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特集1 発電プラント

発電プラント特集に寄せて
特集１

餘利野 直人}þĀäeàÀÞ~
広島大学大学院工学研究科教授 工学博士

{発電ŀŒŜı|特集á寄ÑÜh電力系統ä観点Áÿ夢

通常h電力系統åh供給信頼度ä維持äÕ÷h周波数変

物語Ýø語ÙÜñÍºÞä依頼Ĉ受ÇhàÁàÁ難Íº切

動h安定度h電圧安定性h過負荷h短絡容量àßĈ考慮Í

Ā口Þ思ºÚÚøh執筆Ĉ引Ã受ÇÕg次世代ä電力系統

Üh運用áÀºÜ故障Â発生ÍÜø波及Íàºþ¼h信頼

Þº¼観点Áÿ発電ŀŒŜıáÚºÜ考¾āÉÞåh将

性ä条件Ĉ検討Í計画Ïāg運用容量ú送電線ä空Ã容量

来ä理想的à電力系統Þåßäþ¼àøäÁhßäþ¼à

àßĈ含÷電力系統自体ä能力åhÉä信頼性条件á依存

方向á系統Ĉ構築ÍÜºÅïÃÁhÞ言ÙÕ問題Þ併ÑÜh

ÍÜ決ôāäÝh原理的á信頼性Ĉ高÷āþ¼á系統Ĉ構

現実的áø重要à課題Ý¸āg

成ÏĂæh高º運用効率Ĉ達成ÝÃāÉÞáàāg

電力系統åh人類Â構築ÍÕ最大級äĠĢįŉÝ¸āÞ

ÉĂôÝ信頼性Ĉ高÷āÕ÷á部分系統Ĉ密á結合Íh

言ąĂhĠĢįŉ構造h運用技術h制御ú保護技術h人的

各所ä電力Ĉ流通Í合ÙÜh停電Ĉ防止Ïā方法Â広Å実

à意志決定要因àßh¸ÿüā面Ý非常á複雑化ÍÜºāg

施ËĂÜºāg国ú地域間Ĉ網ä目状ä送電網Ý結ĉÖh

Éäþ¼à状況ä中h近年各国Ý大Ãà停電事故Â発生Íh

欧米äŊĬĠŎ系統Â典型例Ý¸āÂhÉäþ¼à系統å

ºôú供給信頼度ä維持åh多Åä電力系統áÀÇā共通

平常時áå強ºÂh大Ãà外乱á対ÍÜå比較的脆Åh近

ä課題Þ言ÙÜø過言ÝåàºgÏàą×h現在ä電力系

年経験ÍÕ欧米ä大停電Ýåh系統全体ä情報把握ú適切

統åhôËá地球規模Ýä環境変化hÓĂá並行ÍÜ進ö

à制御Â困難à状況á至ÙÜºāgÉäþ¼à状況á対応

電力自由化àßä制度改革Àþé技術革新Â未Ö調和ÍÕ

ÏāÕ÷áåhœċŔĨčŉä監視h制御技術Ĉ高度化

到達点Ĉ見ºÖÍÜºàº状況á¸āg日本Ýøh2006 年h

ÍàÂÿh地域ÊÞá部分系統ä独立性Ĉ高÷h非常時á

首都圏Ý大Ãà停電Ĉ経験ÍhÉĂĈ契機á国ä主導Ý

系統Ĉ部分系統毎á分断Íh個別á生Ã残ĀĈ÷ÌÏÉÞ

電力系統ä構成Þ運用á関Ïā研究会Â実施ËĂh結

øh危機管理ä面Ýå有利Ý¸āgÏàą×h可能à範囲

果ÞÍÜ我Â国ä現状á照ÿÍÜ電力ä安定供給Â非常á

Ýh需要地近傍á¸ā程度ä規模ä発電所Ĉ立地Ïāàßh

重要Ý¸āÉÞĈ再確認ÏāÉÞÞàÙÕg

局地的ŕłŔÝä需給ĹŒŜĢ化Ĉ行¼ÉÞÂ有利Ý¸āg

ËÜh将来ä電力系統Ĉ考¾ā際ä重要à要因åhú

理想的à電力系統構成ä観点Áÿåh容量ä異àā種々

åĀ自然đĶŔės電源ä拡大á¸āg日本Ýå原子力発

ä電源Âh各部分系統内á負荷ĹŒŜĢĈ保×ÚÚ適正á

電Þ新đĶŔėsä大幅à拡大Ĉ促進ÍÜÀĀh2008 年 5

配置ËĂhËÿá前述ä調整力確保ä観点Áÿh電源áå

月ä長期đĶŔės需給見通ÍÝh2030 年時点Ýä発電

必要á応ÎÜœċŔĨčŉ制御性Â確保ÝÃā事Â望ôÍ

電力量åÓĂÔĂ最大 49 % Þ 4 %}水力h地熱Ĉ加¾Ă

ºg従来型ä火力発電技術h特á環境îä負荷Ĉ低減化Ï

æ 14 %~Ĉ設定ÍÜºāg新đĶŔėsä中Ý特á太陽

ā技術ú高効率化技術åþĀ重要ÞàĀhđĶŔės利用

光Þ風力å大幅増加ÞàÙÜºāÂhÉĂÿä電源å一般

効率ä高ºĜġĐĶ技術h小容量ä分散電源Ĉ高度á利用

á制御不能Ý¸Ā出力Â常時変動ÏāÕ÷h他ä電源ä利

ÝÃāŇčĘŖęœĬĲàß今後ä技術展開Â期待ËĂāg

用方法ø含÷Ü系統内Ý何ÿÁä対策Â必要Þàāg現在h

富士電機å中容量ä火力発電技術åø×ăĉh元来地球

日本ÝåďčŜĲľĊsŉÝ蓄電池ĈĞčıá設置ÍÜ出

環境á優Íº大型地熱発電h各種ä水力発電á多Åä実績

力変動Ĉ補償ÍÜºāÂh将来的áå系統全体ÞÍÜđĶ

Â¸Āh地球規模Ýä環境問題hđĶŔės問題ä緩和á

Ŕės利用効率Ĉ極大化Ïāþ¼à対応Â必要Ý¸ă¼g

対ÍÜh将来îä潜在力å底知ĂàºgÉä{発電ŀŒŜ

方向性ÞÍÜåh火力発電所ú水力発電所ä調整力Ĉ最大

ı|ä特集áÀºÜø様々à最新技術Â紹介ËĂÜºāÂh

限á利用ÍàÂÿ末端äĞčıÁÿ基幹系統á向ÁÙÜ調

筆者åÉĂÿä高º技術力á敬意Ĉ表ÍÚÚh将来ä高効

整力Ĉ順次適正á配置Ïā形態á向Á¼Þ考¾ÿĂāgÉ

率ÁÚ信頼性ä高º電力系統構築á向ÇÜh地球規模Ýä

äÞÃ電力系統ä供給信頼度ä維持Â非常á重要Ý¸āg

更àā貢献Ĉ期待ÍÕºg
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発電技術の現状と展望
特集
1

藤原

正洋}ëÎąÿeôËèă~

須永

政孝}ÏàÂeôËÕÁ~

白川

まえがき

正広}ÍÿÁąeôËèă~

火力発電

世界的àđĶŔės需要hÞĀąÇ電力đĶŔės需要
å人口ä増加Þ経済ä発展á伴º大ÃÅ増加ÍÜºāg特

.

火力発電の市場動向

2007 年ä全世界ä火力発電市場åh好調Ý¸ÙÕgĕ

á中国účŜĲÝä電力需要ä増加å著ÍÅh電力需要ä

ĢĨsļŜä発注åh対前年比 151 % 増ä約 68 GW Ý¸

増加á伴º新規電源開発Â相当àĢĽsĲÝ進÷ÿĂÜ

Āh1998 年以来ä大幅増加Ý¸ÙÕgÉä傾向å 2008 年

ºāgÓĂ以外ä地域Ýøċġċú中東地域Ĉ中心á旺盛

以降ø継続ÏāøäÞ予想ËĂÜºāg一方h蒸気Ĩsļ
Ŝä発注åh特á電力需要Â急増ÍÜºā中国市場Ĉ除º

}À¼Ñº~á新規電源開発Â進ĉÝºāg
一方h地球環境保全h特á地球温暖化防止å世界的à課

Üø対前年比 186 % 増ä約 92 GW Ý¸Ā過去最高ÞàÙ

題Ý¸Āh今後人類Â生存ÍÜºÅÕ÷ä大Ãà課題ÞÍ

Õg中国市場Ýø一大ĿsŉÞàÙÕ 2003 年以来ä発注

Ü取Ā組ôàÇĂæàÿàº重要à事項Ý¸āg2008 年

量Ý¸Ā約 130 GW}対前年比 240 %~ä発注ÞàÙÕg

7 月ä洞爺湖ĞňĬıÝø地球温暖化防止ÂŊčŜįsŇ

国内市場åh電力需要ä伸é悩õú石油j石炭j天然ĕ

Ý¸Ā2050 年ôÝá世界全体ä温室効果ĕĢä排出量

Ģàßä燃料価格ä高騰áþĀ新規ä電源開発å停滞ÍÜ

Ĉ少àÅÞø 50% 削減ÏāÞº¼ÉÞĈ長期目標áÏā

ºāg
電気事業者áþā新đĶŔės等ä利用á関Ïā

Þä基本合意ÂàËĂÕg企業ÞÍÜøh地球温暖化防止

特別措置法
}RPS 法~ä施行ú CO2 排出削減àßä追º

äÕ÷á CO2 排出削減á対Ïā取組õú省資源hđĶŔ

風å¸āøää市場ä好転Þº¼見方åÝÃàºÞ考¾ÿ

ėsä有効利用Ĉ強化ÍàÇĂæàÿàºg

Ăāg

富士電機Ýå{環境|Þ{đĶŔės|ĈĖsŘsĲá

海外市場å前述äþ¼á非常á活況Ĉ呈ÍÜºāg国á

持続可能à社会ÛÅĀá貢献ÏāÉÞĈ目指ÍÜºāg富

þÙÜ経済成長ú工業化ä事情å異àÙÜºāÂh全世界

士電機åh水処理技術ú鉛ľœsàßÝ{環境|á取Ā組

的á新規電源開発ú老朽化設備äĢĘŒĬŀċŜĲļŔĲ

õhĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技術Ĉ駆使ÍÕčŜĹsĨà

àßčŜľŒ整備Â急ĽĬĪÝ進÷ÿĂÜºāg富士電

ßÝ{省đĶŔės|技術á貢献ÍÜºāg
{đĶŔės|

機åh2007 年á蒸気ĨsļŜ発電設備Ĉ 13 基受注ÍÕÂh

発生分野Ý¸ā発電Ýåh自然đĶŔėsÝ¸Ā循環đĶ

納入先å北米h極東h東南j西ċġċhċľœĔh中近東

ŔėsÝø¸ā地熱発電h水力発電á対Ïā取組õĈ強

Àþé CIS}独立国家共同体~Ý¸Ā海外向ÇÂ中心Ý¸

化Í世界ĈœsĲÍÜºāgôÕ CO2 Ĉ排出Íàº原子

āg

力発電áø特徴¸ā技術Ý貢献ÍÜºāgĘœsŜđĶŔ

地熱発電ä開発å地球温暖化防止h自然đĶŔėsä有

ėsÝhôÕ分散型đĶŔėsÞÍÜ活用ÝÃā燃料電池h

効活用ä点Áÿ世界的á進÷ÿĂÜºāg地熱発電å火山

太陽電池àßáø力Ĉ入ĂÜºāg

地熱地帯á地域Â限定ËĂÜÍô¼Âh環太平洋ä地熱地

富士電機ä発電部門áÀºÜh火力発電Ýå中容量火力

g
帯hċľœĔh北欧àß有望à地域Â存在Ïā}図 1~

発電ú地熱発電h水力分野Ýå低落差発電ú揚水発電h原

現在開発Â進÷ÿĂÜºā地域åhčŜĲĶĠċhľČ

子力分野Ýå燃料取扱設備h廃棄物処理設備àßĈ中心á

œĽŜhĴŎsġsŒŜĲh米国西海岸hċčĢŒŜĲà

技術開発Ĉ進÷ÜºāgôÕ既設発電所機器ä性能向上h

ßÂ中心Ý¸āÂh今後ċľœĔh南米ä地熱地域Ýä開

信頼性向上àßäœĺŘœŜęhœĸļœįsĠŐŜàß

発Â期待ËĂāg

á対Ïā技術開発ø推進ÍÜºāg本稿ÝåÉĂÿä特徴

最近 10 年間Ýä地熱発電設備ä富士電機ä納入ĠĐċ
Â 30 % 以上Ý¸Āh世界ä地熱発電ä発展á大ÃÅ貢献

¸ā技術開発ä一端Ĉ紹介Ïāg

ÍÜºāgĴŎsġsŒŜĲä地熱ŀŒŜıÝåh地熱井

藤原

正洋

須永

政孝

白川

正広

火力発電所h地熱発電所äđŜġ

水力発電所äđŜġĴċœŜę業

原子力分野äĠĢįŉđŜġĴċ

ĴċœŜę業務ÀþéŀŖġĐĘ

務á従事g現在h富士電機ĠĢį

œŜę業務á従事g現在h富士電

ıŇĶġŊŜı業務á従事g現在h

ŉģ株式会社発電ŀŒŜı事業本

機ĠĢįŉģ株式会社発電ŀŒŜ

富士電機ĠĢįŉģ株式会社発電

部水力統括部長g電気学会会員g

ı事業本部原子力統括部長g技術

ŀŒŜı事業本部火力統括部長g

士}原子力j放射線部門~
g日本
原子力学会会員g
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戸元Áÿä地熱媒体Ĉ発電用蒸気á生成Ïā蒸気分離ĠĢ

発電技術の現状と展望

（c） 地熱Ĺčĳœs発電設備

įŉáø取Ā組õhĨsŜĖsÝ地熱ŀŒŜıä建設á取

ľŒĬĠŎĞčĘŔ式þĀø低温ä蒸気Ý発電Â可能

Ā組ĉÝºāg

à地熱Ĺčĳœs発電設備Ĉ開発ÍÕg中小規模ä地熱

ôÕ中小容量ä地熱利用発電設備ÞÍÜĹčĳœs発電

đĶŔėsá適用Íh地熱đĶŔėsä利用領域ä拡大

装置ä開発ø進÷h霧島国際ńįŔá実証機Ĉ設置Í運転
Ĉ継続ÍÜÃÜÀĀ期待ßÀĀä成果Â確認ÝÃÕg

Þ有効利用Â期待ÝÃāg
（ 3） 保守改善技術ä開発
（a）œsĘĹĢĨs

.

火力発電の技術開発

復水器周辺ä真空領域Â経年劣化Í空気Ĉ吸º込öÉ

富士電機Ýåh昨今äŇsĚĬıĴsģá確実á応¾ā

ÞÝŀŒŜı性能Â低下ÏāgŀŒŜıĈ停止ÏāÉÞ

ïÅ種々ä技術開発Ĉ行ÙÜÃÜºāgÉÉÝåÓä一部

àÅ空気ä漏込õ箇所ÞÓä量Ĉ精度þÅ測定ÝÃhŀ

Ĉ簡単á紹介Ïāg

ŒŜıä保守性Þ経済性ä向上á貢献ÝÃā装置Ĉ開発

（ 1） 一般火力発電機器ä開発
（a） 単汽筒再熱式蒸気ĨsļŜ

ÍÕg
（b） œŋsıŋĴĨœŜę

従来二汽筒型Ý対応ÍÜºÕ 100 v 150 MW ä再熱

運転中äŀŒŜıä状態Ĉ富士電機ä工場Ý遠隔監視

式蒸気ĨsļŜĈĜŜĺĘı化ÏāÕ÷á単汽筒型Ĉ開

Íh顧客á専門家ÂĨčŉœsáÁÚ適切àċĲĹčĢ

発Íh設置面積ä縮小h短納期h経済性Þ保守性ä向上

ÂÝÃāœŋsıŋĴĨœŜęĠĢįŉĈ構築ÍÕg

Ĉ図ÙÕg
（b） 単汽筒型蒸気ĨsļŜ用溶接ŖsĨ

水力発電

高圧部Þ低圧部ÝÓĂÔĂá必要à特性Ĉ持Ú異種
ŖsĨ材Ĉ溶接Ý一体化Ïā技術Ĉ開発ÍhœsĲĨč

.

水力発電の市場動向

ŉ短縮Þ経済性ä向上Ĉ図ÙÕg

水力発電å再生可能đĶŔėsÞÍÜ世界的á重要性Â

（c） 造水ŀŒŜı用蒸気ĨsļŜ

見直ËĂÜÃÜºāgÓÉÝä視点åh次ä 4 点àßÝ¸

中近東Ý活発á新設ËĂÜºā造水ŀŒŜıá適応Ý
Ãā大容量単汽筒非再熱式蒸気ĨsļŜĈ開発Íh新規

āg
（a） CO2 Ĉ排出ÍàºđĶŔėsÞÍÜh地球環境保全

á大ÃÅ貢献ÝÃāÉÞ

市場îä参入Ĉ目指ÍÜºāg
（d） 全含浸絶縁方式ä大容量発電機

（b） 純国産đĶŔėsÞÍÜhđĶŔėsĤĖŎœįČ

400 MVA 級ä大型水素冷却発電機á全含浸絶ĠĢį
ŉĈ採用ÏāÉÞÝh信頼性h保守性Àþé経済性ä向

面Ý重要Ý¸āÉÞ
（c） 燃料費ä高騰Áÿ化石燃料îä依存度Ĉ可能à限Ā

下ÈÜºÅ必要Â¸āÉÞ

上Ĉ図ÙÕg
（ 2） 地熱発電機器ä開発

（d） 未開発地点ä開発Ĉ促進ÏāÕ÷国ä補助制度Â拡

（a） 耐食性強化地熱ĨsļŜ

充ËĂÜÃÜºāÉÞ

地熱発電Ý重要à蒸気ĨsļŜä内部部品ä耐食性Ĉ

水力発電設備åh他ä発電方法Þ比較ÍÜhCO2 ä排出

向上ËÑā技術Ĉ開発Íh機器ä信頼性h保守性ĈþĀ

量Â最ø少àºÉÞå知ÿĂÜºāÂh総合効率Â優ĂÜ

向上ËÑāÉÞÂÝÃÕg

g
ºā優位性ø注目ÏïÃ点Ý¸ā}図 2~

（b） 地熱蒸気ä性状診断ĠĢįŉ

地熱蒸気ä性状Ĉ定期的á自動測定Íh性状悪化Ĉº

日本国内åh開発á有利à大規模発電所ä立地åñÞ
ĉß開発ÍÚÅËĂÜºāgôÕ電力需要Â大ÃÅ伸éà

×早Å検出Ïā診断ĠĢįŉĈ開発ÍÕg腐食úĢĚs

º中Ýåh新規揚水発電ä開発ø限定的Ý¸āgÓĂá代

œŜęĈ未然á防ÆÉÞÝh信頼性h保守性Ĉ向上ËÑ

ąÙÜh設備ä耐用年数Ĉ越¾Õ発電所äĢĘŒĬŀċŜ

āÉÞÂÝÃāg
図
図

方式別発電効率

世界の地熱地帯
90%

35%

35%

石油火力

石炭火力

34%

15%

太陽光

風力

水力

（ 3 ）
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発電技術の現状と展望

ĲļŔĲá代表ËĂā再開発Â主流ÞàÙÜºāgôÕ既
設ä設備Ĉ維持改善ÏāÕ÷ä改修工事ø計画的á進÷ÿ

特集
1

ĂÜÀĀh特áh既設発電所äŒŜĳĈ新ÍÅ開発ËĂÕ

ÞàāġĐĬı干渉発生時äĹĚĬı内部ä流動状態Ĉ解
明ÏāÉÞÂÝÃāþ¼áàÙÜºāg
（ 2） ĸčĿœĬĲĞsŅŋsĨä開発

高性能ŒŜĳá交換Í発電出力Ĉ増加ËÑh水力đĶŔ

従来圧油装置ä省略ĈãÿÙÜ電動ĞsŅŋsĨÂ中小

ėsĈ有効á利用ÏāœĺŘœŜęÂ積極的á進÷ÿĂÜ

水力発電設備á主á適用ËĂÜÃÕÂh動力駆動ĈÚÁË

ºāgÓä他h設備効率ä向上Â期待ÝÃāÉÞÁÿh発

ßāĺŘsĠœŜĩs部á障害Â発生ÏāÉÞÂ多Åh保

電機ä固定子更新ú回転子更新áþā設備ä近代化ø進÷

守上ä課題áàÙÜºÕgÓÉÝ可変速電動機Ý可逆ĽĢ

ÿĂÜºāg

ıŜņŜŀĈ直接制御ÏāĸčĿœĬĲĞsŅĠĢįŉĈ

一方h海外Ýå発展途上国áÀÇā電力需要ä増大á
伴º新規水力発電所ä開発Â継続ËĂÜºāg特áhċġ

実用化Íh保守ä省力化Ĉ図āÉÞÂÝÃÕg
（ 3） 土砂摩耗技術ä開発

水車Ĉ土砂摩耗àßÁÿ保護Ïā目的Ý耐摩耗材Â研究

ċhċľœĔh南米áå多Åä水力未開発地点Â残ÙÜº

ËĂÜÃÜºāÂh新Íº耐摩耗材Ý¸āĦľıĜsįČ

g
ā}図 3~
Óä中Ýh中国Ýåh北京ēœŜĽĬĘh上海万博Ĉ契
機á電力ä需要å増大Ĉ続ÇÜÀĀh水力発電ø三峡ĩŉ

Ŝęä実用化á成功ÍÜºāg
（ 4） 水車発電機技術ä開発

絶縁性能Þ熱伝達性á優ĂÕ新世代固定子ĜčŔä開発h

ä建設以降単機容量Â 100 万 kW Ĉ越¾āþ¼à開発計
画Â進÷ÿĂÜºāgĿŒġŔúčŜĲÝøh大規模à開

流Ă解析áþā通風冷却ĠĢįŉä最適化h回転子úĢŒ

発Â数多Å進÷ÿĂÜÀĀh設備ä大型化h高効率化àß

Ģı軸受ä新構造ä開発àßĈ行ÙÜºāgÉĂÿä新技

ËôÌôà記録Ĉ塗Ā替¾ā案件Â目白押ÍÝ¸āgôÕ

術å海外向Ç大容量発電電動機àßá適用Í成果Ĉ出ÍÜ

世界的á見Ăæ電力需要ä平準化Â求÷ÿĂÜºāÂh負

ºāg

荷äĽsĘá対応ÍÜ電力Ĉ供給Ïā揚水発電所äĴsģ
ø高ôÙÜºāgÉĂÿä地域Ýä水力案件Ýåh効率ú

原子力発電

性能向上h構造開発h経済性ä向上àßä幅広º領域Ý新
.

Õà技術開発Â求÷ÿĂÜºāg

原子力発電の市場動向

原子力分野Ĉ取Ā巻Å環境åh1990 年代後半以降ä停
.

水力発電の技術開発

滞時期Þå異àĀhđĶŔės需要ä増大ú CO2 ä排出

富士電機Ýåh超低落差ĹŔĿ水車h立軸ĹŔĿ水車発

低減á貢献Ïā発電ĠĢįŉÞÍÜhÉÉ数年h世界各国

電機h高比速度 6 射ŃŔıŜ水車h大容量発電電動機àß

áÀºÜ見直ÍÂ行ąĂÜºāg特áh米国h中国Àþé

Ý特徴¸ā技術開発Ĉ行ÙÜÃÜºāg最近å新設水力発

čŜĲàßä各国áÀºÜh原子力発電所建設ä計画Â具

電所向Çä効率ú性能ä向上h構造開発åøÞþĀ既設発

体化ÍÚÚ¸āg原子力施設ä建設Ĉ継続ÍÜ実施ÍÜÃ

電所ä機器更新h信頼性向上ä技術àßáø積極的á取Ā

Õ国åhľŒŜĢh日本àßá限定ËĂāÕ÷h建設計画

組ĉÝºāg最近ä主要à技術開発å次äÞÀĀÝ¸āg
（ 1） 水車性能解析技術ä開発

Â具体化ÏāáÚĂ信頼性ä高º日本ä技術Â改÷Ü注目
Ĉ集÷Üºāg

従来h模型試験Ý行ÙÜºÕ水車開発á替¾Ü三次元

一方h環境問題Þä関連ÝåhąÂ国áÀºÜø洞爺湖

CFD}Computational Fluid Dynamicsk 数 値 流 体 力 学 ~

ĞňĬıá照準Ĉ合ąÑh原子力委員会ä下Ý地球環境

Ĉ水車性能開発á適用Íh性能ä最適化áÁÁā開発時

保全jđĶŔės安定供給äÕ÷ä原子力ļġŐŜĈ考¾

間Ĉ大幅á短縮ÝÃāþ¼áàÙÜºāg特áŃŔıŜ

ā懇談会ä報告書ÂôÞôĀh引Ã続Ãh原子力ä計画

水車å CFD 解析Â従来難ÍºÞËĂÜÃÕÂhMPS 法

的推進Â盛Ā込ôĂÕg

}Moving Particle Semi-implicit methodk粒子法~Ĉ使Ù
Ü解析ä最適化Ĉ行ºh高比速度 6 射ŃŔıŜ水車Ý問題

2007 年夏á起ÃÕ中越沖地震ä影響Ý東京電力株式会
社j柏崎刈羽発電所Â停止ÍÕÉÞÂh各報道機関Ĉ通Î
Üh国民ä注目Ĉ集÷ÕgÕÖÍhÉĂø数年前ä世論Þ

図

異àĀh原子力施設á対Ïā耐震設計ä問題ø冷静á受

世界の水力ポテンシャル

Ç止÷ÿĂÜÀĀhÉäÀÁÈÝ他ä計画Â大幅á遅延¸
āºå中断ÏāÉÞàÅ進展ÍÜºāg特áh耐震性評価
Ý安全審査Â中断ÍÜºÕ全炉心á MOX}ďŒŜjŀŔ

85%

ıĴďŉ混合酸化物~燃料Ĉ装荷Ïā計画ä大間発電所øh

20%

経済産業省Áÿ原子炉ä設置許可申請Â認可ËĂÕg
50%

核燃料ä安定供給ä面Áÿ重要視ËĂÜºā核燃料Ğ
čĘŔĈ完成ËÑāïÅh日本原燃株式会社ä再処理工場

6%
30%
既開発（800 GW)

22%
未開発（2,200 GW)

Â青森県六ş所村á建設ËĂ試験Â実施ËĂÜÃÕgċĘ
įČĿ試験ä第 4 ĢįĬŀÂ完了Íh操業開始î向ÇÕ試
験ø最終段階á入ÙÜºāg軽水炉時代ä次á来āøäÞ

（ 4 ）

6OL .O 

富士時報

図

発電技術の現状と展望

向Çá納入Â完了ÍÕøäÝ¸āgÉä施設åh世界最高

わが国の原子力関係の部門別支出高合計

ĘŒĢä大強度陽子ļsŉĈĨsěĬıá当ÜÜhÓÉ
Áÿ発生Ïā中性子úÓä他ä二次粒子}中間子hĴŎs

（億円）

5,000

ıœķhňŎēŜàß~Ĉ利用ÍÜh生命科学ú物質科学h

原子炉機材

4,000

原子核j素粒子h宇宙物理úđĶŔės研究àßhËôÌ

3,000

ôà分野ä研究Ĉ行¼研究施設Ý¸āgÉĂôÝá培ÙÜ

燃料サイクル

ÃÕ遠隔ĸŜĲœŜę技術Ĉ生ÁÍh水銀ĨsěĬıä設

2,000
RI・放射線機器

1,000
0

2003

2004

2005

2006

（年度）

置j移動Ĉ行¼ĨsěĬı台車}全長約 14 mh約 300 t~
h
減速材配管àßĈ交換Ïā反射体等遠隔操作装置h交換後
ä水銀ĨsěĬı容器h減速材配管àßĈ保管ÏāÞÞø
áh直径 90 mm ä多重配管Ĉ切断Ïā切断装置Ĉ含ö放
射化機器保管設備ä 3 設備ä設計h製作h据付ÇĈ 2002

ÍÜ期待ËĂÜºā高速増殖炉øĉÎûåhĳıœď
ŉ漏洩}ă¼¾º~対策工事Â終了Íh炉心Ĉ再度臨界á

年Áÿ 2007 年áÁÇÜ実施ÍÕg
ÉĂÿä機器åhºÐĂø遠隔áþā運転操作hŊŜį

ÏāÕ÷ä装荷燃料á関Ïā国ä安全審査ä二次審査Â終

ĳŜĢ性Â要求ËĂāøäÝ¸āg構造的áø動作的áø

了ÍÕg

他設備Â多Å関連ÍÜÅāäÝh工場試験段階h現地据付

ąÂ国ä原子力関係ä部門別支出高合計Ĉ図 4 á示Ïg

試験段階Ý連携ÍÕ試験Ĉ行ÙÜhÓĂÔĂä設計h性

Óä¼×原子力関連施設ä建設åhąÂ国ä主要ŀŒŜı

能Â施設全体ÞÍÜ充足ÍÜºāÉÞĈ確認Íh2008 年 3

ŊsĔsÂ取Ā組ĉÝÃÕŀŖġĐĘıÝ¸āÂh富士電

月ôÝáÏïÜä業務Ĉ完了ÍÕg

機åh核燃料ú高線量ä廃棄体Ĉ遠隔Ý取Ā扱¼ĸŜĲœ
Ŝę技術ĈĜċ技術ÞÍÜh設計段階ÁÿÓĂÔĂä施設

（ 3） Óä他ä研究開発

富 士 電 機 ä 原 子 力 分 野 á À Ç ā 取 組 õ åh É ä þ ¼

建設j改造更新á貢献ÍÜÃÕgÉĂÿä技術Ĉ生ÁÍ原

à大型機器Ĉ取Ā扱¼遠隔ĸŜĲœŜę装置äõàÿÐh

子力発電所Áÿ核燃料施設îhôÕÓä他大型ä研究施設

MOX 燃料ŃŕĬı製造ŀŖĤĢäþ¼àh微小à対象物

向Çä装置á取Ā組õ研究開発Ĉ進÷Üºāg

ĈęŖsĿŅĬĘĢ内Ý取Ā扱¼装置ôÝ多岐áąÕÙÜ
ºāg国内áÀºÜåh今後Þø原子力発電á関連ÍÜ再

.

原子力発電の技術開発

（ 1） 遠隔ĸŜĲœŜę補助ĠĢįŉä開発

処理ËĂÕďŒŜjŀŔıĴďŉĈ再度h核燃料á加工Í
ÜºÅ{MOX 燃料工場|àßäľŖŜıđŜĲ分野hà

遠隔ĸŜĲœŜę補助ĠĢįŉåh放射線環境下áÀÇ

ÿéá廃止措置h放射性廃棄物処理j処分àßäĹĬĘđ

ā固形物ĈĸŜĲœŜęÏā作業Â増大ÍÜºāÉÞá着

ŜĲ分野ä両分野áÀºÜh施設ä建設h拡充h更新Â計

目Í開発Ĉ実施ÍÜÃÕøäÝ¸āgÉäþ¼à施設Ýåh

画ËĂÜÀĀhÓäĴsģá¸ąÑÜ技術開発Ĉ行ºh信

多数ä耐放射線性ĔŊŒĈ設置Íh熟練ÍÕēŃŕsĨs

頼性ä高º装置ĠĢįŉĈ供給ÍÜºÅg

Â限ÿĂÕ映像情報á基ÛÃ遠隔操作機器Ĉ駆使ÍÜ操作
Ĉ行ÙÜºāäÂ現状Ý¸āg
富士電機åh三次元形状認識技術Ĉ応用ÍÜĸŜĲœŜ
ę対象}ĨsěĬı~ä位置h姿勢Ĉ特定ÍhĹsĪŌŔ

ôÕh次世代ä原子力発電ĠĢįŉÞÍÜh発電Þ同
時á水素製造àßáø応用可能à高温ä熱源Ĉ供給可能à
{高温ĕĢ炉|á関ÍÜø継続ÍÜ研究開発Ĉ実施ÍÜº
āg

化Ïā遠隔ĸŜĲœŜę補助ĠĢįŉä開発Ĉ行ÙÜºāg
ÉäĠĢįŉáþĀh耐放射線性ĔŊŒĈ多数用ºàÅÜ

あとがき

øĹsĪŌŔ画面Ĉ任意ä方向á複数設定ÝÃāþ¼áà
ĀhēŃŕsĨsä熟練度áþÿÐ遠隔操作機器Ĉ容易á

世界的áđĶŔės需要åôÏôÏ増加ÍhÓäàÁÝ

操作ÏāÉÞÂ可能Þàāg本開発ÝåhÉĂôÝá形状

ø電気đĶŔėså他äđĶŔėsá比ïÜÓä位置ÛÇ

認識技術Ĉ中心á開発Ĉ行ÙÜÃÜÀĀh当初ä目標Ĉ達

Â重要áàāÉÞå明白Ý¸āg一方Ýh地球環境保全Á

成ÍÕ段階á¸āg今後åþĀ現実的à作業環境Ĉ想定Í

ÿ環境負荷低減対策ø最重要課題ÞÍÜ対応ÍàÇĂæ

Üh簡易Ý使ºúÏºĻŎsŇŜŇĠŜčŜĨľĐsĢĈ

àÿàºg富士電機å発電機器ä高効率化ú経済性ä追求

発展ËÑÜºÅ予定Ý¸āgôÕ危険物ú大型重量物ä取

Ĉ継続的á行ºhËÿá自然đĶŔėsĈ有効利用Ïā地

扱ºÞºÙÕ原子力以外ä分野Ýø活用ËĂÜºÅÉÞĈ

熱発電ú水力発電á関Ïā研究開発hôÕĘœsŜđĶŔ

期待ÍÜºāg
（ 2） J-PARC 物質j生命科学実験施設向Ç機器ä開発

ėsÝ¸ā原子力発電分野Ýä研究開発Ĉ積極的á進÷h
持続可能à社会ÛÅĀá貢献ÍÜºÅ所存Ý¸āg

J-PARC 物質j生命科学実験施設向Ç機器åh遠隔ĸ
ŜĲœŜę機器ä応用ÞÍÜh独立行政法人日本原子力研
究開発機構á建設中ä大強度陽子加速器施設}J-PARC~

参考文献
（ 1） McCoy Power Reports. 2007.
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最新の地熱タービン
特集
1

酒井

吉弘}ËÁºeþÍèă~

岡

美樹}ÀÁeþÍÃ~

加藤

秀雄}ÁÞ¼eèÝÀ~

まえがき

地熱タービンの最新技術

地熱発電åh地熱áþĀ熱ÑÿĂÕ蒸気Þ熱水ä混合流
体}地熱流体~Ĉ地中á深Å掘ÙÕ井戸Áÿ噴出ËÑhÓ

.

