蒸気と
のみ接触します

約 +450～ +600 °Cの低い温度範囲（最初の燃焼
プロセスでの排ガス温度によって必要な水蒸気が
生成される）

露出したセンサと測定器の
ディスプレイの比較

COlowセンサの 
測定範囲

COlowセンサの測定範囲 
（40倍希釈 *）

センサ保護： 

COlowセンサの測定範囲（40倍希釈）**

測定器のディスプレイ 500ppm 10,000ppm 20,000ppm

COlowセンサ 500ppm 250ppm 500ppm

20,000ppmを超過した場合、フレッシュ
エアによるリンスを使用したセンサ保護が
行われる

電力

発電機

発電機

ガスタービン

廃熱ボイラー

高温の排ガス

高温の蒸気

凝縮器

冷却水

低温の蒸気

ガス空気

蒸気タービン

* 直径および長さの制限に従ってください

• 周囲の空気に干渉ガスが含まれる場合、ホースを希釈吸入口に接続して清浄な空気内に配置してください * 

• ボンベのガスを使用する場合（窒素など）、最大圧力 30hPaを厳守してください 

• 希釈機能を使用すると、読み取り値表示の分解能も変わります  

例： 希釈なしの分解能は 1ppm、10倍の場合の分解能は 10ppmです 

実用のヒント： i


