2013 年度の技術成果と展望
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2013 年以降，2012 年に施行された再生可能エネルギー
の固定価格買取制度（FIT）により，太陽光発電設備を中

を適用した PCS の開発が完了した。
風力発電分野では，発電効率の高い風力発電設備の需要

心に認可・建設が本格化している。一方，原子力発電所の

が投資家を含めた発電事業者を中心に増加傾向にある。富

長期停止により，電力各社は火力電源更新・増強へかじを

士電機は，コンポーネント（風車用発電機およびコンバー

切り始めている。また，電力安定供給のための独立系発電

タ）
，システム（受変電設備および安定化装置）
，元請けを

事業者（IPP）
，特定規模電気事業者（PPS）を対象とした

三本の柱として，積極的に事業に取り組んでいく。

ガスタービンコンバインドサイクル（GTCC）
，高効率石
炭火力，バイオマス発電などの商談が活発化している。

燃料電池分野では，他の発電方式と比較して発電効率の
高い下水消化ガス発電用の燃料電池の期待が高くなってお

海外では，新興国を中心に長期的に電力需要の伸長が見

り，長年の下水消化ガス発電の実績を基に受注を増やして

込まれている。また，計画の遅れはみられたが地熱発電所

いく。また，燃料電池の高温排熱を空調やボイラの給水

の案件も東南アジア，アフリカを中心に計画が具体化され

予熱に利用することで，設備全体の省エネルギーを図るス

つつある。

マートファクトリーの実証を行っている。海外では，低酸

火力発電分野では，2013 年 5 月に GTCC を採用した吉
の浦火力発電所 2 号機の営業運転が開始され，海外では 7

素空気供給機能付きの火災予防システム向け燃料電池をド
イツに展開している。

か所で納入した火力設備（合計 783.4 MW）が運転を開始

原子力分野では，福島第一原子力発電所の事故から 3 年

した。また，タイでは既設発電所のタービンの大規模更新

が経過し，同発電所では着実なサイトの保全，廃止措置に

により延命化を図るとともに出力アップを実現した。
地熱分野では，国内案件は資源開発に時間がかかってい

向けた準備のフェーズに移り，中間貯蔵施設などが確実に
前進しつつある。このような環境で富士電機は，福島第一

るものの，積極的に提案活動を継続している。また，海外

原子力発電所の保全，廃止措置に向けた取組みに参画する

向けには，2013 年度中に，トルコとフィリピンでそれぞ

とともに，ニーズが高まっている放射性廃棄物の処理技術，

れ納入した発電設備（合計 80 MW）が運転を開始し，現

ならびに高放射線環境下における機器操作や材料などの保

在数台の案件があり，製作中である。

持・移送を遠隔で実施する技術などについて，提案と開発

太陽光発電分野においては，太陽光発電用パワーコン

を推進している。廃止措置に必要な関連技術についても継

ディショナ（PCS）
，昇圧変圧器，系統連系設備およびそ

続的な開発を進めており，耐震・安全に関する新規制基準

のコンポーネント〔リングメインユニット，保護継電器，

に対応できるよう，富士電機が既に納入した核燃料サイク

真空遮断器（VCB）
〕を市場に供給している。また，太陽

ル関連機器を中心に，耐震評価の見直し，安全設計，安全

光発電所における発電効率向上のため，太陽電池パネルの

性向上対策機器などの製作・納入などに関し，顧客と連携

直流電圧の高圧化，PCS 自身の高効率化のニーズが増加

して取り組んでいる。

しており，最大直流入力電圧 DC1,000 V，3 レベル IGBT
（Insulated Gate Bipolar Transistor）モジュール方式で電

富士電機は 2014 年度も引き続き，高効率，省スペース，
低炭素をキーワードとして，環境にやさしい高効率発電，

力の変換効率 98.4 % の屋内自立型 660 kW の PCS を開発

地熱，太陽光，燃料電池に代表される再生可能エネルギー，

した。この PCS は，3 台で 2 MW 未満の発電所（高圧連

ならびに福島第一原子力発電所の保全，廃止措置に必要な

系）を構成でき，既存の 500 kVA の PCS が 4 台の構成と

関連技術や核燃料サイクル分野に注力し，社会に貢献して

比較して，設置スペース，工事費などの削減を可能にした。

いく。

一方，さらなる高効率化を図るため，SiC（炭化けい素）
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火力・地熱プラント
インドネシア ISM 発電所向け火力発電設備の引渡し完了
2014 年 1 月，クラカタウ製鉄所内インドネシア ISM 発
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100 MW 蒸気タービン・発電機設備
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吉の浦火力発電所全景

