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まえがき
富士電機は，
“創エネルギー”分野で火力発電設備
や水力発電設備の高効率化や高性能化に取り組み，日
本のみならず世界各国に数多く納入し，世界のエネル
ギーの安定供給に貢献してきている。また，地熱発電
や水力発電など，再生可能エネルギーの中でも安定的
にエネルギーを供給できる発電設備に取り組んできて
いる。これらに加えて，太陽光発電や風力発電，小水
力発電，バイオマス発電などの再生可能エネルギーに
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も注目し，技術開発と製品化を進めている。本稿では，
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エネルギーの安定供給と環境負荷低減に貢献する創エ
ネルギー技術の現状と展望について述べる。
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中心とした火力発電が大きな割合を占め，石油火力の
比率は減少する。その一方で，環境負荷の低減も大き

図

世界の発電設備容量

な課題であり，CO2 を排出しない環境にやさしい再生
可能エネルギーが大きく伸び，特にバイオマス発電，

電気エネルギー需要の伸びに対して，発電設備の発
に世界の発電設備容

風力発電，太陽光発電が大きく伸びる。再生可能エネ

電容量の増強も必要である。図

ルギーの比率は，水力発電を含めて約 30% に増える。

量を示す。2012 年の世界の発電設備容量は 5,400 GW

エネルギー需要の増加に対して，燃料費を含めた発電

であるが，2035 年には 9,300 GW の発電 設備 容量が必

コストの経済性の追求とともに環境負荷の低減も大き

要であると予測されている。しかしながら，現在運転

な課題であり，火力発電では天然ガスやシェールガス

されている発電設備は，老朽化や CO2 排出低減，燃料

を燃料としたコンバインドサイクル発電の導入や石炭

費の高騰などにより，新鋭発電設備への置換えが必要

火力の高効率化が進められる。

となる。IEA リポートでは，2035 年までに 現在の発
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能エネルギーの導入促進などにより 2035 年には 57%
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に 低 下 す る。 一 方， 需 要 電 力 量 で み れ ば 約 1.5 倍 に
増加する。この中で，CO2 排出削減と燃料費を含めた
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経済性の点から石油火力発電は半減し，天然ガスを燃
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石炭火力発電も新興国を中心に 1.4 倍近く増加する。
今後，火力発電分野では，天然ガスを燃料としたガ

発電電力量
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料とするコンバインドサイクル発電が 1.8 倍に増加し，

スタービンと蒸気タービンを組み合わせた高効率なコ
石油
14.4%

ンバインドサイクル発電，ならびに石炭を燃料とし，
蒸気条件を高温・高圧化して熱効率を高めた超々臨界
圧火力発電（USC）が主流になる。
コンバインドサイクル発電

コンバインドサイクル発電は，高効率で CO2 排出
量が少なく地球温暖化防止に貢献するとともに，起動

日本の発電電力量の構成

時間が短く負荷変化への追従性能が良いなどの特徴を
電設備容量の約 1/3 に相当する 2,000 GW の発電設備

持っており，今後の火力発電で大きな位置を占める。

が更新され，5,900 GW の新しい発電設備が建設される

また，これまでは天然ガスを燃料としていたが，最近，

と予想している。

米国を中心にシェールガスの開発が急速に進んでおり，
ガスタービンに対する期待が大きくなっている。

.

富士電機は，コンバインドサイクル発電にも取り

日本のエネルギー動向
図

に日本の発電電力量の構成を示す。2011 年 3 月

組んできている。図

に示す沖縄電力株式会社 吉の浦

の東日本大震災で福島第一原子力発電所が津波による

火力発電所向けに，コンバインドサイクル発電設備

災害を受けた影響で，原子力発電所の停止が続き，電

（2 台，251 MW）の建設を進めてきた。2012 年 11 月

力の安定供給に対する施策の展開が検討されている。

には，1 号機が総合試験を終了し，営業運転を開始し

原子力発電所の再稼動問題は国レベルで継続的に論議

た。2 号機は 2013 年 5 月の営業運転開始を目指して総

されている。2012 年 9 月の「革新的エネルギー・環

合試験を進めている。この発電設備は，シーメンス社

境戦略」では，エネルギーの安定供給の確保のため

との協業で，シーメンス社製のガスタービン（STG6-

に，火力発電の高度利用，コージェネレーションなど

4000F，F クラス）と富士電機で開発した単車室軸流排

熱の高度利用，次世代エネルギー関連技術の開発と利

気再熱蒸気タービンおよび発電機を組み合わせた一軸

用を推進するとの方向が示された。特に，電力の安定

式コンバインドサイクル発電設備である。プラントの

供給に対し，火力発電所の増強と再生可能エネルギー
の導入促進が骨子になっている。火力発電所の増強で
は，天然ガスを燃料とする高効率なコンバインドサイ
クル発電の導入と，石炭を燃料とした超々臨界圧火力
（＊ 1）

