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2018 年 12 月の国連気候変動枠組条約第 24 回締約国
会議（COP24）以降，世界的に脱炭素の流れがより一層
加速し，気温 2℃上昇シナリオに向けた各国の政策変更
により，発電分野は今まさに激変期を迎えている。このよ
うに世界規模での石炭火力への逆風と再生可能エネルギー
への転換が推進する中，国内の再生可能エネルギー分野に
おいては経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価
格買取制度」（FIT）の見直しにより，開発の主体が変化
している。業界各社が，直面する石炭火力市場の縮小への
対応として構造改革を進める中，富士電機も再生可能エネ
ルギー分野へのシフトを進めている。
火力発電分野では，国内では複数台のバイオマス混焼プ
ラント向けタービン発電設備を継続して受注し，海外でも
コンバインドサイクル用タービン発電設備を受注した。
地熱発電分野では，国内で今後増加が予想される

15MWクラスの地熱タービン発電設備を受注した。海外
では，アフリカ地域において富士電機として初の地熱発電
設備を受注した。また，インドネシアでも継続的に受注し
ている。
サービス分野では，サービスメニューの拡充や顧客提案

活動を拡大してきた。また，効率改善を主目的としたリハ
ビリ案件の継続的な提案活動が効果を上げつつある。海外
においては，重要戦略地域において，海外販社にローカル
スタッフを配置し受注活動の強化を進めている。
水力発電は，発電時に CO2を排出しない安定供給性に
すぐれた再生可能エネルギーである。電力供給のベース
ロード電源の役割を担うとともに，揚水発電では，電力を
貯蔵することで送電網の安定に貢献し，風力や太陽光と
いった発電量が安定しない再生可能エネルギー源が増大す
る状況において，より一層重要な役割を担うことが期待さ
れている。富士電機の水力発電分野は，FITの追い風を受
け，2018 年度の国内受注高は新設および S&B 案件 6件，
ならびにサービス事業を含めて富士・フォイトハイドロ
社設立（1997 年）以来，過去最高を達成した。市場動向
も 2021 年度までの FIT 買取価格が決定したことにより，
2019 年度以降も水力発電設備の更新需要が期待でき，安

定的な受注確保が見込まれている。
原子力分野では，発電所の再稼動や，再処理工場と
MOX燃料工場の建設推進に向け，新規制基準対応に適合
した耐震高度化や，防火・消火技術と製品を提供している。
一方，原子力発電所の廃止措置計画も同時に進んでいる。
その中で富士電機は，高速増殖原型炉“もんじゅ”の廃止
措置に向け，納入した燃料取扱設備による燃料取出しおよ
び燃料洗浄作業を着実に進めている。さらに，原子力施設
の運転や廃止措置の過程で発生する放射性廃棄物の安定化
処理の実現に向け，英国・Wood 社と共同で，ジオポリ
マーを用いた放射性廃棄物の固形化技術を国内に導入する
ための開発を進めている。
太陽光発電分野では，一括請負工事（EPC）で受注し
た 4 件の発電所が 2018年度に竣工した。その中で苫小牧
メガソーラー第一発電所（DC38.4MW，AC25MW）は
蓄電池の併設型であり，北海道電力株式会社の出力変動
対策の技術要件を満たしたもので，国内最大級の設備で
ある。また，ストリングタイプ太陽光発電用 PCS「PIS-

50/500」（DC1,100V 50 kVA）の開発を完了し，市場展
開を始めた。この PCSは，建物やビルの屋上，駐車場の
屋根への設置に最適であり，今後需要が増加する自家消費
型案件への参入を拡大させていく。
風力発電分野では，北海道や東北地域を中心に大規模な

ウインドファームの計画と建設が始まっている。富士電機
は，蓄電池と PCSを組み合わせた系統安定化システムの
販売に加えて，風力発電設備の EPC 案件にも積極的に取
り組んでいく。
燃料電池分野では，韓国に 17 台，ドイツに 2 台のりん
酸形燃料電池を出荷した。韓国では，電気事業者に燃料電
池を含む新・再生可能エネルギー発電を一定割合以上導入
することを義務付けた RPS 制度などの政策により，燃料
電池の普及が拡大している。今後，さらに韓国を中心に燃
料電池の販売加速が期待される。
富士電機は，中小発電プラントに継続して取り組んで，
経験・強みを生かし，付加価値が高く，脱炭素時代により
適したソリューションを引き続き提案していく。



富士電機技報　2019 vol.92 no.2

2018 年度の技術成果と展望

発
電
プ
ラ
ン
ト

105（41）

図 1　発電所エリア工事中写真

1　インドネシア・Rantau Dedap 地熱発電所の受注
富 士 電 機 は，2018 年 4 月 に イ ン ド ネ シ ア・PT 

Rekayasa Industri 社と共同で，PT Supreme Energy 
Rantau Dedap 社向け地熱発電所（発電端定格出力：
49.2MW×2 台）の設計・調達・製作・据付・試運転を一
括受注した。
富士電機は，発電所内の主要機器や配管設備，制御装置

