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技 術 概 要 

技 術 名 称 

ＬＰガスエンジン式 

フルパッケージ型全自動発動発電装置 

（非常用発電装置） 

担当部署 営業部 

NETIS 登録番号 QS-200004-A 担 当 者 山口 正利 

開発会社 エレテクス株式会社 電話番号 ０９５６－４１－６７１７ 

技術の概要 １．技術開発の背景及び契機 

  ＣＣＴＶ設備、標示板、拡声器等の非常用発電装置において、ガソリン及び経由等の

液体燃料の非常用発電装置が設置されております。 

非常用の為、常時稼働しない発電機の燃料であるガソリン及び軽油は６ケ月程度で 

劣化してしまう為、燃料の入れかえが必要でした。 

  2011 年の東日本大震災をはじめとする地震や、近年では台風・大雨等による 

  被害により、３日以上の停電が発生しており、非常用発電装置の設置が急務と 

  思われます。 

そこで燃料の長期保存が可能であり、且つ燃料無補給で７２時間以上の連続運転が可

能な非常用発電設備の開発が必要と思われました。 

 

２．技術の内容 

   

① ＬＰガスを燃料とした非常用発電装置です。 

② ＬＰガスボンベ・エンジン発電機・制御機器を１つの筐体に収納しています。 

③ ガス漏れ感知器を設置しておりガス漏れを感知した場合はガスを遮断。 

   

 

３．技術の効果 

   

① 燃料無補給で搭載しているガスボンベのみで７２時間以上の連続運転が可能。 

② ＬＰガスは災害時の燃料調達が液体燃料に比べ比較的容易である。 

③ 液体燃料と比べ長期保存が可能な為、 燃料の入替コストが削減できる。 

④ ＬＰガスボンベを筐体内に収納する事で盗難・悪戯など安全性を確保。 

⑤ 液体燃料と違い流出による土壌及び河川への汚染が無い。 

⑥ 排気ガスに有害物質を殆ど含んでおらず大気汚染となる物質が極めて少ない。 

⑦ 液体燃料の固着による系統の目詰まり等のメンテナンスが不要である。 

 

 

４．技術の適用範囲 

   

① 屋外（屋内の場合、十分な換気を行えること） 

② 1.5ｍ×1.5ｍ程度の設置スペースの箇所 

③ 非常時の供給電力が単相 AC100V の箇所 

④ 多量の未燃ガスが滞留しない箇所 
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６．写真・図・表 
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