発電（USC）などが注目を浴びている。再生可能エネ
ルギーでは，2030 年まで に 300 TWh（現在の 3 倍以
上）の導入を目標に，2012 年 7 月から始まった「再生
可能エネルギーの固定価格買取制度」と相まって再生
可能エネルギーの導入に弾みがついている。

火力発電
図

に示すように，現在，世界の電気エネルギー需

要に占める火力発電の比率は約 67% であるが，再生可

（＊ 1）超々臨界圧火力発電（USC）

図

沖縄電力株式会社 吉の浦火力発電所
（写真提供：沖縄電力株式会社）

を気化させるための熱エネルギーを削減し，効率良く

使用する蒸気条件が超々臨界圧（蒸気温度 593℃以上， 発電することができる。
蒸気圧力 24.1 MPa 以上）の火力発電技術である。水
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（＊ 2）

性能試験では，効率で 51 %（HHV 基準）以上を達成し，

力発電（A-USC）の開発が進められてい る。 富士電

短時間での負荷応答機能や周波数調整機能などにおい

機も経済産業省の「先進超々臨界圧火力発電実用化要

て当初の計画を上回る良好な結果が確認された。

素技術開発」 に参画し， 技術開発を進めている（107

今後，コンバインドサイクル発電は，ガスタービン
の燃焼温度の高温化による熱効率の向上と大型化が進

ページ“火力発電所向け蒸気タービンの最新技術”参
照）
。

む。シーメンス社も燃焼温度を高めた大容量 H クラス
ガスタービンを開発し，実際のコンバインドサイクル
（＊２）

地熱発電

発電設備で効率 60 %（LHV 基準，送電端） を大幅に

特集

上回る世界最高効率を達成している。富士電機は蒸気

地熱発電は，再生可能エネルギーの中でも，①天候

タービンおよび発電機の高性能化と設備のコンパクト

などによる出力変動がなくベースロードとして利用で

化を継続的に進め，国内外のコンバインドサイクル発

きる，②設備利用率が高い，③経済性が高い，などの

電に取り組んでいく（113 ページ“一軸式コンバイン

特徴があり，世界の地熱資源保有国で開発が進められ

ドサイクル発電設備用全含浸絶縁水素間接冷却タービ

ている。

ン発電機”参照）
。

地熱資源は，環太平洋地域（日本，米国，インドネ

創エネルギー技術 ︱発電プラントと新エネルギー︱

シア，フィリピン，ニュージーランド，チリ）やアフ
.

