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まえがき

ESCO（Energy Service Company）事業は省エネル

ギー改善に必要な技術，設備，人材，資金などすべてを包

括的に提供し，省エネルギーにより実現される経費削減分

の一部を報酬として享受する事業であり，政府のエネル

ギー施策を行う民間ビジネスとして飛躍的な拡大が期待さ

れている。

経済原則による安価なトータルエネルギーコストの要望，

省エネルギー法改正によるエネルギー管理工場の指定，電

力小売部分自由化の規制緩和，「気候変動枠組み条約第３

回締約国会議」（COP3）による温室効果ガス排出量削減

目標の設定などを受け，エネルギー関連市場が活発に形成

されてきており，ESCO事業が注目される背景となってい

る。ESCO事業としては節電機器導入による手法が知られ

ているが，コージェネレーションシステム（CGS）による

エネルギー供給も省エネルギー達成の意味合いから同義と

されている。

CGSは，1986 年の「コージェネレーション設備等の系

統連系に関する技術要件ガイドラインについて」が整備さ

れてから，総合効率が高いため省エネルギー効果が大きく，

温室効果ガス（二酸化炭素：CO2）排出量削減といった地

球温暖化防止策として有効な設備として認知されている。

しかし高額な設備投資や導入後の運転・保守にかかる費用，

手間などの問題があり，普及拡大が伸び悩んでいる状況で

ある。ESCO事業会社はこういった問題もすべて引き受け

ることも可能なため，お客様は最小限の負担で大きな省エ

ネルギー効果を得ることができることから，CGS 普及促

進の新形態としてこの ESCOが注目されている。

富士電機の取組み

富士電機はエネルギー関連市場における変化を新しいビ

ジネスチャンスとしてとらえ，機器の納入または燃料の供

給事業から一歩踏み出し，エネルギー設備を建設し供給・

サービスする ESCO事業会社を 2001 年 8 月 1 日に合弁会

社（株）エスエナジーサービスとして設立した。出資各社の

出資比率を図１に示す。5 社それぞれ異業種であるが，こ

れまで培った各社のノウハウを結集し，ESCO事業を立ち

上げて新規事業の拡大を図るものである（図２）。富士電

機システムズ（株）は，富士電機の委託を受け新会社設立の

作業を行い，今後中核となり新事業を推進することにして

いる。

CGSによる ESCO事例の概要

ここでは，天然ガスを使用した CGSにより電力と蒸気

エネルギーを供給・サービスする ESCO事業の導入事例

と高速限流遮断装置の適用による供給信頼性の向上案の例

を紹介する。（株）エスエナジーサービスの最初の事業とし

て，富士電機・松本工場向けに天然ガスを使用した CGS

を建設（松本事業所）し，ESCO 形態で電力と蒸気を供

給・サービスする事業を開始した（図３，図４，表１）。

松本工場では第 1種エネルギー管理指定工場としての省エ

ネルギー対策が急務であり，CGS 導入により年間燃料消

費量 15 ％削減が見込まれる。半導体工場は，一般的に昼

夜安定的に電力，熱の需要があるが，富士電機の電子部品

開発・製造拠点である松本工場も年間を通して 24 時間稼

動しており，CGSでの経済性，省エネルギー性が比較的

確保しやすい。CGSはベースロード運転としている。

コージェネレーション設備のESCO適用
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（株）エスエナジーサービス 川崎重工業（株） 
（重工業メーカー）14％ 

岩谷産業（株） 
（燃料供給会社） 14％ 

伊藤忠商事（株） 
（商社） 14％ 

富士電機（株） 
（電機メーカー） 35％ 

（株）シーエナジー 
 （電力関係会社） 23％ 

図１ （株）エスエナジーサービスの出資関係
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工場側では，エネルギー供給を ESCO事業者に委託す

