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脱炭素が世界的な潮流となる中、温室効果ガスを排出
しない再生可能エネルギー市場が拡大する。日本では、
“2050 年カーボンニュートラル”への挑戦を“経済と環
境の好循環”につなげるための産業政策として“2050 年
カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略”が策定さ
れた。加えて、災害に対する電力供給網の強靱（きょうじ
ん）さも求められる日本では、再生可能エネルギーを含む
分散型エネルギー源の重要性が増している。
このような中、富士電機は、事業ポートフォリオの変革
を加速し、再生可能エネルギー・分散型電源分野において
社会に貢献する取組みを加速している。

再生可能エネルギー・新エネルギー
世界トップクラスのシェアを持つ地熱発電分野では、国
内やアジア、アフリカをはじめとした有望地域を対象に豊
富な実績に裏打ちされた提案力を強みとした取組みを継続
している。2020 年度は、ニュージーランドでタウハラ地
熱発電所の発電設備一式を受注した。トリプルフラッシュ
方式を採用し、プラント発電端出力は約 160MWであり、
単機容量としては世界最大規模の地熱発電所となる。国内
では小規模熱源向けの発電設備の拡販、国外のローカル企
業との関係強化、サプライチェーン強化を進めることで市
場におけるプレゼンス向上を図り、受注活動を加速してい
く。
太陽光・風力発電分野では、パワー半導体を搭載した高

効率なパワーコンディショナ、ならびに蓄電池を活用した
電力の安定化やピークシフトに寄与するソリューションを
強みに、太陽光・風力発電設備の受注拡大を推し進めてい
る。2020 年度は、国内において EPCで請け負っている
大型の自家消費風力発電設備の工事が進行したほか、メガ
ソーラーや、洋上風力発電向けの電気設備を新たに受注し
た。2021 年度も、国内外で拡大する太陽光・風力発電の
需要に対し、電力安定化のソリューションなどの差別化商
材を生かして受注拡大に取り組む。

水力発電分野では、北海道企業局清水沢発電所向け水車
発電機が運転開始した。変動する流量に対し、大小二つの
発電機（3,200 kW、290 kW）を使い分けることで出力
アップを実現している。2020 年度も前年度に引き続き高
水準の受注を獲得、2021 年度は旺盛な需要に対応を図る
とともに、環境に配慮した新技術の適用拡大を推進する。
再生可能エネルギーであるバイオマス発電分野では、蒸
気タービン・発電機を中心とした設備の納入に加えて、新
規設備を受注している。
このように富士電機は、カーボンニュートラルに向け発

電設備の供給に継続して貢献していく。

ソリューション・サービス
保守・更新分野では、国外の発電所向けのサービスを現

地で完結させるオンショア・オンサイト化を引き続き推進
している。
富士電機の技術指導をリモートで提供できるリモート
TFA（技術指導員）サービスは、現地のリアルタイムの映
像を日本側で確認しながら、現地派遣した場合と同等の技
術指導を行うものである。2020 年度は、コロナ禍におい
てもリモートとリアル（現場派遣）の双方を活用して、従
来と同等の技術サービスをお客さまに展開できた。
原子力分野では、継続して遠隔ハンドリングや放射線

計測、廃棄物処理（遠隔切断、先進固化など）など富士
電機特有の技術を活用し、発電所の安全な再稼動や廃止
措置、放射性廃棄物処理への貢献を継続的に推進している。
2020 年度は新たな取組みとして、特定重大事故等対処施
設向けに、耐震性能と防じん防水性能を持つ高圧配電盤の
供給準備を開始した。

富士電機は、環境にやさしいクリーンエネルギーの供給
や、安全・安心なエネルギー供給の監視・維持・管理など
のサービスにおいて、経済と環境の好循環に向けた取組み
を推進している。
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図1　発電所完成予定図

1　ニュージーランド・コンタクトエナジー社向けタウハラ地熱発電所プロジェクトの受注
2021 年 2 月に、ニュージーランドのコンタクトエナ

ジー社との主契約者である住友商事株式会社からタウハラ
地熱発電所の発電設備一式を受注した。タウハラ地熱発電
所は、オークランドから約 280km南に位置するタウポ
地区に建設される。発電端出力は約 160MWであり、ト
リプルフラッシュ方式を採用する。富士電機が 2010 年に
納入したヌ・アワ・プルワ地熱発電所の約 140MW（当
時単機容量世界最大）を上回り、単機容量としては世界
最大規模の地熱発電所となる。富士電機は、これまでに
ニュージーランドの計4か所の地熱発電所の建設に携わっ
ており、タウハラ地熱発電所は 2023 年に完工の予定であ
る。完成後は、同国の地熱発電設備容量の約 4割を占め
る 450MW相当の地熱開発に貢献することになる。