リカ地域（ケニア，エチオピア）などに多く存在し，

石炭火力発電

石炭火力発電は，経済性の面から新興国を中心に開

各国で地熱発電の開発が進められている。日本も，米

発が進められている。先進国では CO2 の排出低減への

国，インドネシアに次ぐ第 3 位の地熱資源保有国（約

取組みから新規開発への制約が見られるが，超々臨界

23.5 GW）といわれている。富士電機は，地熱発電に

圧タービンの開発による高効率化や石炭ガス化などの

着目し，1960 年代から地熱発電機器の研究開発に取り

新技術開発により，石炭火力の価値が見直されてきて

組み，信頼性の高い地熱発電機器を多数納入し，世界

いる。

で高い納入シェアを持っている。

富士電機は中容量領域で，多くの高性能・高信頼性

地熱発電には，次に示す二つの方式がある。地中か

の石炭火力発電設備を世界各国に納入してきている。

ら噴出する高温の熱水や蒸気を減圧沸騰させて蒸気だ

最近では，ベトナムのハイフォン火力発電所向けに蒸

けを取り出し，地熱タービンに直接利用する大型のフ

気タービン・発電機（4 台，300 MW）やギソン火力

ラッシュ発電方式，ならびに比較的低い温度の地熱熱

発電所向けの蒸気タービン・発電機（2 台，300 MW）

水で沸点の低い 2 次媒体を蒸発させ，この蒸気でター

などに取り組んでいる。

ビンを回転させて発電する小容量のバイナリー発電方

超々臨界圧火力発電ではシーメンス社との協業で，
電源開発株式会社 磯子火力発電所 1 号機のタービン・
発電 機（1 台，600 MW）を納入している。主蒸気温

式である。
フラッシュ発電方式では，2010 年 10 月に，ニュー
ジーランドのナ アワ プルア地熱発電所（図

）にト

（＊ 3）

度は 600 ℃，再熱蒸気温度で 610 ℃を採用し，先進の

リプルフラッシュ発電 で世界最大容量である 140 MW

翼列設計により高いプラント効率を達成し，CO2 低減

地熱発電設備を納入した。最近では 2012 年 12 月に，

と経済性の向上に貢献している。今後も，蒸気タービ

インドネシアのウルブル地熱発電所向け地熱発電設備

ンの主蒸気の高温・高圧化による効率の向上が求めら

（2 台，55 MW）を納入した（94 ページ“火力・地熱

れる。一方で，タービンの信頼性の向上も重要な要素

発電所のプラント技術”参照）
。

となる。そのために，蒸気タービン翼列の性能向上に

地熱発電では地熱流体に腐食性ガスや不純物が多く

加えて，ロータ材やケーシング材，タービン翼材の開

含まれており，腐食やエロージョン・コロージョン ，

（＊ 4）

発，ならびにタービン翼の耐食性能の向上，腐食モニ

スケール付着などの問題が発生する。富士電機は，数

タリング技術の開発などを継続的に進めている。

多くの納入実績から得られた点検・保守データや，サ

次世代蒸気タービンとして，さらなる効率の向上を

イトでの実証試験データを基に研究を進め，タービン

狙いとした蒸気温度 700 ℃クラスの先進超々臨界圧火

翼やケーシングの最適材料およびコーティング技術を

（＊ 2）HHV, LHV

（＊ 3）トリプルフラッシュ発電

（＊ 4）エロージョン・コロージョン

ある一定の状態に置かれた単位量の燃料が断熱的に完

熱水として取り出された地熱資源を，減圧して蒸気と

エロージョン（流れや固体粒子による機械的な侵食）

全燃焼し，その燃焼ガスを元の温度まで冷却したとき

熱水に分離し，分離した蒸気をタービンに送って発電

と，コロージョン（腐食性溶液中での電気化学的な腐

に放散される熱量を“発熱量”という。発熱量には， を行う方式をフラッシュ方式という。この蒸気と熱水

食）の相乗作用により，金属の減肉が加速される現象

水 蒸 気 の 潜 熱 を 含 め る 高 位 発 熱 量（HHV：Higher

をいう。

Heating Value） と， こ れ を 含 め な い 低 位 発 熱 量
（LHV：Lower Heating Value）がある。
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ム，スマートコミュニティの構築などが論議され，そ
の中で再生可能エネルギーの位置付けが大きくなって
いる。再生可能エネルギーの固定価格買取制度は，太
陽光や風力，地熱，中小水力，バイオマス発電に適用
され，発電電力を固定価格で決められた期間買い取る
ことを定めている。このため，再生可能エネルギーの
発電事業者は事業計画を立てやすく，再生可能エネル
ギー発電の導入に弾みがついている。現状では建設が
比較的容易な太陽光発電の導入が進んでいるが，これ
に続き，風力や地熱発電などの導入が進む。富士電機
も再生可能エネルギー発電機器や設備の研究開発を進
（＊ 5）

図

ニュージーランド・ナ アワ プルア地熱発電所

めており，高効率，高性能機器の製品化や EPC での

特集

プラント建設に取り組んできている。
開発し，タービンや発電機，付属機器の信頼性向上を
.