電所向けに，韓国・ポスコ株式会社経由で受注した蒸気
タービンおよび発電機設備一式（100 MW×2 台）の顧客
引渡しが完了した。
この発電設備は，重油および製鉄所からの副生ガスを利
用した燃焼ボイラと組み合わせた再熱再生サイクル火力発
電設備であり，併設する東南アジア最大規模のクラカタウ
製鉄所に電力とタービン高圧抽気を供給する。
富士電機は，蒸気タービン・発電機とその制御設備・電
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気設備を納入した。蒸気タービンにはコンパクトな単機筒
復水再熱蒸気タービンを，発電機には実績豊富なブラシレ
ス励磁の空気冷却発電機を採用している。

吉の浦火力発電所 1・2 号機の営業運転開始
沖縄電力株式会社 吉の浦火力発電所 1 号機と 2 号機が，

関連論文 : 富士電機技報 2013，vol.86，no.2，p.94

2012 年 11 月と 2013 年 5 月にそれぞれ営業運転を開始し
た。本発電所は，電力の安定供給と温室効果ガスの削減を
目的として建設された，LNG 焚きの一軸式コンバインド
サイクルである。発電設備は，富士電機を含む共同企業体
のターンキー契約で納入された。主機は，シーメンス社製
ガスタービン SGT6-4000F，富士電機製の単車室軸流排気
式蒸気タービンおよび水素冷却式発電機で構成されている。
発電端出力は合計 502 MW で，沖縄本島で最大容量の発
電所となった。
地理的要因による小規模系統での迅速な起動停止や負荷
追従性，ならびに CO2 削減や低 NOX 排出といった環境対
応などの重要な役割を担って，運転を続けている。

中国向け PJG#1 コージェネレーション発電所の運転開始
2014 年 2 月 に Chang Chun Chemical Co., Ltd（ 中 国 ）
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蒸気タービン・発電機設備

向け PJG#1 コージェネレーション発電所用蒸気タービ
ン・発電機設備（71.4 MW×1 台）の試運転が完了し，運
転を開始した。
この発電設備は，石炭焚きドラムボイラを採用した化学
工場用電力およびプロセス蒸気供給のコージェネレーショ
ンプラントであり，タービンから排出される蒸気を工場の
プロセス蒸気として利用することに適した背圧タービンを
採用している。
この背圧タービンには，3 段外部制御抽気を採用してお
り，三つの抽気制御弁を負荷に応じて自動制御することに
より，低負荷から高負荷までタービンの効率を維持したま
ま蒸気を工場に供給することができる。
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火力・地熱プラント
トルコ・クズルデレⅡ地熱発電所の営業運転開始
2013 年 10 月，トルコ西部デニズリ県にあるクズルデレ
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クズルデレⅡ地熱発電所のタンデム式蒸気タービン
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マイバララ地熱発電所全景

図6

現地更新工事中の 12 号機高圧タービン

Ⅱ地熱発電所が営業運転を開始した。
富士電機の供給範囲は，蒸気タービン（60 MW）
，発電
機を含む主要機器と制御装置である。背圧式高圧・復水式
中低圧のタンデム式蒸気タービンは，富士電機として初の
試みであったが，各タービンへの流入蒸気を協調して制御
することで，スムーズな起動停止と負荷調整を可能にした。
また，16.7 重量 % というこれまでにない高濃度の不凝縮
ガスを含む高圧蒸気であったが，発電性能に与えるガスの
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影響を検討し，計画したとおりの性能を達成した。
トルコでは 2023 年までに地熱発電容量を 600 MW まで
引き上げる目標を掲げており，富士電機は本案件を足掛か
りに，さらなる地熱発電所の建設に貢献する。

フィリピン・マイバララ地熱発電所の営業運転開始
2011 年 12 月にフィリピンの大手ゼネコンである EEI
コーポレーション社から，20 MW 地熱発電設備 1 台を受
注した。富士電機の供給範囲は，地熱タービン，発電機，
復水器などの主機に加え，ガス抽出設備，冷却塔，ホット
ウェルポンプなどの単体機器である。タービンには軸流排
気構造を採用し，復水器には混合型のバロメトリック式復
水器を適用しているのが特徴である。
本プロジェクトは，予定どおり 2013 年 3 月に機器を出
荷し，富士電機の指導員の下，タービンと発電機の据付
けを行った。さらに，電気，計装，試運転の指導員の下，
2014 年 1 月から調整試運転を実施し，その後の性能試験，
リライアビリティラン試験を完了した。2014 年 2 月に営
業運転を開始している。

