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　発電の分野では原油価格の高騰など不安定な要因はある

ものの，海外においては火力発電や水力発電の建設が好調
である。一方，地球温暖化，地球環境保護に対する意識が

高まり，自然エネルギーによる発電のさらなる導入や原子
力エネルギーの見直しが進められている。そのような中で

富士電機は大型地熱発電技術や大型揚水発電技術で環境負
荷の低減に応えてきている。また，国の新たな原子力政策
の構築に沿って，核燃料サイクル確立のための技術開発や

関連設備の導入に力を注いでいる。

　2007年の火力部門では，地熱発電分野で地熱大国であ

るフィリピン，インドネシアおよびアイスランドを中心に

順調に受注・納入を行ってきた。また，ニュージーランド

における地熱ターンキープロジェクトも主要機器の出荷が

終了し，2007年末から現地据付け工事・試運転に入った。

さらに，2006年 9月から実証試験を行っている地熱バイ

ナリー発電設備も商品化へ向けての最終段階に入っている。

地熱発電設備のトップメーカーとして，今後も顧客に高効
率で信頼性の高い機器を提供していく。

　一般火力部門のトピックスは間接冷却方式の水素冷却
発電機を採用した第 1号機であるベトナム向け石炭焚（だ

き）300MW機を出荷したことである。また，2006年に

機器を出荷した東南アジアやアフリカ地区向けプラントの

引渡しを完了した。改修ビジネス分野では，環境負荷の低
減や経済性・信頼性の向上を目的として既存発電所の長寿
命化や高効率化を行うリハビリテーション案件に取り組ん

だ。また，真空領域への空気流入箇所を精度よく検出する

「リークバスター」は，さらなる検出精度の向上を図り他
社納入のプラントへの適応も含み多くの実績を上げた。

　コンバインドサイクル発電分野では，沖縄電力株式会社
向け吉の浦火力発電所のエンジニアリングを本格的に開始
した。また，長期保守契約を締結しているプラントの第 1
回の定期検査を完了し，プラントの健全性を再確認した。

　原子力部門のうち，核燃料サイクル分野では，建設が進
められてきた日本原燃株式会社六ヶ所再処理工場において，

操業開始に向けた最終試験を順調に実施中である。操業が

開始されれば，再処理工場の製品として，MOX粉も計画

どおり製造が見込まれることから，それを原料として軽水
炉用の燃料を加工製造するMOX燃料製造工場の建設計画
も具体化してきている。富士電機は，燃料製造設備の製造
経験を踏まえ，技術開発を加速し，製作設計に備えている。

　開発炉分野では，高速増殖炉「もんじゅ」の改造工事も

終了し，再度，臨界にすべくプラント確認試験が実施さ

れている。富士電機が納入した燃料取扱および貯蔵設備も

全体工程に従い，万全な点検や改良を実施中である。ま

た，次世代原子炉の開発計画も国レベルで策定されており，

「もんじゅ」などの経験を生かし，燃料取扱設備を中心に

貢献していく。

　研究施設分野では，製作・据付け工事を実施してきた

J-PARC物質・生命科学実験施設が 2007年度に完成した。

富士電機は陽子ビームを受けて放射化した機器を遠隔でメ

ンテナンスする機器などを納入した。今後，遠隔ハンドリ

ング技術を他の分野へも応用すべく技術開発を進めている。

　水力部門は，海外市場が拡大傾向にあり受注拡大に向け

た取組みを推進中である。

　2007年は，国内の新設案件として，山形県向け新野川
発電所（1台×10.5MW）の受注に引き続き，東北電力株
式会社森吉発電所（1台×11.4MW）を受注した。また，

既受注案件では，岩手県向け鷹生ダム管理用発電設備（1
台×291 kW）が 11月に，山形県向け綱木川発電設備（1
台×484 kW）が 5月に営業運転を開始した。