太陽光発電

太陽光発電には大きく分けて，住宅の屋根に設置す

発も進めている（98 ページ“最新の地熱タービンにお

る小型太陽光発電と，主に地上に設置する大規模太陽

ける耐食性・性能向上技術”参照）
。

光発電（メガソーラー）がある。富士電機は，メガ

バイナリー発電方式は比較的温度の低い地熱熱水を

ソーラーを中心に取り組んでいる。太陽光発電システ

有効利用するために開発され，小型地熱発電として導

ムで重要なことは経済性をいかに高めるかである。単

入されることが期待されている。一方，フラッシュ発

位面積当たりの発電量を多くすることをはじめ，発電

電方式において還元井に戻されていた還元熱水は，ま

システムの損失を小さくすること，機器の信頼性を高

だ熱エネルギーを持っているため，バイナリー発電方

めて稼動率を高めることで年間の発電電力量を大きく

式に利用することも可能である。富士電機はこの発電

すること，ならびに太陽光パネルの設置や配線などの

方式をハイブリッド地熱発電と称し，発電所全体での

施工工事コストを低減することが重要な要素となる。

エネルギー回収効率の向上に寄与したいと考えてい

富士電機は，今まで培ってきたパワーエレクトロニ

る。温度の低い還元水はシリカスケールが生成しやす

クス技術やシステム設計技術を活用し，経済性の高い

く，還元井の狭窄（きょうさく）を防止することが必

太陽光発電システムを構築してきている。パワーエ

要である。富士電機は還元熱水のシリカスケール生成

レクトロニクス技術分野では，業界に先駆けて AT-

の研究も進めており，その成果を生かしてハイブリッ

NPC（Advanced T-type Neutral-Point-Clamped）3

ド地熱発電の普及を図っていく（102 ページ“地熱熱

レベル変換回路 を適用した，DC1,000 V，1 MW のメ

（＊ 6）

水利用バイナリー発電システムにおけるシリカスケー

ガソーラー用パワーコンディショナ（PCS）を開発し

ル対策技術”参照）
。

た（ 図

）
。AT-NPC3 レベル変換回路 の適用により

スイッチング損失とフィルタ損失を大幅に低減し，世
界最高効率 98.5 % を実現した。直流入力を 1,000 V に

再生可能エネルギー

することにより直流側損失を低減でき，また屋外型を
地球温暖化防止は社会的使命として重要な要素であ

実現することで PCS を設置する建屋が不要になるな

り，CO2 を排出しない再生可能エネルギーの導入が世

ど建設コストの低減が期待できる。システム設計分野

界各国で推進されている。IEA リポートでも，再生

では，環境に合わせた太陽光モジュールやアレイの最

可能エネルギーの導入は年率 6 〜 8 % で増加すると予

適化，配電ロスの低減，系統連系要件に適合した連系

想している。日本でも国のエネルギー政策の中で，エ

設備の計画，監視制御のスマート化やクラウド化など，

ネルギーのベストミックスや分散型エネルギーシステ

設置環境や経済性を考慮した総合システム設計技術の

（＊ 5）EPC

（＊ 6）AT-NPC3 レベル変換回路

ら，NPC（Neutral-Point-Clamped）方式と呼ばれる。

Engineering Procurement and Construction の 略 で

一般的な 2 レベル変換回路の出力電圧レベルが 2 段で

AT-NPC（Advanced T-type NPC）方式は，異なる

ある。プラント建設時の役務範囲として，エンジニ

あることに対し，3 レベル変換回路は 1 段多い。この

定格電圧の素子を組み合わせ，中間素子に RB-IGBT

アリング設計，資材・機材の調達，建設工事を指す。 結果，インバータの出力線間電圧波形がより正弦波に （Reverse Blocking IGBT）を用いることで従来方式
これらを一括して請け負うことを，EPC 方式または

近くなり，装置の LC フィルタの小型化や高い電力変

に比べて回路を簡素化し，高い電力変換効率を実現し

EPC 事業という。

換効率などのメリットがある。従来の 3 レベル回路

ている。

は，直流電源の中間電位点に結線されていることか
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図っている。信頼性の向上とともに性能の向上も重要
であり，腐食に強くかつ高効率なタービン翼などの開
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化した。ダイレクトドライブ方式では回転 速度 が 15
min − 1 前後の低速となり発電機が 大型 となるが，永
久磁石による励磁方式を採用し，通風・冷却方式や巻
線方式，構造を最適化し，小型・軽量化と高性能化を
図った。また，この方式では発電機に対してフル容量
の 大型 PCS が必要となるが，富士電機の持つパワー
エ レ ク ト ロ ニ ク ス 技 術 を 生 か し た AT-NPC 3 レ ベ
ル変換回路 を PCS に適用し，高効率化を図っている
（129 ページ“風力発電用永久磁石同期発電機”参照）
。
冷却には洋上風力への適用を考慮して外気による空
（＊ 7）

冷方式ではなく水冷方式を採用し，さらに FRT 機能
を標準装備させるなどの特徴を持たせている。

特集

図
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向上を図っている（118 ページ“大規模太陽光発電シ