耐食性向上技術

地熱蒸気áå塩化物h硫酸塩h硫化水素h二酸化炭素

g
ä熱đĶŔėsĈ利用ÍÜ発電Ĉ行¼技術Ý¸ā} 図 1~

àßh種々ä腐食性化学物質Â多量á含ôĂÜºāgÉĂ

石油h石炭h天然ĕĢàßä燃料Ĉ燃úÏ必要ÂàºÕ÷h

ÿä腐食成分ä大部分åhĨsļŜ上流á設置ËĂÕĤĺ

地球温暖化ä原因Þàā二酸化炭素}CO2~úh窒素酸化

ŕsĨ}汽水分離器~
hľŒĬĠŌ}減圧蒸発装置~
hİň

物}NOx~
h硫黄酸化物}SOx~àßä環境汚染物質Ĉñ

ĢĨ}湿分分離器~àßÝ除去ËĂāgÓĂÝø蒸気Ĩs

Þĉß排出ÍàºgôÕh発電á使用ÍÕ後ä蒸気å復水

ļŜ内á入ÙÜÅā蒸気á含ôĂā腐食成分åh給水á化

器Ý水á戻ÍÕ後h地下á還元ÍÜ再é地熱蒸気ÞÍÜ利

学処理Ĉ行ÙÜºā一般火力向ÇĨsļŜá比ïÜ 100 v

用ÏāÉÞÂÝÃāg地熱đĶŔėså再生可能àĘœs

1,000 倍ø多ºgÓäÕ÷h部材ä全面腐食h応力腐食割

ŜđĶŔėsÝ¸Āh地球温暖化防止ä観点Áÿø今後ä

Ă}SCC~
h腐食疲労hđŖsġŐŜjĜŖsġŐŜàß

利用ä伸長Â期待ËĂÜºāg

îä対策Â必要Þàāg富士電機ÝåhÉĂÿä課題á対
（ 1）

富士電機åh1960 年áąÂ国Ý初÷Üä実用地熱発電

Ïā技術開発Ĉ間断àÅ行ºh逐次h実機á適用ÍÜÃÕg

設備Ĉ藤田観光株式会社箱根小涌園á納入ÍÕg以来h国

最新ä地熱ĨsļŜá適用ÍÕ新技術ä例Ĉ以下á述ïāg

内外á約 60 台ä地熱ĨsļŜĈ納入ÍÜÀĀh世界的à

（ 1） ĜsįČŜę技術

ıĬŀŊsĔsä一Úá数¾ÿĂÜºāg本稿Ýåh富士

腐食性ä高º地熱蒸気流á曝}Ëÿ~ËĂāŖsĨú

電機ä最新ä地熱ĨsļŜá採用ËĂÜºā新技術áÚº

静翼ńŔĩàßä部材áåh全面腐食úđŖsġŐŜjĜ

Ü概要Ĉ紹介Ïāg

ŖsġŐŜÂ発生ÍúÏÅh翼間äĠsŔľČŜä脱落à
ßä問題Â生ÎāÉÞÂ¸āgÉĂĈ解決Ïā方法ä一
ÚÞÍÜh部材表面îä溶射ĜsįČŜę技術Ĉ開発Í
Õg実験室áÀÇā基礎実験ú地熱ĞčıáÀÇā腐食試

図

験Ĉ行ºh最ø耐食j耐đŖsġŐŜ性á優ĂÕ方法ÞÍ

地熱発電の原理（ダブルフラッシュサイクル）

ÜhWC-CoCr 系ä溶射材Ĉ HVOF 溶射}High Velocity
地熱流体

高圧蒸気

Oxygen-Fuel Thermal Sprayk高速ľŕsŉ溶射~áþ

蒸気
タービン

（ 2）

発電機

ĀĜsįČŜęÏā施工技術Ĉ確立ÍÕgÉä技術Ĉ用º

セパレータ
熱水

ÜčŜĲĶĠċjŘōŜďČŜĲ発電所 2 号機ĨsļŜ
ŖsĨä翼間ĠsŔľČŜ部á溶射ĜsįČŜęĈ実施Íh

低圧蒸気

g
耐食j耐đŖsġŐŜ性Ĉ向上ËÑÕ}図 2~
フラッシャ

（ 2） ĠŐĬıĽsĴŜę技術

復水器

翼脚部ÞŖsĨ翼溝Þä隙間}ÏÃô~áå腐食性物質
熱水

Â堆積j濃縮ÍúÏÅh応力腐食割Ăú腐食疲労発生ä原

復水

因ÞàāÉÞÂ¸āgÓäÕ÷h翼材úŖsĨ材áåh地
熱Ğčıú実験室áÀÇā材料試験結果á基ÛºÜh応力
生産井

還元井

腐食割ĂÀþé腐食疲労îä耐性Â高º材料Ĉ選定ÍÜº
āÂhþĀ厳Íº腐食環境áø対応ÝÃāĠŐĬıĽsĴ

酒井

（ 6 ）
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蒸気ĨsļŜä設計j開発á従事g

蒸気ĨsļŜä基本設計á従事g

蒸気ĨsļŜä設計j開発á従事g

現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会

現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会

現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会

社発電ŀŒŜı事業本部川崎工場

社発電ŀŒŜı事業本部川崎工場

社発電ŀŒŜı事業本部川崎工場

技師長g工学博士g日本機械学会

火力ĨsļŜ部課長g技術士}機

火力ĨsļŜ部gĨsŅ機械協会

会員h日本地熱学会会員g

械部門~
gĨsŅ機械協会会員g

会員g
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最新の地熱タービン

験装置Ĉ設置ÍÜh地熱流体中áÀÇā材料試験Ĉ行ÙÜ

応力部位á鋼球Ĉ高速Ý投射ÏāÉÞáþĀh部材表面

ÃÕg最近ÝåċčĢŒŜĲjŕčĖŌĶĢ地区áÀºÜ

á圧縮残留応力Ĉ発生ËÑhÓĂáþÙÜ応力腐食割Ăú

約 1 年間áąÕĀ地熱ĨsļŜ用材料ä現地材料試験Ĉ実

腐食疲労á対Ïā耐力Ĉ向上ËÑā技術Ý¸āgĠŐĬı

施ÍÕg現地材料試験Ýåh実際ä地熱蒸気Ĉ用ºÜh腐

ĽsĴŜę処理Ĉ施ÍÕ翼材ÀþéŖsĨ材á対Íh応力

食試験h応力腐食割Ă試験hđŖsġŐŜjĜŖsġŐŜ

腐食割ĂÀþé腐食疲労試験Ĉ行ÙÕ結果h大幅à耐力向

試験hĢĚsŔ付着試験àßĈ実施ÍÕg試験装置ä外観

（ 2）

上効果Â得ÿĂāÉÞÂ確認ÝÃÕgĠŐĬıĽsĴŜę

Ĉ図 4 á示ÏgŕčĖŌĶĢ地区ä地熱蒸気å従来äøä

処理äh投射速度ú角度àßäĺŒŊsĨå¸ÿÁÎ÷最

þĀ高温j高圧Ý¸Āh材料ä挙動ø従来Þå異àāÉÞ

適化ÍhŖŅĬıáþā作業áÏāÉÞÝ安定ÍÕ品質Ĉ

Â予想ËĂÕÂh現設計ä有効性Ĉ裏ÛÇā良好à結果Â

g
実現ÍÕ}図 3~

得ÿĂÕg

（ 3） 材料技術

地熱発電用蒸気ĨsļŜä運転環境å通常ä火力発電用
蒸気ĨsļŜÞå比ïøäáàÿàºñß苛酷}ÁÉÅ~

種々ä材料試験áþā検証ä結果h 表 １ ä材料Ĉ地熱
ĨsļŜ用ä標準的材料ÞÍÜ選定Íh環境j応力àßä
使用条件áþĀ最適àøäĈ選定ÍÜºāg

Ý¸āgÉäþ¼à環境ä下Ýä長期áąÕā機器ä安定
運転äÕ÷áåh材料ä耐食性áÚºÜä評価Â重要Ý

.

効率向上技術

地熱発電ŀŒŜıä経済性向上äÕ÷áåh腐食úĢ

¸āgÓäÕ÷h富士電機Ýå実験室áÀºÜ地熱流体Ĉ
模擬ÍÕ腐食環境áÀÇā材料試験Ĉ系統的á行ºhÓä

ĚsŔ付着àß地熱発電特有ä問題á対Ïā信頼性Ĉ高÷

結果á基ÛºÜ適切à材料Àþé使用応力Ĉ選定ÍÜÃÕg

āÞÞøáhĨsļŜ効率Ĉ向上ËÑāÉÞÂ必要Ý¸āg

一方h地熱流体ä性状å地域áþĀ異àāÕ÷h実際ä

富士電機Ýåh火力ĨsļŜÝ培ąĂÕ技術ĈłsĢÞÍ

地熱ĞčıáÀÇā材料ä挙動Ĉ確認ÏāÉÞø重要Ý¸

Õ最新技術Ĉ地熱ĨsļŜä翼á適用Íh大幅àĨsļŜ

āg富士電機ÝåhÉĂôÝá世界各地ä地熱Ğčıá試

効率向上Ĉ実現ÍÕg以下á最新ä効率向上技術Ĉ紹介Ï
āg

図

ロータへの溶射コーティング実施状況

（ 1） 新世代低圧翼Ġœsģä開発

地熱蒸気å腐食性Â高Åh応力腐食割Ăh腐食疲労à
ßá対Ïā設計上ä配慮Â特á重要Ý¸āg富士電機Ýåh
地熱ĨsļŜîä適用Ĉ前提ÞÍÕ新世代低圧翼Ġœsģ
Ĉ開発Íh実機á順次適用ÍÜºāg新世代低圧翼Ġœs
ģä主à特徴å次äÞÀĀÝ¸āg

図

図

レイキャネス地区における現地材料試験

表

地熱タービンの標準材料

ロータ翼溝へのショットピーニング実施状況

部
翼

品
材

ロータ材

標準材料
13%Cr鋼
16%Cr-4%Ni鋼
Ti-6%Al-4%V合金
1%Cr-MoNiV鋼
2%Cr-MoNiWV鋼

（ 7 ）

特集

Ŝę技術Ĉ開発Í実機á適用ÍÕgÉĂå翼úŖsĨä高
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（a） 地熱蒸気ä腐食雰囲気Ĉ考慮ÍÕ高信頼性設計

þéĢŝĊŔıĤŜė発電所 6 号}入口蒸気圧力 1.6 MPa~

（b） 最新ä CFD}数値流体力学~技術Ĉ駆使ÍÕ高効

地熱ĨsļŜĈ納入Íh良好à運転Ĉ継続ÍÜºāg

特集

率翼

地熱井Áÿ噴出Ïā流体åh蒸気Þ熱水Þä混合流体Ý

（c） ĨsļŜäĜŜĺĘı化Ĉ可能áÏā高負荷設計

¸āÉÞÂ一般的Ý¸ĀhĤĺŕsĨúľŒĬĠŌàßĈ

地熱ĨsļŜ用新世代低圧翼äŒčŜċĬŀĈ表 2 á示

使ÙÜ蒸気äõĈ取Ā出Ïg入口蒸気å必然的á飽和蒸気

ÏgàÀh50 Hz 用 798 mm 翼Àþé 60 Hz 用 665 mm 翼åh

ÞàāgÍÕÂÙÜh入口圧力ä上昇á伴ºh以下ä課題

地熱ĨsļŜ用ÞÍÜå世界最大級ä低圧翼Ý¸Āh単機

Ĉ解決ÏāÉÞÂ必要Þàāg

1

容量ä増大á貢献ÍÜºāgŀŖıĨčŀä翼á対ÍÜå
g
回転振動試験Ĉ実施ÍÜ振動特性Ĉ確認ÍÕ}図 5~

（a） 低圧段落ä蒸気湿Ā度ä増大
（b） 乾湿交番域áÀÇā蒸気ä腐食性ä増大
（c） 高圧á耐¾ÿĂāĨsļŜĚsĠŜę設計

（ 2） 高負荷高効率反動翼

低圧翼Ĉ除Å翼列á対ÍÜåh最新ä翼列設計技術Ĉ用

áÚºÜåh低圧動翼äđŖsġŐŜä進行ĈºÁá
（a）

ºÜh段¸ÕĀä負荷Ĉ増大ËÑàÂÿ高º効率Ĉ維持Ë

抑¾āÁÂ課題Þàāg富士電機ÝåhĨsļŜ翼段落ä

ÑÕ高負荷高効率反動翼Ĉ適用Íh従来ä翼á比ïÜ 1 v

途中áĢœĬıĈ設Çh水滴Ĉ捕捉Í排出Ïā構造Ĉ採用

2 % ä翼列効率向上Ĉ可能ÞÍÕg反動翼åÏïÜčŜį

ÏāÉÞáþÙÜhđŖsġŐŜä軽減Ĉ図ÙÜºāg

ęŒŔĠŎŒďĲ翼ÞÍÜÀĀh地熱蒸気ä厳Íº腐食環
境áÀºÜø高º信頼性Ĉ実現ÍÜºā}図 6~
g

（b）
áÚºÜåh高圧部j中圧部ä蒸気流路á面ÍÜºā

ŖsĨh静翼ńŔĩh翼á対ÍhđŖsġŐŜjĜŖs
ġŐŜú応力腐食割Ăä発生ĈºÁá抑¾āÁÂ課題Þà

.

入口蒸気圧力の高圧化への対応

āg一般的áh材料中ä Cr 含有量Ĉ増úÑæ飛躍的áđ

従来h地熱ĨsļŜä入口蒸気圧力å 0.5 v 1 MPa 前後

ŖsġŐŜjĜŖsġŐŜÂ軽減ËĂāÉÞÂ知ÿĂÜº

Â一般的Ý¸ÙÕÂh地熱井探査技術j掘削技術àßä進

āg富士電機Ýåh2%Cr 鋼ŖsĨä適用h静翼ńŔĩä

展ú高深度地熱資源ä活用拡大àßáþĀh入口蒸気圧力

ĢįŜŕĢ化h翼材ÞÍÜ応力腐食割Ă耐性ä高ºĢįŜ

Â 1 MPa Ĉ超¾hàÁáå 2 MPa á迫āøäø使ąĂā

ŕĢ鋼ä採用áþĀh上記課題Ĉ解決ÍÜºāg

þ¼áàÙÕg

2 MPa Þº¼圧力åh火力発電向Çá比ïĂæ低ºgÍ

富士電機Ýå入口蒸気圧力Â 1 MPa Ĉ超¾ā地熱Ĩsļ

ÁÍàÂÿh地熱ĨsļŜå同容量ä火力発電向Ç蒸気

ŜĈ過去á数多Å納入ÍÜºāg近年ÝåċčĢŒŜĲj

ĨsļŜá比ïĞčģÂ大ÃºÉÞÁÿh変形量ä絶対

ŕčĖŌĶĢ発電所 1h2 号}入口蒸気圧力 1.9 MPa~À

値Â大ÃÅàāgËÿáh長期運転中ä腐食代Ĉ考慮Í
áÚºÜåh三次元
Õ構造設計ø必要Ý¸āgÓÉÝh
（c）

表

地熱タービン用新世代低圧翼シリーズ

CAD Þ FEM}Finite Element Method~Ĉ駆使ÍÕ詳細
à構造解析Ĉ行ºhÁÚh富士電機ä長期áąÕā実機経

50 Hz用（公称環状面積）

60 Hz用（公称環状面積）

験Ĉø加味ÏāÉÞÝhĨsļŜĚsĠŜęä変形量Ĉ定

348 mm翼（1.6 m2）

290 mm翼（1.1 m2）

量的á把握Íh実機設計á反映ÍÜºāg

487 mm翼（2.5 m2）

406 mm翼（1.7 m2）

555 mm翼（3.2 m2）

462 mm翼（2.2 m2）

612 mm翼（4.0 m2）

510 mm翼（2.8 m2）

697 mm翼（5.0 m2）

581 mm翼（3.5 m2）

ä 3 段階Ý熱水ĈľŒĬĠŎËÑhÀäÀä得ÿĂÕ蒸気

798 mm翼（6.3 m2）

665 mm翼（4.4 m2）

Ĉ地熱ĨsļŜá導入ÏāıœŀŔľŒĬĠŎĞčĘŔĈ

.

複数の蒸気源の活用

先á述ïÕ高圧化ä流ĂÞ並行ÍÜh高圧j中圧j低圧

採用ÏāŀŒŜıÂ見ÿĂāþ¼áàÙÕgôÕh既設ä
図

地熱タービン用新世代低圧翼の回転振動試験
図

高負荷高効率反動翼

（a）動

（ 8 ）

翼

（b）静

翼
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示Ï本 6 号機ä建設以前þĀh1.6 MPa ä高圧地熱蒸気

þĀh複数ä蒸気Ĉ 1 台ä地熱ĨsļŜá導入Ïā形態ø

Â存在ÍÜºÕÂh既設機ä設計条件åÓĂþĀø低º

見ÿĂāþ¼áàÙÜÃÜºāg

0.65 MPa Ý¸ÙÕÕ÷hÓä圧力ôÝ減圧ÍÜ利用ËĂ

富士電機åhĢŝĊŔıĤŜė発電所 5 号地熱ĨsļŜ

ÜºÕgôÕh本発電所å地域暖房用ä蒸気供給ø担ÙÜ

Ĉ皮切ĀáhÓä後h米国ĦŔıŜĠs発電所 5 号機Àþ

ÀĀh季節áþĀ発生Ïā余剰蒸気ä有効活用Â課題Ý

（ 3）

éĢŝĊŔıĤŜė発電所 6 号機}図 7~向Çáh三Ú以

¸ÙÕg

上ä蒸気源Ĉ組õ合ąÑÕ地熱ĨsļŜĈ納入ÍÕg

富士電機Ýåh6 号機ä増設á¸ÕĀh概念設計ä段階
Áÿ参画ÍhŀŒŜı全体ä熱効率最適化ä観点Áÿh顧
客Þ共同Ý既設蒸気系統ä運用ø含÷Ü検討Ĉ行ÙÕgÓ

最新の地熱タービンの特徴

á示Ïþ¼áĨsļŜ中圧部á制御抽気Þ

ä結果h 図
.

ワヤンウィンド発電所 2 号機

ĤĺŕsĨĈ持ÙÕ世界Ýø類Ĉ見àº地熱ĨsļŜĈ設

本機åh富士電機Â 1999 年áčŜĲĶĠċjŘōŜ

計j製作ÍÕg

ďČŜĲ発電所á納入ÍÕ 1 号機á続Å増設案件Ý¸āg

ĨsļŜ高圧部Ý膨張ÍÕ蒸気åhºÙÕĉ蒸気Ĩs

蒸気条件h出力hĨsļŜ構造àßå既設ä 1 号機Þñò

ļŜ外á排出ËĂh一部å既設蒸気系統î抽気ËĂh残Ā

項Ý

åĤĺŕsĨĈ経由ÍÜ再éĨsļŜ中圧部á導入ËĂ

述ïÕĜsįČŜę技術ĈŖsĨàßá適用ÍÜºāÉÞ

āg0.12 MPa ä既設蒸気系統á余剰Â¸ā場合åhĨs

同ÎÝ¸āÂh耐食性äËÿàā強化äÕ÷áh .

Â特徴Ý¸āgàÀh発電端出力 117.0 MW åh1 車室型

ļŜ低圧部á導入ËĂāg本機áåh合計 9 Á所øä流入

g主要
ä地熱ĨsļŜÞÍÜå世界最大級Ý¸ā} 図 8~

配管j排気配管Â接続ËĂÜºāgÓä設計á¸ÕÙÜåh

諸元Ĉ表 3 á示Ïg

三次元 CAD Ĉ駆使ÍÕ構造設計h配管計画Ĉ行ºh信頼
性ä確保á努÷Õg

.

スヴァルトセンギ発電所 6 号機

本機åh2007 年 12 月á定格負荷á到達Íh制御性j熱

本機åh富士電機ÂċčĢŒŜĲjĢŝĊŔıĤŜė発
電所á納入ÍÕ 3 号機}1980 年納入~Àþé 5 号機}1999

効率Ĉ含öÏïÜä計画値Ĉ満足ÏāÉÞĈ確認ÍÜh現
在ôÝ良好à運転Ĉ継続ÍÜºāg主要諸元Ĉ表 4 á示Ïg

年納入~á続Å増設案件Ý¸āg同発電所Ýåh 図 9 á
.
図

カエラウ発電所地熱発電設備

本機åhĴŎsġsŒŜĲjĔđŒď発電所向ÇÝ¸āg

スヴァルトセンギ発電所 6 号地熱タービン断面図

富 士 電 機 å EPC}Engineering, Procurement and Cons高圧出口

低圧排気
低圧入口

表

ワヤンウィンド発電所 2 号地熱タービン主要諸元
形

式

発電端出力
回転速度
入口蒸気条件
最終段動翼有効長
公称環状面積

1車室2流排気復水式
117.0 MW
3,000 r/min
1.07 MPa，182.8 ℃（飽和）
697 mm
5.0 m2

高圧入口 中圧入口

図

図

スヴァルトセンギ発電所 6 号地熱タービンの外観

ワヤンウィンド発電所 2 号地熱タービン断面図

（ 9 ）

特集

地熱発電設備ä余剰蒸気ä活用úh新Õà地熱井ä掘削á

1
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最新の地熱タービン

スヴァルトセンギ発電所 6 号機蒸気系統図

特集

5 号機
（既設）

1
3 号機
（既設）

中圧蒸気系統
M
M

M

M

M

M

低圧蒸気系統
M

生産井

M

M

M

中圧セパレータ
0.65 MPa

スヴァルトセンギ発電所 6 号地熱タービン主要諸元
形

低圧セパレータ
0.12 MPa

6 号機

高圧セパレータ
1.6 MPa

表

表

カエラウ発電所地熱タービン主要諸元

1車室1流排気抽気混圧復水式

式

33.3 MW

発電端出力

3,000 r/min

回転速度

M

形

1車室2流排気混圧復水式

式

発電端出力

113.67 MW

回転速度

3,000 r/min

高圧入口

1.6

高圧排気

0.67 MPa，163.2 ℃（湿り）

中圧入口

0.65 MPa，161.8 ℃（飽和）

最終段動翼有効長

低圧入口

0.12 MPa，104.8 ℃（湿り）

公称環状面積

MPa，201.4 ℃（飽和）

高圧入口

1.33 MPa，192.5 ℃（飽和）

低圧入口

0.22 MPa，124.4 ℃（飽和）

蒸気条件
蒸気条件

最終段動翼有効長
公称環状面積

798 mm
6.3 m2

487 mm
2.5 m2

ŜÞÍÜå世界最大級ä 798 mm 最終段動翼Ĉ採用ÍÜº
āÉÞÂ特徴Ý¸āg地熱蒸気環境下Ýä信頼性向上äÕ
図１

カエラウ発電所地熱タービン断面図

÷áh .

項Ý述ïÕĠŐĬıĽsĴŜę技術}最終 3 段

á適用~ú 2 %Cr 鋼ŖsĨĈ採用ÍÜºāgôÕh全段
á高効率三次元翼Ĉ採用ÍÜºā}図

~
g主要諸元Ĉ表

5 á示Ïg

あとがき
地球温暖化対策ä一環ÞÍÜf再生可能àĘœsŜđĶ
ŔėsÝ¸ā地熱đĶŔėsä活用Â世界的á注目ËĂÜ
ºāgċčĢŒŜĲÝå地下 5,000 m ä井戸Ĉ掘ā IDDP
}International Deep Drilling Project in Iceland~Â国際的
à協力äøÞÝ進÷ÿĂÜÀĀh将来的áå 400 v 600 ℃
ä地熱蒸気ä利用Â計画ËĂÜºāgôÕhÉĂôÝ地
truction~主契約者ÞÍÜh
地熱ĨsļŜ発電機äõàÿÐh

熱発電Þå無縁Þ思ąĂÜºÕĲčĭÝøh深Ë 3,000 v

発電ŀŒŜı全体ä設計j製作j建設Ĉ担当ÍÜºāg

5,000 m ä井戸Ĉ堀Ā地熱発電Ĉ行¼ŀŖġĐĘıÂ進÷

入口蒸気圧力Â最高 1.33 MPa Þ高ÅhÁÚ地熱Ĩsļ

（ 10 ）

ÿĂÜºāg地熱資源ä利用åh今後øôÏôÏ重要àø
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äáàāÝ¸ă¼Þ思ąĂāg

最新の地熱タービン

Geothermal Steam Turbines, Proc. of International
Conference on Power Engineering-03, vol.3, 2003, p.297-302.

発電技術ä開発Ĉ推進Íh地球環境á優ÍºđĶŔės利

（ 2） 酒 井 吉 弘 ñ Ái 地 熱 Ĩ s ļ Ŝ ä 最 新 技 術i 富 士 時 報i

用äÕ÷á貢献ÍÜºÅ所存Ý¸āg

vol.78, no.2, 2005, p.140-145.
（ 3） Nishimaki, K. Application of Controlled Extraction to

参考文献
（ 1） Sakai,Y. et al. Corrosion Resistance of Materials for

Geothermal Steam Turbine, Proceedings of International
Conference on Power Engineering 2007. 2007, p.281-285.

（ 11 ）
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全含浸絶縁システムを適用した水素間接冷却タービン発電
機
新倉

仁之}áºÅÿeèÞÍ~

井上

誠一}ºä¼¾eÑºº×~

山崎

まえがき

勝}úôÌÃeôËā~

仕様と諸元

近年ä火力発電áÀÇā発電設備ä経済性h保守性Àþ
é運転性á関Ïā市場Ĵsģá応¾āïÅh富士電機Ýå

発電機ä主à仕様Þ諸元Ĉ表１á示ÏgôÕh断面Ĉ図
1 á示Ïg

固定子巻線á全含浸絶縁}324 Ńsġä解説参照~Ġ
ĢįŉĈ適用ÍÕ空気冷却ĨsļŜ発電機ä適用範囲Ĉ

設

計

300 MVA ôÝ拡大Íh市場á提供ÍÜÃÕg
Éä発電機å固定子巻線h固定子鉄心h回転子巻線ä構

一方h空気冷却ä適用範囲Ĉ超¾ā発電機Ýåh水素冷
却¸āºå水冷却方式Ĉ用ºā必要Â¸āÂh特á開発途

造ÞÓĂÿä製造方法ä多ÅĈh富士電機ä空気冷却Ĩs

上国àßÝå依然ÞÍÜ経済性Àþé保守性Â重要視ËĂ

ļŜ発電機Þ基本的á同一ÞÍÕgÉäÉÞÁÿh空気冷

ÜÀĀhÓäĴsģá応¾āÕ÷á富士電機Ýåh固定子

却ĨsļŜ発電機Ýä実績á基ÛÅ信頼性Ĉ持ÚÞÞøáh

巻線á全含浸絶縁ĠĢįŉĈ適用ÍÕ水素間接冷却Ĩsļ

共通技術Àþé設備ä共有化Áÿ製作期間ä短縮Þ経済性

Ŝ発電機ä開発Ĉ行ÙÜÃÕg

Ĉ図āÉÞÂÝÃÕg

Éä度hłıĳŉjHPJSC ĸčľĒŜ発電所向Çáh
全含浸絶縁ĠĢįŉĈ適用ÍÕ発電機ÞÍÜå最大ĘŒĢ

.

固定子構造

Þàā水素間接冷却ĨsļŜ発電機Ĉ製作Íh工場試験Ĉ

固定子鉄心åh圧力容器Ý¸ā円筒状ä固定子枠á図 2

完了ÍÕg本稿ÝåhÓä設計Þ適用技術áÚºÜ紹介Ï

á示Ï板æãĈ介ÍÜ支持ËĂÜºāg固定子枠åÉä板

āg

æãä適切àæã効果Ýh鉄心Áÿä電磁振動ä伝達Ĉ抑
制ÝÃā構造ÞÍÜºāg

表

.

発電機の主な仕様と諸元

仕

様

固定子ä冷却方式áå間接冷却Ĉh回転子ä冷却áå導

出

力

372.2 MVA

電

圧

21 kV

力

率

0.85

周波数

50 Hz

冷却方式

冷却方式

図

372.2 MVA 水素間接冷却タービン発電機断面
軸流ファン

固定子

回転子

固定子：水素間接
回転子：水素直接

水素ガス圧力

0.3 MPa G

冷媒温度
回転速度

3,000 r/min

励磁方式

サイリスタ直接励磁

全
諸

48 ℃

長

13.4 m

全質量

394 t

固定子つり上げ質量

270 t

元

軸受
回転子質量

新倉

（ 12 ）

仁之

鉄心支持ばね

フレーム

54 t

井上

誠一

山崎

勝

大型回転機ä電気設計j開発á従

回転機絶縁ä開発á従事g現在h

ĨsļŜ発電機ä構造設計á従事g

事g現在h富士電機ĠĢįŉģ株

富士電機ĠĢįŉģ株式会社発電

現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会

式会社発電ŀŒŜı事業本部川崎

ŀŒŜı事業本部川崎工場回転機

社発電ŀŒŜı事業本部川崎工場

工場回転機部主任g電気学会会員g

部主任g電気学会会員g

回転機部主任g
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全含浸絶縁システムを適用した水素間接冷却タービン発電機

固定子枠板ばね

図

22 kV 級絶縁の耐電圧寿命特性

特集

50
電界強度（kV/mm）

鉄心支持ばね
22ｋV 全含浸絶縁

1

10

KEMA 規格

1
10−2

10−1

100

101

102
時間（h）

図

103

104
1

105

106

10 100
（年）

22 kV 級実機大モデル

体内á半径方向ä冷却路Ĉ設Ç直接冷却Ïā方式Ĉ採用Í
Üºāg
通風経路åh図 1 ä矢印Ý示Ïþ¼áh回転子両端ä軸
流ľĊŜÁÿ固定子Àþé回転子ä各部á冷却ĕĢÂ送Ā
込ôĂh固定子ä冷却ĕĢä流ĂåÏïÜ内径側Áÿ外径
側î流Ï通風方式ÞÍÜºāg
Éä冷却h通風方式å富士電機Ý製作ÍÜÃÕ空気冷却
ĨsļŜ発電機Þ同ÎÝ¸Āh巻線温度分布ä均一化Ĉ図
āÕ÷áh最適à冷却ĩĘıä配置Þ冷却風量ä分布Ĉ試
作実験機ú実績Áÿ得ÿĂÕİsĨĈ基á設計ÍÜºāg

全含浸絶縁技術
富士電機ÝåÉĂôÝ長年蓄積ÍÕ全含浸絶縁技術Þ世
界屈指ä全含浸製造設備Ĉ用ºÜh1993 年á大型空気冷

絶縁耐力Ĉ得ā必要Â¸āgÉäÕ÷h運転電圧ú耐電圧

却ĨsļŜ発電機ä固定子巻線á全含浸絶縁ĠĢįŉĈ適

試験Ý電界Â集中Ïā固定子ĜčŔ絶縁断面ä角部á重à

用ÍÕg以来 100 台Ĉ超¾ā適用実績Ĉ上ÈÜºāg全含

Ā層数Â少àÅàÿàºþ¼hįsĽŜęä最適条件Ĉ求

浸絶縁ĠĢįŉÝåh固定子巻線Þ鉄心Â含浸樹脂Ý一体

÷āÕ÷á独自ŀŖęŒŉĈ作成Íh解析Ĉ行ÙÕgÉä

化ÍÜºāäÝ固定子巻線ä冷却性能向上h緩õá対Ïā

最適化ËĂÕİsĨåhįsĽŜęŇĠŜá入力Í実機製

信頼性ä向上hÓĂá付随ÏāŊŜįĳŜĢä低減àßä
利点Ĉ持ÙÜºāg
ÉÉÝåh全含浸機ÞÍÜh富士電機最大容量機Ý¸Āh
世界最大容量ĘŒĢÞàā水素間接冷却ĨsļŜ発電機á
適用ÍÕh22 kV 級全含浸絶縁技術áÚºÜ紹介Ïāg

作á反映ÝÃāþ¼áÍÕg
（ 2） 絶縁性能評価

絶縁信頼性評価åh直線ŋİŔĹsÞ実機大ŋİŔĈ製
作ÍÜ行ÙÕg22 kV 級絶縁ä直線ŋİŔĹsÝå耐Ļs
ıĞčĘŔ試験Þ耐電圧寿命試験Ĉ行ºhĻsıĞčĘŔ
ä安定性Þ高耐電圧寿命Ĉ備¾ÜºāÉÞĈ確認ÍÕg結

.

22 kV 級全含浸絶縁技術

果ä一例ÞÍÜh図 3 á 22 kV 級絶縁ä耐電圧寿命特性Ĉ

400 MVA ĘŒĢä水素間接冷却ĨsļŜ発電機á適用

示Ïg耐電圧寿命特性Ýå KEMA}ēŒŜĩ電気機器規

Ïā 22 kV 級全含浸絶縁ä開発ÝåhÉĂôÝä固定子Ĝ

格協会~ä基準Ĉ十分ĘœċÍÜºāgËÿáh絶縁製

čŔá比ïhĜčŔÂ長尺Ý絶縁厚ËÂ厚ÅàāgÉäÉ

造法Ĉ含÷Õ信頼性Ĉ確認ÏāÕ÷h図 4 á示Ï実機大ŋ

ÞÁÿh特á主絶縁層äįsĽŜę性h含浸性Àþé全含

İŔĈ製作ÍÕg450 MVA 水素間接冷却ĨsļŜ発電機

浸絶縁ĜčŔä絶縁信頼性評価á注目ÍÜ開発Ĉ行ÙÕg

Ĉ想定ÍÕ実機大ŋİŔåh積層鉄心長 4.5 mhĢŖĬı

（ 1） 主絶縁層äįsĽŜę技術

固定子ĜčŔåh集成ŇčĔä主絶縁įsŀĈ巻回ÍÜ

数 5 Ý¸āg実機大ŋİŔå製作初期áÀºÜ 45}2E ＋
1~kV ä耐電圧試験Ĉ行ÙÕ後hĻsıĞčĘŔ試験Ĉ

製作Ïāg絶縁性能åįsŀä巻Ã方h寸法h重ã目ä状

25 回ôÝ行ºhÓä間ä tanδ特性å初期Áÿ変化ÂàÅh

態àßÂ影響Ïāg特áįsŀä重ã目部分ä分布ÂĜč

絶縁特性Â安定ÍÜºāÉÞĈ確認ÍÕgËÿáhĻsı

Ŕä絶縁破壊電圧値á影響ÏāÕ÷h同一巻層数Ý最大ä

ĞčĘŔ 25 回後h気中áÜ絶縁破壊試験Ĉ実施Íh十分

（ 13 ）
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à絶縁耐力Ĉ持ÙÜºāÉÞĈ確認ÍÕg

能向上áþÙÜ解析ŋİŔä要素数Ĉ増大ÏāÉÞÂÝÃh
発電機機内ä冷却風äþ¼à複雑à流ĂÝø比較的精度ä

22 kV 級全含浸絶縁の実機への適用

高º計算ÂÝÃāþ¼áàÙÜºāgôÕh回転中áÀÇ

完成ÍÕ固定子Ĉ図 5 á示ÏgÉä発電機固定子巻線ä

ā回転子内部ä流Ăä実測å非常á困難Ý¸āÉÞÁÿh

製作áÀºÜåhÉĂôÝá蓄積ÍÜÃÕ全含浸絶縁技術

熱流体解析ä適用å流Ăä分布àßĈ把握ÏāÕ÷ä重要

Þ .