タイ・電力庁マエモ火力発電所のタービンの更新
タイ・電力庁マエモ火力発電所は，タイ北部に位置する
東南アジア最大級の石炭火力発電所である。富士電機は，
この発電所に 10 台の蒸気タービン発電設備（4〜7 号機：
出力 150 MW，8〜13 号機：出力 300 MW）を納入してい
る。
今回，高圧・中圧・低圧の 3 ケーシングで構成された
12 号機の高圧・低圧タービンを，設備の延命化のために
新製し，交換した。新製するに当たり，タービンの翼やグ
ランドパッキング部の構造に最新技術を適用し，高効率化
を実現することにより設備全体の出力アップを達成した。
2013 年 10 月から 12 月まで現地更新工事を実施し，現在，
順調に運転中である。
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風力発電システム
風力発電と蓄電池による非常時自立運転システム
風力発電など再生可能エネルギーの導入拡大に伴い，こ
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非常時自立運転システムの構成

れを活用した非常用電源の要求が高まっている。富士電機
電力系統

は，蓄電池システムを設置することにより，系統連系時に
は風力発電の出力変動を緩和し，災害など非常時には重要

風力発電設備

負荷に電源供給を行う非常時自立運転システムを開発した。

SG

CNV

自立系統母線

INV

非常時には，蓄電池システムが確立した自立系統に風
PLC

力発電と重要負荷が連系し自立運転を行う。自立運転中

蓄電池
システム

は，風力発電の出力制限や負荷の調整・遮断を指示する制

PLC

御を行い，需給バランスを維持する。また，蓄電池システ

負荷
負荷
最重要負荷 重要負荷

ムは複数台での並列運転が可能であるため，系統規模に
応じて柔軟に対応できる。並列運転中は各蓄電池の SOC
（State of Charge：充電率）を均一化する制御により，重

PCS

PCS

PLC

蓄電池
運転制御

蓄電池
運転制御

負荷制御指令
統合制御PLC

自立系統母線周波数
自立系統母線電圧

監視制御装置

要負荷に長時間の電源供給を行うことができる。

燃料電池
燃料電池の国内納入事例
富士電機では自社工場に太陽電池や燃料電池を設置し，

関連論文：富士電機技報 2013，vol.86，no.2，p.134
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三重工場に設置した燃料電池

工場全体の省エネルギーを図るスマートファクトリーの実
証を行っている。
2013 年 12 月に三重工場に設置した燃料電池は，通常は
都市ガスを燃料とするコージェネレーションとして運用し，
都市ガスが遮断したときには燃料を LPG に切り替える機
能を備えている。この燃料電池は，高温排熱を空調に利用
している。
また，2014 月 3 月には，同じ機能を持つ燃料電池を国
内の某研修施設に納入した。そこでは，排熱を施設内にあ
る宿泊施設のボイラの給水予熱に利用している。

燃料電池の海外納入事例
ドイツは，原子力発電に代えて再生可能エネルギーの導

関連論文：富士電機技報 2013，vol.86，no.2，p.134
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ドイツへ納入した CE マーク適合燃料電池

入に積極的であり，その出力変動をバックアップする天然
ガスコージェネレーションへの期待が高い。
富士電機は，ドイツへの参入に必須な CE マーク適合を
完了し，2012 年に 1 号機を商業ビルに納入した。さらに，
従来の電気と熱に加えて低酸素空気も供給可能な火災予防
システム向け燃料電池を開発し，データセンターや倉庫を
持つ工場に納入した。
今後，ドイツで建設が進んでいる水素インフラに対応し
た高効率燃料電池を市場に投入し，燃料電池の特長を生か
した商品展開でさらなる拡販を図っていく。
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原子力
温度可変電流リードの納入
富士電機は，大学共同利用機関法人 自然科学研究機構
核融合科学研究所向けに 4〜50K のヘリウムガスで冷却可
能な電流リードを製作し，納入した。核融合科学研究所で
は核融合原型炉の研究開発が進められており，マグネット
に高温超伝導導体（20K レベル）を適用する研究を行って
いる。今回納入した電流リードは，先進の高温超伝導導体
および，実績が多い従来の低温超伝導導体の双方の評価に
用いるもので，広い温度範囲の設定が可能である。
本電流リードは，液体ヘリウム温度の 4K において，連
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続定格 30 kA，短時間定格 75 kA である。短時間定格は，
製作実績での評価結果に基づく熱解析により決定している。
また，50K ヘリウムガスでの通電は，冷却条件を変えて
30 kA まで可能である。
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図 1 0 温度可変電流リード
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