池と電力安定化装置を組み合わせ，蓄電池の充放電制

ステム技術”参照）
。

御により風力発電の出力変動を抑制し，電力系統の電

また，風力発電は出力が時々刻々と変化するため，

屋外型 PCS（DC1,000 V，1 MW）

電力品質への影響が課題である。富士電機では，蓄電

また，富士電機は山梨工場の遊休地に 2 MW の太陽

圧・周波数の品質を高める電力安定化装置も実用化す

光発電設備を建設する。ここでは，開発した PCS や

るなど風力発電の導入促進に寄与している（124 ペー

系統連系設備の実証を行い，製品の信頼性確認と改良

ジ“風力発電用のパワーコンディショナおよびコン

のためのデータ収集を行い，また，施工技術の改良の

バータにおける回路・制御技術”参照）
。

ために活用することにしている。この発電設備は 2013
年 3 月末に竣工する予定であり，ここで得られる実証

.

データや施工技術の有効性を活用し，性能や経済性の
高い太陽光発電システムの構築を進めていく。

水力発電

水力発電は，太陽光発電や風力発電に比べて出力変
動がなく，利用率も高く安定した再生可能エネルギー
である。日本においては， 大型 の水力発電は既に開

.

風力発電

発され，今後の開発地点は限られている。しかしなが

風力発電も再生可能エネルギーの中で大きな位置付

ら，中小水力発電では，農業用水路や上下水道などの

けになっている。日本では，これまで陸上設置型の風

遊休落差を利用した発電が可能である。再生可能エネ

力発電が主流で規模も小さなものであった。今後は経

ルギーの固定価格買取制度でも，30 MW 未満の中小

済性の面から大規模風力発電（ウィンドファーム）が，

水力発電は固定価格買取の対象設備であり，制度を利

設置場所の限界から洋上風力発電が注目され，単機の
発電容量も 3 〜 5 MW クラスの 大型 風力発電設備に
なっていく。富士電機は，風力発電設備用の大型発電
機や PCS，電力安定化装置などに注力している。
風力発電では，風車の回転数を増速機で増速し，発
電機を高速で回転させるダブルフェド方式が一般的で
あった。しかしながら，洋上風力など発電容量が 大
きくなると大型の増速機が必要になり，また増速機に
起因するトラブルやメンテナンスの課題が大きくなる。
最近の動向として，大型風力発電は増速機を省略した
ダイレクトドライブ方式が適用されるようになってい
る。
富士電機は，ダイレクトドライブ方式に適用する
3,000 kW の永久磁石 同期 発電機の開発を行い，製品

（＊ 7）FRT 機能

図

マイクロ水力発電設備

力して系統の電源変動を抑制させるように動作し，運

FRT（Fault Ride Through）機能は，系統での三相

転を継続するものである。この規定範囲は，瞬低の時

短絡や二相短絡の事故において，インバータが出力を

間と電圧低下範囲として，各国で定められている。

すぐに停止することなく，規定範囲内で三相電流を出
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用した開発が期待されている。
富士電機は，容易に小水力発電設備を設置できるよ
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ギーは，CO2 を排出しない環境にやさしいエネルギー
であるとともに，エネルギーのベストミックスの中で

（＊ 8）

うに，横軸 チューブラ水車 と発電機 をコンパクトに

重要な位置付けになる。再生可能エネルギー分野では

組み合わせて標準化し，マイクロ水力発電設備を開

発電機能だけではなく，系統連系技術や安定度向上技

）
。出力は落差，流量に応じて数 kW 〜

術も重要になる。富士電機が得意とするパワーエレク

200 kW の範囲で，農業用水路や上下水道，砂防ダム

トロニクス技術や制御技術を融合し，最適なシステム

などに適用可能である。マイクロ水力発電設備は，直

を構築していきたい。

発した（図

列に配置することにより高落差にも適用できる。また，

富士電機は，これから発展が期待されるスマートコ

ランナベーンを可動にすることにより流量制御が可能

ミュニティの構築にも取り組んでいる。スマートコ

であり，広範囲な領域において高効率化できるなどの

ミュニティ社会の構築には，創エネルギー，省エネル
ギー，パワーエレクトロニクスとエネルギー最適制御，

発と特徴ある製品化を進め，遊休エネルギーの有効利

情報通信などの集結が重要であり，富士電機の総合力

用に貢献していく。

を持って社会に貢献していく所存である。
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円筒ケーシング内に流水で回転する水車ランナを収納
し，軸方向から流入した流水が軸方向に流出する水車
で，
低落差の水力資源を有効に利用することができる。
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