節Ý述ïÕ 22 kV 級全含浸絶縁技術Ĉ採用ÍÕg

àĭsŔÝ¸āgÉä発電機ä設計Ýøh熱流体解析Ĉ用

特á含浸Ýåh含浸性Ĉ確認ÏāÕ÷áh固定子巻線ä

ºÜ最適à通風冷却Ĉ実現ÍÜºāg

含浸状態Ĉ充電電流含浸ŋĴĨÝ監視Íh管理値内Ý¸ā

回転子内部ä流Ă解析例Ĉ紹介Ïāg図 7 á回転子ä通

ÉÞĈ確認ÍÕgôÕh固定子巻線Þ一緒á含浸ËÑÕ含

風解析ŋİŔĈ示Ïg軸端ä軸流ľĊŜä出口部hĜčŔ

浸ŋĴĨ絶縁ĹsĈ含浸後分解Íh絶縁層á含浸樹脂Â十

đŜĲ内側ä空間h導体äĩĘıÀþéđċėŌĬŀĈŋ

分含浸ÍÜºāÉÞĈ確認ÍÜºāg

İŔ化ÍÜºāg要素数å約 3,780,000 Ýh回転子Ĉ定格

ÉĂôÝáh同一仕様ä固定子Ĉ 4 台完成ËÑÜºāg

速度Ý回転ËÑÕ状態Ýä流Ă場ä乱流ø考慮ÍÜ計算Í

特

Õg冷却風ä入口Þàā軸流ľĊŜ部Àþé出口Þàāđ

性Þ同様Ý¸ĀhÉä特性å実機大ŋİŔĜčŔáÜ検証

ċėŌĬŀàßÝä境界条件áåh別途実施ä風量分布計

ËĂÕ絶縁性能Þ同様ä良好à特性Â得ÿĂh実機ä製作

算値Ĉ用ºÕg

絶縁特性試験ä結果åºÐĂøh 図 6 á示Ï

tanδ-V

áÀºÜø開発ËĂÕ絶縁技術Â実現ËĂÜºāÉÞÂ確

軸流ľĊŜÁÿ出Õ冷却風åh回転子ĜčŔđŜĲ内側

認ËĂÕgËÿá部分放電試験Ýøh定格電圧}21 kV~

ä空間Ĉ通ÙÜĢŖĬıä底á設ÇÿĂÜºāĞĿĢŖĬ

印加時ä Qmax}最大放電電荷~åh1,000 pC ŕłŔ以下ä

ıÞ呼æĂā軸方向通風路á流入ÏāgÉä回転子ĜčŔ

非常á小ËÅ良好à値Ý¸ÙÕg

đŜĲ内側空間ä流Ăåh回転子ä回転Þ軸流ľĊŜä羽

Éäþ¼á固定子巻線ä絶縁特性å良好Ý¸āÉÞĈ確

根角度áþā風ä流入方向hĜčŔđŜĲ内側構造物ä存
在áþÙÜ偏ÙÕ分布ÞàāgÉä流Ăä偏ĀåhĞĿĢ

認ÍÕg

ŖĬıî流入Ïā冷却風量Þ導体温度ä分布Ĉ周方向Ý不

解析技術
図

.

回転子通風解析モデル

通風・温度解析

通風解析Ýåh近年äĸsĲďĐċúĦľıďĐċä性
軸胴部

図

水素間接冷却タービン発電機用固定子
コイルエンド部

解析領域：
回転子 1 極分
軸方向 1/2 領域

図

回転子コイルエンド内径部通風解析結果
保持リング

図

tanδ- 電圧特性（三相一括）

回転子軸

5

サブスロット

風速
3

速

2
1
0

冷却風
回転子コイルエンド

4
tan δ
（%）

特集
1

.

0
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全含浸絶縁システムを適用した水素間接冷却タービン発電機

均一àøäÞÏāÕ÷h低減Ïā必要Â¸āg設計á当

ĂÜºāg静止時å回転子端部á対ÍÜ圧縮応力Â発生Íh
回転時å遠心力áþā保持œŜę径ä拡大áþĀÓä圧縮

流入風量àßä因子Ĉ挙Èh解析ĈÏāÉÞáþĀh最適

応力Â解放ËĂāÕ÷h起動停止áþĀ繰返Í応力Þàāg

化Ĉ図Āh流Ăä偏ĀĈ低減ÍÜºāg回転子ĜčŔđŜ

ÓäÕ÷h応力ä集中Ĉ避ÇāÞÞøáh繰返Í応力á対

Ĳ内径部通風解析結果ä例Ĉ図 8 á示Ïg

Ïā信頼性ä検討ĈÏāÕ÷á回転子保持œŜę焼æ÷部

図 9 å回転子導体ä冷却ĩĘıä流ĂÞ温度Ĉ解析ÍÕ

ä強度解析Ĉ行ÙÕg

例ÝhġŎsŔ損失Ĉ導体á与¾Õ熱流体解析Ý軸方向á

図

á解析ŋİŔĈ示Ïg保持œŜę焼æ÷部ä強度

解析å構造Â複雑Ý¸āÕ÷三次元ŋİŔÞÍÜºāgô

ÀÇā導体h冷却ĕĢä温度分布Ĉ確認ÍÜºāg
回転子ä温度計算áå従来Áÿ通風Àþé熱ä回路網法

Õh応力ä状態Ĉ正ÍÅ模擬ÏāÕ÷áèÐõÞ応力ä非

Ĉ用ºÜÃÕÂh軸方向á配置ËĂā冷却ĩĘıäĽĬĪ

線形性Ĉ考¾h保持œŜęÞ回転子Þä焼æ÷面å接触要

ú角度ä違ºáþā詳細à最適条件Ĉ従来計算Ý求÷āä

素ÞÍÜ解析ÍÕg
解析結果ä一例ÞÍÜh静止時áÀÇā回転子軸胴端部

å困難àÕ÷h熱流体解析Ĉ用ºÜ実現ÍÜºāg

ä圧縮応力分布Ĉ 図
.

構造解析

á示Ïg静止時Þ回転時ä回転子

各部応力Ĉ正確á把握ÝÃāäÝh回転子胴端部áÀÇā

構造ú強度á関ÍÜø各種解析Ĉ行ÙÕg特áĕĢĨs

静的強度Àþé低ĞčĘŔ疲労強度Â確認ÝÃāgôÕh

ļŜôÕåĜŜĹčŜĲĞčĘŔ発電îä適用Ĉ考¾Üh

形状Â最適Þàāþ¼à検討Ĉ行ºh高頻度起動停止á対

高頻度起動停止á対Ïā信頼性Ĉ検討Ïā必要Â¸āg保

Ïā信頼性Â向上ÝÃÕg

持œŜęå回転時ä遠心力下Ýä回転子ĜčŔđŜĲĈ
保持ÏāÕ÷áh所定ä焼æ÷代Ý回転子端部á焼æ÷Ë
図

工場試験結果
.

回転子冷媒温度解析結果

性能確認試験

2007 年 12 月á無負荷飽和特性試験h三相短絡特性試験h
温度
高

空隙

損失特性試験h温度上昇試験h三相突発短絡試験Àþé過
速度試験Ĉ実施Íh各種性能Ĉ確認ÍÕg工場試験ä様子
Ĉ図

á示Ïg

工場試験å仕様Ĉ満足Íh良好à結果Ý¸ÙÕg主à試
回転子サブスロット

回転子コイル冷却ダクト

験結果Ĉ以下á述ïāg
低

（ 1） 無負荷飽和特性試験h三相短絡特性試験

発電機ä無負荷定格電圧時Þ三相短絡定格電流時ä界磁
電流Ĉ測定ÍÕ結果h設計値ÞþÅ一致ÍÕg
図

（ 2） 巻線温度上昇

保持リング強度解析モデル

定格負荷時ä各部ä温度上昇Ĉ等価温度試験法Áÿ推定
焼ばめ部

保持リング

ÍÕg固定子巻線h回転子巻線Àþé各部ä温度上昇å耐
熱ĘŒĢ B ä規格値Ĉ満足Íh良好à結果Ĉ得Õg
（ 3） 効率

各部ä損失Ĉ測定ÍhIEC 60034-2 á従º規約効率Ĉ算
回転子軸

回転子軸胴端部

定ÍÕg定格時ä効率å保証効率以上ä良好à結果Ĉ得Õg
（ 4） œċĘĨŜĢh時定数

発電機ä三相突発短絡試験Ĉ実施ÍÜh発電機äœċĘ
図

回転子軸胴端部の圧縮応力分布解析結果

焼ばめ部
（回転子側）

図

発電機工場試験の様子

応力
低

回転子
軸胴端部

高

（ 15 ）
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却ĩĘıä配置Þ風量分布Áÿh温度ä均一化Â達成ËĂ

三相短絡温度上昇試験結果
（固定子巻線軸方向温度分布）

ÜºāÉÞĈ確認ÍÕg

特集

発電機固定子

あとがき

1
固定子á全含浸絶縁ĠĢįŉĈ適用ÍÕ水素間接冷却
冷却水素の流れ

ĨsļŜ発電機áÚºÜhÓä設計Þ適用技術Ĉ中心á紹

温度上昇

介ÍÕg今後ø市場ĴsģáŇĬĪÍÕ技術開発Áÿh高
品質j高信頼性äĨsļŜ発電機Ĉ製作ÍÜºÅ所存Ý¸
āg
参考文献
端部

中央部

端部

（ 1） 日和佐寛道ñÁi富士電機áÀÇāĨsļŜ発電機ä開発

ä現状i富士時報ivol.78, no.2, 2005, p.126-130.
（ 2） 芳賀弘二i22 kV 級全含浸絶縁技術i火力原子力発電i

ĨŜĢÞ時定数Ĉ測定ÍÕ結果h設計値ÞþÅ一致ÍÕg

vol.59, no.621, 2008, p.56-60.
（ 3） 木村誠ñÁi全含浸絶縁水素冷却ĨsļŜ発電機ä完成i

.

回転機研究会iRM-07-43.

その他検証試験

工場試験Ýåh要求仕様á対Ïā性能確認試験äñÁá
各種ä検証äÕ÷ä測定Ĉ行ÙÜºāg 図

á三相短絡

（ 4） 日和佐寛道i大容量全含浸水素冷却ĨsļŜ発電機ä完成i

電気評論i2008-3, p.7-8.

温度試験時ä固定子巻線軸方向温度分布Ĉ示Ïg最適à冷

解

説

全含浸絶縁

回転機固定子巻線ä絶縁åh耐ĜŖĳ性á優ĂÕŇ

浸Ý完成ËÑāgÉäþ¼á固定子全体Ĉ含浸ÍÜ絶

čĔÞ耐熱性á優ĂÕđņĖĠ樹脂àßÝ構成ËĂÜ

縁完成ËÑāÉÞÁÿh全含浸絶縁Þ称ËĂÜºāg

ºāg全含浸絶縁åh小型ŋsĨÁÿ本稿Ý取Ā上È

Éä全含浸絶縁åh固定子鉄心ÞĜčŔÂ一体ÞàÙ

Õ大容量ĨsļŜ発電機ôÝ適用ËĂh主流ÞàÙÜ

ÜºāÉÞÁÿh冷却性能向上ú緩õ防止Â成ËĂh

ºā固定子巻線ä絶縁製法Ý¸āgÉä全含浸絶縁åh

ŏsğsáÞÙÜ信頼性向上úŊŜįĳŜĢ低減àß

固定子巻線Ĉ構成ÏāĜčŔ単体ÊÞá絶縁Ĉ完成Ë

äŊœĬıÂ¸āg大容量ä全含浸絶縁åh大規模à

ÑāäÝåàÅh固定子鉄心á未含浸ĜčŔĈ挿入Íh

製造設備Þ使用絶縁材料hĜčŔ作ĀhĜčŔ組立Üh

ĜčŔÊÞä接続ÀþéœsĲ接続àßĈ行ºh固定

樹脂含浸àßä緻密}×õÚ~à品質管理ä積重ãÝ

子巻線Ĉ構成ËÑÕ¸Þh固定子巻線全体Ĉ一度ä含

成Í遂ÈÿĂÜºāg

（ 16 ）
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最近の海外経年火力発電設備における再生技術
特集

今市

悟}ºôº×eËÞā~

植村

光博}¼¾öÿeõÚèă~

玉谷

寛}ÕôúeüÕÁ~

1

提供ÍÜºāg

まえがき

本稿Ýåh富士電機Â最近海外áÜ実施ÍÕ経年火力発
最近h日本国内áÀÇā電力j産業界åh鉄鋼àßä素
材Àþé石油j石炭àßäđĶŔės資源ä価格高騰Þ長

電設備áÀÇāœĸļœįsĠŐŜ事例ÀþéŊŜįĳŜ
ĢĞsļĢ技術áÚºÜ紹介Ïāg

引Åİľŕ経済h景気ä先行Ã不安Áÿh設備投資ä抑制
Â続ºÜºāg一方h海外Ýåh中国h東南ċġċh西ċ

最近のリハビリテーション事例の紹介

ġċĈ中心ÞÍÕ電力需要ä爆発的伸éĈ背景áh火力発
.

電所Àþé地熱発電所ä建設ŒĬĠŎÂ続ºÜºāg

マエモ発電所 9 号機のリハビリテーション

富士電機Ýåh海外納入発電設備ä増加ä中hÉĂôÝ

Ňđŋ発電所åhĨč北部äĪĐŜŇčÁÿ車Ý約 3 時

部品交換Ĉ主体ÞÍÕ予防保全äÕ÷ä定期点検Áÿh長

間ä場所á位置ÏāgĨč電力庁ä石炭専焼火力発電所Ý

期運転ĈÍÕ経年火力発電設備á対Íh設備全体Ĉ再生Ë

¸Āh富士電機Â納入ÍÕ東南ċġċ最大級ä石炭火力発

ÑāœĸļœįsĠŐŜä提案Ĉ積極的á行ÙÜºāg具

電所Ý¸ā}10 台 /4 v 13 号機~
g図 1 áĨč電力庁Ňđ

体的áåhĨsļŜ設備ä効率向上h出力ċĬŀh劣化Í

ŋ発電所ä全景Ĉh表１áŇđŋ発電所áÀÇāĨsļŜ

Õ主要機器ä延命化対策h燃料転換úŀŖĤĢ蒸気ä変更

発電機納入実績Ĉ示Ïg
次á今回 9 号機Ý実施ÍÕœĸļœįsĠŐŜáÚºÜ

á伴¼改造àßh顧客äĴsģá合ÙÕĦœŎsĠŐŜĈ

紹介Ïāg
図

本ĨsļŜåh高圧j中圧j低圧ĨsļŜáÜ構成ËĂ

マエモ発電所の全景

ā 3 ĚsĠŜę構造Ý¸āg今回äœĸļœįsĠŐŜÝ
åh低圧ĨsļŜä主要部品}低圧ŖsĨh低圧内部Ěs
ĠŜęh静翼œŜęhİČľŎsğàß~á最新技術Ĉ
適用Íh効率向上h出力ċĬŀ}5 MW 以上~Àþé耐力
向上Ĉ図ÙÕg表 2 á 9 号ĨsļŜä主à仕様Ĉh図 2 á
ĨsļŜä組立断面図Þ今回ä更新範囲Ĉ示Ïg

表

マエモ発電所 9 号タービンの主な仕様
改造前
型

式

出

力

運転方式

表

マエモ発電所におけるタービン発電機納入実績
出

ユニット

力

161 bar abs
538 ℃

運転開始年

再熱蒸気圧力

37.94 bar abs
538 ℃

1984〜1985年

再熱蒸気温度

8〜13号機

300 MW×6台

1989〜1994年

真

悟

空

回転速度

計2,400 MW（10台）

今市

5 MW以上向上
定圧絞り制御方式

主蒸気温度

150 MW×4台

計

300 MW

主蒸気圧力

4〜7号機

合

改造後

3ケーシング再熱抽気復水

植村

光博

0.0771 bar abs
3,000 r/min

玉谷

寛

火力発電設備äŀŒŜıĞsļĢ

火力発電設備äŀŒŜıĞsļĢ

蒸気ĨsļŜä設計開発á従事g

đŜġĴċœŜę業務á従事g現

đŜġĴċœŜę業務á従事g現

現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会

在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社

在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社

社発電ŀŒŜı事業本部川崎工場

発電ŀŒŜı事業本部火力統括部

発電ŀŒŜı事業本部火力統括部

火力ĨsļŜ部gĨsŅ機械協会

海外ŀŒŜıĞsļĢ部長g火力

海外ŀŒŜıĞsļĢ部g

会員g

原子力発電技術協会会員g

（ 17 ）
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最近の海外経年火力発電設備における再生技術

（ 1） 完全三次元設計反動翼ä採用

g
少ËÑh効率向上Ĉ図ÙÕ}図 5~

効率向上対策ä一ÚÞÍÜh低圧ĨsļŜ翼列ä 1 v 4

特集
1

（ 5） 低圧ŖsĨ翼脚部ä応力腐食割Ă}SCC~対策

低圧ŖsĨä大型低圧動翼脚部åhĘœĢŇĢ型ä翼

段ä反動翼áåh従来ä反動翼型þĀ大幅áŀŖľČŔ損
失Ĉ低減ËÑÕh高効率ä完全三次元設計反動翼Ĉ採用Í

脚加工Ĉ行ÙÜºāg運転環境}蒸気性状~ä悪化á伴¼h

g
Õ}図 3~

応力腐食割Ă}SCC~äœĢĘĈ低減ËÑāÕ÷h低圧

（ 2） 新世代低圧翼ä採用

ŖsĨä翼脚部áåĠŐĬıĽsĴŜę}ŖsĨ表面á極

低圧翼áåh超音速流体解析}三次元ĨčŉŇsĪŜę

小ä鋼球Ĉ投射Íh強制的á圧縮残留応力Ĉ与¾ā方法~

法~Ĉ用ºÜ設計Íh性能Ĉ飛躍的á高÷Õ新世代低圧翼

Ĉ施Íh耐 SCC 性Ĉ向上ËÑÕg

Ĉ採用ÍÕg最終段静翼áåh円周方向á湾曲ÍÕœsŜ

（ 6） 油圧ĔĬŀœŜęŅŔıä採用

低圧ŖsĨä更新á伴ºhÏïÜäĔĬŀœŜęŅŔı

g
ŒġċŔ静翼Ĉ採用Íh大幅à効率向上Ĉ果ÍÕ}図 4~
（ 3） 改良型排気İČľŎsğä採用

Ĉh油圧式ĔĬŀœŜęŅŔıá交換Íh改造工事ä工期

低圧最終段後流ä排気損失Ĉ低減ËÑāÕ÷á設Çÿ
ĂÜºā排気İČľŎsğĈh最新設計ä改良型排気İČ

短縮Þ今後ä定検工期ä短縮化Ĉ図ÙÕg図 6 á現地組立
中ä新低圧ŖsĨĈ示Ïg

ľŎsğá更新Í排気損失Ĉ低減ËÑÕg
.

（ 4） ŒļœŜĢ対向ľČŜä採用

ŔľČŜ型}対向ľČŜ型~Ĉ採用Íh蒸気漏Ă損失Ĉ減

グランドヘーブン発電所のリハビリテーション

ęŒŜĲŁsĿŜ発電所åhċŊœĔ合衆国äňĠĕŜ

低圧翼列ä蒸気ĠsŔ部áh蒸気ĠsŔ効果ä高ºĩĿ

湖ä東岸á位置ÍÕhňĠĕŜ州ĠįČēĿęŒŜĲŁs
ĿŜá¸ā市営ä石炭火力発電所Ý¸āgÉä火力発電

図

設備åh1982 年á運転Ĉ開始Í 20 年以上運用ËĂÜºā

9 号タービンの組立断面図と今回の更新範囲

Âh今回äœĸļœįsĠŐŜÝåh蒸気ĨsļŜ本体ä
低圧タービン
高圧タービン
第 1 軸受台

中圧タービン

第 4 軸受台

改造Þ発電機h変圧器ä一部Ĉ取Ā替¾āÉÞáþĀh発

第 3 軸受台

電出力Ĉ 73.2 MW Áÿ 80 MW î出力ċĬŀËÑÕg表 3h

第 2 軸受台

図 7 áęŒŜĲŁsĿŜ発電所向ÇĨsļŜä主à仕様Þ

ĨsļŜ組立断面図Ĉ示Ïg

内部ケーシング 2
低圧外部ケーシング

低圧反動翼

図

リーンラジアル静翼

図

ダブルフィン型ラビリンス

静翼リング

内部ケーシング 1
低圧動翼

低圧ロータ

第 3 軸受台

ガイドコーン

第 4 軸受台

ディフューザ
：更新範囲

図

完全三次元設計反動翼

ケーシング
静翼

蒸気流方向

動翼
ロータ

（ 18 ）
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最近の海外経年火力発電設備における再生技術

現地組立中の新低圧ロータ

図

現地組立中の新高中圧内部ケーシング

特集
1

表

改造前
型

式

出

力

73.2 MW

80 MW
定圧絞り制御方式

101 bar abs

主蒸気温度

538 ℃
25.6 bar abs

力

60.5 MW

64.7 MW

主蒸気圧力

6.2 bar abs

6.14 bar abs

混圧蒸気温度
空

図

第 2 軸受台

111.7 ℃

658 mm

665 mm

タービン組立断面図
外部ケーシング
ロータ

低圧翼

低圧外部ケーシング

主蒸気入口

112.8 ℃

3,600 r/min

クロスオーバー管
再熱蒸気入口

159.4 ℃
1.52 bar abs

高圧真空域0.055 bar abs，低圧真空域0.090 bar abs

最終段翼長

タービン組立断面図

高中圧外部ケーシング

161.7 ℃
1.43 bar abs

回転速度

3,600 r/min

回転速度

出

真

0.085 bar abs

空

式

混圧蒸気圧力
25.0 bar abs

改造後
1ケーシング混圧復水

型

主蒸気温度

538 ℃

再熱蒸気温度
真

改造前

定圧ノズル制御方式

主蒸気圧力

再熱蒸気圧力

デキシーバレー地熱発電所向けタービンの主な仕様

改造後

2ケーシング再熱抽気復水

運転方式

図

表

グランドヘーブン発電所向けタービンの主な仕様

反動翼

低圧
ロータ

第 1 軸受台

後部
軸受台

前部軸受台
第3
軸受台

高中圧内部ケーシング

高中圧ロータ

低圧内部ケーシング

ディフューザ

本ĨsļŜå高圧部Þ中圧部Ĉ一体化ËÑÕ高中圧Ĩs
ļŜÞh低圧ĨsļŜáÜ構成ËĂā 2 ĚsĠŜę構造Ý
¸āg高中圧ĨsļŜäŖsĨh内部ĚsĠŜęh動静翼

（d） 主変圧器ä冷却容量増加

àßĈ最新設計ä部品á更新ÏāÉÞáþĀh発電出力

（e） ĕĹĳÀþé自動電圧調整器ä最適化

ċĬŀÀþé効率向上Ĉ図ÙÕg図 8 á現地組立中ä新高
中圧内部ĚsĠŜęĈ示Ïg改造概要åh次á示ÏÞÀĀ
Ý¸āg
（a） 定圧絞Ā制御方式ä採用áþā絞Ā損失低減

.

デキシーバレー地熱発電所のリハビリテーション

İĖĠsĹŕs地熱発電所åċŊœĔ合衆国ĶĹĩ州
äœķÁÿ約 200 km á位置ÍÜºāg地熱発電所ä蒸気

（b） 完全三次元設計反動翼ä採用áþā効率向上

源åh経年的á蒸気性状}圧力h温度h流量h不純物à

（c） 発電機空気冷却器ä冷却容量増加

ß~Â変化ÏāÉÞÂ経験ËĂÜºāg本地熱ĨsļŜå

（ 19 ）
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現地改造中のタービン

最近の海外経年火力発電設備における再生技術

図

低圧動翼クリスマス翼脚部フェーズドアレー検査

特集
1

ĨsļŜä大型化á伴ºhĨsļŜ低圧動翼å長大化
ä傾向á¸āgÉĂôÝh翼脚部ä健全性Ĉ確認ÏāÕ÷h
ĨsļŜä開放点検時áh低圧動翼翼脚部ä磁粉探傷試験
1988 年á運転Ĉ開始ÍÕÂh長期運転áþĀh蒸気条件

}MTkMagnetic Particle Testing~Ĉ実施ÍÜºāg動翼

Â変化ÍÕÕ÷hĨsļŜ効率ä低下Â認÷ÿĂh発電設

Ĉ取Ā外ÏÉÞàÅ検査Ĉ行¼技術ÞÍÜh最近hľĐs

備ä最適化Â求÷ÿĂÜºÕg

ģĲċŕs超音波探傷試験Ĉ現地áÜ実施ÍÜºāg図

Éäþ¼àh顧客Ĵsģá応¾āÕ÷hĨsļŜäœĸ
ļœįsĠŐŜÞÍÜhĨsļŜä主要部品}ŖsĨh動
静翼h静翼œŜęhİČľŎsğàß~á最新設計Ĉ適用

á低圧動翼ĘœĢŇĢ翼脚部äľĐsģĲċŕs検査状況
Ĉ示Ïg
（ 3） ĨsļŜ余寿命診断ĞsļĢ

ÍhĨsļŜä出力Ĉ 60.5 MW Áÿ 64.7 MW á出力ċĬ

富士電機å 1987 年áĨsļŜ余寿命診断技術Ĉ開発Í

ŀËÑhôÕĨsļŜ効率ø向上ËÑÕg表 4h図 9 áh

Ü以来h約 50 件ä余寿命診断Ĉ実施Íh貴重àİsĨĈ

İĖĠsĹŕs地熱発電所向ÇĨsļŜä主à仕様ÞĨs

蓄積ÍÜºāg各機器ä構造ú特徴á適合ÍÕ検査手法Ĉ

ļŜ組立断面図Ĉ示Ïg
図

á現地改造中äĨsļŜĈ示Ïg改造概要åh次

á示ÏÞÀĀÝ¸āg

最適á組õ合ąÑāÉÞáþĀh信頼性ä高º余寿命評価
Ĉ行ºh機器ä更新ú補修äċĲĹčĢĈ行ÙÜºāg
国内向ÇĨsļŜĈ中心á展開ÍÜÃÕ余寿命診断Ý¸

（a） 完全三次元設計反動翼ä採用áþā効率向上

āÂh最近Ýå海外向Çá納入ÍÕ経年火力発電設備á対

（b） 新世代低圧翼áþā効率向上

ÍÜø余寿命診断ĞsļĢĈ行ÙÜºāg

（c） 改良型排気İČľŎsğáþā効率向上
（d） 自動電圧調整器ä最適化

（ 4） 巡回 QC 診断ĞsļĢ

海外áÀÇā火力発電設備Ýåh予防保全ä考¾方Â一
貫ÍÜÀÿÐh定期的à開放点検整備Â行ąĂàºĚsĢ

富士電機のメンテナンスサービス

Â多ºg長期間ä運転áþĀhıŒĿŔä兆候Â見逃ËĂ
ÕĀh顧客独自Ý判断Í対処ËĂÕĀÏāÉÞÂ少àÅà

（ 1）œsĘĹĢĨs

ºg

復水式ĨsļŜåhĨsļŜ排気圧力Ĉ真空áÍÜºā

Éäþ¼à実態Ĉ受Çh富士電機Ýå 2002 年Áÿ台湾

ÂÉĂÿä真空域á外部Áÿ漏込õ空気Â増加ÏāÞh真

地区Ĉ中心á QC 診断ĞsļĢĈ行ÙÜÃÜÀĀh診断結

空度Â悪化Í性能ä低下áþā燃料費ä増大ú機器ä腐食

果á基ÛºÕ開放点検úŊŜįĳŜĢä提案Ĉ行ºhıŒ

Ĉ引Ã起ÉÏ原因ÞàāgœsĘĹĢĨså真空域Ýä空

ĿŔä未然防止ú設備ä信頼性向上Ĉ図ÙÜºāg

気漏洩}ă¼¾º~Ĉ検知ÏāĞsļĢÝ¸ĀhŁœďŉ
ĕĢĈ用º漏洩箇所Ĉ的確á見ÚÇ出Íh漏洩量Ĉ定量的
á算出ÝÃāg

今後åċġċ地区Ĉ中心á巡回 QC 診断ĞsļĢäđœ
ċĈ拡大ÍhËÿá顧客äĴsģá応¾ā計画Ý¸āg
（ 5） 運転ĞņsıĤŜĨs

従来Áÿ¸āËôÌôà漏洩検知方法Þ比較Íh漏Ă箇

海外納入火力発電設備ä増加á伴ºh富士電機å顧客î

所Àþé漏Ă量ä特定áÀºÜ格段Þ高精度Ý¸āÉÞÂ

ä支援ĞsļĢä一ÚÞÍÜh遠隔監視ĠĢįŉ}RMSk

特徴Ý¸āg国内向Ç設備åø×ăĉäÉÞh最近Ýå海

Remote Monitoring System~Ĉ開発導入Íh発電所Ý採

外á納入ÍÕĨsļŜú他社製ĨsļŜáÚºÜøœsĘ

取ËĂÕİsĨÀþé制御ĠĢįŉä状態Ĉ運転Ğņsı

ĹĢĨsĈ使用Í顧客ä期待á応¾Üºāg

ĤŜĨsáÜ常時œŋsı監視ÍÜºāg運転ĞņsıĤ

（ 2） ľĐsģĲċŕs検査

（ 20 ）

ŜĨsÝåh長期áąÕā運転İsĨä蓄積ÖÇÝàÅh
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最近の海外経年火力発電設備における再生技術

運転ĞņsıĤŜĨsÝåh発電所ä設備情報管理ĠĢ

システム構成

įŉPOP-FITáþĀh設備仕様h設計図面h取扱説

オペレーター用端末
（マルチモニタ）

明書h点検記録h設備履歴àßäİsĨłsĢÂ利用ÝÃ

技術棟クライアント

敏速à対応Ĉ可能áÍÜºāg 図

サーバ
LAN

á遠隔監視ĠĢįŉ

äĠĢįŉ構成Ĉ示Ïg

1

データ・ネットワークセンター
（富士電機東京工場内）
LAN

あとがき
リモートモニタリング
サーバ
富士電機
イントラネット
富士電機メールサーバ

発電所

Internet
e-mail

富士電機Â最近海外áÜ実施ÍÕ経年火力発電設備áÀ
ÇāœĸļœįsĠŐŜä事例ÀþéŊŜįĳŜĢĞsļ
ĢáÚºÜhÓä事例Ĉ紹介ÍÕg
今後ø増加Ïā海外経年火力設備á対ÍhÀ客様äĴs
ģá合ÙÕĦœŎsĠŐŜÞÍÜh最適àœĸļœįs

リモート
モニタリングシステム

ĠŐŜŀŒŜÞŊŜįĳŜĢĞsļĢĈ提供ÍÜºÅ所存
Ý¸āg

日常ä運転操作支援Áÿ異常診断œņsįČŜęh性能評
価h予防j予知保全ä提案àßäĞsļĢĈ行ÙÜºāg
運転İsĨä相対j傾向監視判定áþĀh発電設備ä異
常ä予知ÂÝÃāþ¼áÍh顧客îä予兆通報j必要à対
策指導áþĀ事故ä未然防止á役立ÜÜºāgôÕh万一
事故Â発生ÍÕ場合ÝøhÉĂÿä運転İsĨÁÿ原因
ä究明ú復旧á対ÏāĞņsıÂ迅速á行ąĂh顧客満足

特集

運転サポートセンター
データ
（富士電機川崎工場内） センター

参考文献
（ 1） 吉江耕也ñÁi富士電機ä標準中容量蒸気ĨsļŜFET

Ġœsģ
i富士時報ivol.78, no.2, 2005, p.121-125.
（ 2） 酒 井 吉 弘 ñ Ái 地 熱 Ĩ s ļ Ŝ ä 最 新 技 術i 富 士 時 報i

vol.78, no.2, 2005, p.140-145.
（ 3） 酒井吉弘ñÁi富士jĠsŊŜĢä大容量高温j高圧蒸気

ĨsļŜi富士時報ivol.73, no.12, 2000, p.644-649.

}CS~á大ÃÅ貢献ÍÜºāg
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「リークバスター」による運転支援技術
特集
坂梨

秀憲}ËÁàÍeèÝäĀ~

明翫

市郎}õý¼Âĉeº×ă¼~

まえがき

漏れ空気の抽出

復水器å蒸気ĨsļŜÁÿä排気蒸気Ĉh海水àßä冷

真空状態á¸ā復水器áåhĞčĘŔ内ä非凝縮ĕĢä

却水áþÙÜ凝縮Íh器内Ĉ真空áÏā機器Ý¸āg図 1

ñÁh機器ú配管äąÐÁà隙間Áÿ空気Â漏Ă込ĉÝÅ

á復水器ä外観Ĉ示Ïg復水器áåhĞčĘŔ内ä非凝縮

āg復水器冷却細管ä熱貫流率å空気漏込õ量ä影響Ĉ大

ĕĢäñÁh機器ú配管äąÐÁà隙間}ÏÃô~Áÿ空

ÃÅ受ÇāÉÞÁÿh復水器Ĉ有効á働ÁÑāÕ÷áåh

気Â漏Ă込ĉÝÅāg復水器ä性能å漏Ă空気量ä影響Ĉ

ÉĂÿäĕĢÀþé空気Ĉ連続的á排出ÍàÇĂæàÿà

大ÃÅ受ÇāÖÇÝàÅh多量à漏Ă空気å低圧ĨsļŜ

ºg

ŖsĨä腐食Ĉ誘引Ïāg

米国ä熱交換器機関}HEI~ä基準áþĂæh復水器á

実機áÀÇā漏Ă空気部位ä特定ú漏Ă空気量ä計測åh
困難à場合Â多ºg従来åhÉäþ¼à検査技術å検査会

流入ÍÜÅā非凝縮ĕĢ量å復水器}ĨsļŜ排気量~ä
大ÃËá比例ÏāÞÍÜºāg

社ä範疇}åĉ×û¼~Ý¸ÙÕÂh機器構造ú系統構成

復水器内á流入Ïā空気úÓä他非凝縮性気体濃度Â高

Ĉ熟知ÍÜºā富士電機äþ¼àŀŒŜıŊsĔsäñ¼

ÅàāÞh真空度Â悪ÅàĀ熱交換性能Â低下ÏāgÓä

Âh効率的á試験Â行¾āgôÕh漏Ă箇所ä補修ø適切

結果ĨsļŜ効率Â悪Åàāg

á対策可能Ý¸āgÓÉÝ検知ĕĢáŁœďŉĈ用ºÜ空

経済性ä面Áÿh真空低下áþā燃料費増加ä試算Ĉ

気漏Ă部位Ĉ検出Ïā技術œsĘĹĢĨsä研究開発

実施ÍÕg 図 2 áh復水器真空度Þ熱消費率ä関係Ĉ示

á取Ā組õh商品化ÍÕg国内外ä発電設備áÀºÜ実用

Ïg600 MW ĘŒĢä石炭Ĉ使用ÍÕŀŒŜıĈ例áÞā

á供ÍÜÀĀh所期ä目標Ĉ上回ā成果Ĉ上ÈÜºāg

Þh熱消費率Â 1 % 悪化}真空悪化Â約 11 mmHg~Ïā

本稿ÝåhÓä概要Ĉ紹介Ïāg
図
図

復水器真空度と熱消費率の影響

復水器の外観図の例
5

4

熱消費率補正係数（%）

1

100% 負荷

3

2

1

0

−1

−2
750

740

730

720

710

700

復水器真空度（mmHg）

坂梨
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市郎

火力発電設備ä機械分野ú地熱関

火力発電設備ä機械分野ú水質調

連技術分野äđŜġĴċœŜę業

整関連技術分野äđŜġĴċœŜ

務á従事g現在h富士電機ĠĢį

ę業務á従事g現在h富士電機Ġ

ŉģ株式会社発電ŀŒŜı事業本

Ģįŉģ株式会社発電ŀŒŜı事

部火力統括部国内ŀŒŜıĞsļ

業本部火力統括部ĹčĳœsŀŖ

Ģ部課長補佐g

ġĐĘıĥĶŒŔŇĶsġŌsg

690

680

富士時報

6OL .O 

「リークバスター」による運転支援技術

ôÑÜh部位ú漏洩}ă¼¾º~量Ĉ検出Ïā方法Ý

料代åh1 円/1,000 kcalh稼動率 95 %hĻsıŕsıåh

¸āgąÂ国ÝåhľŖŜĕĢÂ代表的àøäÝ¸āg

1,900 kcal/kwh Þ仮定ÍÕ~
g

一方h検知ĕĢáŁœďŉĈ用ºāÉÞáþĀhľŖ

一方h技術的à問題点ÞÍÜåh多量ä空気漏Ăå O2

ŜĕĢá比ïÜ 100 倍Áÿ 1,000 倍á感度Ĉ上ÈÿĂ

ú CO2 Ĉ伴¼äÝh次ä弊害ĈøÕÿÏg

āg

（a） 低圧ĨsļŜŖsĨä焼æ÷İČĢĘä応力腐食割

1

表１á各検出方法ä精度ä比較Ĉ示Ïg

ĂĈ誘引Ïā大Ãà可能性Â¸āg
（b） 給水ä溶存 O2 ú CO2 濃度Â増加ÏāäÝh系統構

ヘリウムガス検出試験

成機器ä鉄分溶出Ĉ促進Ïāg
（c） 蒸気úŅčŒ給水å酸導電率Ĉ純度ä指標ÞÍÜº

.