ることによって，CO2 排出量削減，エネルギーコストの低

減および電力供給の信頼性向上を達成することができた。

システムの概要

工場敷地内に天然ガス専焼ガスタービン 5,570 kW×１

台を設置した（システムフローを図５に示す）。発電出力

は工場負荷の約 25 ％を CGSで賄うことを狙った。天然ガ

ス燃料は，他の化石燃料と比べると燃焼時の NOx，CO2

の排出量が少なく，SOxを排出しないため環境に与える

影響が少ない有効な燃料として注目されている。現在，天

然ガスのインフラストラクチャーは十分とはいえないが，

松本工場は幸運にも CGS 導入時期に天然ガスのパイプラ

イン敷設が完成したため，天然ガス CGSとして新エネル

ギー事業者支援対策事業にも応募できた。

ガスタービンを選択した理由は，工場の蒸気使用量が多

く，5,000 kWクラスのガスタービンで発生する 12 t/hレ

ベルの蒸気をすべて消費できることからである。

自動化された半導体製造工場の場合，電力の供給信頼性

が強く望まれる。そこで系統側で停電・瞬時電圧低下が発

生した際，高速限流遮断装置により，系統から切り離し

CGSにて重要負荷に単独供給可能とした。

システムの特徴

本システムには先導的技術が適用されており，次の特徴

がある。
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図２　コージェネレーションESCO事業の体制（構想）