　改修案件としては大型機である東北電力株式会社向け第
二豊実発電所，関西電力株式会社向け黒部川第四発電所な

ど多くの水力発電所機器の改良・改善工事を完了または推
進中である。

　海外では中国の泰安揚水発電所向け発電電動機（4台）

が営業運転に入った。また，引き続き中国の張河湾揚水発
電所向け発電電動機（4台×278MVA/268MW）の据付
け工事が鋭意進められている。

　富士電機は 2008年度も引き続き地球温暖化の防止を重
要なテーマとして地熱発電や水力発電，原子力関連技術の

研究・開発を進め地球環境保護に貢献していく。
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　インドネシア・ラヘンドン地熱発電所2号機の営業運転開始

　フィリピン・PNOC-EDC北ネグロス地熱発電所の営業運転開始

　ニュージーランド・MRP社カウェラウ地熱向けタービン・発電機・復水器の出荷

図１　ラヘンドン地熱発電所2号機の全景

図2　北ネグロス地熱発電所の全景

図3　工場組立中の蒸気タービン設備全景

　富士電機はインドネシアの地熱発電設備を重点施策と位
置づけて取り組み，現在，建設中を含めて 8ユニットの実
績を有している。この中で，ラヘンドン地熱発電所 2号機
は 2007年 6月 19日に引渡しを完了し営業運転を開始した。

　このプロジェクトは，主契約者（住友商事株式会社）の

下で，インドネシア国有電力会社から出力 20MW容量の

設備をフルターンキー契約として受注したものである。富
士電機は総力をあげてこの地熱発電所の建設に従事した結
果，全体工程 20か月という短納期にもかかわらず，何ら

問題なく，しかも予定よりも早く引渡しを完了し，客先
から非常に高い評価を得た。これは，富士電機発電部門の

高いエンジニアリング能力と技術力が成し得たものである。

引き続き同発電所 3号機も受注し，現在鋭意製作中である。

　フィリピン石油公社－エネルギー開発会社（PNOC-

EDC）がネグロス島北部のカンラオン山中に建設した北ネ

グロス地熱発電所が 2007年 2月 2日に開所式を行い営業
運転を開始した。この発電所の工事は，兼松株式会社が受
けたフルターンキー契約の下，富士電機がすべての機器供
給と試運転を担当し，また，太平電業株式会社が土建工事
および機器据付け工事を担当して進められた。この設備は