āÂhCO2 å酸導電率ä計測値Ĉ押Í上Èāg
（d） 蒸気性状áø大ÃÅ影響Ïāg

フロンガス検出方法の課題

ľŖŜĕĢĈ使用ÍÕ検出方法áÀºÜåh次ä課題Â
¸ÙÕg

米国ä運転実績áþāÞh応力腐食割ĂÂ生ÎÕŀŒ

（a） ľŖŜå環境安全ä規制対象物Ý¸āg

Ŝıä多Ååh空気漏Ă量Â 20 kg/h Ĉ超¾ÜÀĀh一方

（b） ľŖŜå空気þĀ重Åh検出感度Â十分Ýåàº

Ý漏Ă量Â 20 kg/h 以下äŀŒŜıÝå問題Â発生ÍÜº

äÝhąÐÁà隙間Áÿ漏Ă込ö空気Ĉ発見ÝÃà

（ 2）

àºÞ¸āgÍÕÂÙÜh空気漏Ă量å許容値内á抑¾ā

ºg600 MW ä汽力発電設備Ĉ例áÏāÞh対象機

必要Â¸āgôÕh実機áÀºÜåh定期的à空気漏Ă量

器j弁àßå数千点以上á及éh真空域Þàā容積å

ä計測ÞœsĘ量ä確認試験ä実施Â必要Ý¸āgËÿáh

2,200 m3 áøàāg

Ĳčĭ VGB 基準áåh許容ËĂā空気漏Ă量åh図 3 á

（c） ľŖŜåh漏Ăä有無äõĈ判断ÏāÕ÷hœsĘ

示Ï値以下á制限ÏāÞ¸āg

箇所ÊÞä漏Ă空気量ä測定ÂÝÃàºg
（ 1）

.

復水器空気漏れの検出方法

ヘリウムガスの検出方法の特長

ŁœďŉĕĢåh化学的á不活性Ýh通常ä状態Ýå他
代表的à方法å以下äÞÀĀÝ¸āg

ä元素ú化合物Þ結合ÏāÉÞåàºg燃焼ú爆発ä危険

（a） 水漲Ā}õÐåĀ~試験k従来用ºÿĂÜºā耐圧

試験方法Ý¸āg

性åàÅh毒性øàºgŁœďŉĕĢå空気ä 0.14 倍Þ
軽Åh拡散性Â高ºÉÞÁÿ空気漏Ăä検出á適ÍÜºāg

（b） 石Çĉ泡試験k石Çĉä泡ĈœsĘ検出á用ºā試

験Ý¸āg

検出ĕĢáŁœďŉĈ使¼ÉÞáþĀh次ä利点Â生ôĂ
Õg

（c） ľČŔŉ試験kľČŔŉĈœsĘ検出á用ºā試験

（a） 真空部位ä空気漏Ă位置ä特定Â高º精度Ý検知Ý

Ý¸āg

Ãāg

（d） 検知ĕĢ試験k空気漏Ă箇所á検知ĕĢĈ吸º込

（b） 漏込õ空気量ä概算量Â計測ÝÃāg
（c） 配管j機器å保温ÍÕôô測定ÝÃāg
（d） 機器Â運転中Ýø計測ÝÃāg

図

空気漏れ量設計基準（VGB による）

（e） 実績áþĀ 5 日間以内Ý試験ÝÃāg

10

（g） ŁœďŉĕĢ試験åh空気抽出器Â真空ņŜŀäõ

漏れ空気量（g/s）

（ f ） ŁœďŉĕĢå無毒àĕĢ特性Ý¸āg

àÿÐ蒸気đġĐĘĨÝøh適用可能Ý¸āg

6
5
4

図 4 áĠĢįŉ構成h図 5 á装置ä外観Ĉ示Ïg

3
2

図
1
1

10
102
タービン排気流量（kg/s）

システム構成

103
水分除去
装置
タービン
P

表

各検出方法の精度

空気
抽出
装置

サンプル
ガス
漏洩
空気量
分析装置

復水器

mbar･L/min

水漲り試験を
1とした感度

40

1

フレオンガス試験

8×10−4

5×104

ヘリウムガス試験

8×10−6〜8×10−7

5×106〜5×107

試験方法
水漲り試験

特集

Þh年間約 1 億円程度ä燃料費Â増加ÏāÉÞáàā}燃

P

P
ヘリウム
ガス

（ 23 ）
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装置の概観

「リークバスター」による運転支援技術

図

特集

ヘリウムの漏れ率（mbar･L/s）

ヘリウム応答試験から作成した特性曲線

1

5×10−6
4×10−6
3×10−6
2×10−6
1×10−6
0

0

100

200

300

400

500

600

ヘリウム漏れ量（L/h）

図

図

ノズルによるヘリウム噴霧

実施工程例

1 日目 2 日目 3 日目 4 日目 5 日目
計測準備
注入試験
噴霧試験
報

図

告

注入試験用座

線Áÿä漏洩úèé割Ăàßø検知ÝÃāg従来ä検知ĕ
ĢĈ用ºÕ方法Ýåh保温材ä取外Íáh多額à費用Ĉ必
要ÞÍÜºÕgôÕh発電所ä運転時áÀºÜøįĢı可
能Ý¸āg漏洩検知á要Ïā期間åhÉĂôÝä実績Áÿ
5 日間以内Ý可能Ý¸āg実施工程例Ĉ図 6 á示Ïg
.

ヘリウムガス検出方法の精度

Łœďŉ漏洩検出器å非常á高感度Ý¸āg定量分析計
Þ真空äņŜŀÁÿ構成ËĂÜÀĀh入口圧力Â 2 mbar
ôÝ作動Ïāg定量分析計ä検出感度åh10−8 mbarjL
/min Áÿ 10−11 mbarjL/min Ý¸āg検知精度Ĉ別à表
現áÏāÞh漏洩率 10−8 mbarjL/min Þåh10 L ä密閉
容器ä圧力Â 30 年以上Ĉ経Ü 1 mbar ä低下á相当Ïāg
.

試験の要領

試験åh試験実施ŀŒŜıäŁœďŉ反応感度Ĉ計測Ï
āÕ÷áh真空領域ä任意ä点Áÿ図 7 ä注入試験用器具
Ĉ使用ÍÜ強制的áŁœďŉĈ一定量注入ÏāgÉä試験
.

ヘリウムガスの特性

空気漏洩ä疑ºä¸ā部位ä外側áŁœďŉĕĢĈ吹Ã

áþÙÜ得ÿĂÕh図 8 á示Ï特性曲線á基ÛºÜ概略ä
漏込õ空気量Ĉ算出Ïāg

付ÇāÞhŁœďŉÂ漏洩部á流入ÍŁœďŉ分圧ä上昇
Â発生Ïāg分析計ÝŁœďŉ分圧Ĉ測定Íh漏込õ量Â
計測ÝÃāgôÕh保温Ĉ取Ā外ËàÅÜøh配管ä溶接

（ 24 ）

.

漏洩箇所特定試験

Łœďŉå空気þĀ非常á軽ºÕ÷h試験å上部}Ĩs
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「リークバスター」による運転支援技術

ļŜľŖċ~Áÿh中二階h一階h地下ä順番Ý検査Ĉ

中国ä省đĶŔėsú環境改善äÕ÷h既設石炭火力発電
所ä効率性向上Þ環境改善á向ÇÕh設備診断ú改修ä助

用Íh噴射ķģŔĈ約 10 m äńsĢá接続ÍÜ検査Ĉ行

言支援Ĉ行¼øäÝ¸āg

¼g高Ë 3 m 程度ôÝàÿh足場Ĉ作ÿÐ延長ÍÕ噴霧

2008 年 1 月 á 約 140 kg/h ä 空 気 漏 込 õ 量 Â ¸ Ù Õ 中

ķģŔáþĀ検査Â行¾h足場施工ä範囲Ĉ大幅á減少Ï

国j安陽発電所 9 号ĨsļŜ設備}出力 300 MW~áÀº

āÉÞÂÝÃāg図 9 åhŁœďŉĈ噴霧ÍÜºā実施例

ÜhœsĘĹĢĨsĈ行ºh約 124 kg/h ä空気漏込õ箇

Ý¸āg漏洩部位äĞčģĈ特定Ïā手段ÞÍÜh漏洩検

所Ĉ発見ÝÃÕg

知ËĂÕ部位áŁœďŉĈ噴霧Íh質量分析計á個別ä応
答値Ĉ記録Ïāg試験中ä質量分析計ä測定値Þ較正値Ĉ

検知精度の改善

比較Íh漏洩量ÞÍÜºāg
.

検知精度改善の必要性

火力発電áÀÇāĕĢ抽出装置åh大別ÏāÞ事業用Ý

実績と補修後の結果（実施例）

å真空ņŜŀÂ多Å採用ËĂāäá対Íh容量ä小Ëà自
.

実施例

家発ŀŒŜıÝåhđġĐĘĨÂ採用ËĂÜºāg

某 1,000 MW 石炭焚}Ö~Ã火力発電所Ýåh真空ņŜ

Łœďŉå水á溶Ç込öÕ÷h真空ņŜŀä出口Ýø検

ŀ出口Ýä空気量Â 55 kg/h Þ大ÃÅh試運転時ä空気量

知濃度Â下ÂāÂh検知濃度á支障ĈÃÕÏÉÞåàºg

10 kg/h Ĉ大幅á越¾ÜºÕg真空ņŜŀ 1 台Ýä運転Ý

一方hđġĐĘĨ方式äŀŒŜıÝåh高温ä駆動蒸気

ä限界Ĉ超¾Õ空気量äÕ÷hŁœďŉĕĢĈ使用ÍÕ検

ä影響áþĀ検知濃度Â低º値Ĉ示ÍÕgŁœďŉ反応値

出試験ä依頼Â¸ÙÕg調査ÍÕ結果h30 v 40 kg/h 程

Â真空ņŜŀä 1/30 程度Ý¸Āh真空ņŜŀá比ï感度

度äœsĘ箇所Ĉ特定ÏāÉÞÂÝÃÕg 図

áh特定

Â悪ÁÙÕg

ÍÕ部位ä位置Ĉ示Ïg
.

特定した漏れ個所の確認と補修

図

復水器内部リーク箇所

空気漏Ă検査後á定期点検Ĉ実施ÍÜ開放点検ÍÕÞÉ
ăh想定ÍÕÞÀĀđŖsġŐŜáþā穴Â発見ËĂÕg
図

á復水器内部œsĘ箇所Ĉ示Ïg定検中áÓä部分

ä補修Â行ąĂh起動時á空気量ä計測Ĉ行ÙÕ結果h
15 kg/h á低減ÍÜºāÉÞÂ確認ËĂÕg
.

リーク箇所

海外での実施例

財団法人石炭đĶŔėsĤŜĨs}JCAL~ä依頼áþ
Āh中国既設石炭火力発電所äœķłsĠŐŜ促進事業
}効率性向上Àþé環境改善~á参画ÍÕgÉä事業åh

図

空気漏れ反応部

軸受

グランド

図

発信機側

系統図

従来の検出方法

ド
レ
ン
油
L
P
1
前
リーク箇所

L
P
1
後

L
P
2
前

ヘリウム
検知装置へ
特設
計器

WWO 座（25 A）

復水器

クーラ

B1 フロア

改善検出方法

大
気

大
気

真空
ポンプ
ヘリウム
検知装置へ
真空
ポンプ

ドレンセパレータ

ドレン
セパレータ

特設
計器

クーラ 仮設真空ポンプ

（ 25 ）

特集

行ÙÜºÅg持運éÂ便利à 10 L äŁœďŉŅŜłĈ使

1
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「リークバスター」による運転支援技術

検出感度の比較（検出部：真空ポンプ出口と入り口）

特集

ヘリウムの漏れ率（mbar･L/s）

.

1

4.5×10−6
4.0×10−6
3.5×10−6
3.0×10−6
2.5×10−6
2.0×10−6
1.5×10−6
1.0×10−6
0.5×10−6

検証試験結果

改善検出方法}入口部~Âh従来ä検出方法Þ比ï約 5
倍ä感度Â得ÿĂÕg 図
検出部：真空ポンプ入口部
検出部：真空ポンプ出口
2.35 mbar･L/s

åh従来ä検出方法Þ改善検

出方法ÞĈ比較ÍÕøäÝ¸āgđġĐĘĨ出口Þä比較
á換算ÏĂæ 150 倍程度ä改善ÞàĀhđġĐĘĨäŀŒ

2.35 mbar･L/s

ŜıÝø精度þÅ計測Â可能Ý¸āg
0

100

200

300

400

500

ヘリウム注入量（L/h）

あとがき
火力発電所向Çá商品化ÍÕœsĘĹĢĨsåh
2004 年 4 月þĀ実用化ÍÜÀĀh復水器空気漏Ă検出á

.

改善案の検証

通常äĞŜŀœŜę箇所åh抽出装置出口側ÞÍÜºÕ
Âh駆動蒸気ä熱ä影響Ĉ受Çàº入口部ÁÿäĞŜŀœ

多Åä成果Ĉ上ÈÜºāg
Éä検出技術ä応用áå多Åä用途Â考¾ÿĂhÉä市
場Ĵsģá応¾ÜºÅ所存Ý¸āg

Ŝę試験Ĉ実施ÍÕg
ĕĢ抽出装置ä入口部Ý¸Ăæh真空ņŜŀÝøđġĐ

参考文献

ĘĨÝøñò同様àÕ÷h試験å真空ņŜŀäŀŒŜıá

（ 1） 火力原子力発電会報ivol.58, no.609, 2007. p.2-8.

Ü実施ÍÕg

（ 2） Dr. W. Morell et al. Praxis der Kraftwerk-Chemie. Vulkan

図

á系統図Ĉ示Ïg

（ 26 ）

-Verlag.

Essen. p.599.
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最新の水車技術と適用事例
特集

早馬

弘}åúôeèăö~

藤井

恒彰}ëÎºeÚã¸Ã~

1

分布ú局所ä速度分布Ĉh定量的ÁÚ視覚的áÞÿ¾ÿĂ

まえがき

āÖÇÝàÅh設計形状á対Ïā性能特性ä評価Ĉ短時間
水力発電åôÏôÏ増大ÏāđĶŔės需要Ĉ賄¼重要
à発電形態Ý¸Āh世界的á見Üø新規開発Â続ºÜºāg

Ý行¾āäÝh設計者Â持ÚċčİČċĈ的確á設計îÞ
反映ÝÃāþ¼áàÙÕg

特áĿŒġŔjčŜĲj中国àßä BRICs 諸国Ýåh大

図 1 áhĹŔĿ水車性能最適化äŀŖĤĢáÀºÜ行ą

規模à開発Â数多Å進÷ÿĂÜÀĀhËôÌôà記録Ĉ塗

ĂÕĕčĲłsŜjŒŜĳä一体解析Ĉ示Ïg解析結果Á

Ā替¾ā案件Â目白押ÍÝ¸āgÍÕÂÙÜhÉĂÿä案

ÿhĕčĲłsŜÀþéŒŜĳłsŜä羽根面上ä圧力分

件áÀºÜh性能j構造j制御àßä幅広º分野Ýh新Õ

布h流線áþā流Ă方向ú局所ä流速àßh従来ä模型試

à技術開発Â進÷ÿĂÜºāg

験Ýå測定ä難ÍÁÙÕ流動状態Ĉh簡単ÁÚ正確á確認

一方h国内ä水力発電åÏÝá大規模à開発åàÅàÙ

ÝÃāg水車ä損失Ĉ定量的á評価ÏāÕ÷h解析áå

ÜºāÂh既設発電所ä性能j出力向上Ĉ図āœĺŘœŜ

三次元粘性定常解析Ý¸ā RANS}Reynolds Averaged

ę技術úh発電機器ä保守性Ĉ改善ÍÕĀ長寿命化Ĉ図Ā

Navier Stokes~解析Ĉ用ºāg従来h水車各部ä CFD å

ŒčľĞčĘŔĜĢıĈ低減ÏāËôÌôà技術Â開発

各ĺsĭ別á行ąĂÜÃÕÂh 図 1 á示Ïþ¼á複数ä

ËĂÜºāgôÕh日本ä水力発電技術å世界的á見Üø

ĺsĭĈ一括ÍÜ解析ÏāÉÞÝh境界部分áÀÇā数値

非常á信頼性Â高Åh海外ŏsğsä評価åÃą÷Ü高ºg

誤差Ĉ抑¾āÉÞÂÝÃāÕ÷h高º解析精度Â得ÿĂāg

（ 2）

ÓäÕ÷最近ÝåhċġċĈ中心ÞÍÕ発展途上国ä水力

解析á使用ÏāĦŔĹå市販ĦľıÝ¸āÂh格子形成

開発Ĉh経済支援ÏāÖÇÝàÅ積極的á技術支援ÍÜº

ú境界条件ä設定hġŐĿä投入Àþé解析結果ä評価á
åh水車設計ä現場á合ąÑÕ自社製äĦľıĈ開発h使

āg
Éäþ¼à水力発電技術ä動向Ĉ踏ô¾h本稿Ýå CFD

用ÏāÉÞÝh設計者Â CFD Ĉ有効á活用ÝÃā環境Ĉ

}計算流体力学~技術h保守性向上技術h長寿命化技術á

整¾Üºāg落差h流量hĕčĲłsŜúŒŜĳ開度Þ
ºÙÕ運転条件Þ形状İsĨĈ用意ÏāÖÇÝh複数ä運

ÚºÜ述ïāg

CFD 技術

図

バルブ水車ガイドベーン・ランナの一体流れ解析

水車å 100 年以上ä歴史Ĉ持×hôËá成熟機種ä代表
Þ言¾āÂh最新ä CFD 技術Ĉ活用ÍÕ水車ä性能向上
å目覚ÍºøäÂ¸āg加¾Üh性能向上ÖÇÝåàÅh
種々ä流体問題ä解決áø CFD å活用ËĂÜºāg以下
áh水車設計ä現場á適用ËĂÜºā CFD 技術Ĉ紹介Ï
āg
.

水車性能設計への適用

従来ä水車性能開発åh模型試験Ĉ主ÞÍÜ行ąĂÜº
ÕÂh近年ä水車性能開発ÝåhCFD áþā最適化äŀ
（ 1）

ŖĤĢÂ主ÞàÙÜºāgCFD Ĉ水車設計á適用ÏāÉ
ÞÝh模型試験Ýå測定ÏāÉÞÂ難Íº羽根面上ä圧力

早馬

弘

藤井

恒彰

水車ä見積設計Þ構造設計hĸč

水車Àþé発電機ä開発j設計á

ĿœĬĲĞsŅàßä水車機器開

従事g現在h富士jľĒčıĸč

発á従事g現在h富士jľĒčı

ĲŖ株式会社設計部œsĩsg工

ĸčĲŖ株式会社取締役設計部長g

学博士g日本機械学会会員gĨs

ĨsŅ機械協会会員g

Ņ機械協会会員g

（ 27 ）
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最新の水車技術と適用事例

転条件下ä解析Ĉ自動的á CFD ĘŒĢĨî展開ÏāÕ÷h

富 士 電 機Ý åhMPS}Moving-Particle Semi-implicit~
（ 4）

特集
1

設計者å広範囲ä運転条件á対Ïā性能評価ĈhCFD Ĉ

法ĈŃŔıŜ水車ĹĚĬıä CFD á適用ÍÜºāgMPS

使ÙÜ短時間á行¾āg

法åh流体ä運動Ĉ有限数ä粒子ä運動ÞÍÜ離散化Ïā

水車設計ÝåhĖŌļįsĠŐŜá対Ïā性能検討ø重

完全ŒęŒŜġŎ法Ý¸ā粒子法áh非圧縮性流Ăä計算

要Ý¸āgŒŜĳ内ä流速Â速ÅàĀ局所的á飽和水蒸気

ċŔĝœģŉĈ導入ÍÕ解法Ý¸āg解析領域á格子Ĉ作

圧á近ÛÅÞh気化áþĀ多数ä蒸気泡Â発生ÏāgÉ

成Ïā必要ÂàÅh流体界面ú飛散水Ĉ扱¼ÉÞÂ容易Ý

ä現象ĈĖŌļįsĠŐŜÞ言ºhľŖsĺĨsŜä変

¸āÕ÷hŃŔıŜ水車ä解析á適ÍÜºāg

化h騒音hŒŜĳä壊食àßä原因Þàāg従来hĖŌ

図 3 áh高比速度 6 射ŃŔıŜ水車Ý問題ÞàāġĐĬ

ļįsĠŐŜä発生位置ú水車性能îä影響å模型試験á

ı干渉発生時áÀÇāĹĚĬı内部ä流動状態Ĉ解明Ïā

Ü確認ÍÜºÕÂhVOF}Volume Of Fluid~法Ĉ使用Í

Õ÷h三次元 MPS 法Ĉ使ºh一ÚäĹĚĬıá流入Ïā

Õ気液二相流解析Ĉ行¼ÉÞÝhCFD áþĀĖŌļįs

二ÚäġĐĬıĈ考慮ÍhġĐĬı干渉初生時áÀÇā

ĠŐŜä発生Þ水車性能á与¾ā影響Â予測ÝÃāg気液

ĹĚĬı内部ä流動状態Þ出力特性áÚºÜ詳細á検討Ĉ

二相流解析ÝåhĖŌļįsĠŐŜä排除効果Â流Ă場á

行ÙÕ解析例Ĉ示ÏgCFD ä結果Áÿh従来不明確Ý¸Ù

与¾ā影響Ĉ解析ÏāÕ÷h従来ä解析Ýå得ÿĂàÁÙ

ÕġĐĬı干渉初生äŊĔĴģŉú軸出力ä変動áÚºÜ

ÕĖŌļįsĠŐŜä発達á伴¼水車性能ä低下現象àß

新Õà知見Ĉ得āÉÞÂÝÃÕg

（ 5）

Â評価ÝÃāgĹŔĿ水車ŒŜĳáÀÇāĖŌļįsĠŐ
Ŝä発達ĈhVOF 法áÜ解析ÍÕ例Ĉ 図 2 á示Ïg 図 2

.

水車吸込み渦への適用

低落差地点á設置ËĂā水力発電所Ýåh取水口付近ä

å解析結果Ý¸Āh図 2（b）
å解析Þ同Î運転条件áÀÇ
（a）
ā模型試験áÜ観察ËĂÕĖŌļįsĠŐŜä写真Ý¸āg

流路形状áþÙÜå取水口水面Áÿ吸込õ渦Â生ÎāÉÞ

VOF 法áþĀ予測ËĂÕĖŌļįsĠŐŜä発生位置Þ

Â¸āg吸込õ渦åh水車振動úĺŘsĢčŜęàßä原

大ÃË}図中ä黒º部分~åh模型試験結果áþĀ観測Ë

因áàāÉÞÂ懸念ËĂāg富士電機ä独自機種Ý¸ā立

ĂÕĖŌļįsĠŐŜ}写真中ä白º部分~Þñò一致Í

軸ĹŔĿ水車åh立坑構造Ý¸āÕ÷平面ĢŃsĢĈ縮小

ÜÀĀhĖŌļįsĠŐŜä発生Ĉ精度þÅ予測ÍÜºāg

ÝÃā一方Ýh上水面近ÅÁÿ取水ÏāÕ÷吸込õ渦Â発

（ 6）

生ÍúÏÅhÓä対策Â水車設計上重要Ý¸āg
.

ペルトン水車への適用

吸込õ渦ä対策áåh整流傾斜板àßä渦防止対策Ĉ含

ŃŔıŜ水車åh回転ÏāĹĚĬıáġĐĬıÂ流入Ï

÷Õ取水口形状ä最適化Â必要Ý¸āg従来h模型水理試

āÕ÷hĹĚĬı内ä流Ăå自由表面Ĉ持Ú気液二相流Þ

験áþā最適化Ĉ行ÙÜÃÕgCFD áþā水車取水口形

ÍÜ扱¼必要Â¸āgôÕh流入ġĐĬıÞĹĚĬıä相

状ä検討Ĉh模型水理実験Þ平行ÍÜ行¼ÉÞÝh大幅à

対関係åhĹĚĬıä回転á伴ÙÜ非定常的á変化Ïāg

経費ä削減Þ検討期間ä短縮Ĉ図āÉÞÂÝÃāg

ÉäÕ÷hŃŔıŜ水車áÀºÜ CFD Ĉ利用ÍÕ性能予

吸込õ渦åh渦ä発生位置Â不特定àäÝh時間経過á

測ú開発åh他ä形式ä水車á比ïÜ遅ĂÜÀĀh流動状

伴ÙÜh発生j発達j消失Ĉ非定常的á繰Ā返Ï現象Ý¸

態áå不明à点Â多ºg従来ÁÿhVOF 法áþāŃŔı

āgRANS äþ¼à解析格子Ĉ必要ÞÏā定常解析þĀøh

（ 3）

ŜĹĚĬı内部ä解析Â試õÿĂÜÃÕg複雑à三次元平

解析格子Ĉ必要ÞÍàº非定常解析手法Ý¸ā渦法Â現象

面Ý¸āĹĚĬı部分ÖÇÝàÅhĹĚĬıÁÿ流出Ïā

ä解明á適ÍÜºāg渦法åh流Ă場ä連続的à分布Ĉ多

飛散水Â拡散Ïā領域全体á格子形成Ĉ行¼必要Â¸āÉ
Þá加¾h静止部Þ回転部間ä境界条件ä取扱ºÂ難Íº
àßä問題Â¸ÙÕg

図

バルブ水車ランナキャビテーション解析

（a）解析結果

（ 28 ）

（b）模型試験

図

ペルトン水車バケット流れ解析
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立軸バルブ水車吸込み渦解析

図

機器構成

遅

DCサーボ
モータ

1

速

（a）流線分布
0

圧力係数 Cp

可逆
ポンプ

特集

油圧
シリンダ

シャトル
バルブ

油圧
シリンダ

シャトル
バルブ

−5

可逆
ポンプ
DCサーボ
モータ

−10

−15

−20

0

5

10

15
20
時間（s）
（b）水車入口圧力の変化

25

30

35

数多Åä納入実績Ĉ持ÙÜºāg
.

数ä微小渦要素áþÙÜ離散的á表Íh渦度輸送方程式Ĉ

機器構成と特徴

（ 1） 機器構成

数値的á解ºÜ各渦要素ä渦度変化Ĉ時々刻々Þÿ¾àÂ

ĸčĿœĬĲĞsŅĠĢįŉå可変速電動機Ý可逆ĽĢ

ÿ流Ăá乗ÙÕ渦要素ä移動Ĉ追従Ïā解析手法Ý¸āg

ıŜņŜŀĈ直接制御ÍhĕčĲłsŜàßä油圧ĠœŜ

図 4 á三次元渦法áþā立軸ĹŔĿ水車取水口部ä

ĩĈ動作ËÑāĠĢįŉÝ¸āgĸčĿœĬĲĞsŅä動

ä流線分布Áÿh流Ăä方向ú
CFD 結果Ĉ示Ïg 図 4（a）

作原理Ĉh図 5 äĠĢįŉ構成図á示Ïg

強ËĈ視覚的áÞÿ¾āÉÞÂÝÃh吸込õ渦ä発達状態

ĸčĿœĬĲĞsŅä心臓部Ý¸ā可逆ĽĢıŜņŜŀ

áhCFD Áÿ得
Ĉ詳細á検証ÏāÉÞÂÝÃāg 図 4（b）

åh定格油圧 10 MPa Þ高圧Ý¸ĀhÁÚ漏油Â少àº容

ÿĂÕ時間経過á伴¼水車入口圧力ä変化Ĉ示Ïg非定常

積型ņŜŀÝ¸āĽĢıŜņŜŀĈ採用ÍÜºāg

解析Ýåh渦ä発生h発達h消失ÞºÙÕ流動状況ä変化

（ 2） ĹĬĘċĬŀ装置

ĈĠňŎŕsĠŐŜÝÃāÕ÷h定常解析Ýå得ÿĂàº

従来ä電動ĞsŅÝåhŅsŔãÎ損傷àßä機械的故

諸変数ä周波数特性úĽsĘ値Â検討ÝÃāg流体á起因

障時áå閉動作ÂÝÃàºÕ÷hĕčĲłsŜĈ閉ÎāÉ

Ïā問題åh強º非定常性Ĉ伴¼場合Â多Åh流動状態ä

ÞÂÝÃÐh主機Â停止ÝÃàÁÙÕgĸčĿœĬĲĞs

解明ú問題ä解決äÕ÷h非定常解析ä適用ËĂā範囲åh

ŅÝåh電動ĞsŅŋsĨjċŜŀ故障úĕĹĳ異常àß

今後Ëÿá拡大Ïāg

ä電気的故障ú電源喪失á加¾hÕÞ¾ņŜŀĤĬıàß
ä機械的故障Â発生ÍÜøh油圧回路á設ÇÕĹčĺĢ閉

新世代ガバナシステム（ハイブリッドサーボ）

鎖回路áþĀhĕčĲłsŜ自己閉鎖力ÝĕčĲłsŜĈ
閉動作ËÑh主機Ĉ安全確実á停止ÝÃāg

近年h国内ä主à中小水力発電所äĕĹĳáÀºÜh油

ôÕhĕčĲłsŜ自己閉鎖力Â不足Ïā場合áåh従

圧操作式ĞsŅŋsĨá代ąĀh電動操作式ĞsŅŋsĨ

来å重錘úđċĞsŅĈ付加ÍÜ自己閉鎖力Ĉ補ÙÜºÕg

Â採用ËĂÜºāgÉĂå電動操作式ĞsŅŋsĨä利点

ÍÁÍàÂÿÉĂÿäĹĬĘċĬŀ装置Ĉ付加ÏāÞhÓ

Â広Å認知ËĂÜÃÕÁÿáñÁàÿàºgËÿá必要à

ä付加重量ú摩擦力áþĀ電動ĞsŅŋsĨä容量Â必要

操作力Ĉ確保ÏāÕ÷h今ôÝ油圧方式Ý検討ËĂÜºÕ

以上á増加ÍÜºÕgĸčĿœĬĲĞsŅÝåhĹĬĘ

発電所áÀºÜø電動化ä要求Â高ôÙÜÃÜºāgôÕh

ċĬŀ装置ÞÍÜ非常閉鎖用ċĖŎŉŕsĨĈ付加ÏāÉ

電動ĞsŅ機械操作部ä損傷àßä弱点Ĉ補¼新ÍºĨč

ÞáþĀh電動ĞsŅŋsĨä容量Ĉ必要以上á大ÃÅÏ

ŀä電動操作式ĞsŅŋsĨä開発要求ø高ôÙÜÃÜº
āg
Éäþ¼à背景Áÿh富士電機Ýå早ÅÁÿ油圧方式á
対Ïā電動化äŊœĬıĈ継承ÍÚÚhËÿá大容量ä発

āÉÞàÅĕčĲłsŜĈ完全閉鎖ÏāÉÞÂÝÃāg
（ 3） 特

徴

以上ä動作原理Àþé機器構成áþĀhĸčĿœĬĲ
ĞsŅå次äþ¼à特徴Ĉ持ÙÜºāg

電所á適用ÝÃ従来ä電動ĞsŅä弱点ø補¼h新世代ĕ

（a） 駆動部åÏïÜä構成機器Â一体構造Ý簡素à構造

ĹĳĠĢįŉÝ¸āĸčĿœĬĲĞsŅĈ開発ÍhÏÝá

ÞàāgôÕ一体構造Ý¸āäÝ配管作業ú煩雑à現

（ 29 ）
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久婦須川第一発電所のハイブリッドサーボ

最新の水車技術と適用事例

図

槇之口発電所のハイブリッドサーボ

特集
1

ĞsŅä据付状況Ĉ示Ïg
（ 3） 可動羽根水車äĸčĿœĬĲĞsŅ化

地調整Â不要Ý¸Ā据付ÇÂ容易Ý¸āg

ĔŀŒŜ水車ú斜流水車àßä可動羽根水車áÀºÜøh

（b） 従来ä 5 MPa 系圧油á対Í 10 MPa ôÝ高圧化ÍÜ

ĕčĲłsŜÖÇÝàÅŒŜĳłsŜø含÷ÜĸčĿœĬ

ºāÕ÷h外形寸法å非常áĜŜĺĘıÝ¸āg

ĲĞsŅĈ採用ÝÃāgÏÝáÉĂÿĠĢįŉĈ採用ÍÕ

（c） 機械駆動部äŊŜįĳŜĢåh定期的à少量ä操作

油交換äõÝ¸āg

可動羽根水車Â据付中Ý¸āg
（ 4） 制圧機付Ã発電所äĸčĿœĬĲĞsŅ化

（d） 駆動ĞsŅjņŜŀä電気故障j機械故障á対ÍÜh

既設発電所Ýåh制圧機付ÃľŒŜĠĢ水車Â今Ýø数

ĹčĺĢ閉鎖回路áþĀ完全à機械的ĹĬĘċĬŀÂ

多Å運転ÍÜºāgÉĂÿä発電所åhĕčĲłsŜ閉鎖

可能Ý¸āg

時間Â非常á早ºÕ÷h電動操作式ĞsŅŋsĨÂ採用Ý

（e） 従来ä電動ĞsŅÝå適用ÝÃàÁÙÕ 5 秒以下ä

ÃàÁÙÕgÍÁÍàÂÿhĸčĿœĬĲĞsŅÝå 2 v

急閉鎖Â可能ÞàĀh負荷遮断時ä速度変動率ä低º

3 秒ä急閉鎖Â可能Ý¸āÕ÷h制圧機ÚÃ発電所áÀº

既設発電所îä適用Â可能Þàāg

Üø電動化Â可能ÞàāgÏÝáÉäþ¼àĸčĿœĬĲ

（ f ） 従来ä電動ĞsŅÝå適用外ä発電所出力 50 MW

ĠĢįŉä実機設計Ĉ行ÙÜºāg

ĘŒĢôÝ電動化Â可能ÞàĀh適用範囲Â大幅á広
Âāg
.