再生可能エネルギー

図2　尾幌太陽光発電所の全景

1　出力変動緩和システムを適用した山地への設置に対応したメガソーラー
富士電機が EPCで請負った GPD尾幌太陽光発電所を、
事業者との契約納期（31か月）よりも 2か月短縮し 2020
年 5月に発電事業者に引渡し、現在順調に稼動している。
本発電所は、北海道厚岸町の西方に位置する約 59ha

の事業用地に約 31.7MWの太陽光パネル、交流連系定格
20MWの PCSと約 8.7MWhのリチウムイオン蓄電池を
設置した。蓄電池の充放電によって出力変動を緩和するシ
ステムを使い、北海道電力株式会社の出力変動に関する技
術要件（出力の変化速度 1%/分以下）を満足した。
ほぼ山地であった事業用地を、国内初採用の重機を用い

て約 100 万m3の切盛りを行い造成した。また、1 本脚の
杭のタイプの太陽光パネル架台を富士電機で初めて採用す
るなど、これらによって全体コストを圧縮した。

新エネルギー

図3　りん酸形燃料電池

2　韓国向けりん酸形燃料電池
韓国では、新・再生可能エネルギーへの支援が積極的
に行われ、燃料電池の導入が加速している。富士電機は、
2017 年に韓国の中小規模発電事業者に 100 kWりん酸形
燃料電池の納入を開始し、2020 年度までに納入した 25
台が韓国の厳しい寒さの冬季においても屋外で安定した
発電を行っている。2020 年度には、韓国各地のサウナや
プールなどに収めた 7 台が新たに稼動し、売電が開始さ
れている。
富士電機の燃料電池は、-20℃でも運転可能であり、
多様な環境に設置した実績を生かし、中小規模売電事業お
よびコージェネレーションの利用を中心に燃料電池の普及
拡大につなげていく。
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現　地

富士電機川崎工場

リアルタイムの
現地映像

技術指導員
（TFA）

図 4　リモート TFAサービス（川崎工場と現地）

1　リモート TFAサービス
火力・地熱発電設備の主要機器である蒸気タービンや
発電機の不急の点検はコロナ禍において延伸される傾向
にある。一方で、技術指導員（TFA：Technical Field 
Advisor）が必要な不具合への対応や、重要な更新や点検
の実施についての顧客の要望は以前と変わらない。富士電
機は、Webで技術指導を提供するリモート TFAサービス
を開発した。このサービスは、現地のリアルタイムの映像
を、インターネットを通じて富士電機の工場で確認しなが
ら、現地派遣の場合と同等の技術指導を行うものである。
国外での実績を積み重ねながら、今後、渡航困難な危険
地域での点検の実施およびリモートと現地派遣のハイブ
リッドによる対応など、多種多様な顧客ニーズに最大限に
応えていく。

ソリューション・サービス

更新前

更新後

図 5　蒸気主要弁ケーシング更新前後の状況

2　宇部興産株式会社 宇部興産発電所 145MWタービン更新Ⅱ期工事
1982 年に運転を開始した山口県の宇部興産発電所

145MW蒸気タービン発電設備は、38 年間宇部地区の各
拠点に電源供給を行っている。今回、今後も継続して電源
を安定供給するため、長期運用により経年劣化した主要部
品のうち蒸気主要弁ケーシング 5 台を更新した。送電先
の各拠点の操業計画に支障がないように、30 日の定期検
査期間内に更新作業を終了し電源供給を再開する必要が
あった。機器更新作業は既設品の撤去および新規品の据付
けならびに弁ケーシングへの蒸気配管 10数か所の再接続
を狭い場所で各作業が錯綜せずに期間内で行えるように作
業順序と人員配置を工夫して、計画工期で更新作業を終了
し、電源供給を再開することができた。2022 年には外部
ケーシングの更新を行う計画で、今後の長期運用に備える。

図 6　耐震防じん防水盤

3　原子力施設向け耐震防じん防水盤
原子力施設に関わる新規制基準では、安全上重要な施設

に対して、備えるべき機能が強化・新設され、電気盤や制
御盤も、耐震要求が強化されている。これらの盤は屋内仕
様であるため、設置には建屋が必要であった。そこで、富
士電機は、高圧盤の設置場所の制約をなくすため、納入実
績のある耐震構造に防じん防水構造を付加した屋外仕様の
高圧配電盤を開発している。
2020年度に開発した高圧配電盤は、特定重大事故等対

処施設に求められる耐震性能（固有値20Hz以上）を持ち、
パッキンなどの工夫で IP56（粉じんからの保護、水の強い
直接噴流によっても有害な影響を受けない）相当であるこ
とを確認した。2021年度は、国内初となる完全な防じん
防水構造を持った IP66相当の屋外耐震盤の開発を進める。



＊ 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 false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /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 /sRGB
  /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
    /RyuminPro-Light
    /RyuminPro-Medium
    /RyuminPro-Regular
    /ShinGoPro-Medium
    /ShinGoPro-Regular
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /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 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /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 1200
  /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 (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FFFE5B00270080623158480050002875270020006B30FA5765304F305D002000426631586E30480050002875673059300230>
  >>
  /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 /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /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 [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