の設計・調達・製作を行い，主機である地熱蒸気タービ
ン・発電機と復水器は川崎工場で設計・製造し，納入する。
本件では，改良型インターコンデンサの採用，硫酸注入

設備の最適化などによるプラントの発電効率向上，ならび
に信頼性向上のための最適化技術を適用している。
2020 年 8月の運転開始に向けて，機器製作と現地工事
が進行中である。

火力・地熱発電

（2019年 3月撮影）
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図 3　システム構成概略図

3　電源開発株式会社 磯子火力発電所新 1号機の主機制御装置の更新工事
富士電機は，ジェイパワー・エンテック株式会社を主契

約者として，電源開発株式会社 磯子火力発電所新 1号機
（600MW，2002 年運転開始）の主機制御装置（タービ
ン・発電機制御装置，タービン保安装置）の更新工事を実
施し，2018 年 8月に運転を開始した。
重要補機の監視操作回路に関する改善要望を受け，ハー

ドインタロックの追加および他社製の監視制御装置とのイ
ンタフェースの変更を行い，監視制御システム全体の信頼
性を向上した。また，顧客側作業と現地作業が円滑に進む
ように配慮し，試運転および調整を問題なく完了した。更
新後の主機制御装置は，富士電機製の最新コントローラ
（PLC）を採用し，冗長化するとともに信頼性とメンテナ
ンス性の向上を図った。

図 2　出荷準備中の蒸気タービンケーシング

2　バイオマス発電所への蒸気タービン・発電機設備の出荷
住友重機械工業株式会社が主契約者の中部電力株式会
社 四日市火力発電所（49MW），エア・ウォーター &エ
ネルギア・パワー山口株式会社の防府バイオマス・石炭
混焼発電所（112MW），および JFEエンジニアリング株
式会社が主契約者の豊前ニューエナジー合同会社の豊前
バイオマス発電所（74.95MW）の 3プラント向けに，蒸
気タービン・発電機，復水器などの主要設備を出荷した。
2019～ 2020 年の完成に向けて現地据付と試験を進めて
いる。いずれも，再生可能エネルギーである木質バイオマ
ス（パーム椰子殻や木質ペレット）を利用した発電設備で
ある。高効率で信頼性が高い 1ケーシング再熱蒸気ター
ビンに，実績が多く信頼性が高いブラシレス励磁方式の空
気冷却発電機を採用し，コンパクトな配置を実現した。
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図 4　固型化処理システムの混練装置

1　先端固型化技術 SIAL® の放射性廃棄物への適用
富士電機は，ジオポリマーとして世界で初めて放射性廃

棄物の固型化に用いられた英国・Wood 社の先端固型化
技術 SIAL®を使用して，国内の原子力プラントで発生す
る放射性廃棄物の固型化・安定化技術の実用化に取り組ん
でいる。
SIAL®は，固型化が困難なイオン交換樹脂やスラッジ状
廃棄物，焼却灰，オイル，濃縮廃液などの放射性廃棄物に
も適用することができる。また，固型化処理システムはコ
ンパクトであるため，既存施設内への設置が容易である。
SIAL®の国内での実用化に向けて，固型化物の圧縮強度，

浸出特性などの基礎特性や，200Lドラム缶を用いた実規
模での混練・固型化特性の確認を行い，固型化処理システ
ムの開発を進めている。

原子力関連設備

図5　納入したりん酸形燃料電池

1　韓国・KT社向けりん酸形燃料電池
富士電機は，2017 年から韓国の中小規模発電事業者に
100 kWりん酸形燃料電池を納入しており，熱需要の大き
な施設を中心に，既に 10 台以上が稼動している。
韓国では，燃料電池は再生可能エネルギーと同等に普及

が支援されている。発電電力を高値で売電することが可能
なため，近年燃料電池の導入が急速に拡大している。
このたび，韓国最大の通信事業会社である KT社が保有
する保養施設に 1台納入した。発電電力を売電する一方で，
燃料電池が発電する際に発生する排熱を施設で有効に活用
することで，エネルギー消費量を削減している。
今後も韓国内における納入の増加が期待できる。

新エネルギー

（写真提供：KT社）



＊ 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。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FFFE3B7562970A4E67306E3068883A7901307E305F306F30FB96505BE130FC30EB308430A430F330BF30FC30CD30C330C8304C7D317567300190E14F59308B305F3081306E302000410064006F0062006500200050004400460020008765F8666E305C4F10626B3069905730663044307E305930023053306E302D8A9A5B67305C4F106255308C305F3020005000440046002000D530A130A430EB306F3001304100630072006F0062006100740020004A30883073302000410064006F00620065002000520065006100640065007200200038002E0030002000E54E4D9667308B954F30533068304C3067304D307E3059300230>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FFFE5B004E4FE389CF50A65E5D00>
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