耐摩耗材

適用事例

新設案件j既設改修案件Ĉ問ąÐh富士電機ÝåÏÝá

水車ä長寿命化Ĉ考¾ā上Ýh土砂摩耗ÞĖŌļįs
ĠŐŜ壊食å避ÇÜ通Ăàº課題Ý¸Āh過去Áÿ現在á

数多ÅäĸčĿœĬĲĞsŅĈ各電力会社á納入ÍÜºāg

至āôÝËôÌôà試õú研究ÂàËĂÜÃÕg国内Ýå

以下áÓä実機適用事例Ĉ示ÏgôÕh今後ËÿáĸčĿ

ŏsğsÞŊsĔsÂ共同研究Ý各種ä耐摩耗材Ĉ開発Íh

œĬĲĞsŅä適用範囲Ĉ広ÈāÕ÷áh可動羽根水車ú

実機適用áþĀÓä効果Ĉ検証ÍÜºāgôÕ海外áÀº

制圧機付Ã発電所ÝäĸčĿœĬĲĞsŅ化ø進÷ÜÀĀh

Üø同様ä試õÂàËĂÜÀĀh耐摩耗材ä開発Þ実機Ý

ÓĂÿä最新事例ø示Ïg

ä効果確認åh国内海外Ĉ問ąÐŏsğsä共通ÍÕĴs

（ 1） 北陸電力株式会社久婦須川第一発電所

ģÝ¸Āh時代ÞÞøá耐摩耗材ä技術ø進歩ÍÜºāg

本発電所åĸčĿœĬĲĞsŅĈ実機Ý初÷Ü採用ÍÕh

本稿Ýåh比較的新Íº耐摩耗材Ý¸āĦľıĜsįČ

横軸ľŒŜĠĢ水車ä新設案件Ý¸āg図 6 á本発電所ä

ŜęÞĸsĲĜsįČŜęä特徴Þh数年間áąÕā実機

ĸčĿœĬĲĞsŅä据付状況Ĉ示Ïg同Î推力Ĉ持Ú従

適用結果Ĉ紹介Ïāg

来ä電動ĞsŅþĀ大幅á小型化ËĂÜºāg
（ 2） 九州電力株式会社槇之口発電所

.

耐摩耗材の種類

本発電所å立軸ľŒŜĠĢ水車áĸčĿœĬĲĞsŅĈ

耐摩耗材áå市販äøäú水車ŊsĔs自社開発äøä

採用ÍÕ案件Ý¸āgĸčĿœĬĲĞsŅå監査路ä点検

àßhËôÌôà種類Â¸āg表１á富士電機Â採用ÍÜ

足場下部á設置ÏāÕ÷áh油圧ĠœŜĩÞņŜŀ駆動ŏ

ºāĦľıĜsįČŜęÞĸsĲĜsįČŜęä特徴Ĉ示

ĴĬıå別置ÞÍÜºāg図 7 á本発電所äĸčĿœĬĲ

Ïg

（ 30 ）
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ソフトコーティングとハードコーティングの比較
ソフトコーティング

.

特集

図

ハードコーティング

ポリウレタン（PU）

タングステンカーバイド（WC）

施工方法

ブラシとヘラによる塗布

高速フレーム溶射（HVOF）

コスト

ハードコーティングに比べ安価

高

耐土砂摩耗性

実験ではハードコーティングと同等

実験ではソフトコーティングと同等

耐キャビテーション性

実験結果は良好であるが，実機検証が必要

一般的に溶射は，耐キャビテーション性に劣る

密着力

ハードコーティングより低い

ソフトコーティングより高いが，溶接肉盛より低い

材料強度

非常に低い

比較的高い

膜

材

質

1

価

1〜2 mm

0.3 mm

膜厚管理

厳密な膜厚管理は不可

厳密な膜厚管理が可能

補修性

部分的な損傷に対して，補修可能

部分的な損傷に対して，補修不可

適用区分

隙間（すきま）管理が必要ない，ステーベーン・ガイド
ベーン・ランナベーンなどの翼面に最適

隙間管理が必要な，シートライナ・ランナライナなどに最適，
またペルトンランナにも最適

厚

フランシス水車ランナのソフトコーティング

実機適用結果

（ 1） ľŒŜĠĢ水車îä適用結果

本発電所å既設発電所Ĉ撤去Ïā全面改修案件Ýh2002
年á営業運転Ĉ開始ÍÕg既設水車Ýåh水車各部ä土砂
摩耗Â激ÍÅh頻繁áÓĂÿä部品Ĉ交換j補修ÍÜºÕg
Éä発電所ä仕様å以下äÞÀĀÝ¸āg
水車出力k3,770 kW
g
有効落差k140.5 m
g

図

カプラン水車ランナのソフトコーティング

（c） ĕčĲłsŜäĦľıĜsįČŜęä摩耗量åĥŖ

Áÿ約 0.2 mm Ý¸āg摩耗進行速度å 0.05 mm/年程
度Ý¸āg
（d） ĕčĲłsŜäĸsĲĜsįČŜęå全枚数完全á

摩滅Í母材Â露出ÍÕg翼付根ľČŕĬı部ø母材Â
深Å摩耗ÍÕg
（ 2） ĔŀŒŜ水車îä適用結果

本発電所å既設ä立軸ĔŀŒŜ水車Ý¸āÂh建設時Á

本発電所ÝåŒŜĳjĢįsłsŜjĕčĲłsŜ 8

ÿŒŜĳłsŜä土砂摩耗Â激ÍÅh2002 年áŒŜĳłs

枚j吸出Í管áĦľıĜsįČŜęĈhĕčĲłsŜ 8

ŜĈ更新Ïā際áhŒŜĳłsŜ翼面áĦľıĜsįČŜ

枚j水車ĔĹsáĸsĲĜsįČŜęĈ施工ÍÕg施工後

ęĈ施行ÍÕgÉä発電所ä仕様å以下äÞÀĀÝ¸āg

3 年後ä点検結果å以下äÞÀĀÝ¸ÙÕg
（a） ŒŜĳäĦľıĜsįČŜęä平均摩耗量åh圧力

側Â約 0.3 mmh負圧側Â約 0.2 mmhĘŒďŜ側Â約
0.2 mmhĹŜĲ側Â約 0.1 mm Ý¸āg摩耗進行速度
å約 0.1 mm/年Ý¸āg
（b） ŒŜĳłsŜ入口äĹŜĲ側付根áhĦľıĜs

įČŜęä局部的à摩耗Â¸ÙÕg他ä部位áåhĦ
ľıĜsįČŜęä剥離}åÅĀ~ú損傷åàÅ健全
Ý¸ÙÕg
}図 8~

水車出力k3,500 kW
g
有効落差k22.9 m
g
工場出荷前äĦľıĜsįČŜę施工状況Ĉ図 9 á示Ïg
施工後 1 年後ä点検結果å以下äÞÀĀÝ¸ÙÕg
（a） ĦľıĜsįČŜęä摩耗進行速度å約 0.2 mm/年

以下Ý¸ÙÕg
（b） 翼面äĦľıĜsįČŜęåh剥離ú損傷åàÅ健

全à状態Ý¸ÙÕgÕÖÍhŒŜĳłsŜ前縁á打痕
}ÖÉĉ~Þ層間剥離Â¸ÙÕgÉĂå比較的大Ãà

（ 31 ）
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石àßä異物Â衝突ÍhĜsįČŜę表面á損傷Â発
生ÍÕøäÞ考¾ÿĂāg

最新の水車技術と適用事例

（ 2） 藤井恒彰ñÁi水車設計áÀÇā CFD 技術ä活用áÚº

ÜiĨsŅ機械ivol.28, no.11, 2000, p.24-28.

特集

（ 3） Mack, R. et al. Numerical investigation of The Flow in

あとがき

a Pelton Turbine. Proceedings of the XXIst IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems-Lausanne. 2002,

1
水力発電å成熟産業Ý¸āÂh水車åºôÖ新技術開発
Â続ºÜºāg今後ø革新的à技術Â生ôĂāÉÞĈ予感
ËÑāg富士電機ø新Íº技術Ĉ開発ÍÜºÅ所存Ý¸āg

CD.
（ 4） Koshizuka, S. et al. A Particle Method of Incompressible

Viscous Flow with Fluid Fragentation. Computational Fluid
Dynamics JOURNAL. 1995, vol.4, no.1, p.29-46.
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（ 1） 藤 井 恒 彰 ñ Ái Ĺ Ŕ Ŀ 水 車 更 新 ŀ Ŗ ġ Đ Ę ı á À Ç ā

CFD 活用例iĨsŅ機械ivol.32, no.5, 2004, p.30-34.

（ 5） 藤井恒彰ñÁiŃŔıŜ水車äġĐĬı干渉初生点iĨs
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車j発電機i富士時報ivol.76, no.9, 2003, p.558-562.
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揚水発電向け発電電動機の技術
特集

氏家

隆一}¼Îº¾eĀû¼º×~

衛藤

浩史}¾Þ¼eèăëõ~

小林

まえがき

秀樹}ÉæúÍeèÝÃ~

1

揚水発電所向け発電電動機の技術

地球環境問題àßä動ÃĈ反映ÍÜ最近h水力開発事業
å世界的á活性化ÍÜÀĀh世界各地áÀºÜ数多Åäŀ

2000 年以降ä富士電機Â受注製作ÍÕ大容量発電電動
機ÞÍÜ下記Â挙ÈÿĂāg

ŖġĐĘıÂ計画ËĂhÃą÷Ü短期間ä検討ä後h実行

（a） 中国j泰安揚水発電設備}2007 年運転開始~

á移ËĂÜºāg特á近年áÀÇā中国h東南ċġċh南

（b） 中国j張河湾揚水発電設備}2008 年運転開始~

米áÀÇā開発計画ä伸éå注目ÏïÃøäÂ¸Āh従来

（c） čŒŜjĠċļĠĐ揚水発電設備}2012 年運転開

始予定~

áàº超大型ŀŖġĐĘıÂ次々á計画ËĂ実行á移ËĂ
Üºāg

機器ä仕様Ĉ表１á示Ïg

日本国内áÀºÜå開発候補地点ÂÏÝá残Ā少àÅ

ºÐĂø高速大容量機Ý¸Āh品質上ø高度à技術Â要

àÙÜÃÜºāàßä逆風要因å¸āøääh既設機ä改

求ËĂhËÿá高効率化h機器äĜŜĺĘı化Ĉ実現Ïā

修h中小水力開発àßĈ中心ÞÍÜ一時á比ïÁàĀ活性

Õ÷áåhÃą÷Ü高度ä技術的裏ÛÇÂ必要Þàāg図

化ÍÜÃÜºāg

1 á泰安揚水発電所向Ç発電電動機ä断面Ĉ示Ïg

Éäþ¼à環境ä中h2000 年以降h富士電機Ýå揚水

電気機械ä技術水準Ĉ表Ï指標ä一ÚÞÍÜ機械定数Þ

発電向Ç発電電動機Ĉ中心ÞÍÜºÅÚÁä大型海外案件

呼æĂh単位電力ä発生á必要à電気ĺsıä体積利用率

Ĉ受注Í製作ÍÜÃÕg

Ĉ表Ï無次元数Â一般áþÅ使ąĂāg図 2 á示Ïþ¼á

揚水発電åh主á夜間ä余剰電力Ĉ利用ÍÜ下池ä水Ĉ
上池á汲}Å~õ上ÈÜÀÃh昼間ä電力ĽsĘ時á上池

Éä機械定数ä推移Áÿ見Üø徐々á機械åĜŜĺĘı化
ÍÜÃÜºāÉÞÂÃą÷Ü明確Ý¸āg
電気機械áÀÇā技術進歩Þå具体的áå電磁気性能h

á貯}Õ~÷Õ水Ĉ下池á落ÞÍÜ発電Ĉ行¼方式Ý¸Āh

通風冷却性能h絶縁性能àßä要素技術ä進歩Ý¸ĀhÓ

電力äĽsĘŖsĲ対策ÞÍÜ注目ËĂÜºāg
本稿Ýå上述äŀŖġĐĘı遂行á¸ÕĀ開発検証ÍÕ
基礎技術hÀþé特殊技術Ĉ中心á最近ä水車発電機技術

図

泰安揚水発電所向け発電電動機の断面図

áÚºÜ紹介Ïāg

回転子 固定子 防振ビームシステム

表

主な揚水発電所への納入機器の仕様
項

形

式

台

数

目

中国・張河湾

中国・泰安

イラン・シアビシェ

立軸三相同期発電電動機
4台

4台

4台

出力（発電機）

278 MVA

278 MVA

300.6 MVA

出力（電動機）

274 MW

274 MW

290 MVA

電
力

圧

15.75 kV

15.75 kV

18 kV

率

G ：0.9
M：0.975

G ：0.9
M：0.975

G ：0.9
M：0.95

50 Hz

50 Hz

50 Hz

300 r/min

333 r/min

500 r/min

周波数
回転速度

氏家

隆一

磁
極

スラスト
軸受

衛藤

浩史

2m

小林

秀樹

水車発電機ä設計j開発á従事g

発電機ä電気設計á従事g現在h

現在h富士jľĒčıĸčĲŖ株

富士jľĒčıĸčĲŖ株式会社

発電機ä構造設計á従事g現在h
富士jľĒčıĸčĲŖ株式会社

式会社技師長g日本機械学会会員g

設計部œsĩsg電気学会会員g

設計部œsĩsg

（ 33 ）
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表

発電（電動）機の機械定数

機械定数（利用率）

特集
1

6OL .O 
絶縁破壊試験結果

顧客要求値

破壊試験結果

14

中国・泰安

100 kV以上

108〜120 kV

12

中国・張河湾

94.5 kV以上

115〜130 kV

10
8
6
利用率＝
4

図

絶縁破壊試験

D i 2× L × 回転数（r/min）

D i：固定子鉄心内径（m）
L ：固定子（有効）鉄心長（m）

2
0
1975

発電機
発電電動機

出力（kVA）

1980

1985

1990

1995

2000

2005 2010

納入年

図

F レジン/FⅢ絶縁の断面

スロットライナー
素線

鉄心

主絶縁
内部電界緩和層

冷却技術å従来実験Àþé機器ä運転経験Ĉ基盤ÞÍÜ発
ĂĈ具体化ÏāÕ÷ä電気設計h構造設計h軸受技術àß

展ÍÜÃÕ技術Ý¸āÂh近年流Ă解析áþāĠňŎŕs

ä進歩Ý¸āg

ĠŐŜÂ可能ÞàÙÕg機器ä細部áąÕā通風冷却挙動
Â把握ÝÃāþ¼áàĀh通風冷却性能ä予測精度Â飛躍

.

新世代絶縁システム「F レジン/FⅢ」の適用

富 士 電 機 Ý å 1995 v 2002 年 á 3.5 kV/mm ä 高 電 界

的á向上ÍÕg
富士電機Ýå早ÅÁÿÉä手法á着目Íh縮小ŋİŔá

強度Ĉ持ÙÕ絶縁ĠĢįŉF ŕġŜ/FⅢ」Ĉ開発ÍÕg

þā実験Þä突合Ñ検証h解析ŋİŔ最適化àßä研究Ĉ

Éä開発áþĀ従来á対Í約 15 % ä絶縁厚Ë低減Ĉ図ā

行ºh予測精度ä向上á努÷ÜÃÕg通風冷却性能ä最適

ÉÞÂÝÃÕg巻線角部ä電界集中部ä形状最適化h内部

化Ĉ考¾āÞÃä鍵å固定子Àþé回転子巻線ä温度分布

電界緩和層ä採用àßä改善Ĉ織Ā込õ 3.5 kV/mm ä高

ä均一化Ý¸āg固定子Àþé回転子巻線ä温度分布上局

電界強度Ĉ実現ÍÕg 図 3 á F ŕġŜ/FⅢ絶縁ä断面Ĉ

部的á突出ÍÕ高温部Â¸āÞhÓä部分ä温度Ĉ許容値

示Ïg

内á収÷āÕ÷不必要à冷却風Ĉ送Ā込öÉÞáàĀh結

絶縁厚Ëä低減å物理的à発電機ä小型化Ĉ意味ÏāÖ
ÇÝàÅh固定子巻線á発生Ïā熱ä放散Ĉ改善Ïāg本
絶縁ĠĢįŉå上述ä 3 ŀŖġĐĘıá適用ËĂh機器ä

果ÞÍÜ風損ä増加ú送風能力Â足Āàº場合å他ä通風
方式îä変更ÞºÙÕ事態Ĉ引Ã起ÉÏg
図 5 v 図 7 á泰安揚水発電所向Ç発電電動機ä流Ă解

ĜŜĺĘı化á大ºá貢献ÍÕg表 2 á泰安Àþé張河湾

析}流Ă−温度連成解析~ĠňŎŕsĠŐŜä結果Ĉ示Ïg

揚水発電所向Ç発電電動機ä固定子巻線ä絶縁破壊試験結

ÉäĠňŎŕsĠŐŜä結果å現地áÀÇā試験結果Þø

果Ĉ示ÏgôÕh図 4 á絶縁破壊試験ä風景Ĉ示Ïg

Ãą÷ÜþÅ一致ÍÜÀĀh流Ă解析áþāĠňŎŕs
ĠŐŜ技術ä精度á対Ïā信頼性Ĉ検証Ïā結果ÞøàÙ

.

流れ解析による通風冷却システムの最適化

電動ĿŖċĈ使ąàº自己通風ĠĢįŉä適用範囲拡大

Õg張河湾揚水発電所向Ç発電電動機á関ÍÜåh泰安揚
水発電所äĠňŎŕsĠŐŜä結果Ĉ反映ÍÕ従来ä等価

å機器ĜĢıä削減hŊŜįĳŜĢ費用ä削減ÞŊsĔs

回路網法Ĉ適用ÍÜ通風冷却性能ä予測Ĉ行ºh同機áÚ

Àþéŏsğs双方áÞÙÜ大ÃàŊœĬıÂ¸āg通風

ºÜø現地試験áÀºÜÃą÷Ü満足ÏïÃ結果Ĉ得Õg

（ 34 ）
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揚水発電向け発電電動機の技術

ĠċļĠĐ揚水発電所向Ç発電電動機åh500 r/min Þ

体断面図Ĉ示Ïg

高速機Ý¸āäÝ自己通風ĠĢįŉ適用ä可否áÚºÜ慎
.

発電電動機構の造設計技術

揚水発電所åh電力ĽsĘ時ä負荷対応Ĉ主à目的ÞÍ

Ĉ得Õg図 8 áĠċļĠĐ揚水発電所向Ç発電電動機ä全

Ü建設ËĂÜºāÕ÷h運転ä特徴å起動停止Â頻繁á繰
図

Ā返ËĂāÉÞÝ¸āgËÿá一般的á揚水機å高速Ý¸

泰安通風解析モデル

āÉÞÂ多ºÉÞÁÿh揚水発電所向Ç発電電動機ä技術
的ņčŜıå軸系Ĉ含÷Õ回転部ä設計á¸āÞºÙÜ過
言Ýàºg
（ 1） 回転子

頻繁à起動停止á対ÍÜå疲労強度Ĉ充分á配慮ÍÕ構
造ä選定Þh電気ĺsıá関ÍÜå繰返Íä熱応力/熱変
形á対Ïā充分à対策Â必要Ý¸āg
回転子á作用Ïā外部荷重å自身ä回転áþā遠心力
解析モデル全体

Â支配的Ý¸Āh遠心力å回転速度ä二乗á比例ÍÜ増加
Ïāg特á磁極−回転子œŉä接合部ú回転子œŉàßä
高応力部áå起動停止Â繰Ā返ËĂāÊÞáÉä外部荷重
áþĀÃą÷Ü高ºŕłŔä応力Â交番応力ÞÍÜ作用Íh
形状Â急激á変化Ïā部分áå局部的á応力集中Â発生Ï
āgÉäþ¼à部位áÚºÜå低ĞčĘŔ疲労á対Ïā充

固定子巻線詳細

分à寿命評価á基ÛºÜ構造Ĉ決定Ïā必要Â¸āg図 9

回転子詳細

図
図

シアビシェ揚水発電所向け発電電動機

泰安揚水発電所向け発電電動機の通風解析結果

改善前

回転子

改善後

固定子 防振ビームシステム

Z
Y

X

0.07

0.07
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回転部風量分布

0.03

磁
極

改善後

風量
（m3/s）

風量
（m3/s）

改善前

0.02
0.01

0.05
0.04

回転部風量分布

0.03

2m

0.02

スラスト
軸受

0.01

0.00

0.00
0
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（a）改善前

図

15 20 25
ダクトno.
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（b）改善後

泰安揚水発電所向け発電電動機の固定子巻線温度解析結果

図

シアビシェ揚水発電所向け磁極の強度解析

固定子巻線温度

サイドビーム部

温
度
差
小

温
度
差
大

改善前
改善後
0

400

800

1,200 1,600 2,000 2,400 2,800

固定子中心からの距離（mm）

ダブルダブテイルヘッド
（a）ポ−ル端板応力分布

（b）ポ−ルコア応力分布
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áĠċļĠĐ揚水発電所向Ç発電電動機ä磁極ä設計時ä

（ 2） 軸

強度解析結果Ĉ示Ïg

系

一般á高速大容量機áàāÞ軸系ä危険速度Ĉ運転領

繰返Íä熱応力/熱変形á対ÍÜåh磁極巻線á対Í特
別à配慮ĈÏā必要Â¸āg磁極巻線áå運転中遠心力Â

域Áÿ確実á外ÏÉÞÂ難ÍÅàāg加¾Ü揚水機ä場合h

作用ÍÓä状態Ý過熱ËĂāÕ÷熱膨張Â拘束ËĂāg巻

ņŜŀ運転開始時ú負荷遮断時ÞºÙÕ過渡運転時á定量

線á使用ËĂā銅材料åĘœsŀá対Í敏感Ý¸Āh主

化ä困難à水力学的ŒŜĩŉ荷重ÂņŜŀ水車á作用Ïā

機ä停止時巻線ä温度Â室温ôÝ下ÂĀh遠心力Â解放Ë

ÉÞÂ¸ĀhÉĂÿä外力á対ÍÜø充分à信頼性Ĉ確保

ĂāÞ巻線å収縮ÏāgÉä現象å起動停止ÊÞá繰Ā

ÍàÇĂæàÿàºg 図

á泰安揚水発電所向Ç発電電

返ËĂāÉÞáàāg銅材äĘœsŀ現象å温度Àþé応

動機áÚºÜ行ÙÕ過渡時軸系ä振動応答解析結果Ĉ例Þ

力á対Í加速的á増加ÏāÕ÷h遠心力ä大Ãà高速機

ÍÜ示ÏgÉĂÿä解析Ý設定ÍÕ構造条件å各部位ä設

Ý起動頻度ä高º機械å厳Íº条件áËÿËĂāÉÞáà

計仕様ÞàĀh実機設計段階ÝÉĂÿĈ実現ÍÜºÅÉÞ

āg 図

áĠċļĠĐä磁極巻線ä構成Ĉ示Ïg同機å

áþĀ信頼性ä高º軸系ä設計Â可能Þàāg

300 MVAh500 r/min ä大容量高速機Ý起動停止頻度øÃ

高速大容量機ÝåhıŔĘá対Ïā軸ä強度Áÿ決定Ë

ą÷Ü高ºÕ÷h磁極巻線ä設計á関ÍÜå同図á示Ïþ

Ăā軸剛性Óäøäå多Åä場合比較的高Åh軸系ä剛性

¼á外周側ĜčŔáĘœsŀ特性á優ĂÕ銀入Ā銅Ĉ使用

å軸受Ĉ支持Ïā構造物ä剛性áþĀ支配ËĂāg特á発
電電動機ä上部軸受áÚºÜåh危険速度Þä関連Áÿh

図

支持剛性Ĉ向上ËÑā必要Â¸ĀhÓäÕ÷á基礎ĜŜĘ

シアビシェ揚水発電所向け磁極巻線構成

œsıÞä間áĢįsļsŉĈ配置ÏāĚsĢÂ多ºgĢ
銀入り銅

įsļsŉä目的åø×ăĉ一義的áå軸受剛性ä確保á

制動巻線

¸āÂh同時á発電機ä熱膨張á起因Ïā強制変位ø吸収
絶縁フランジ
磁極

ÝÃā構造ÝàÇĂæàÿàºgÏàą×h発電機室内部

PTFE 滑り剤

層間絶縁

図

胴絶縁

防振ビームシステム

磁極巻線
ステービーム

回転子リム

支持点（B）
支持点（A）

L1

L2

コッター

軸受ブラケット

剛性：小

板ばね

基礎

Point-1

Point-2

軸変位（mm）

10

L 2＇

過渡時軸系の振動応答解析
L 1＇

図

1

剛性：大

0.1

軸変位

0.01
0.001

0

5

10

15

20

25

図

Jarret エレメント

振動周波数（Hz）

Point-3

C dyn＝1,020 kN/mm

1,200
1,600

1,000

1,400

800

荷重（kN）

Point-4

加振力（kN）

特集
1

Ïāàßä特別à配慮Ĉ行ÙÕg

無拘束速度時のランナ加振力
600
400

1,000
800
600
400

200
0

200
0

0

5

10

15

振動周波数（Hz）

（ 36 ）

1,200

20

25

（50 ℃）
C 'stat＝
（20 ℃）91 N/mm
C stat＝45 N/mm
0

1

2

3

4

変位（mm）

5

富士時報

図

6OL .O 

揚水発電向け発電電動機の技術

両方向回転用スラスト軸受

図

A /L＝0.58 〜 0.6
で負荷容量最大
かつ , 摩擦係数最大

A

L
L
A

1

X /L ＝0.138 〜 0.167
で
A /L＝0.58 〜 0.6

一方向回転軸受

回転
方向

特集

L

回転
方向

70 m/s 級自己循環ポンプ実験装置

L

無効
部分

無効
部分

X

X

L
A

回転
方向

両方向回転軸受

図

図

70 m/s 級自己循環ポンプシステム

案内軸受

張河湾揚水発電所スラスト軸受

油面
回転内壁
固定ディフューザ
自己ポンプ

軸

回転ディフューザ

回転方向

スラスト軸受
潤滑油
（温）

å運転中温度上昇Íh発電機各部å熱膨張Ïāg一方hĜ
ŜĘœsı基礎å発電電動機ä運転中øñÞĉß熱膨張
ÑÐ両者ä間áå無視ÝÃàº変位差Â発生ÏāgĢįs

循環油量 Q（L/min）

潤滑油
（冷）

自己ポンプシステム
（周速 70 m/sec）

10,000

冷却水
（温）

6,000

固定側内壁なし

4,000
回転側内壁なし
2,000
0
0

ļsŉáåÉä変位差á相当Ïā大Ãà内部荷重Â発生Ï

冷却水
（冷）

内壁あり / 回転側 , 固定側共
8,000

10

20

30

40

50

60

70

ポンプ外周速度 V（m/s）

āgÉä荷物äÕ÷軸受Â軸受隙間}ÏÃô~以上á収縮
Í軸受ä焼付ÇĈ起ÉÍÕĀhĜŜĘœsı基礎Â破損Í
Jarret đŕŊŜıáÚºÜåÏÝáºÅÚÁä適用実績

Õ事例Â報告ËĂÜÀĀhÉä荷重Ĉ構造的á緩和Ïā方

Â¸Āh良好à結果Â報告ËĂÜºāg

策Â必要Ý¸āg
図

á富士電機Â 1970 年代á開発ÍhºÅÚÁäŀŒ

Ŝıá適用ÍÜÃÕ板æãÝ構成ÍÕ剛性可変型ä防振
ļsŉĠĢįŉĈ示ÏgÉäĠĢįŉÝå支持点}A~Þ
-,

.

スラスト軸受システム

（ 1） ĢŒĢı軸受

~
/2 Ĉ変¾āÉÞáþĀ板æã

通常発電電動機ä場合h発電運転ÀþéņŜŀ運転Ý回

ä剛性Ĉ軸系Ý発生ÍÕ振動á応ÎÜ変化ËÑāÉÞÂÝ

転方向Â異àāÕ÷h通常機äĢŒĢı軸受äþ¼á軸受

ÃhĜŜĘœsı基礎á伝達ËĂā荷重å板æãä剛性á

ĺĬĲĈēľĤĬı支持ÏāÉÞáþĀ油膜楔}ÅËé~

応ÎÜ軽減ËĂāg

Ĉ形成Í油膜潤滑Ĉ行¼方式å適用ÝÃàºgôÕ両運

支持点}B~ä距離},2

1

áå最近適用Ĉ開始ÍÕ Jarret đŕŊŜıÞ呼æ

転ŋsĲáÀÇā水ĢŒĢıåñò同等äÕ÷h発電電動

Ăā素子Ý構成ËĂā防振ļsŉĠĢįŉĈ示ÏgÉäĠ

機äĢŒĢı軸受åhĤŜĨs支持ÝÍÁø両回転方向Ý

ĢįŉÝå熱膨張収縮äþ¼àüÙÅĀÍÕ変位変化á対

同等ä負荷容量Ĉ持ÙÕøäÝàÇĂæàÿàºg富士電

ÍÜåñÞĉß内部荷重Ĉ発生ËÑāÉÞàÅ追随Íh振

機Ýåh1980 年代þĀ実機大ŋİŔ実験áþĀ両方向回

動荷重äþ¼à比較的高周波ä荷重á対ÍÜå高º剛性Ĉ

転用ĢŒĢı軸受最適形状Ĉ追求ÍÜÃÕg 図

示Ïg

電機ä両方向回転用ĢŒĢı軸受ä概念図Ĉh 図

図

á富士
á張
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揚水発電向け発電電動機の技術

河湾揚水発電所äĢŒĢı軸受ä写真Ĉ示Ïg
（ 2） 高速大容量ĢŒĢı軸受用自己循環ņŜŀĠĢįŉ

特集
1

軸受潤滑油ĠĢįŉå軸受回転部äņŜŀ作用Ĉ利用Í

現地試験中Ý¸ĀhôÕĠċļĠĐ揚水発電所áÚºÜåh
ÏÝá設計Âñò終了Í主要部品ä製作Â始ôÙÕ状況á
¸āg

Õ自己循環ņŜŀĠĢįŉÞ外部áņŜŀĠĢįŉĈ置º

本稿Ýå上述ä揚水発電向Ç発電電動機ä設計j製作

Õ強制給油ĠĢįŉá大別ËĂāg一般á付属機器ä配置

Ĉ通ÎÜ開発j検証ÍÕ主à技術á焦点Ĉ当ÜÜ報告Í

ĢŃsĢúŊŜįĳŜĢĈ考¾āÞ自己循環ņŜŀĠĢį

ÕgÉĂÿä技術å水車発電機全般á適用ÝÃāøäÝ¸

ŉä適用Â望ôÍºg軸受回転部周速度Â高ºÞđċä吸

Āh一般ä水車発電機áø機器ä特徴á応Î効果的à適用

込õàßÝņŜŀä機能Â著ÍÅ低下ÏāÕ÷h従来þĀ

Ĉ行ÙÜºÅ所存Ý¸āg

40 m/s 近辺Ĉ目安ÞÍÜ自己循環ņŜŀĠĢįŉä適用
限界Ĉ定÷ÜÃÕg

参考文献

富士電機Ýå自己循環ņŜŀĠĢįŉä適用限界Ĉ引Ã
上ÈāïÅh実機大ä実験ŋİŔ} 図

~Ĉ製作ÍÜ研

究開発Ĉ行ºh軸受回転部周速度Â 70 m/s ôÝ適用可能
àĠĢįŉĈ開発ÍÕg図

á 70 m/s 級自己循環ņŜŀ

ĠĢįŉä構成Ĉ示ÏgÏÝáºÅÚÁä案件å同ĠĢį
ŉ適用前提ÞÍÕ設計Ĉ行ÙÜºāg

（ 1） 戸崎尚ñÁi中国j泰安揚水発電所向Ç揚水発電機器i富

士時報ivol.76, no.9, 2003, p.563-567.
（ 2） 氏家隆一h山本勉i回転電気機器ä通風冷却解析技術i富

士時報ivol.69. no.9, 1996, p.494-497.
（ 3） Ujiie, R. et al. Application of Computational Fluid Dy-

namics}CFD~on Ventilation-Cooling Optimization of ElectricalMachine. Cigre 2006, Lausanne Conference.