富士電機がフィリピンに建設した 13台目の地熱発電設備
である。

　発電所の送電出力は 44MWであり，近隣の配電会社 4
社と直接売電契約を結ぶフィリピン初のマーチャントプラ

ントである。開所式には大統領も出席し，フィリピンの地
熱発電に寄せる期待の大きさを示すものであった。

　富士電機は，2006年にニュージーランドの電力会社で

あるマイティリバーパワー社からカウェラウ地熱をフル

ターンキーで受注し現在建設中である。このプラントは 2
相流体から高圧・低圧の蒸気を生成するダブルフラッシュ

サイクル地熱プラントとしては世界最大級で約 90MWの

送電端出力を誇る。同時にこのプラントはニュージーラ

ンドの豊富な地熱資源を利用した化石燃料代替電源とし

て注目されており，昨今同国で急速に開発が進んでいる各
種電源開発案件の先駆けとなっている。富士電機は同プラ

ント向け主要機器の調達を 2007年中に完了し，主機であ

るタービン・発電機・復水器も 2007年 8月末に無事出荷
した。現地工事は現在目標工程どおり順調に推移しており，

2008年中の営業運転開始を目指し据付け工事を鋭意推進
中である。

火　力
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　インドネシア・タラハン火力発電所

　経年火力発電ユニットの長寿命化対策工事

　タイ電力庁マエモ石炭火力発電所の低圧タービンリハビリテーション工事

図4　タラハン火力発電所の全景

図5　長寿命化後の蒸気タービン設備の全景

図6　現地リハビリテーション工事中の9号機低圧タービン

　タラハン火力発電所は，富士電機が丸紅株式会社との

コンソーシアムの下，インドネシア電力庁（PLN）から

2004年に受注した 2台×100MWで構成されるスマトラ

島最大の発電所である。

　富士電機製の FET型蒸気タービン・発電機をはじめ，

復水設備，給水設備，所内電気設備などタービン建屋内の

主要な補機設備を富士電機が供給し，2007年末に予定ど

おり営業運転を開始した。

　2006年にスマトラ島で発生した大地震の際にも，他の

発電所が給電停止となる中で，試運転中であったこの発電
所は PLNの要請により電力供給を行い，同島の電力系統
の維持安定に大きく貢献した。

　沖縄電力株式会社牧港発電所 9号機は，1981年に

APS/APSD（プラント自動起動・停止）機能を備えた当
時最新鋭全自動火力発電ユニットとして納入され，運転開
始から 25年間電力系統の重要電源設備として活躍してき

た。しかし，設備の長期使用による劣化・損傷が各部に認
められ，今後さらに運転を継続するために 2006年 10月か

ら 2007年 6月までの 9か月間にわたりユニットを停止し，

最新技術を適合させた長寿命化対策工事を実施した。

　高圧タービンの更新をはじめ，発電機固定子・回転子の

絶縁更新，高圧配電盤の更新，制御装置の精密点検など広
範囲にわたった大規模改修工事を行い，火力発電ユニット

の延命化・耐力強化・信頼性向上・近代化を図った。

　タイ電力庁マエモ石炭火力発電所はタイ国北部に位置す

る東南アジア最大級の石炭火力発電所である。この発電
所には，富士電機製のタービン発電機設備が 10台（4〜 7
号機：出力 150MW×4台，8〜 13号機：出力 300MW× 
6台）納入されている。2006年 6月に受注しリハビリテー

ション工事が実施された 9号機は高圧，中圧，低圧の 3
ケーシング構造のタービンである。今回の工事では低圧
タービンの主要部品（ロータ，静翼，動翼，内部ケーシン

グほか）を交換し，低圧タービンの延命化を図った。同時
に，タービンの翼には最新鋭の技術を採用し，高効率化に

よって設備全体の出力アップを達成した。受注後短納期で

出荷し，2007年 6月から 8月まで現地改造工事および性
能試験を実施し，現在，順調に運転中である。

火　力
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　核燃料サイクル分野
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テレセントリックレンズ

　開発炉分野

　研究施設分野

図7　ペレット自動外観検査高度化システム

図8　「もんじゅ」燃料取扱および貯蔵設備

図9　反射体等遠隔操作装置の運転状態

　わが国では，ウラン資源の有効利用に向けて商業軽水炉
によるプルサーマル計画が進められており，現在建設中で

ある青森県六ヶ所村の再処理施設は完成間近である。さら

に，商用MOX燃料（ウラン・プルトニウム混合酸化物燃
料）製造施設の建設計画が進展している。

　一方，富士電機は，MOX燃料製造に係る原子力関連機
関への納入実績を生かし，これまで燃料ペレットの高速搬
送システムや自動外観検査システムなど，MOX燃料製造
設備に関する研究開発を進めてきた。特に燃料ペレットの

外観検査は現在目視検査となっており，唯一全自動化され

ていない部分である。これを受け，将来的に高線量下でも

適用可能な，画像処理を用いた燃料ペレットの自動外観検
査システムについて現在研究開発に着手している。

　福井県敦賀市に建設の高速増殖原型炉「もんじゅ」は，

1995年 12月の 2次主冷却系ナトリウム漏えい事故によ

り停止状態にあった。さまざまな事故対策の検討を経て，

2005年 9月からナトリウムドレンの高速化などの改造工
事を開始し，2007年 8月に改造部分の機能・性能の確認
試験をもって完了した。今後は，長期間停止していた機
器・設備も含めたプラント全体の健全性確認を行うプラン