図３ （株）エスエナジーサービス松本事業所の外観

図４　松本事業所ガスタービンCGSの外観

表１　松本事業所のCGS仕様 

起 動 装 置  

ガス圧縮機  

冷　却　塔  

排 熱 回 収  

ガスタービン 

発　電　機  

出　　　　力 

相　　　　数 

電　　　　圧 

回　転　数 

周　波　数 

極　　　　数 

型　　　　式 

出　　　　力 

回　転　数 

燃　　　　料 

型　　　　式 

回 収 形 態 

回　収　量 

常 用 圧 力 

油圧スタータ 

型　　　　式 

吐 出 圧 力 

吐　出　量 

冷 却 能 力 

循 環 水 量 

5,863kVA 

三相 

3.3kV 

1,800r/min 

60Hz 

4極 

単純開放サイクル一軸式 

5,570kW（0℃） 

14,000r/min 

都市ガス　13A 相当 
（天然ガス） 

自然循環式水管ボイラ 

蒸気 

12,505kg/h 

0.83MPa 

160kW 

電動機駆動スクリュー式 

1.8MPa 

1,875Nm3/h 

225RT 

2,750L/min
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５.１ 熱電可変型のガスタービン

熱電可変型ガスタービンを採用した。発生蒸気をすべて

プロセス蒸気として使用し高い総合効率を得る蒸気優先

モードと，発生蒸気の一部を燃焼室へ噴射させることによ

り電力出力を増加させる電力優先モードがあり，必要に応

じ切り換えることができる。ガスタービンは気温が上昇す

ると発電出力が減少する特性があるが，気温の高い夏季に

は電力優先モードに切り換えて，夏場の負荷増加に対応す

るなど柔軟な運用が可能である。

５.２ 運転支援システム

本システムは，燃料消費量，発電出力，蒸気量，気温な

どの過去のデータまたは設定により負荷予測し，契約電力

内での運用と高効率運転ができるように支援している。ま

た，故障・異常発生時には発生場所を配置図上に示し，同

時に復旧に向けた対応手順も表示することで早期復旧を支

援する機能も搭載している（図６）。

そのほかに電力・蒸気料金，CO2 削減量，省エネルギー

効果などの各種計算を自動とし，管理業務も支援している。

５.３ 高速限流遮断装置

既存の電力系統と CGS（重要負荷系統を接続）との間

に高速限流遮断装置を設置した。

落雷などによる短絡事故から，CGS 発電設備および発

電系に接続された重要負荷設備を保護し，安定運転を継続

するためには，発電機からの流出短絡電流を抑制し，連系

点を高速に遮断する必要がある。特にエレクトロニクス応

用機器などは瞬時電圧低下時間が数十ms程度でも悪影響

を受ける。また，発電機からの流出短絡電流による軸ねじ

れトルクは，特にガスタービンには悪影響を与えることが

ある。このようなニーズを受け，瞬時電圧低下による電力

系統での短絡事故の影響を極小化した高圧系統用としての

高速限流遮断装置を大阪ガス（株），富士電機で共同開発し

た。図７にその外観を示す。定格電圧 3.6 kV，電流 1,200

A，遮断電流 7.5 kAである。

本装置は，1サイクル真空遮断器に直流真空遮断器で採

用している転流遮断方式を組み合わせた機械式高速限流遮

断装置である。転流遮断方式によって 1/4サイクル以内の

限流遮断を達成している。主な構成機器は高速検出器，高

速真空遮断器および高周波転流振動電流発生装置と消弧装

置である。装置の回路構成を図８に示す。

転流遮断方式の原理は，あらかじめ充電したコンデンサ

から高速真空遮断器の遮断部（真空バルブ）に高周波振動

電流を高速投入スイッチによって供給し，発電機からの流
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図５　システムフロー図

図６　運転支援システム（復旧支援画面）
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出短絡電流（事故電流）に重畳させ，強制的に電流ゼロ点

をつくり消弧して，回路インダクタンスに蓄えられた電磁

エネルギーは非線形抵抗（消弧装置）によって吸収されて

遮断が完了する。高速検出器の検出時間は瞬時電圧低下時

の電圧変化量（ΔV）と発電機からの流出短絡電流変化量

（Δ I）を検出して 0.6 ms 以下，また，高速真空遮断器は

電磁反発駆動を利用しての開極時間 1msとしている。本

システムによって三相短絡事故発生から 3ms 以内で限流，

遮断が可能としている。

高周波振動電流回路の真空遮断器は，限流遮断後，主回

路から高周波振動回路を分離するので，本装置の主回路を

構成する高速真空遮断器によって復電後の同期投入を可能

としている。また，3ms 以内の消弧により，短絡第 1波

の波高値に達する前に限流遮断しているので，発電機から

の流出短絡電流による軸ねじれを抑制し，ガスタービン

CGSでのシャーピン保護にも効果がある。

CGSの建設と運用

６.１ CGS設置にかかわる手続き

CGSを導入・設置する場合，種々の法規制が適用され，

それにかかわる手続きを行うことになる。今回，（株）エス

エナジーサービス松本事業所での届出関係を表２に示す。

６.２ 補助金制度の活用

本設備の導入にあたっては，新エネルギー・産業技術総

合開発機構（NEDO）の 2001 年新エネルギー事業者支援

対策事業（天然ガスコージェネレーション）の補助金交付

を受けたことで，より省エネルギー効果の高い先進的な

CGS 設備を導入することができた。2002 年の継続申請も

採択された。

６.３ 運用体制

（株）エスエナジーサービス松本事業所の CGS 運用は，

事業所長，ボイラタービン主任技術者，電気主任技術者の

人員で行っている。

さらに，24 時間のリモートメンテナンス体制で常時監

視している。

あとがき

CGSによる ESCO事業は，需要家のエネルギーニーズ

に応えるものである。地球環境に優しいエネルギー（電力，

蒸気，冷熱）の供給に加えて，省エネルギー推進に貢献す

るものである。今後は，富士電機・松本工場向けエネル

ギー供給事業での経験とノウハウをもとに次期の ESCO

事業案件を発掘し，事業拡大を図っていく予定である。ま

た，富士電機システムズ（株）の IT（Information Tech-

nology）を駆使した全国ネットのサービス網を利用した総

合的な運転・保守サービスを提供していく考えである。
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図８　高速限流遮断装置の回路構成

図７　高速限流遮断装置の外観 表２　主な届出書類 

工事計画届出 

保安規定変更届出 

使用前安全審査申請 

主任技術者選任届（ボイラタービン，電気） 

発電設備設置届 

少量危険物貯蔵・取扱届 

建築確認申請 

ボイラ設置届 

系統連系事前検討申込書 

大気汚染防止に関する届出 

法　令 届出書類 

電気事業法 

 

 

消防法 

建築基準法 

労働安全衛生法 

系統連系技術要件 
ガイドライン 

公害防止関係 



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