あとがき

（ 4） Nakayama, A.

et al. Numerical Analysis on Electric

Field and Taping for Stator Coil with Grobal Insulation. 2001

現在h泰安揚水発電所áÚºÜå営業運転á入ÙÜÀĀh
順調à運転Ĉ行ÙÜºāg張河湾揚水発電所áÚºÜå
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富塚

千昭}ÞõÛÁe×¸Ã~

神坐

圭介}ÎĉÌeÇºÏÇ~

高橋

特集

遠隔ハンドリング補助システム
──三次元画像処理技術の強化──
浩}ÕÁåÍeèăÍ~

1

ĴŀŕsĨĈ手動操作ÍÜºāg廃止措置áÀÇā原子炉

まえがき

（ 1）

解体作業úhĤŔ内ä遠隔作業Ýåh多関節ŇĴŀŕsĨh
原子力分野ä放射線環境áÀÇāĸŜĲœŜę作業Ýåh
人Â作業環境á立×入āÉÞÂÝÃàºÕ÷遠隔ĸŜĲœ

ĔŊŒĈ作業環境内á設置ÍhēŃŕsĨså操作室ÝĔ
ŊŒä映像Ĉ見àÂÿ手動操作ÏāÉÞáàāg図 1 å原

Ŝę機器Ĉ使用Ïāg富士電機Ýåh形状認識技術Ĉ応用

子炉遠隔解体試験装置ä例Ý¸āgÉä装置Ĉ使用ÍÜ床

ÍÜĸŜĲœŜę対象}ĨsěĬı~ä位置h姿勢Ĉ特定

á¸āĨsěĬıĈŇĴŀŕsĨÝÚÁõ上Èā遠隔操作

ÍÜĹsĪŌŔ化Ïā遠隔ĸŜĲœŜę補助ĠĢįŉĈ開

試験}図 2~ÝåhĔŊŒä台数Ĉ変¾Ü作業効率}作業

発ÍÕgēŃŕsĨsåĹsĪŌŔ画面Ĉ見Õº方向á合

時間~îä影響Ĉ調ïÕgĔŊŒ映像Ýå奥行Ã感ÂÚÁ

ąÑāÉÞáþÙÜhŇĴŀŕsĨàßäĸŜĲœŜę装

õáÅÁÙÕĀh手前á¸ā物á遮ÿĂÜĨsěĬıä

置Ĉ容易á操作ÝÃāþ¼áàÙÕg本稿Ýåh本ĠĢį

映像Â十分á得ÿĂàº場合Â¸āgÉĂĈ補¼Õ÷áĔ

ŉä概要Àþé開発内容Ĉ紹介Ïāg

ŊŒä台数Ĉ増úÏÞh作業効率åþÅàāg一方h多Å

（ 2）

ä映像Ĉ調整Íh見比ïàÂÿ長時間作業Ĉ行¼ÞhēŃ
ŕsĨsîä負担Â増¾h作業効率Â落×āÉÞø考¾ÿ

開発の背景

ĂāgËÿáhßäþ¼à場面Ýø最良ä位置áĔŊŒÂ
従来ä遠隔ĸŜĲœŜę機器ä代表Ý¸ā燃料取扱設備

設置ÝÃāÞå限ÿàºg

Ýåh取扱対象ä核燃料Â厳密à位置h方位á配置ËĂÜ

ĨsěĬıúÓä近傍á付ÇÕŇsĘúĕčĲĈ目安á

ÀĀh遠隔操作上厳Íº環境下Ý精密Ý高度à動ÃĈ要求

ÍÜ操作Ïā工夫øþÅ行ąĂÜºāg図 3 åĭsŔä先

ËĂāøääh定÷ÿĂÕ軌道Ĉ一定量動ºÕÿ止ôĀh
次á別ä動作á移āÞºÙÕ¸ÿÁÎ÷計画ËĂÕ作業Ĉ

図

監視映像の例

行¼øäÂ主Ý¸ÙÕg
ÞÉăÂ近年h位置h姿勢Â不特定àĨsěĬıĈ取Ā
扱¼場合Â増¾ÜÃÜºāgÉäþ¼à場合áå多関節Ň
図

先端ツールカメラ

ターゲット

解体作業におけるカメラ映像の例
ターゲット
（a）全体監視カメラ映像

（b）先端ツールカメラ映像

先端ツール
カメラ

図

マニプレータ

マークによる位置合わせの例

ターゲット

全体監視カメラ

ターゲット

富塚

先端ツールカメラの映像

先端ツールカメラの監視映像

千昭

レーザ
スポット

レーザスポット

ターゲット

神坐

圭介

高橋

浩

原子力発電ŀŒŜı機器ä設計À

原子力発電ŀŒŜı機器ä設計À

原子力発電ŀŒŜı機器ä設計À

þéđŜġĴċœŜę業務á従事g

þéđŜġĴċœŜę業務á従事g

þéđŜġĴċœŜę業務á従事g

現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会

現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会

現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会

社発電ŀŒŜı事業本部原子力統

社発電ŀŒŜı事業本部原子力統

社発電ŀŒŜı事業本部原子力統

括部技術部主任g

括部技術部ęŔsŀŇĶsġŌsg

括部技術部長g

（ 39 ）
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遠隔ハンドリング補助システム ──三次元画像処理技術の強化──

端ĈĨsěĬıä穴á挿入ÏāÕ÷áhĭsŔá付ÇÕ

特集
1

á示Ï操作画面
操作画面äčŊsġĈ図 5 á示Ïg図 5（a）

ŕsğņčŜĨÁÿĨsěĬıáŕsğĢņĬıĈ照射Íh

å本ĠĢįŉáÜ作成Í
åĔŊŒä実映像Ý¸āg図 5（b）

ĔŊŒ映像Ĉ見àÂÿ位置合ąÑĈ行¼例Ý¸āgÍÁÍh

ÕĹsĪŌŔ画像Ý¸āg

ºÐĂä工夫ĈÍÜøĨsěĬı以外ä物Â隣接Ïā複雑

ĹsĪŌŔ画像ä最大ä特徴åhĨsěĬıä一部Í

à作業環境áàāñßh多ÅäĔŊŒ映像Â必要áàāg

ÁĤŜĞÝÞÿ¾ÜºàÅÜøh見¾Üºā部分ä形状ä

多ÅäĔŊŒ映像ä中ÁÿßäĔŊŒĈ使ºhßäþ¼á

特徴Áÿ三次元形状認識技術Ĉ応用ÍÜhĠsŜä中Áÿ

画像}方位h画角~調整ÍÜ作業Ĉ行¾æþºÁh位置合

ĨsěĬıĈ探Í出ÍhÓä全体像Ĉ CG Ý合成表示ÝÃ

ąÑäŇsĘåßäþ¼á活用ÏĂæþºÁàßä判断å

āÉÞÝ¸āgËÿáÉäĹsĪŌŔ画像åhŇĴŀŕs

ēŃŕsĨsä経験á依存ÏāÕ÷hēŃŕsĨsä熟練

Ĩä外形ø合成表示ÏāäÝh視線Ĉ見Õº方向á自由á

度Â作業効率h作業内容ä質á影響ÍÜÅāg

変¾ÿĂā画像áàÙÜºāgēŃŕsĨsåĹsĪŌŔ

ÓäÕ÷h熟練度ä違ºáþÿÐ均質à作業Â行¾āþ
¼á技量ĈĔĹsÏāĠĢįŉÂ望ôĂÜºāg

画像Ĉ見āÉÞáþÙÜhĨsěĬıÞŇĴŀŕsĨÞä
位置関係Ĉ眺÷回ÍÜºā感覚Â得ÿĂāg図 5 Ýåh実
映像å固定ĔŊŒä特定方向ÖÇä映像Ý¸Ā距離感ÂÚ

遠隔ハンドリング補助システムの概念

ÁáÅºÂh真上h真横Áÿ見ÕĹsĪŌŔ画像Ĉ併用Ï
āÉÞáþÙÜhŇĴŀŕsĨÞĨsěĬıÞä水平h垂

Éäþ¼à背景Áÿ開発Ĉ行ÙÜºā遠隔ĸŜĲœŜę
補助ĠĢįŉä概念Ĉ図 4 á示Ïg

直距離感ÂÞÿ¾úÏÅàĀh画面á表示ËĂā距離ø併
ÑāÞh図 5 á示ÏĠsŜÁÿh¸ÞßĂÅÿºhßäþ

本ĠĢįŉåhĨsěĬıä位置h姿勢Ĉ遠隔操作時á

¼áŇĴŀŕsĨĈ動ÁÑæþºÁÂ分Áāg

見ā操作画面á表示ÍhŇĴŀŕsĨä手動操作á必須ä

ŇĴŀŕsĨĈ操作ÏāÞhĹsĪŌŔ画像中äŇĴŀ

画像h距離情報Ĉ提供Ïā遠隔ĸŜĲœŜę補助ĠĢįŉ

ŕsĨø実物Þ同Îþ¼áœċŔĨčŉÝ動作ÏāgŇĴ

Ý¸āg操作画面áåĔŊŒä実映像äñÁáh作業環

ŀŕsĨä操作中hÓä状況Ĉ監視ÏāÉÞáþÙÜ目的

境}ĠsŜ~ĈĹsĪŌŔá表現ÍÕ監視画像Ĉ表示Ïāg

ä作業Â遂行ÝÃāg

ĠsŜå作業環境á設置Ïā距離ĤŜĞÝĨsěĬıĈ含

本ĠĢįŉå点群Ý表現ËĂÕ複数äĨsěĬıä形

ö領域ĈĢĖŌŜÏāÉÞáþÙÜ点群İsĨÞÍÜ得ÿ

状ŋİŔĈ辞書ÞÍÜ持ÙÜÀĀhĸŜĲœŜę対象ÞÍ

ĂāgÉä点群İsĨá基ÛÃ対象物äĜŜĽŎsĨęŒ

Ü選択ÍÕĨsěĬıÞhĢĖŌŜÍÕĠsŜ}点群İs

ľČĬĘĢ}CG~Ĉ重ãÜ表現ÍÕøäÝ¸Āh以下ä

Ĩ~ÞĈ照合ÍhĨsěĬıä一部ÍÁ見¾àº状況Ýø

特徴Ĉ持Úg

位置h姿勢Ĉ特定ÏāÉÞĈ第一目標ÞÍÜh三次元形状

（a） ĠsŜå三次元情報}空間ä三次元座標~Ĉ持ÙÕ

認識技術Ĉ中心áh開発á取Ā組ĉÝÃÕg

点群Ý表現ËĂāg
（b） ĠsŜä中á¸āĨsěĬıä輪郭ÀþéŇĴŀ

三次元形状認識技術と遠隔ハンドリング補助シ

ŕsĨä外形Ĉ表示Ïāg

ステム

（c） ĠsŜĈ見ā視線å任意á移動ËÑāÉÞÂÝÃāg
（d） ŇĴŀŕsĨ先端ÞĨsěĬıàßh距離Ĉ知ĀÕ

ĜŜĽŎsĨáþā視覚認識技術åh人間ä認識j判断

º任意ä 2 点間Ĉ監視画像上ÝņčŜįČŜęÏāÉ

Ĉ伴¼業務Ĉ自動化Ïā¼¾Ý必須Ý¸āg人間ä認識j

ÞáþĀhÓä距離Ĉ得āÉÞÂÝÃāg

判断äŀŖĤĢå解明ËĂÚÚ¸Āh汎用的à認識ċŔĝ

ēŃŕsĨsåh現場á設置ÏāĔŊŒä実映像Þh上

œģŉø研究途上á¸āÂh適用ä場面Ýåh自動化Ïï

記ä監視画像ä両方Â表示ËĂÕ操作画面Ĉ見Ü操作Ïāg

Ã業務ÊÞá専用ä認識ċŔĝœģŉĈ開発Í対応ÏāÉ
ÞÂ多ºg

図

ĔŊŒ映像àß二次元画像Ĉ用ºÕ視覚認識j判断Ĉ自

遠隔ハンドリング補助システム

マニプレータ
対象範囲スキャン

シーン表示

三次元形状認識

動
作
結
果
反
映

シーン , 認識結果
合成表示

点群データ

図

操作画面（イメージ）

センサ

モデル
（ターゲット）

真上

操作画面

実映像

カメ
ラ

ターゲット
マニプレータ操作

マニプレータ動作

（ 40 ）

真横

ターゲット

（a）カメラの実映像

（b）監視画像（点群）
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遠隔ハンドリング補助システム ──三次元画像処理技術の強化──

Ðh事前á認識対象}ŋİŔ~ä点群Ĉ用意Íh一定間隔
ÝĞŜŀœŜęÍÕ点ÊÞáh特徴量Ĉ計算ÍÜÀÅg各

象物Ĉ見ā視点Â固定ËĂÕ環境Ĉ想定ÍÜºāÕ÷hŇ

特徴量åhŋİŔ上ä点ä三次元座標Þ対応付ÇÿĂÜº

ĴŀŕsĨáþā遠隔操作äþ¼áhËôÌôà視点Â必

āgÉäþ¼à特徴量hŋİŔ種類h対応Ïā点ä三次

要Þàā環境áÀºÜåh十分á要求á応¾āÉÞå難Í

元座標ä三Úä情報ä組合ÑĈ要素ÞÏā辞書Ĉh¸ÿ

ºg

ÁÎ÷作成ÍÜÀÅg

Éäþ¼à課題Ĉ解決ÏāÕ÷áåh三次元認識技術Â

次áh認識処理時áåh認識対象Ĉ含öĠsŜä点群Ĉ

有効Ý¸āg三次元äİsĨ処理åh二次元äİsĨ処理

測定後h任意áĞŜŀœŜęÍÕ点á対ÍÜh特徴量Ĉ計

Þ比較ÍÜ膨大àİsĨĈ扱¼必要Â¸āÂhĜŜĽŎs

算ÏāgÉä特徴量ĈhĺĨsŜ認識ä手法Ĉ用ºÜ辞書

Ĩä急激à発展áþĀ高速処理ÂÝÃāþ¼áàÙÕgô

内ä特徴量Þ比較Íh類似ÍÜºā特徴量Ĉ選é出ÏgÓ

Õh三次元測定技術áÀºÜøhŕsğ方式hĢįŕēļ

ä結果hĠsŜÁÿĞŜŀœŜęËĂÕ点Â特徴量Ĉ介Í

ġŐŜ方式Þøá距離ĤŜĞä低価格化Â進õh広Å利用

ÜhŋİŔä種類ÞŋİŔ内ä三次元座標á対応付ÇÿĂ

ËĂāþ¼áàÙÕgÉ¼ÍÕ状況Áÿh三次元認識技術

āgÉ¼ÍÜ得ÿĂÕ複数ä対応関係á基ÛºÜhĠsŜ

ä研究Â加速ËĂÜºāÂhºôÖ確立ÍÕ手法Âàºä

内á存在ÏāŋİŔä種類Þ位置j姿勢Ĉ求÷āg

Â現状Ý¸āg
三次元ä物体Ĉ二次元ÞÍÜ観測Ïāáåh¸ā視点Á
ÿä二次元画像ÞÍÜ扱¼ÉÞáàāÂh同一物体Ý¸Ù

以上ä原理Ĉ適用Ïāá当ÕÙÜåh上記ä原理á加¾
Üh以下ä諸要素技術Ĉ開発j応用ÍÕg
（a） 複数ä対象物Â混在Ïā場合áh指定ÍÕ対象物Ĉ

切Ā出ÏċŔĝœģŉ}ĤęŊŜįsĠŐŜ~

Üøh視点Â異àĂæÓä画像å異àāg人間åh物体ä
形状Ĉ経験的á理解ÍÜºāÕ÷h視点Â異àā画像Áÿ

（b） 三次元認識原理Ýå認識困難àh回転対象体Ĉ認識

ÏāċŔĝœģŉ}円柱型àß~

ø物体Ĉ認識ÏāÉÞÂÝÃāgÍÁÍhĜŜĽŎsĨå
経験的à知識Ĉ持ÙÜºàºÕ÷h同様ä認識Ĉ行¼Õ÷

（c） 精度向上äÕ÷h上記認識結果Ĉ初期値ÞÍÜh辞

áåh¸ÿüā視点Áÿä二次元画像Ĉ保持Í二次元認識

書İsĨÞ測定İsĨĈ繰返Í法áþĀ合致ËÑāċ

ċŔĝœģŉĈ適用ÏāÁh視点á依存Íàº三次元認識

Ŕĝœģŉ}一般的 ICP 法ä応用~

ċŔĝœģŉĈ適用Ïā必要Â¸āg前者å既存技術Ĉ適

開発ÍÕ三次元認識ċŔĝœģŉä評価結果Ĉ記Ïg図

用ÝÃā利点å¸āÂh距離áþĀ対象物ä大ÃËÂ変化

6 ä認識結果例Ýåh
ĔŊŒ映像á対ÍÜh
三次元距
（b）
（a）

Ïāþ¼à遠近感á対応ÏāÉÞÂ難Íºg
本ĠĢįŉÝä研究課題åh以下ä 2 点Ý¸āg
（a） ¸ÿÁÎ÷想定ÍÕ対象物}ŋİŔ~Â任意ä位置

視点Áÿä仮想的映像Ĉ示ÍÜºāg

á任意ä姿勢Ý含ôĂāĠsŜĈ距離ĤŜĞÝ点群Þ

対象物ä三次元的特徴}凹凸àßä特徴ä¸ā部分~Â

ÍÜ測定Íh三次元形状認識技術Ĉ用ºÜŋİŔä種

測定ËĂā場合úh立体ä 3 面Â測定ÝÃā場合åh高º

類Àþé姿勢Ĉ認識Ïāg
（b） 非熟練者Âh認識結果Ĉ CG 表現ÍÕ画面Ĉ操作Í

.

認識結果Ĉ CG ŋİŔ
離ĤŜĞä測定İsĨ}点群~
h
（c）
対象物á近ÛºÕ
Ý表示Í別視点Áÿ見Õ仮想的映像h
（d）

認識性能Ĉ得āÉÞÂÝÃÕgÍÁÍhÉ¼ÍÕ三次元的
à特徴Â測定ÝÃàº場合}真横h真上Áÿä計測àß~

Ü見úÏº視点Áÿä映像Ĉ確認ÏāÉÞáþĀhŇ

Ýåh測定İsĨÂ三次元的à特徴Ĉ持ÙÜºàºÕ÷h

ĴŀŕsĨĈ容易á遠隔操作ÝÃā補助ĠĢįŉĈ構

認識Â困難Ý¸ÙÕg対応ÞÍÜåh三次元的à特徴Â計

築Ïāg

測ÝÃā視点Áÿ再計測ÏāÉÞÂ必要Ý¸āg評価用ä

三次元形状認識の原理と適用，評価結果

図

カメラによる映像と点群および認識結果例

画像äþ¼á認識対象äİsĨ量Â大Ãº場合h認識ċ
ŔĝœģŉÝåhİsĨĈÓäôô扱¼äÝåàÅh情報
ŖĢä少àº低次元ä量}特徴量Þ呼æĂā~á変換ÍÜ
扱¼ÉÞÂ一般的Ý¸āg視点ú対象物ä姿勢h対象物
ôÝä距離á依存Íàº認識Ĉ実現ÏāÕ÷áåh視点ú
姿勢h距離á依存Íàº特徴量Ĉ用ºāÉÞÂ必要Ý¸āg
本ĠĢįŉÝåh以下á示Ï特徴量Ĉ用ºÜ三次元認識Ĉ

（a）カメラ映像

（b）点群

行ÙÕg
（a） 視点方向Àþé対象物ä姿勢îä依存度Â低ºg
（b） 視点Áÿä距離îä依存度Â低ºg
（c） 近傍á位置Ïā他物体ä影響Ĉ受ÇáÅºgÉĂåh

近傍ä障害物á妨ÈÿĂh対象物ä一部äõ計測可能
à場合Ĉ想定ÍÜºā}一部欠損~
g

（c）視点 1

（d）視点 2

次áhÉä特徴量Ĉ利用ÍÕ認識原理áÚºÜ記Ïgô

（ 41 ）

特集

œĘĢ認証装置àßáÀºÜ普及ÍÜºāgÉĂÿåh対

1
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遠隔ハンドリング補助システム ──三次元画像処理技術の強化──

約 10 種類ä対象物áÀºÜh三次元的à特徴Â計測ËĂ

å測定機方向Ĉ視点ÞÏā映像Ý¸ĀhŇĴŀŕsĨÂ対

Üºā場合hñò正ÍÅ認識ÝÃÕg

象物Ĉ把持ÝÃā位置á操作ËĂÜºāÁ不明Ý¸āgŇ

特集

Àþé
ďĢ操作áþĀ映像ä視点Ĉ変更ÏāÞh図 9（b）
（d）
.

遠隔ハンドリング補助システム

äþ¼á把持ÝÃàº位置Ý¸āÁh図 9（c）
Àþé
äþ
（e）

三次元形状認識結果Ĉ適用ÍÕ遠隔ĸŜĲœŜę補助Ġ

1

¼á把持ÝÃā状態Ý¸āÁß¼ÁÂ判断ÝÃāg

ĢįŉáÚºÜ記Ïg

以上äþ¼áh本ĠĢįŉÝåh把持対象物ä三次元形

図 7 åĠĢįŉ構成Ý¸Āh制御用ĺĦĜŜh画面制御

状認識結果á基ÛºÜ CG 表現Ïāg実際áå観測ÝÃà

用三次元ŇďĢhŕsğĢĖŌĳhŖŅĬıhŖŅĬı制

º側面ä表示úhŇĴŀŕsĨä CG 表現áþĀ任意ä視

御端末h映像確認用ĔŊŒáþĀ構成ËĂāgŕsğĢ

点Áÿä観測ÂÝÃāgôÕh複数ä視点Ĉ指定Íh複

ĖŌĳáþĀ測定ËĂÕ対象物åhĺĦĜŜáþĀ認識Ë

数ä観測映像Ĉ常時表示ÏāÉÞø可能Ý¸āgÓä結果h

Ăh結果ä CG 表現hŇĴŀŕsĨä CG 表現Àþé測定

距離感äÚÁõúÏº方向Áÿ対象物Ĉ確認ÏāÉÞúh

点群Â表示ËĂāgēŃŕsĨsåh三次元ŇďĢáþĀ

対象物Ĉ遮ÙÜºā物体Ĉ避ÇÕ視点Áÿ見āÉÞÂÝÃh

視点変更ÍÜ見úÏº視点Áÿä画面Ĉ表示ÍhŖŅĬı

熟練度ä高ÅàºēŃŕsĨsäĸŜĲœŜę操作Ĉ適切

制御端末áþĀŖŅĬıĈ操作ÏāgŖŅĬıÞŕsğĢ

á補助ÏāÉÞÂÝÃāg

ĖŌĳä座標系åh開発ÍÕĖŌœĿŕsĠŐŜĭsŔĈ
用ºÜ事前á合ąÑÜÀÅg

ēŃŕsĨsä遠隔ĸŜĲœŜęĈ補助ÏāÕ÷ä機能
ÞÍÜh以下Ĉ開発ÍÕg

ŋİŔĈ形状認識Íh結果Ĉ CG 表現ÏāÉÞä利点å

（a） ĸŜĲ視点Áÿä映像k対象物ĈĸŜĲáþĀ把持

Ïā作業Ĉ行¼Õ÷áåhĸŜĲ位置Ĉ視点ÞÍÕ映

以下ä 2 点Ý¸āg
（a） ĨsěĬı全面ä輪郭表示Â出āg簡単àŇďĢ操

~
g
像Â有効Ý¸ā}図 9（d（
）e）

作áþĀ任意ä視点î移動Íh実際áå観測ÏāÉÞ

（b） 自動視点変更k手動操作ÝåhĸŜĲÞ把持対象物

äÝÃàº視点Áÿä映像úh測定ËĂÜºàº領域

ä相対関係Â見úÏº視点ä映像Ĉ手動操作áþĀ表

ä映像Ĉ表示ÏāÉÞÂÝÃh視覚的á適確à情報Ĉ

示ÏāÂh見úÏº視点Ĉ自動的á算出ÍÜ映像Ĉ映

得āÉÞÂÝÃāg特áhċsŉ先端äĸŜĲÁÿä

Í出ÏÉÞÂÝÃāg

視点åĸŜĲœŜę補助á有効Ý¸āg
（b） 測定İsĨÞ認識結果áÀºÜhÓĂÔĂ任意ä点

図

マニプレータとモデルの CG 表現

Ĉ指定ÏāÉÞáþĀh両者間ä距離算出ÂÝÃh距
離感Ĉ得āÕ÷ä情報ÞÍÜ有効Ý¸āg
ŇĴŀŕsĨ動作時åh各軸ä情報}đŜĜsĩä値~
ĈœċŔĨčŉá読õ取āÉÞáþĀhCG 表現ËĂÕŇ
ĴŀŕsĨĈh実際ä動作Þ同一動作ËÑÜºāg
É¼ÍÜh図 8 äþ¼áĠsŜä測定İsĨÞÍÜä点
群h認識ÍÕŋİŔä CG 表現hŇĴŀŕsĨä CG 表現
Ĉ重ã合ąÑÜ拡張現実感}Augmented Reality~Ĉ表現

（a）視点 1

（b）視点 2

Ýåh対象物ÂĸŜĲ部á遮ÿĂÜ見¾àº
Ïāg図 8（a）
（b）
äþ¼á視点Ĉ変¾āÉÞáþĀ対象物
状態Ý¸āÂh

ä状態Ĉ確認ÏāÉÞÂÝÃāg

図

視点移動によるハンドリングの例

視点ä移動áþāĸŜĲœŜę補助ä例Ĉ示Ïg図 9（a）
図

システム構成

カメラ
（a）視点 1

（b）視点 2A

（c）視点 3A

ロボット制御
画面制御
対象物

（ 42 ）

レーザスキャナ

（d）視点 2B

（e）視点 3B
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性Â¸āg動ÃĈÞÿ¾āÕ÷áåhŕsğĢĖŌĳ

卓上ロボット操作システム

äþ¼á測定時間Ĉ要Ïā測定器å向ºÜºàºg高
跡Ïā処理ä検討Â必要Ý¸āg
（d） 耐放射線性ĔŊŒkŕsğĢĖŌĳå放射線環境Ý

使用ÏāÉÞÂÝÃàºg放射線環境Ý三次元情報Ĉ
得ā手段ÞÍÜåh耐放射線性ĔŊŒĈ複数使用ÍÕ
ĢįŕēļġŐŜ方式Â適ÍÜºāÞ考¾ÿĂāg

あとがき
遠隔ĸŜĲœŜę補助ĠĢįŉÝå形状認識技術Ĉ中
心á開発ÍÜÃÕøäÝ¸ĀhĠsŜä中ÁÿĨsěĬı
Ĉ特定ÏāÞº¼当初ä目標Ĉ達成ÍÕ段階á¸āg今後
（c） 環境構築機能kĸŜĲ上áĢįŕēĔŊŒĈ搭載Ë

åhþĀ現実的à作業環境Ĉ想定ÍÜh簡易Ý使ºúÏ

ÑhĸŜĲ近傍ä三次元情報Ĉ随時取得ÍhŕsğĢ

ºĻŎsŇŜŇĠŜčŜĨľĐsĢĈ発展ÍÜºÅ予定Ý

ĖŌĳáþĀ取得ÍÕ三次元情報Þ合ąÑÜh周辺環

¸āgôÕh今回å手動操作ä補助ĠĢįŉÞÍÜ開発Ĉ

境ä三次元情報Ĉ構築ÍÕgÉĂáþĀhŇĴŀŕs

行ÙÜºāÂh任意ä位置h姿勢ä取扱物Ĉ対象ÞÍÕ自

ĨÞ障害物Þä衝突Ĉ回避ÝÃāg

動運転ä位置測定機能ÞÍÜ応用ÏāÉÞø考¾ÿĂh将

ÉĂÿä要素技術Ĉ組õ合ąÑÕŀŖıĨčŀÞÍÜh
任意ä位置î配置ËĂÕ対象物Ĉ自動認識Íh自動作業Ï
ā卓上ŖŅĬı操作ĠĢįŉĈ作製ÍÕ}図

~
g

来å自動運転ø組õ合ąÑÕĠĢįŉá発展ËÑāÉÞÂ
ÝÃāg
遠隔ĸŜĲœŜę機器Â活躍Ïā場面åh原子力分野á
限ÿàºg危険物ä取扱ºúh大型重量物äĘŕsŜáþ

.

実用化へ向けての課題

実用化î向ÇÜä課題Ĉ以下á記Ïg
（a） 三次元認識機能ä向上k認識率Àþé認識精度Þøh

ā取扱ºøôÕh遠隔操作áþā技量Ĉ要Ïā作業Ý¸āg
本ĠĢįŉĈ適用ÏāÉÞáþĀ効率ÂċĬŀÏāÖÇÝ
àÅh熟練者ÝàÅÜø作業Â行¾āÉÞäŊœĬıå大

要素技術ÞÍÜä研究j実験段階äŕłŔÝ¸āg実

ÃºÞ考¾ÿĂāg遠隔ĸŜĲœŜę補助ĠĢįŉÂ原子

用化á向ÇÜåh認識率h認識精度Àþé認識速度ä

力以外ä分野Ýø活用ËĂÜºÅÉÞĈ期待ÍÜºāg

向上Â必要Ý¸āg
（b） 金属体ä認識k金属体ä三次元計測å非常á困難à

課題Ý¸āg計測Ĉ行¼手段hôÕå計測Ĉ行ąàÅ
Üø姿勢Ĉ認識Ïā手法Ĉ検討Ïā必要Â¸āg
（c） 非剛体j柔軟物kŖsŀúĚsĿŔàßåh非剛

体j柔軟物Ý¸āæÁĀÝàÅh形状Â変化Ïā可能

参考文献
（ 1） 児玉健光ñÁi原子炉遠隔解体装置ä開発iFAPIG 誌i

159, 2001, p.30-36.
（ 2） 富塚千昭ñÁi商業用原子力発電所ä遠隔解体確証試験

}Óä 22~
i日本原子力学会 2004 春ä大会i2004, Ⅳ-411.
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J-PARC 物質・生命科学実験施設向け機器の完成
特集
1

児玉

健光}ÉÖôeÕÇõÚ~

º取合º精度Â要求ËĂāg富士電機ÂÉĂôÝ培ÙÜÃ

まえがき

Õ遠隔ĸŜĲœŜę技術Ĉ生ÁÍh遠隔操作á適ÍÕ機器
茨城県東海村á¸ā独立行政法人日本原子力研究開発機
構}以下h原子力機構Þº¼~東海研究開発ĤŜĨs原子

設計h連携Ïā設備間取合º条件ä設定h総合組合Ñ試験
Àþé据付Ç調整Ĉ 2002 年Áÿ 2007 年áÁÇÜ実施ÍÕg

力科学研究所á建設中ä大強度陽子加速器施設}J-PARC~
åh世界最高ĘŒĢä大強度陽子ļsŉĈĨsěĬıá当

本稿ÝåÉĂÿ 3 設備ä概要Àþé設計h製作h試験á
ÚºÜ紹介Ïāg

ÜÜhÓÉÁÿ発生Ïā中性子úÓä他ä二次粒子}中間
子hĴŎsıœķhňŎēŜàß~Ĉ利用ÍÜh生命科学

設備の概要

ú物質科学h原子核j素粒子h宇宙物理úđĶŔės研究
ÉÉÝ紹介ÏāĨsěĬı台車h反射体等遠隔操作装置

àßhËôÌôà分野ä研究Ĉ行¼研究施設Ý¸āg完成
čŊsġĈ図 1 á示Ïg

Àþé放射化機器保管設備ä 3 設備ä概略図Ĉ図 2 á示Ïg

物質j生命科学実験施設Ĉ構成Ïā各設備å原子力機構
ä設計áþāøäÝh設備ÊÞá製作設計Áÿ据付ÇôÝ

.

ターゲット台車

Â競争入札áþĀ発注ËĂÕgĨsěĬıÀþé周辺ä減

ĨsěĬı台車åh大強度陽子加速器ÁÿäļsŉĈ

速材配管等å過酷à陽子Àþé中性子照射áþĀ高度á放

衝突ËÑÜ核破砕反応áþĀ中性子Ĉ発生ËÑā水銀Ĩs

射化ËĂh半年Áÿ数年ä間隔Ý交換Â必要áàāg富士

ěĬı容器Ĉ先端á取Ā付ÇÕ構造ÞàÙÜºāgÉä状

電機åÉĂá関Ïā設備ä¼×h水銀ĨsěĬıä設置j

態Ý走行Íh水銀ĨsěĬı容器Ĉ運転位置Þ遠隔交換Ï

移動Ĉ行¼ĨsěĬı台車h減速材配管等Ĉ交換Ïā反射

ā位置ä間Ĉ移動ËÑāg運転時äĨsěĬı容器ä位置

体等遠隔操作装置h交換後ä水銀ĨsěĬı容器ú減速

å中性子性能á大ÃÅ影響ÏāÕ÷hŁœďŉłĬĤŔ容

材配管àßĈ保管Ïā放射化機器保管設備ä 3 設備ä設計h

器内á配置ËĂÕ反射体Þ減速材Þä間á正確á位置決÷

製作h据付Ç調整ôÝĈ受注ÍÕg

ÍÜ挿入ÝÃāÉÞÂ要求ËĂāgÉĂá加¾hŁœďŉ

ÉĂÿä設備åºÐĂø遠隔áþā取扱ºÞ設備間ä高
図
図

3 設備の概略図

J-PARC 全景（完成イメージ）

原子核・素粒子実験施設

反射体等遠隔操作装置
（セル内）

物質・生命科学実験施設

反射体等遠隔操作装置
（セル外）

3 GeV シンクロトロン
核変換実験施設

50 GeV シンクロトロン
ニュートリノ実験施設

放射化機器保管設備
リニアック

ターゲット台車

児玉

健光

ëÈĉ
øĉÎû
hHTTRh
原子炉廃止措置hJ-PARC àßä
開発設計á従事g現在h富士電機
ĠĢįŉģ株式会社発電ŀŒŜı
事業本部原子力統括部設計部担当
部長g

（ 44 ）

富士時報

J-PARC 物質・生命科学実験施設向け機器の完成

6OL .O 

ıú架構類Ĉ装備ÏāgĨsěĬı容器交換台車åhĨs

能hÀþéŁœďŉłĬĤŔäľŒŜġ面ÞäĠsŔ状態

ěĬı台車先端ä取付Ç部á位置合ąÑĈ行ºh水銀Ĩs

Ĉ維持ÏāÕ÷ä押付Ç力 300 kN ä反力Ĉ支¾ā機能Â

ěĬı容器ä保持Àþé受渡Íj受取ĀĈ行¼g

要求ËĂāg
ĨsěĬı容器Ĉ含÷Õ台車全体ä大ÃËå全長約

装置の設計

1

14 mh高Ë約 4 mh質量å大量ä遮îº体Ĉ設置ÏāÉÞ
Áÿ約 300 t Þàāg走行機能åŒĬĘċŜĲĽĴēŜ方

.

式Ý駆動力Ĉ得Üh専用ä軌道上ĈœĴċŖsŒďĐčÝ

ターゲット台車

ĨsěĬı台車åh図 3 á示Ïþ¼áńĬıĤŔ内á設

走行Ïā方式Ý¸āg前進j後退ä停止制度å＋
−1 mm 以

置ËĂÜhŁœďŉłĬĤŔ内Ýä核破砕反応áþā放射

下Ý¸āg台車後部áå水銀ĈĨsěĬı容器内á循環Ë

線Ĉ遮îºÏā大量ä遮îº体ĿŖĬĘĈ搭載Ïāg遮î

Ñā水銀循環設備hĨŜĘh配管àßĈ搭載ÍÜāg

º体ĿŖĬĘåhčŜĤŔĘŕsŜáþĀ組立j解体ÂÝ
Ãāþ¼h1 体当ÕĀ 20 t 以下á収ôā大ÃËÞÍh上下

.

反射体等遠隔操作装置

äĽŜÝ位置合ÑÍÜ積õ上Èā構造ÞÍÕg

反射体等遠隔操作装置åhĨsěĬı容器Þ陽子Â衝

建家ä遮îº壁áåhŁœďŉłĬĤŔá向ÁÙÜ水銀

突ÏāŁœďŉłĬĤŔ内部á設置ËĂā反射体ú減速材h

ĨsěĬı容器Ĉ取Ā付ÇÕĨsěĬı台車Â進入ÏāÕ

ÀþéŁœďŉłĬĤŔÞ陽子ļsŉŒčŜä境界Þàā

÷ä矩形}ÅÇº~ä貫通部Â設ÇÿĂÜºāÂhńĬı

陽子ļsŉ窓àßĈŀŒęá取Ā付ºÕ状態Ý取Ā出Íh

ĤŔ側á対Ïā遮îºĈ確実á行¼Õ÷h遮îº体Þ貫通

減速材h陽子ļsŉ窓àß構成部品ä交換Ĉ遠隔操作Ý行

部Þä隙間}ÏÃô~å 20 mm 以内á抑¾ā必要Â¸āg

¼装置Ý¸āgÉĂÿä取扱º対象機器å高度á放射化Í

双方ä製作誤差Ĉ考慮ÍÕ¼¾Ýh幅 2.6 m ×高Ë 4.0 m

ÜºāÕ÷h遮îº体付Ãä移送ĖŌĢĘá収容ÍÜh構

ä開口部Ý 4.5 m ä挿入長ËáąÕÙÜÉä隙間Ĉ保持Ï

成部品ä交換作業Ĉ行¼ńĬıĤŔ内á移送Ïāg

āÕ÷h積õ上Èā遮îº体ĿŖĬĘ全体ä外形Ĉ¸ÿÁ

ńĬıĤŔ内áå反射体内部ŀŒęj外部ŀŒęÀþ

Î÷小Ë÷á作Āh建家側ä仕上ÂĀ寸法á応ÎÜh遮î

é陽子ļsŉ窓交換ŀŒęĈ保持ÍÜ向ÃĈ精度þÅ変¾

º体ĿŖĬĘ全面á外形寸法調整用ä板状遮îº体Ĉ貼Ā

ā容器受Ç台h減速材配管ú陽子ļsŉ窓Ĉ遠隔操作Ý取

付ÇÜ最終形状á仕上Èā方法ĈÞĀh要求ËĂā隙間精

付j取外ĈÏā減速材等交換装置Â設置ËĂāgËÿá

度Ĉ達成ÍÕg

ńĬıĤŔ天井外側ä 5 Á所äĸĬĪáå直径 1.9 m ä通

水銀ĨsěĬı容器å放射線損傷áþĀ半年ÊÞä交換

過口Ĉ開閉Ïā床上遮îº体ÂÓĂÔĂ独立ÍÜ設置ËĂ

Â必要Ý¸ĀhĨsěĬı台車áåľŒŜġ部ĈŅŔıá

āg

þÙÜ固定Ïā構造ÞÍÜºāg水銀循環設備Áÿä 2 本
ä配管Þä接続åhĨsěĬı台車先端内部ä取付部áĺ

.