ト確認試験，設備点検を行い，2008年 10月ごろの臨界を

目指す。富士電機は原子炉の燃料を交換する燃料取扱設備
および貯蔵設備の万全な点検や改良で貢献する。

　一方，次世代の実証炉は 2025年ごろの運転開始を目指
し，国主導で開発スケジュールと開発体制が明確化された。

富士電機は新体制でも燃料取扱設備を中心に貢献していく。

　富士電機は高温工学試験研究炉（HTTR），大強度陽子
加速器計画（J-PARC）など，国の研究施設に遠隔ハンド

リング機器や電気設備などの供給を行っている。2003年
から設計，製作を行ってきた J-PARC物質・生命科学実
験施設のターゲット台車，反射体等遠隔操作装置および放
射化機器保管設備は 2007年に相次いで完成した。これら

は，陽子加速器からのビームを受けて放射化した機器を取
り扱う重要な役割を受け持つ機器であり，遠隔操作による

運転およびメンテナンスができる機能が要求される。据付
け後の現地総合組合せ試験では，実際に施設内のマニプ

レータなどの機器との連携動作により実対象物の取扱いを

遠隔操作で行い，要求された機能を設計どおりに確実に果
たすことが確認されている。

原子力
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　山形県企業局向け横川発電所用ハイブリッド式電動サーボモータ

ランナベーン
駆動用モータ

油圧ランナ
サーボモータ

可動羽根
斜流ランナ

油ポンプ

　岩手県向け鷹生ダム管理用発電設備の完成

　中国・張河湾揚水発電所1号機現地据付けの完了

図10　山形県企業局向け6,500kW立軸可動羽根斜流水車

図11　鷹生ダム管理用発電設備

図12　1号機回転子つり込み

　近年，国内の中小水力発電所の調速機には電動操作式
サーボモータが採用されているものの，その適用範囲は中
小容量の固定羽根水車もしくは小容量の可動羽根水車に限
られており，中容量可動羽根水車の電動化技術の開発が

望まれていた。この電動化技術において，富士電機では他
社に先駆け，次世代電動操作式サーボモータであるハイブ

リッド式電動サーボモータを開発・実用化を果たし，多く

の納入実績を有している。

　現在据付け中である山形県企業局向け 1台×6,500 kW
立軸可動羽根斜流水車において，ガイドベーンと可動羽根
斜流ランナの制御に，ハイブリッド式電動サーボモータ方
式を採用し，圧油装置を省略している。このため，発電所
の保守点検が非常に簡単になる。

　岩手県向け鷹生ダム管理用発電設備用 1台×291 kW横
軸フランシス水車，1台×300 kVA横軸三相同期発電機の

据付け調整が完了し，営業運転が開始された。

　この発電所は盛川水系鷹生川の上流に建設された鷹
生ダムの管理用として設置され，水車発電機 1台で最大
280 kWの発電を行うダム式発電所である。この発電電
力は，ダムの管理用として使用されるほか，余剰電力は

6.6 kV配電線を通して，近隣の五葉温泉施設に特定供給さ

れるとともに，東北電力株式会社に売電される。

　現地では，2004年 11月から配電線設備などの現地工事
が開始され，2005年 11月には水車・発電機・配電盤など

の管理用発電設備の据付けを終え，2007年 11月には五葉
温泉施設への電力供給を含めた営業運転を開始した。

　富士・フォイトハイドロ株式会社が 2004年 2月に受注
した中国・河北張河湾揚水発電所有限責任公司（ZHW）

張河湾揚水発電所向け揚水発電設備（発電所出力：

250MW×4台）は，機器設計・製作・出荷を経て，2006
年末から発電電動機および関連設備の据付け工事が本格的
に開始され，当社据付け指導員の指導の下，1号機の据付
け工事が完了した。

　本プロジェクトはフランス Alstom社とのコンソーシア

ム案件であり，富士・フォイトハイドロ株式会社は 4台×
278MVA（発電）/268MW（揚水）立軸三相同期発電電動
機および主回路設備，始動装置など電気設備の設計・製
作・納入を担当している。2008年 1月の 1号機運転開始
に向け，今後調整・試験が進められていく一方，2号機以
降の据付け作業も順次並行して進められる予定である。

水　力