放射化機器保管設備

ŘsŇĴŀŕsĨä先端工具Ĉ挿入ÍhĨsěĬı容器á

放射化機器保管設備åh反射体等遠隔操作装置Ý各ŀŒ

装備ÍÜºā接続機構Ĉ遠隔操作Ïāg水銀ĨsěĬı容

ęÁÿ取Ā外ÍÕ減速材配管ú陽子ļsŉ窓Ĉ減容化Ïā

器ľŒŜġäŅŔı結合部úĺŘsŇĴŀŕsĨä挿入部

Õ÷áÓä場Ý切断Ïā切断装置úhńĬıĤŔ下á¸ā

密封ľŒŜġäŅŔı結合部åh頻繁àãÎ込õ操作Â行

放射化機器保管室á設置ËĂā放射化機器Ĉ一時保管Ïā

ąĂāÉÞÁÿhĨsěĬı台車側ãÎ穴ä損傷Ĉ考慮Í

ÉÞĈ主目的ÞÍÕ保管設備hÀþéĨsěĬı台車Ýä

Üh交換可能à埋込õãÎ金具構造ÞÍÕg

水銀ĨsěĬı容器交換作業時ä補助作業Ĉ行¼ĨsěĬ

ÉäñÁáøh走行駆動装置ú水銀配管結合部h動力j

ı容器交換台車àßh放射化機器ä取扱ºá関連ÍÕ種々

計装用配線結合部àßhŊŜįĳŜĢú交換Â必要à部品

ä装置Ý構成ËĂāg

åhÏïÜĺŘsŇĴŀŕsĨhŇĢĨsĢŕsĿŇĴŀ

切断装置åĸĞň方式Ýh主á直径 90 mm ä多重配管
Ĉ切断Ïā能力Â求÷ÿĂāg保管設備å保管専用äĽĬ
図

ŕsĨÀþéĘŕsŜĈ用ºÜ遠隔操作Ý取外Íj取付Ç
ÂÝÃā構造ÞÍÜºāg
.

ターゲット台車

反射体等遠隔操作装置

反射体等遠隔操作装置åńĬıĤŔ外機器ÞńĬıĤŔ
1,803

5,000

6,200

ターゲット台車

水銀循環設備

ヘリウムベッセル

内機器á大別ËĂāgńĬıĤŔ外ÝŁœďŉłĬĤŔÁ
ÿ反射体ŀŒęúļsŉ上前方ä陽子ļsŉ窓交換ŀŒę
Ĉ取Ā出ÏÕ÷ä移送ĖŌĢĘĈ図 4 á示Ïg

2,700

4,000

水銀ターゲット容器

特集

łĬĤŔ内Ýä核破砕反応部Áÿä放射線遮îºĈ行¼機

移送ĖŌĢĘå内径 1.9 mh高Ë 11 m ä円筒構造物Ýh
胴体下部áå厚Ë 290 mm ä遮îº体Ĉ全周á配置Íh最
ø重º反射体ŀŒę}質量 36 t~Ĉ収容ÍÕ状態Ý総質量
å 130 t á達Ïāg移送ĖŌĢĘåęœĬĺÞ昇降装置Ĉ
装備Íh各ŀŒęĈ吊Ā入ĂÜ収容ÍÕ状態Ý天井Ęŕs
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移送キャスクと取扱い対象物

図

ホットセル内機器の構成

特集

減速材等交換装置

昇降装置

切断対象物
外部プラグ受け台

内部プラグ
受け台

1
グリッパ
移送キャスク

反射体プラグ
ヘリウムベッセル

図

ŜáþĀńĬıĤŔ上ä所定ä床上遮îº体通過口ôÝ移

切断装置

上部把持機

切断装置

動ÍhńĬıĤŔ内á吊Ā降ăÏg
ęœĬĺåh内部Þ外部Þä二重円筒形状Â組õ合ąË
ĂÕ構造ä反射体ŀŒęä内外両ŀŒęôÕå内部ŀŒę
äõĈÚÁõ分ÇÿĂā旋回型ä爪Ĉ持×h放射化機器保

切断対象物

管設備ä最ø深º所ôÝ到達ÝÃā 35 m ä昇降ĢıŖs
ĘĈ備¾Üºāg

下部把持機

ńĬıĤŔ内áå図 5 á示Ïþ¼áh内部ŀŒę受Ç台h
外部ŀŒę受Ç台Â配置ËĂh吊Ā降ăËĂÜÃÕ各ŀŒ
ęĈ搭載ÍhŀŒęá固定ËĂÜºā減速材配管hôÕå
陽子ļsŉ窓Ĉ減速材等交換装置Ýä交換作業á適ÍÕ必
要方位á正確á旋回ÍÜ位置合ąÑĈ行¼g

切断機

減速材等交換装置å全体Ĉ前後左右á移動Ïā機能Þh
減速材配管等取扱用äċĩŀĨÞ取Ā合¼結合機構Ĉ昇
降j旋回ËÑā機能Ĉ持×hĺŘsŇĴŀŕsĨÞ連携Í

þ¼á内側á絞ÙÜ切Ā込ĉÝºÅ動作方式Ý¸Āh切断

Ü取外j取付作業Ĉ行¼g速材配管等Ĉ取Ā付Çā際áåh

対象物ÂĸĞňä外á逃Èàºþ¼áÍÕg取Ā扱¼切断

所定ä位置á確実áå÷込ĉÖÉÞĈ映像áþĀ確認Ïā

対象物ä太Ëå 64 v 100 mm ä広º範囲Ĉ対象ÞÍÜº

ÞÞøáh過大à力Â作用Íàºþ¼荷重ĤŜĞĈ取Ā付

āäÝh把持Ïā機構ø切断ĸĞňÞ同様á内側á絞ÙÜ

ÇÜ押付Ç力Ĉ制御Ïāg

挟õ込ö方式ÞÍÜh形状j寸法á関係àÅ内側ä所定ä

取Ā外ÍÕ減速材配管Àþé陽子ļsŉ窓åh隣接Ïā
放射化機器保管設備ä切断装置á受Ç渡Ïg

位置Ý固定ÝÃāþ¼áÍÕg
保管設備åh水銀ĨsěĬı容器h反射体ŀŒęh陽子

ÉĂÿ一連ä操作åh遮îº窓Áÿä目視ÞńĬıĤŔ

ļsŉ窓交換ŀŒęhňŎēŜĨsěĬıŀŒęàßh多

内ä壁h床ÀþéčŜĤŔĘŕsŜhĺŘsŇĴŀŕsĨ

Åä種類ä放射化機器Ĉ保管Ïā架構類Ý構成ËĂāgÉ

á取Ā付ÇÿĂÕ耐放射線性ĔŊŒáþĀ確認ÍÜhńĬ

Ăÿ保管対象物ú放射化機器保管設備室内ä移動式架構åh

ıĤŔ外ä運転操作盤Áÿ行¼g

ºÐĂøčŜĤŔĘŕsŜä吊Ā具ÖÇÝ取扱ºÂÝÃā
þ¼h対象物側äĸŜĲœŜę部ä形状ĈÓĂá適ÍÕ形

.

放射化機器保管設備

切断装置åĸĞň状ä機械式切断装置Ýh切断ÍàÂÿ

状á合ąÑÜ統一ÍÕg
ĨsěĬı容器交換台車å放射化機器保管設備室上階ä

対象物Ĉ上下á送Ā出ÍÜ切断位置Ĉ変¾āÕ÷áh切断

ńĬıĤŔ内Ýh水銀ĨsěĬı容器交換作業ä際áĨs

機Ĉ 2 基ä把持機Þ組õ合ąÑÜ配置ÍÜºāgÉĂÿ把

ěĬı台車ä前方á配置ËĂh水銀ĨsěĬı容器Ĉ受Ç

持j切断機ä向ÃĈ切断作業位置Þ減速材等交換装置Þä

取ā姿勢ÝĺŘsŇĴŀŕsĨáþāŅŔı緩÷作業ä終

受渡Í位置ä 2 Á所á位置Ĉ変¾āÕ÷h装置全体Ĉ旋回

了Ĉ待Úg取Ā外ÍÕ水銀ĨsěĬı容器Ĉ受Ç取ÙÕ後

動作ËÑā機能Ĉ持Úg
切断ÏāĸĞňåh図 6 á示Ïþ¼á外側Áÿ抱¾込ö

（ 46 ）
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ä間ÉĂĈ保持Ïāg

要求ËĂā性能Ĉ発揮ÏāÉÞĈ確認ÍÕg
減速材等交換装置と切断装置の連携

反射体等遠隔操作装置ä減速材等交換装置Þ放射化機
上述ä 3 設備åh工場試験áÜ模擬取扱º対象物Ĉ使用

器保管設備ä切断装置åńĬıĤŔ内Ý隣接ÍÜ配置ËĂh

ÍÜhÓĂÔĂä性能確認試験Ĉ実施ÍÕgÉÉÝåh特

減速材等交換装置Ý取Ā外ÍÕ減速材配管Àþé陽子ļs

á各設備Â他設備Þ連携ÍÜ動作Ïā試験項目áÚºÜh

ŉ窓åÓä場Ý切断装置á受Ç渡ËĂāg

実際ä状態á設備同士Ĉ配置Íh連携ÍÕ運転動作Ĉ行Ù

工場試験Ýå各装置ÊÞä単体性能試験Ĉ行¼ÞÞøáh

Ü所定ä性能Ĉ発揮ÏāÉÞĈ確認ÍÕ内容hÀþé切断

図 8 äþ¼á両装置Ĉ現地据付状態Þ同Î位置関係á据¾

装置ä切断能力Ĉ確認ÍÕ試験Ĉ中心á紹介Ïāg

付ÇÜh模擬切断対象物Ĉ使用ÍÜ実際á連携動作Â円滑
á行ąĂāÉÞä確認ÞhÓä際ä各機器ä位置決÷İs

.

ターゲット台車の工場総合組合せ試験

Ĩh動作性能İsĨĈ取得ÍÕg

ĨsěĬı台車åh施設内Ýå複数ä会社Â個別á受注
ÍÜ製作ÍÕ水銀ĨsěĬı容器Àþé水銀循環設備Â組

.

切断装置の切断能力確認試験

õ合ąÑÿĂÜ運転Ïāg現地îä搬入á先立×hÓĂÔ

切断装置åĸĞň部分á専用ä切断刃Ĉ取Ā付ÇÜh減

Ăä製作Ĉ担当Ïā各社ä工場試験工程Ĉ調整Íh富士電

速材配管類Ĉ 1 m 程度ä長Ëá短Å切断Ïāg切断刃ä

機川崎工場á集÷Ü組合Ñ状態Ĉ作Ā上Èh連携ÍÕ性能

交換頻度äİsĨĈ取得ÏāÕ÷h実際ä運用計画á基Û

Ĉ確認ÏāÕ÷ä工場総合組合Ñ試験Ĉ行ÙÕg

ºÜ試験体Ĉ製作Í切断試験Ĉ実施ÍÕg
試験体å半年ÊÞá交換ËĂāňŎēŜĨsěĬıh2

運転á入āÞ半年á一度ä頻度Ý行ąĂā水銀ĨsěĬ
ı容器ä遠隔取付Çj取外Í操作性確認åh組õ合ąÑÜ

年ÊÞá交換ËĂā陽子ļsŉ窓hÓÍÜ 6 年á一度ä交

使用Ïā放射化機器保管設備äĨsěĬı容器交換台車Ĉ

換Â計画ËĂā減速材配管Ĉ模擬ÍÕ切断試験体Ĉ 6 年分

図 7 äþ¼á設置ÍÜh実際ä要領h手順Ý遠隔操作Ĉ模

擬ÍÕ作業Ĉ行ºhÓĂÔĂÂ十分á機能Ĉ果ÕÏÉÞÂ

図

減速材等交換装置と切断装置の試験

確認ÝÃÕgÉä一連ä作業Ĉ行ÙÜ取Ā付ÇÕ状態Ýä
水銀ĨsěĬı容器ÞĨsěĬı台車ä結合部ĠsŔ性能
åh十分àøäÝ¸āÉÞÂ確認ÝÃÕg

減速材等交換装置

切断対象物

一方h施設内á固定ÍÜ設置ËĂāŁœďŉłĬĤŔÞ
切断装置

ä間Ýø水銀ĨsěĬı容器å密着ÍÜĠsŔ状態Ĉ維持
ÏāgÉä場合hĠsŔ性能Ĉ発揮ÏāÕ÷áĠsŔ材á
å 300 kN ä押付Ç力Â必要Ý¸ĀhĨsěĬı台車åÉ
äĠsŔäÕ÷ä反力Ĉ支¾ā機能Â要求ËĂh付属ŕs
Ŕ設備áå台車全体Ĉ押Ë¾ā固定装置Â装備ËĂÜºāg
工場総合組合Ñ試験Ýåh試験ŕsŔ上á模擬Łœďŉ
łĬĤŔľŒŜġĈ強固á取Ā付ÇhĨsěĬı台車ä前
進動作hĠsŔ機構áþā押付Ç力発生hĨsěĬı台車
äĠsŔ部反力支持ôÝä一連ä動作Ĉ行ºhÓĂÔĂÂ
外部プラグ受け台

図

ターゲット台車の工場総合組合せ試験

図

切断能力確認試験

ターゲット台車
水銀ターゲット容器

切断前
切断中
水銀ターゲット容器交換台車
切断後
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作Āh1 個ä切断刃áÚºÜ刃先部分á異常Â見ÿĂāô
ÝĈ目処}÷ß~á切断Ĉ続ÇÕg

特集
1

Ĉ基準ÞÍÜh寸法測定hġŌĬĖċĬŀÀþéŒčĳ挿
入áþā位置調整Ĉ繰Ā返Ï作業ÞàāgÉä方法å工場

切断回数å 49 回á及ĉÖÂh切断刃áå欠Çh割Ăà

組立試験ä過程Áÿ検討j準備ÍÜÀĀh手順ßÀĀä作

ßä異常Â発生ÏāÉÞàÅh6 年分ÞÍÜ用意ÍÕÏï

業Ý目標精度内á設定ÏāÉÞÂÝÃÕgÍÁÍh対象

Üä試験体Ĉ切断ÏāÉÞÂÝÃÕgÉä結果hÉĂÿĈ

部位å直接確認ÏāÉÞäÝÃàº狭隘}Ãý¼¸º~部

切断対象ÞÏā切断刃áå十分à耐久性Â¸āÉÞÂ実証

ÞàāÕ÷h水銀ĨsěĬı容器ä表面á厚Ë 2.3 mm ä
įsŀ型接触ĤŜĞĈ貼Ā付ÇÜh周辺á接触ÏāÉÞÂ

ËĂÕg

àºÉÞĈ確Á÷àÂÿ慎重á挿入ÏāÉÞáþĀh最終

切断試験ä様子Ĉ図 9 á示Ïg

的á取合上ä問題ÂàºÉÞĈ確認ÍÜºÙÕg 図

.

á

現地据付完成後äĨsěĬı台車Ĉ示Ïg

現地据付け・組合せ試験
ターゲット台車

.

反射体等遠隔操作装置・放射化機器保管設備

ĨsěĬı台車åhŁœďŉłĬĤŔ内á装着ËĂÜº

反射体等遠隔操作装置Àþé放射化機器保管設備äńĬ

ā反射体Þ減速材ä間á長Ë約 1.8 m ä水銀ĨsěĬı容

ıĤŔ内機器åh前述ä工場試験Ýä配置状態Ĉ再現Ïā

器Ĉ先端部Ý上下左右äÐĂ 5 mm 以内Ý挿入ÍÜºÁà

þ¼áÓĂÔĂä据付ÇĈ完了ËÑÕg 図

ÇĂæàÿàºgÉä調節åhĨsěĬı台車Ĉ現地ŕs

態Ĉ示Ïg

Ŕ上á据¾付ÇÕ後h別途据付Ç済õäŁœďŉłĬĤŔ

á据付Ç状

ÏïÜä機器Ĉ据¾付ÇÜÁÿä組合Ñ試験ÝåhńĬ
ıĤŔ外ä移送ĖŌĢĘĈŁœďŉłĬĤŔ上方á実際á

図

据¾付ÇÜh実物ä反射体ŀŒęh陽子ļsŉ窓交換ŀŒ

現地据付完成後のターゲット台車

ęĈàßĈ取Ā出Íh放射化機器保管設備îä一時保管場
所îä吊Ā降ÍhńĬıĤŔ内機器îä受渡ÍĈ行ºh所
定ä位置決÷精度h昇降ĢıŖsĘÂ¸āÉÞĈ確認ÍÕg
ńĬıĤŔ内Ýåh減速材配管ú陽子ļsŉ窓Ĉ各ŀŒ
ę受Ç台h減速材等交換装置ÞńĬıĤŔ内設備Ý¸āč
ŜĤŔĘŕsŜhĺŘsŇĴŀŕsĨÞä連携操作áþĀh

水銀ターゲット容器

計画ßÀĀńĬıĤŔ外Áÿä目視Àþé監視ĔŊŒ映像
Þ運転信号á基ÛÃh遠隔運転操作áþÙÜ取外Íj取付
ÇÂÝÃāÉÞĈ確認ÍÕg
ターゲット台車

あとがき
設計h製作Ĉ行ÙÕ J-PARC 物質j生命科学実験施設
向Ç機器åhºÐĂø遠隔áþā運転操作hŊŜįĳŜĢ
図

性Â要求ËĂāøäÝ¸āg構造的áø動作的áø他設備

ホットセル内機器の現地据付状態

Â多Å関連ÍÜÅāäÝh工場試験段階h現地据付試験段
階Ý連携ÍÕ試験Ĉ行ÙÜhÓĂÔĂä設計h性能Â施設

パワーマニプレータ

全体ÞÍÜ充足ÍÜºāÉÞĈ確認ÍÜÃÕg
最後áĨsěĬı台車h反射体等遠隔操作装置Àþé放

減速材等交換装置

射化機器保管設備ä設計h製作h試験á¸ÕĀh多大àā
Ê指導ĈºÕÖºÕ独立行政法人日本原子力研究開発機構
ä関係各位á対Íh深Å感謝Ïā次第Ý¸āg
切断装置
内部プラグ受け台
外部プラグ受け台

参考文献
（ 1） 加藤崇iJ-PARC 物質j生命科学実験施設áÀÇā 1 MW

ĺŔĢ中性子源iFAPIGino.173, 2006-7, p.9-15.
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これからの環境分野と
安全・安心に寄与する MEMS
特集
2

楊

明}úĉeõĉ~

首都大学東京システムデザイン研究科教授 工学博士

近 年hMEMS}Micro Electrical Mechanical Systems~

今後h生化学分析hŇčĘŖ医療h燃料電池àß応用ú安

ä研究開発Â益々盛ĉáàĀh応用分野ø自動車ú家電

心安全社会作ĀäÕ÷ä各種ŇčĘŖİĹčĢîä応用Â

à ß ä Ĥ Ŝ Ğ sh ċ Ę Ī Ŏ đ s Ĩ à ß Á ÿh 生 化 学 分

期待ËĂāÕ÷h現在ä IC 製造技術h及é半導体材料Ý

析hŇčĘŖ医療h燃料電池àß広ÂĀĈ見ÑÜºāg平

åh十分á対応ÝÃàºÞ考¾ÿĂāg例ÞÍÜhŇč

成 17 年á経済産業省ÂôÞ÷Õ技術戦略ŇĬŀä中áøh

ĘŖ生化学分析Ĉ実現Ïā TAS}Micro Total Analysis

MEMS Â製造産業分野áÀºÜ重要à技術課題ä一ÚÞ

Systems~úĹčēĪĬŀå多様à試薬ú生化学物質Ĉ含

ÍÜ挙ÈÿĂÜºāg市場ÞÍÜå自動車関連分野h情

ö気体ú液体Ĉ扱¼必要Â¸ĀhÉĂÿä気体液体ä輸送h

報通信機器関連分野å大ÃÅ伸éh今後 10 年間引Ã続Ãh

混合h反応h分離àßä操作Ĉ実現ÏāÕ÷ä 3 次元構造h

ĤŜĞsh光jRF-MEMShĹčē MEMS àßĈ中心á

駆動機構hËÿáÓĂÿá適ÍÕ材料ú表面処理àßÂ求

市場Â形成ËĂāÞ予想ËĂÜºāgËÿáh20 年後ä

÷ÿĂāgÉĂÿä技術åh表面ÖÇÝàÅh高ċĢŃĘ

応用分野ÂËÿá広ÂĀh現在ä自動車àßä応用ËĂÜ

ı比ä加工Â必要Þàā場合úh液体ĸŜĲœŜęá必要

ºā MEMS ĤŜĞsþĀøh多Åä形態ä MEMS ĤŜ

à機構Â必要ÞàāgËÿáhŇčĘŖ医療ä場合åh材

ĞsúċĘĪŎđsĨä利用Â期待ËĂÜºāgÞÅáh

料ä生体適合性àßÂ求÷ÿĂāgĴsģä多様性á対応

（ 1）

下記分野áÀÇā MEMS ä応用Â予想ËĂhøäÛÅĀ

ÍÕ多品種少量生産ä製造技術øÉĂÿäİĹčĢä実用

日本áÞÙÜh欠ÁÑàº技術Þàāg

化á欠ÁÑàºg

環境・エネルギー，安全・安心分野

ĜŜŀŖĤĢä傾向Â¸āg高分子材料ĈłsĢÞÍÕ

最近hMEMS 製造技術á関Ïā研究開発Ýåh脱Ġœ
đĶŔėsjĸsłĢįČŜęİĹčĢ
g

ŀœŜįČŜęúčŜŀœŜįČŜęhŇčĘŖ射出成形h

ēŜĞčı環境浄化İĹčĢ
g

čŜĘġĐĬı技術àßĈ用ºÕ分析用İĹčĢ製造ä研

超高感度環境物質検出İĹčĢ医療j福祉分野
g

究開発Â行ąĂÜºāgôÕhŇčĘŖ放電hŇčĘŖ機

超小型体内埋÷込õİĹčĢ
g

械加工h電子ļsŉhčēŜļsŉhŕsğsļsŉàß

生体機械ĸčĿœĬĲİĹčĢ
g

áþā精密加工技術hËÿáh金型Ĉ用ºÕ金属材料úĕ

Ġsı型健康管理İĹčĢ安全j安心分野
g

ŒĢ材料ä成形加工技術àßÂ研究ËĂÜºāgŊœĬı

雰囲気伝送j再生İĹčĢ
g

ÞÍÜhĠœĜŜ以外ä材料ä選択úh低ĜĢıh多品種

壁紙型ċŜļđŜıčŜİœġĐŜıİĹčĢ
g

少量生産îä対応àßÂ挙ÈÿĂāg

万能携帯
g

今後å各種ŇčĘŖĳķ加工技術ä融合Â MEMS 製造
áÞÙÜ大変重要à課題ÞàāgôÕh無線Þä融合áþ

一方ÝåhMEMS 製造技術åhľĒıœĦĈ中心ÞÏ

āĤŜĞsĶĬıŘsĘä実現ø有望視ËĂÜºāg多様

ā半導体加工技術á頼ÙÜºāäÂ現状Ý¸āg今ôÝ

àĴsģá対応ÍÕ MEMS ä設計ú材料h加工ŀŖĤĢ

蓄積ËĂÕ IC 製造技術Ĉ有効á利用ÝÃā利点å¸ā

ä選択Ĉ適切á行¼ÉÞáþĀhMEMS ä発展Ĉ確実á

ÂhĴsģä多様化îä対応Â課題Þàāg前述äþ¼á

Íh地球環境áúËÍÅ安全j安心社会äÕ÷á貢献ÝÃ
āÉÞĈ切á願ÙÜºāgôÕh独自ä MEMS 技術Ĉ持

（ 1） 経済産業省技術戦略ŇĬŀ 2008k

http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu̲kakushin/

×h環境Àþé安全分野Ýä技術開発Þ事業展開Ĉ積極的
á進÷Üºā富士電機á期待ÍÜºāg

kenkyu̲kaihatu/str2008download.html
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環境と安全・安心に寄与する MEMS と今後の取組み
友高

正嗣}ÞøÕÁeôËÚÆ~

山下

悟}úôÍÕeËÞā~

特集
ËÞ安全á大ÃÅ寄与ÍÜÀĀh情報通信機器úċňŎs

まえがき

2

ģŊŜıĈåÎ÷多Åä分野îä適用Â拡大ËĂÜºāg
MEMS}Micro Electro Mechanical Systems~åhĠœ
ĜŜúĕŒĢàßä素材áÃą÷Ü精巧à加工Ĉ行¼øä

富士電機å主áŀŒŜı計測分野Ĉ中心áh自動車用圧力
ĤŜĞĈ含÷hMEMS 開発Ĉ長年実施ÍÜÃÜºāg

ÛÅĀ技術Ý¸āg主à製品分野åhËôÌôà自然現象
ĈÞÿ¾āĤŜĞÞčŜĘġĐĬıá代表ËĂāċĘĪŎ

富士電機の MEMS への取組み

đsĨá分類ÝÃāg
小型化ÝÃāÉÞáþĀh設置Ïā場所Ĉ選æàºÉÞh

.

富士電機の MEMS

微小à現象ĈĤŜĠŜęÝÃāÉÞh一般的á小電力Ý動

富士電機áÀºÜå表 2 á示Ïþ¼áh産業h環境h電

作Ïā利点Â¸āÉÞÁÿh私Õ×ä身ä回Āáø広Å普

力àßäŀŒŜıĠĢįŉĈ提供ÍÜºāgŀŒŜıáÀ

及ÍÜºāgôÕh安全j安心à社会実現îäøäÛÅĀ

ÇāËôÌôà事象変化ĈĤŜĠŜęÏā MEMS Ĉ適用

技術ÞÍÜ大Ãà期待Ĉ担ÙÜºāg

ÍÕĤŜĞĈh四半世紀以上áąÕĀ開発生産ÍÜÃÜº

MEMS åh日本ä得意分野Ý¸Āh大学łŜĪŌsĈ

āg

中心ÞÏā米国Þ急追Ïāċġċá対Ïā差別化技術Ý¸

ÉĂÿä MEMS ĤŜĞåhĠœĜŜhĕŒĢàßĈ素

āg富士電機ø参加ÍÜºā産業競争力懇談会}COCN k

材ÞÍh基本的á三Úä製造技術}①深堀Ā加工技術h②

Council On Competitiveness-Nippon~åh国ä持続的発

成膜技術h③接合技術~áþĀh高精度á加工ËĂÜÀĀh

展ä基盤Þàā産業競争力Ĉ高÷āÕ÷á産官学協力äø

機械加工áþāĤŜĠŜę機器á比ïh2 桁程度ä精度向

Þh政策提言ĈÍÜºāg交通h環境àßäįsŇÞÞø

上Ĉ果ÕÍÜºāgÉĂÿä MEMS 応用ĤŜĞåºąæh

á{MEMS ľŖŜįČċj未来İĹčĢ技術ŀŖġĐĘ

第 1 世代ä単機能İĹčĢÝ¸āg

ı|ä提言ÂËĂÜÀĀh
{環境jđĶŔės|
h
{健康j
医療|
h
{快適j安全j安心|ä三Úä主要įsŇá対Íh
表

開発ÂĢĨsıÍÜºāg

富士電機のMEMSセンサ

表１ á MEMS ä産業技術ŖsĲŇĬŀĈ示Ïg第 1 世

代ä現状 MEMS ä用途åh自動車Ĉ例áÞāÞ燃料系ä
制御用ä流量j圧力ĤŜĞhđċĹĬę用ä加速度ĤŜĞh
Ĩčō空気圧用ä圧力ĤŜĞàß単機能Ýå¸āÂh快適

表

MEMSの産業技術ロードマップ
世

MEMSの機能

代

市場規模（億円）

第1世代
（現状）

単機能デバイス
g既存機能の小型化など

第2世代
（2010年〜）

多機能デバイス
g機能の複合化
g半導体回路との一体化
g高集積化

11,700

第3世代
（2015年〜）

自律分散デバイス
gバイオとの融合

24,000

友高

（ 50 ）

正嗣

5,000

山下

MEMSセンサ

用

途

圧力センサ
g深堀りエッチング

化学プラント
水環境プラント

ガスセンサ
gめっき技術

環境プラント

放射線センサ
gCVD成膜技術

放射線プラント

ひずみセンサ
g不純物拡散技術

各種プラント保守

バイオセンサ
g陽極接合技術

水環境プラント

パーティクルセンサ
gレーザ技術

水環境プラント
環境監視

車両検知センサ
g超音波技術

交通プラント

自動車用圧力センサ
gダイヤフラム形成

自動車

悟

MEMS Àþé無線応用製品ä開

MEMS ä製造技術開発h製造á

発h製造技術h生産á従事g現在h

従事g現在h富士電機ĠĢįŉģ

富士電機ĠĢįŉģ株式会社ēs

株式会社ēsıŊsĠŐŜ事業本

ıŊsĠŐŜ事業本部東京工場長g

部東京工場ľĊčŜįĬĘ機器部

電気学会会員g

課長g
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環境と安全・安心に寄与する MEMS と今後の取組み

富士電機Ýåh大学ĈåÎ÷ÞÏā各研究機関Þä共同

MEMS 技術ĤŜĞåh初期費用áþā経済的à要求Áÿh

開発Ĉ活発áÍh第 2 世代h第 3 世代 MEMS ä応用開発

数十万単位ä物量Â必要ÞËĂāg一方hIMM 回路å 1

Ĉ積極的á進÷Üºāg

ďĐsĸÁÿä量産化Â可能Ý¸Āh月産数百個ä顧客î
ä提供Ĉ実施ÍÜºāg

.

富士電機の第 2 世代 MEMS 開発

Ëÿá昨今ä顧客ä要求åh重要回路ķďĸďä流出防
（ 1）

（ 1） 半導体回路Þä一体化}ĠœĜŜčŜĨsņsğ~

止Ý¸āg製品ä輸出å必須Ý¸āÂh違法ĜĽsîä対
応å困難áàāgĠœĜŜčŜĨsņsğä内層回路形成

通常 MEMS 技術応用ĤŜĞå図 1 á示Ïþ¼áh微細à

ÞĜsįČŜęĈ実施ÏāÉÞáþĀh重要回路äĿŒĬ

物理現象Ĉ検知ÏāÕ÷最小線幅Â 5 m ŕłŔä場合Ý

ĘŅĬĘĢ化ÂÝÃh効果åÃą÷Ü大Ãºg

¸Ăæ 1 m 以下ä精度Ý加工ÝÃāgÓÉÝ検知Ïā電

2

（ 2） 半導体回路Þä一体化}CMOS Þä 1 ĪĬŀ化~

気的信号øÃą÷Ü微小àøäÝ¸āg配線幅Â 100 m

多品種少量}開発試作段階含ö~îä MEMS Þ回路Þ

ŕłŔä場合Ý¸ĂæhŀœŜı配線板ä配線加工精度å

ä適応技術ÞÍÜhIMM Ĉ紹介ÍÕÂh量産機種áÀº

数十 m Ý¸āg加工精度Â MEMS ĤŜĞä検出精度á

Üå MEMS Þ回路Þä複合化手法ÞÍÜhCMOS}Com-

大Ãà影響Ĉ及òÏ場合Â多ºg

plementary Metal Oxide Semiconductor~ Þ ä 1 Ī Ĭ ŀ

富 士 電 機 Ý åh É ä MEMS Þ ŀ œ Ŝ ı 配 線 板 Þ ä

化Ĉh富士電機Ýå世界á先駆Ç量産化ÍÜºāg量産時

ėŌĬŀħsŜĈ埋÷ā技術ÞÍÜhĠœĜŜčŜĨs

áÀÇāĜĢıĩďŜ効果Þ性能向上効果åÃą÷Ü大Ã

ņsğĈ製品化ÍÜºāgĠœĜŜčŜĨsņsğÞåh

ÅhÓä適用ø情報端末機器ú車載機器àßá大Ãà可能

ĠœĜŜ基板上áłċĪĬŀÂ搭載ÝÃā微細à配線基板

性Â¸āgCMOS Þ MEMS Ĉ同一素子上á製作ÏāÞ図

äÉÞÝ¸āgĠœĜŜčŜĨsņsğä特徴ÞÍÜh以

3 äþ¼à利点Â¸āgCMOS åĞsľĐčĢ}表面~加

下ä機能Â¸Ā MEMS ä性能Ĉ高÷Üºāg富士電機Ý

工技術Ý¸ĀhMEMS åĹŔĘ}三次元~加工技術äÕ

åÉĂĈ IMM}Intelligent Micro Module~ä名称Ý自社

÷h通常 1 ĪĬŀ化å困難ÞËĂÜÃÕgCMOS 回路Ĉ

製品ÖÇÝàÅhËôÌôà分野ä顧客áø活用ºÕÖÃh

保護ÍÚÚh高ċĢŃĘı加工Ĉ実現ÍÕÉÞáþĀh1

低価格ÝÁÚ重要回路äĿŒĬĘŅĬĘĢ化àßäŊœĬ

ĪĬŀ化Ĉ可能áÍÕg

ıĈ享受ÍÜºÕÖºÜºāg

富士電機åh6 čŜĪ量産ŒčŜÝ MEMS Ĉ生産ÍÜ

IMM ä特徴ÞÍÜh 表 3 á示Ïþ¼á多層形成áþā

ºāg8 čŜĪŀŖĤĢø可能Ý¸Āh従来äŀŒŜıĠ

抵抗hĜŜİŜĞĈ内蔵ÍÜºāg5 mm 角ä IMM áå

Ģįŉ向ÇÖÇÝàÅh広Å MEMS 分野îä拡大Ĉ着実

数百ä抵抗ÀþéĜŜİŜĞä内蔵Â可能Ý¸Āh小型化

á実施ÍÜºāgÓäÕ÷ľĒıŀŖĤĢhđĬĪŜęh

g
ÞÞøáĜĢıĩďŜ効果ø大Ãº}図 2~

成膜h接合h実装hĺĬĚsġŜęä各工程ä 1 ľŖċĘ

IMM ä MEMS Ĉ生ÁÏ特徴ÞÍÜåh一般的àŀœ
Ŝı基板Þ比較ÍÜhSN 比ä向上áþĀhMEMS ĤŜĞ

œsŜŔsŉĈ東京工場}東京都日野市~内á整備Íh開
発j量産Ĉ実施ÍÜºāg

ä微小à電気信号äİġĨŔ変換Â可能Ý¸āgôÕh同
一ĠœĜŜ材料Ý¸āÉÞÁÿh回路Þ IMM Þä一体形

図

IMM の外観

成áþĀh熱膨張ĈåÎ÷ÞÏā物理特性Â完全á整合Ë
MEMS センサ

Ăh熱ĢıŕĢá対Ïā耐性ø優ĂÜºāg

IMM
（シリコンインターポーザ）

最 大 ä 効 果 å 多 品 種 少 量 生 産 対 応 Ý ¸ āg 一 般 的 á
図

MEMS とプリント配線板との加工精度
100 nm 1

MEMS

m 10

m 100

m

プリント配線板

図

CMOS+MEMS の利点

MEMS とプリント配線板とのギャップゾーン
模式図

表

IMM（シリコンインターポーザ）の機能
機

能

高精度配線
多層配線機能
複合機能

内

MEMS

CMOS

パッケージ

容

CMOS，MEMS を
一体化

1〜5 m配線
1〜4層

CMOS＋MEMS

パッケージ

特集

一般的áĤŜĞ回路åhŀœŜı配線板áþĀ形成Ïāg

利点（比較）
gプロセスの制約が少ない。
g設計的な制約が少ない。
g組合せが容易である。

g小型化が可能である。
gチップ内でデジタル変換まで可能である。
g後工程が安くなる。

抵抗内蔵形成
コンデンサ内蔵形成

（ 51 ）
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環境と安全・安心に寄与する MEMS と今後の取組み

高集積技術への要素技術
技

現

術

図

状

2008年度目標

深堀り技術

高アスペクト比加工
アスペクト比 30

超高アスペクト比加工
アスペクト比
50

成膜技術

段差成膜

高段差成膜 100

接合技術

陽極接合
異種金属接合

20

水質安全モニタ用のバイオセンサ

m

18 mm

m

低温接合化
〜140 ℃

特集
2

図

加工の一例（加速度センサ）

20

10

m

m

図

µTAS（ダイオキシン検出センサ）

能性Â¸āg
.

富士電機の第 3 世代 MEMS への取組み

富士電機å水環境ŀŒŜıá対Í長º歴史Ĉ保有Íh水
質ä安全ĤŜĠŜęá対Í多Åä独創的àĤŜĞĈ開発j
量産ÍÜÃÕg光ĤŜĞä応用ÞÍÜ微小àĺsįČĘŔ
Ĉ検出ÏāĤŜĞhıœĸŖŊĨŜàßä化学物質ä検出
（ 3） 高集積化

ĤŜĞàßÂ¸āg

複数äĤŜĞĈ 1 ĪĬŀá集約ÏāÕ÷hMEMS 形成

àÁÝø図 5 á示Ïþ¼áhĹčē技術ä応用Ý¸ā水

技術ä高度化Â必要Þàāg特á三次元形成Â MEMS á

質安全ŋĴĨäĹčēĤŜĞåh生化学反応技術Ýh市場

þāĤŜĞîä性能向上á重要à技術Ý¸Āh富士電機Ý

áÜ高º評価Ĉ得ÜºāgÉäĹčēĤŜĞåh検出Ïā

åhÓä高度化技術Ĉ表 4 á示Ï 3 įsŇá絞Ā推進ÍÜ

菌ä培養h調整h成膜ä工程Ĉ経Ü生産Ïāg安定的à品

ºāgËÿáhMEMS ä要素技術開発Ĉ行ÙÜºāg三

質Ĉ確保ÏāÕ÷h東京工場内áĹčēŔsŉĈ設置Ïā

次元加工Ĉ主体ÞÍÜ図 4 á示Ïþ¼áh物理的à微小変

ÞÞøá複数äĠsģ}菌株~Ĉ確保Íh変異îä対応á

動á対Íh高感度化Þ集積化ĈãÿºÞÍÜºāg

備¾ÜºāgÉäþ¼àĹčē技術Þ MEMS 技術Ĉ融合

ÉĂÿä MEMS 要素技術åhĤŜĠŜę用途ÖÇÝà

ÍÕ TAS}Micro Total Analysis Systems~技術á取Ā

ÅhċĘĪŎđsĨ}機械的動作~áø応用可能Ý¸āg

組ĉÝºāg生化学反応åh反応速度Â反応領域ä体積á

微小àŀŖsļŜę技術åh触覚ĤŜĞÞÍÜø機能Íh

反比例ÏāÉÞÁÿh通常ä試験管Ĉ MEMS ä微細反応

視覚障害者îä情報伝達á有効à手段Ý¸āg本来h点

ÞÏāÉÞÝh1,000 v 100,000 倍ä速度Ý生化学反応Â

字機能å固定情報Ý¸āÂhŇčĘŖŀŖsļŜę技術Þ

加速ÝÃāg

情報端末Þä複合化技術áþĀœċŔĨčŉá変化Ïā点

富士電機å産学官Þä共同研究áþĀh図 6 á示Ïĩč

字情報áø応用可能Ý¸āg現在h東京大学先端技術研究

ēĖĠŜä TAS Ýä検出á取Ā組õh検量性Ĉ確認Í

所Þ共同開発Ĉ実施ÍÜÀĀh近º将来h情報端末機器Þ

ÜÃÕg検出áåh従来h高度à分析装置Þ数日単位ä検

MEMS ċĘĪŎđsĨÞä複合化áþĀh視覚障害者á

出時間Â必要Ý¸ÙÕ分析á対ÍhTAS äĩčēĖĠŜ

対ÍÜh健常者Þ変ąÿâ情報Ĉ提供ÝÃāþ¼áàā可

検出ĤŜĞåh10 分以内Ýä分析Ĉ可能áÍÜºāgÉ

（ 52 ）
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環境と安全・安心に寄与する MEMS と今後の取組み

ä TAS Ýå抗体反応áþĀh特定物質ä検出Ĉ行¼Ĥ
ŜĞĈ使用ÍÜºāg微細加工Ý形成ËĂÕ微小領域á抗

あとがき

体ä固定Ĉ特殊à方法Ý行¼ÉÞáþĀ検出ÏāgÍÁÍ
àÂÿh微小à流路áþāÕ÷ä円滑àĞŜŀŔä液搬送
úĞŜŀœŜę精度á課題Ĉ残ÍÜºāg

本稿Ýåh富士電機ä MEMS ä要素技術h製品îä適
用hôÕ今後ä取組õáÚºÜ紹介ÍÜÃÕgMEMS å
新規性Ĉ持×h高機能化ä可能性Áÿ高ºĴsģä¸ā技

Ĉ進÷ÜÀĀh装置ä小型化ÞÞøá生化学検出äēŜĞ

術Ý¸āÕ÷hËôÌôà製品îä適用Â予想ËĂāg富

čı化Â近º将来実現可能Ý¸āg

士電機åhMEMS ä要素技術Ĉ高÷h無線技術ú計測技

生態系áÀÇā農薬àßä影響áþā環境ńŔŋŜä検
出ú化学物質ä検出h血液ú唾液àßä状態変化ä検出à

術Ĉ複合化ÏāÉÞáþÙÜh社会Â求÷ā環境保護Þ安
全j安心à社会äÕ÷á貢献ÍÜºÅ所存Ý¸āg

ßÂ高速á可能ÞàāÉÞåh広Å安全j安心à社会îä
貢献áÚàÂāøäÝ¸ĀhTAS åÉĂÿĈ支¾ā重要
à技術ä一ÚÝ¸āÞº¾āg

参考文献
（ 1） Sakata, K. et al. ĠœĜŜčŜĨsņsğ基板Ĉ用ºÕ

MEMS ĤŜĞĠĢįŉä開発iTechnical Meeting on Sensors and Micromachines 2007. p.39-42.

（ 53 ）

特集

現在hčŜĘġĐĬı技術Ĉ応用ÍÕ検出精度ä高度化

2
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MEMS を支える加工技術
武居

正彦}ÕÇºeôËèÉ~

坂田

晃次}ËÁÕeÉ¼Î~

山下

悟}úôÍÕeËÞā~

特集
一体化ÍÕ製品àßh半導体製品îä応用ú融合Â進÷

まえがき

2

h
（ 3）
（ 2）

ÿĂÜºāg大Ãà市場規模Ĉ持Ú半導体製品Þä融合åh
近年å圧力ĤŜĞàßá代表ËĂā各種ĤŜĞúč

MEMS áÞÙÜ大Ãà魅力Ý¸āÞ同時á急速à技術革

ŜĘġĐĬıŁĬĲàßäċĘĪŎđsĨĈ微細化Ïā

新ä機会Ýø¸āg今後ä MEMS 用微細加工技術åh半

MEMS}Micro Electro Mechanical Systems~Â脚光Ĉ浴

導体製品îä適合性ĈËÿá高÷āÞ同時áhþĀ大量生

éÜºāg富士電機Ýåh1980 年代þĀĤŜĞúċĘĪŎ

産á適ÍÕ大口径化î向Á¼Þ予想ËĂāgôÕ市場ä拡

đsĨ製品化ä研究j開発Ĉ推進ÍÜÃÕgÓä間á圧力

大á伴ºh各装置ŊsĔsÁÿø新Íº技術j装置ä提案

ĤŜĞúčŜĘġĐĬıŁĬĲàßĈ市場á送Ā出ÍÜÃ

ø予想ËĂh今後数年å目覚Íº技術革新Â進öÞ思ąĂ

（ 1）

Õg

āg

MEMS ä要素技術ÞÍÜåh構造設計h回路設計h微
細加工h評価àßÂ¸āg製品仕様達成äÕ÷áåh構

Éäþ¼à状況á¸ā MEMS 用微細加工技術áÚºÜ
本稿Ý述ïāg

造j回路設計Þ微細加工ä相方Ĉ考慮ÍÕ全体ä最適化Â
必要Ý¸āg特á量産化Ĉ考慮ÍÕ場合h安定ÍÕ加工Þ

富士電機の微細加工技術

高精度à加工Ĉ両立ÏāÉÞÂ最大ä課題ÞàāÕ÷h製
品開発ä際áå構造j回路設計技術Þ微細加工技術äŕ

富士電機Ýåh東京工場}東京都日野市~á¸ā表１á

łŔĈ総合的á判断ÏāÉÞÂ求÷ÿĂāg一方Ý微細加

示Ï仕様ä MEMS 用製造ŒčŜÝhMEMS 製品ä研究j

工技術å MEMS 製品ä特性上h一般的à半導体製造技術

開発j量産Ĉ行ÙÜºāgÉäĘœsŜŔsŉ内Ý開発j

äþ¼à標準化Â困難Ý¸āÕ÷h各社Â特徴¸ā加工技

量産適用ÍÜºā微細加工技術Ĉ表 2 á示Ïg前工程Áÿ

術j工程Ĉ開発j適用ÍÜºāgÓäÕ÷ MEMS ä微細

後工程ôÝĈ 1 ľŖċsÝ行¼ÉÞáþĀh量産製品ä

加工技術å単àā製造ä手段áÞßôÿÐh製品品質ú特

効率的à生産ÖÇÝàÅ開発面Ýø効率的ÁÚ複合的à

性Ĉ決定Ïā重要à要素技術Ýø¸āgMEMS ä微細加

技術開発Â行¾āg本稿Ýå表 2 á示Ï富士電機áÀÇā

工技術åhøÞøÞå半導体加工技術Áÿ派生ÍÜºāä

MEMS ä製造工程ä中ÁÿhĠœĜŜ加工技術Àþé成

Ýh多Åä面Ý類似ÍÜºāgÍÁÍ加工äİČŊŜĠŐ

膜技術áÚºÜ詳細Ĉ述ïāg

Ŝú使用材料ä多様Ëàß異àā面ø¸āg例¾æđĬĪ
Ŝęáþā加工深Ëåh一般的à半導体製品Ýå 100 m
以下Ý¸āäá対ÍÜhMEMS 製品Ýå 1 mm Ĉ超¾ā

表

MEMS製造ラインの主な仕様
項

場合ø¸āgËÿá使用材料Â半導体製品áåàÎõä少

目

àº白金j金jńďĚč酸ĕŒĢàßä材料Ĉ使用ÍÜº

面

積

āg半導体製品Þä相違å後工程áÀºÜø見ÿĂāg特

クラス

á真空封止á代表ËĂāþ¼áhĺĬĚsġ工程自体Â製

方

品ä機能Ĉ作ĀÉöÉÞø特徴ä一ÚÞàÙÜºāg

設置装置数

式

仕様など
約1,700 m2
10〜10,000
ダウンフロー＋乱流方式
81台
フォト室

ÉĂÿäþ¼á MEMS 加工技術Þ半導体加工技術Þ

成膜室

åh別々á発展ÍÜÃÕgÍÁÍ最近åh
{more Moore|
主な工程

{more than Moore|äÕ÷á TSV}Through Silicon

エッチング室

Via~á代表ËĂā MEMS 技術Ĉ応用ÍÕ貫通電極半導

特性評価室

体製品úh集積化 MEMS äþ¼à半導体ÞĤŜĞàßĈ

ボンディング室

武居

正彦

坂田

晃次

悟

MEMS 製造技術ä開発á従事g

IMM À þ é MEMS ŀ Ŗ Ĥ Ģ ä

MEMS ä製造技術開発h製造á

現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会

研究開発àÿéáľĊďŜĲœ製

従事g現在h富士電機ĠĢįŉģ

社ēsıŊsĠŐŜ事業本部東京

品á関Ïā品質保証業務á従事g

株式会社ēsıŊsĠŐŜ事業本

工場ľĊčŜįĬĘ機器部主査g

富士電機ĠĢįŉģ株式会社ēs

部東京工場ľĊčŜįĬĘ機器部

応用物理学会会員g

ıŊsĠŐŜ事業本部東京工場

課長g

ľĊčŜįĬĘ機器部g
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表

富士電機におけるMEMSの製造工程
小分類

大分類

詳

細

項

レジスト塗布（スピンオン，スプレー，
ドライフィルム）
露光（片面，両面同時，裏面アライメント）

フォト工程

ドライエッチング（ICP，RIE，プラズマ）
ウエットエッチング（シリコン，金属）

エッチング工程
機械加工工程

アスペクト比

30以上

深さ面内分布

2%以内（3σ，6インチ内）

選択比（対SiO2）

1,000以上

垂直性

90°±1°

最小L/S

2 m以下

加工口径

最大6インチ

ウェーハ接合（陽極接合，拡散接合）
ベアチップ実装（ワイヤーボンディング，
フリップチップ）

後工程

図

ドライエッチング加工例

電気特性評価
膜厚評価
形状評価

評価工程

5

m

ウエットエッチングとドライエッチングの比較
項

目

エッチングレート
加工制御性

ウエットエッチング

ドライエッチング

数 m/min以下

10〜20 m/min

薬液管理複雑

装置にて管理可能

加工形状

50

m

20

m

数%以内

数%以内

100〜200程度

1,000以上可能

Ĉ超¾ā超深堀加工Àþé 2 段j3 段àßä段差加工áþ

シリコン面方位に依存

加工条件で制御可能

ā複雑à三次元形状加工Ý¸āgÉĂÿä技術å実際ä製

一般的に低

一般的に高

品群á広Å適用ËĂh量産ä実績ø十分á¸āg今後åË

一般的に高

ÿàā複雑à三次元形状実現äÕ÷áh多段差加工áþā

深さ面内分布
選択比（対SiO2）

2

切断（ダイシング，スライシング）

ボンディング工程

表

20 m/min

特集

PVD（蒸着，スパッタ）
CVD（TEOS）

成膜工程

富士電機実力値

目

エッチングレート

熱酸化膜形成
不純物拡散

熱処理工程
前工程

ドライエッチング加工におけると富士電機の実力

装置コスト
ランニングコスト

一般的に低

深堀加工Ĉ進÷ÜºÃh差別化製品ä創出Ĉ目指ÍÜºÅg
.
.

シリコン加工技術

現在äĠœĜŜ加工å ICP}Inductively Coupled Plas-

成膜技術

本稿Ýåh実際á工場Ý使用ÍÜºāĢĺĬĨáþā
Al-Si 膜質向上áþā高周波対応技術成膜技術áÚºÜ紹
（ 4）

ma~äŀŒģŇĦsĢĈ使ÙÕ Bosch process}đĬĪŜ

介Ïāg

ęÞİņġĠŐŜĈ交互á繰Ā返Ï方式~áþāĲŒč

一般áh導体配線á流Ăā電流å高周波áàāñß配線

đĬĪŜęú KOH àßäċŔĔœ溶液áþāďđĬı

äÊÅ表面áÍÁ流ĂàÅàāÞº¼表皮効果áþĀh伝

đĬĪŜęĈ主á適用ÍÜºāg富士電機ÝåÉä 2 種類

送損失Â大ÃÅàāgÉä問題á対Íh技術的課題j解決

äđĬĪŜę方式Ĉh製品特性á合ąÑÜ使º分ÇÜº

策Ĉ抽出ÏāÕ÷h高周波特性ä基礎的à評価Ĉ実施ÍÕg

āg表 3 á両đĬĪŜę方式ä比較Ĉ示ÏgďđĬıđĬ

ĠœĜŜ基板上á厚Ë 2 m ä熱酸化膜Ĉ形成後hAl-Si

ĪŜęå比較的安価Ý¸ā反面hĠœĜŜä面方位á対Ï

äŇčĘŖĢıœĬŀ線路Ĉ製作ÍhRF ŀŖsĿĈ用º

āđĬĪŜę速度依存性Â¸ĀhÓä適用範囲Â限ÿĂāg

Ü S ĺŒŊsĨĈ測定ÍÕg高周波特性ä評価実験Ýå

一方ÝĲŒčđĬĪŜęå加工条件áþĀ形状j面内分布

製造ŀŖĤĢ条件ĈĺŒŊsĨÞÍÕg高周波領域Ýå表

àßÂ大ÃÅ変ąāg目的ÞÏā加工特性Ĉ得āÕ÷ä最

皮効果Â発生ÏāgAl-Si 配線ä表面状態áþĀh伝送損

適化Â必要Ý¸Āh加工技術äŕłŔĈ決定Ïā大Ãà要

失ä度合ºÂ変化ÏāÞ考¾h図 2 á示Ïþ¼à損失ŋİ

素Ý¸āg

ŔĈ想定Íh伝送損失ä低減方法Ĉ検討ÍÕg

ĲŒčđĬĪŜęä加工特性Ĉ示Ï指標ÞÍÜå表 4 ä

ÉäŋİŔĈ検証ÏāÕ÷h配線形成ŀŖĤĢä条件Ĉ

項目Â¸āg例¾æ面内均一性ÞđĬĪŜęŕsıå一般

変¾āÉÞáþĀhAl-Si 配線ä表面状態}結晶性ä変化

的áåıŕsĲēľä関係á¸āäÝhÏïÜä項目áÚ

á起因~Ĉ変化ËÑÜ伝送損失ä評価Ĉ実施ÍÕg

ºÜ同時á最高水準Ĉ満ÕÏÉÞåÝÃàºgĲŒčđĬ

具体的à方法ÞÍÜhAl-Si äĢĺĬĨ成膜条件}圧力~

ĪŜę条件ä要点åhÓä適用製品ä要求特性Ĉ満ÕÏÕ

Ĉ AhBhC ä 3 条件á変化ËÑÜ成膜Ĉ行ÙÕgİĹč

÷á何Ĉ達成Ïā必要Â¸āäÁĈ見極÷āÉÞÝ¸āg

Ģ適用Ĉ見据¾Õ評価Ĉ行¼Õ÷h最終的à配線構造ô

表 4 á富士電機ä実力値h 図 1 á加工例ä SEM 写真Ĉ示

Ý形成ÍÕgÉĂÿä配線表面状態Ĉ観察ÏāÕ÷hFIB

Ïg
現在富士電機Â積極的á進÷Üºā加工技術åh1 mm

}Focused Ion Beam~Ĉ用ºÜ断面 SIM 像ä観察Ĉ実施
ÍÕg図 3 á断面 SIM}Selected Ion Monitoring~像Ĉ示
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ÏgĢĺĬĨ製膜条件 A v C Ýåh表面状態Â大ÃÅ異
.

àāÉÞÂąÁāg

最近å素材ä改良Àþé加工技術ä進歩àßáþÙÜ

Ý¸āÂhB å若干ä凹凸Â発生Íh結晶粒界ä酸化Â

ËôÌôà材料ú加工技術Â MEMS 分野á適用ËĂ始÷

SIM 像上Ý白筋状ä影ÞÍÜ確認ÝÃāgC å B ä状態

ÜºāgÓä代表的à例Â図 6 á示ÏĳķčŜŀœŜįČ

ÂËÿá劣化ÍÕþ¼á見¾h表面状態ä凹凸Àþé粒界

ŜęÝ¸āgĳķčŜŀœŜįČŜęå PMMA}Poly

ä酸化Â顕著Ý¸āg条件 BhC Ý発生ÍÕ凹凸ú粒界酸

Methyl Methacrylate~àßä樹脂材料Ĉ使ÙÕ三次元加

化å図 2 ä伝送損失ŋİŔÝ示ÍÕþ¼áh表面近傍ä電

工技術Ý¸Āh図 5 á示Ï工程Ý形状Ĉ形成ÏāgÉäÞ

子走行Ĉ阻害ÏāøäÞ推察ËĂāg

Ãä型材料ÞÍÜåhĕŒĢúĠœĜŜĈ用ºāg富士電

ÉĂÿä影響áÚºÜ確認ÏāÕ÷h伝送損失ä評価Ĉ
行ÙÕgGHz 帯Ýä挙動Ĉ主á調査ÏāÕ÷ 1 v 20 GHz

機Ýø本技術用ä型ĈĠœĜŜä三次元加工技術Ĉ用ºÜ
加工ÍÜºāg

ÞÍÕgÓä結果Ĉ図 4 á示Ïg出力値å表面状態áþÙ

現在å最小線幅 1 m Ý¸āg将来的áåĞĿ m ēs

Ü異àā結果Â得ÿĂÕgÉĂåh先ä伝送損失ŋİŔä

ĩä微細ĺĨsŜä形成á挑戦ÏāgÓäÕ÷áåhľĒ

ÞÀĀh表面ä凹凸ú粒界ä影響áþĀh伝送損失Â著Í

ıœĦ技術jđĬĪŜę技術ĈþĀ高度化ÍÜºÅ必要Â

Å変化ÏāÉÞĈ示ÍÜºāg特á高周波領域Ý¸ā 6 v

¸āg特áľĒıœĦ技術áÀºÜå電子ļsŉáþā直

20 GHz ä条件下Ýåh膜条件 A å最ø結果ä悪ÁÙÕ条

接描画技術Â必須Ý¸āgôÕ微細ĺĨsŜđĬĪŜę技

件 C á比ïÜh伝送損失Ĉ 1.5 db 以上改善ÝÃāÉÞÂ

術ä開発Â必要Ý¸āg

分ÁÙÕg

金属Ĉ使ÙÕİĹčĢä加工技術ø今後ä有望à技術
ä一ÚÝ¸Āh富士電機å銅板Ĉ微細加工ÍÕ冷却İĹč

図

gľĒıœĦęŒľČsjď
ĢĈ製品化ÍÜºā} 図 6~

伝送損失モデル

đĬıđĬĪŜęj機械加工j÷ÙÃj拡散接合技術àß
Ĉ駆使ÍÜİĹčĢ加工ĈÍÜºāg金属加工å近年ä加

伝送損失の推定原因
（a）表面の凹凸部
（b）粒界

走行電子の衝突・散乱
表面の凹凸

走行電子

工技術ä進歩áþĀhºÙÓ¼微細化Â進ĉÝºāgÓä
Õ÷h近年ÝåŇčĘŖņŜŀàßh金属ä特徴Ĉ生ÁÍ

結晶粒界

ÕİĹčĢä研究ø行ąĂÜÀĀh前述ä樹脂Þ合ąÑÜ
e−

e

MEMS á適用ËĂā材料åôÏôÏ幅Ĉ広ÈÜºÅÞ予

凹凸：少⇒衝突・散乱確率：減

粒界：少（結晶の不連続面：少）
⇒衝突・散乱確率：減

（a）表面凹凸による散乱

想ËĂÜºāg

（b）粒界による散乱

図

図

ナノインプリンティング技術
インプリント用型

FIB による断面 SIM 像

樹脂（ＰＭＭＡなど）
白筋：粒界
AI-Si
配線

1

白筋多発

加圧＋加熱

m
0.3

1

m

1

（a）成膜条件 A

図

m

0.3

m

1

m

m

（b）成膜条件 B

（c）成膜条件 C

成膜条件による伝送損失特性の変化

図

−1
−2
成膜条件 A

−3
損失
（dB）

特集
2

脱シリコンへの取組み

表面状態åĢĺĬĨ製膜条件 A Ýå凹凸åàÅ平坦

−4

成膜条件 B

−5
−6

成膜条件 C

−7
−8
−9
−10
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Ŝęh電子回路Ĉ 1 ĪĬŀ化ÍÕĤŜĞŋġŎsŔ}図 8~
ä開発Ĉ国家ŀŖġĐĘı異分野融合型次世代İĹčĢ

今後の取組み

}BEANS~製造技術開発ŀŖġĐĘıá参加ÍÜ取Ā組
（ 6）

富士電機ä MEMS 製品Ĉ支¾ā微細加工技術Ĉh今後
Ëÿá高度化ËÑÜ差別化製品ä創出Ĉ加速ÏāÕ÷áh
以下ä施策Ĉ推進ÍÜºÅg

ĉÝºāg
ôÕ加工技術áÀºÜåh従来Áÿ富士電機ä得意技術
Ý¸ÙÕh深堀加工Ĉ中心ÞÍÕĹŔĘŇčĘŖŇĠŜ技

技術ä導入

術分野ÖÇÝàÅh表面äõĈ三次元加工ÏāĞsľĐč
ĢŇčĘŖŇĠŜ技術ä開発ø推進ÍÜºÅgÉĂÿä技

（b） 新技術用設備ä積極的à導入

術ä組合ÑáþĀh注目ËĂā技術Ý¸ā TSV ú集積化

（c） ËôÌôàċŀœĚsĠŐŜĈ見据¾Õ技術開発ä

MEMS Ĉ実現ÍÜºÅg

推進

Ëÿá富士電機ä差別化技術Ý¸ā無線技術Þä融合Ĉ

図 7 å同一基板上áËôÌôà官能基Ĉ選択的á形成Ë

進÷āÕ÷h省電力j小型j高機能àßĈĖsŘsĲÞÍ

（ 5）

ÑÕ例Ý¸āgÉäþ¼à表面修飾技術áþĀ幾Úøä複

Õ MEMS İĹčĢä積極的à開発j製品化Ĉ推進ÍÜº

合ÍÕĤŜĞĈ形成ÏāÉÞÂÝÃāg富士電機ÝåÉä

Åg将来åÉäþ¼àĤŜĞŋġŎsŔĈ応用ÍÕ環境監

技術Ĉ応用ÍhËÿá無線技術hđĶŔėsĸsłĢįČ

視ĶĬıŘsĘÂ実現Ïā可能性Â¸ĀhÉĂÿä新製品
Ĉ量産化Íh富士電機ä次世代機種ä柱ÞÍÜºÅg

図

表面修飾技術による官能基の選択的形成

あとがき
親水性のみ液架橋力により
微粒子が自己整列

基板に親水性，疎水性を
パターニング

微粒子
疎水性
懸濁液

親水性

パ
タ
ー
ニ
ン
グ
基
板

富士電機Â持Ú微細加工技術ä概要Ĉ述ïÕgMEMS
ä適用分野å非常á広ºÕ÷hÉÉÝ紹介ÍÕ微細加工技
術å今後ôÏôÏ重要性Ĉ増ÍÜºÅøäÝ¸āÞ考¾Ü
ºāg社会ä安全j安心h環境問題ä解決àßá貢献ÝÃ
ā MEMS 製品ä創出Ĉ行ºh社会貢献Ĉ果ÕÏ所存Ý¸

（a）濡れ性を制御した基板

（b）懸濁液から基板引上げ

親水性のみに微粒子を
配列可能

āg
参考文献
（ 1） 計測制御ĠĢįŉ特集i富士時報ivol.79, no.3, 2006.
（ 2） Ueno, K. 半導体İĹčĢáÀÇā多層配線技術ä進展Þ今

後ä展望i電気学会誌ivol.128, no.3, 2008, p.157-159.

（c）自己組織化により微粒子を配列

（ 3） Takei, M. et al. MICROFABRICATED PRECONCEN-

TRATOR FOR QUANTITATIVE ANALYSIS OF LOW
図

CONCENTRATION ORGANIC COMPOUNDS. Trans-

1 チップ化したセンサモジュール例

ducers 2005.
信号処理

CPU

無線

（ 4） Sakata, K. et al. ĠœĜŜčŜĨsņsğs基板Ĉ用ºÕ

電源

MEMS ĤŜĞĠĢįŉä開発iTechnical Meeting on Senシリコン
基板

感応素子

sors and Micromachines 2007. p39-42.
（ 5） 諸貫信行ñÁi濡Ă性ĺĨsŜĈ用ºÕ微粒子ä自己整列

微粒子

（ 6） 異分野融合型次世代İĹčĢ}BEANS~製造技術開発

配線
A センサ

B センサ

C センサ

}第 1 報~
i精密工学会誌ivol.72, no.9, p.1113-1118.

基板

ŀŖġĐĘıä概要i財団法人ŇčĘŖŇĠŜĤŜĨsi
http://www.mmc.or.jp/research/beans/}2008-8 現在~
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清野

信子}ÑºäeäìÉ~

武居

正彦}ÕÇºeôËèÉ~

相馬

伸一}Ó¼ôeÍĉº×~

特集
ĀúÏÅĹŔĿ動作ä信頼性Â劣化ÏāgÓÉÝ本例Ýåh

まえがき

2

ĹŔĿĈ使ąàºİČľŎsğ構造Ĉ用ºÕgĠœĜŜ基
世ä中ä環境変化àßá伴ºh過去áåàÁÙÕËôÌ
ôà新Íº問題ÂĘŖsģċĬŀËĂÜºāg

板表面á等方đĬĪŜęáÜ溝Ĉ形成ÍhITO}Indium
Tin Oxide~膜付ĕŒĢĈ陽極接合ÍÕ後h圧電素子 PZT

（a） 地球規模ä環境汚染問題

}lead zirconium titanate~Ĉ貼Ā付ÇÜ製造ÍÕg圧電素

（b） 高齢化社会ä到来áþā健康問題

子áÜ流路Ĉ圧縮ÍhİČľŎsğ構造áþā流路抵抗Ĉ

ÉĂÿä問題å決ÍÜ国家ŕłŔÖÇä問題ÝåàÅh

利用ÍÜ送液Ïā機構ÞàÙÜºāg図 1 åh本ĪĬŀá

各個人îäčŜĺĘıÂ大Ãº身近à問題ÞàÙÜÃÜº

供給用ņsıĈ接続ÍÕŇčĘŖņŜŀä外観Ý¸āg本

āg

ŇčĘŖņŜŀå駆動電圧 50 V Ýh流量 500 L/minh最

Éäþ¼à状況ä中Ýh富士電機åęœsŜ}環境~&
ĤsľįČ}安全j安心~ĈĖsŘsĲÞÍÜhMEMS

大圧力 20 kPa Â得ÿĂhTAS îä適用Â十分á可能à
性能Ý¸āg
ŇčĘŖņŜŀåh単独Ýä使用ø可能Ý¸āÂhĪĬ

技術Ĉ応用ÍÕ製品開発Ĉ行ºhÉĂÿä問題解決á努÷

ŀ上á集積化ÏāÞĞčģ効果Â得ÿĂāgņŜŀĈ集積

Üºāg
本稿Ýå上記á掲ÈÕ二ÚäĖsŘsĲ}環境h安全j

化ÍÕŋġŎsŔä例ÞÍÜhňĖĞ一体型ŇčĘŖņ
注 2

（ 1）

安心~ÊÞáhąĂąĂÂ直面ÍÜºā各種問題Ĉ解決Ï

Ŝŀä事例Ĉ紹介Ïāg本ŋġŎsŔä外観Ĉ図 2 á示Ïg

āÕ÷ä富士電機Ý進÷Üºā MEMS ä適用事例Ĉ紹介

ÉĂåh化学分析äŀŖĤĢä中Ýø一般的à送液j計

Ïāg

量j混合ä三Úä機能ĈhŘŜĪĬŀ上á集積化ÍÕŋ
ġŎsŔÝ¸ĀhĞčģåąÐÁ親指ñßÝ¸āg本機能

環

ä実現áåh一般á机 1 台}600 mm×500 mm~ñßä面

境

積Ĉ占有Ïā機材Â必要Ý¸ÙÕgÉä部分Â本ŋġŎs
.

微量有害物質計測用マイクロポンプ

Ŕá置Ã換ąĂæh約 1/500 ä面積縮小ÞàĀh分析装置

近年h環境保全äÕ÷áh環境中ä微量物質ä高感度j

äņsĨĿŔ化àßîä展開Â大ÃÅ期待ÝÃāg

迅速à計測Â強Å望ôĂÜºāg反応場Ĉ微小化ÏāÉÞ
áþÙÜh反応効率ä向上h反応応答時間ä大幅短縮Â期
待ÝÃāgÓä取組õÞÍÜh小型ĪĬŀ上á流路àß

注 2富士電機Þ首都大学東京ĠĢįŉİğčŜ研究科 楊明教授Þ

Ĉ形成Íh分析用途á利用Ïāhºąüā TAS}Micro
Total Analysis Systems~ôÕå

Lab-on-a-chip

ä共同研究ĠœĜŜŇčĘŖ加工

Þ称ËĂ

ā研究Â盛ĉá行ąĂÜºāgŇčĘŖņŜŀàßä微量

図

マイクロポンプ外観

搬送áÁÁąā要素技術å不可欠Ý¸āg一例ÞÍÜh微
注 1

量有害物質ä計測制御部材ä開発事例 Ĉ述ïāg分析用

FPC ケーブル

38 mm

Out ポート

7.2 mm

途áåh試料粘度ú背圧àßä外乱á強ºņŜŀÂ必要Ý
¸āgĹŔĿĈ設ÇāÞ外乱îä耐性å向上ÏāÂh詰ô

注 1経産省地域新生ĜŜĦsĠċŉ研究開発事業安全j安心
à社会á役立Ú計測制御機器用高度機能部材ä開発
hĨŇ

In ポート

圧電素子

シリコンチップ

įČsđŔēs株式会社Áÿä再委託事業

清野

信子

武居

正彦

相馬

伸一

MEMS 技術Ĉ応用ÍÕ TAS ä

MEMS 製造技術ä開発á従事g

MEMS 応 用 製 品 Ý ¸ ā 発 信 器

研究j開発á従事g現在h富士電

現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会

用圧力ĤŜĞh記録計用čŜĘ

機ĠĢįŉģ株式会社ēsıŊs

社ēsıŊsĠŐŜ事業本部東京

ġĐĬıŁĬĲàßä製造ŀŖĤ

ĠŐŜ事業本部東京工場ľĊčŜ

工場ľĊčŜįĬĘ機器部主査g

Ģ開発Àþé生産技術á従事g現

įĬĘ機器部主任g

応用物理学会会員g

在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社
東京工場ľĊčŜįĬĘ機器部長g

（ 58 ）
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MEMS の適用事例

オンサイト環境測定用インジェクタ

安全・安心

環境汚染低減äÕ÷áåh汚染ä分布ĈþĀ詳細á測定
Ïā必要Â¸āg本研究ÝåhēŜĞčı測定Â可能àĕ

.

唾液による健康度診断チップ

注 3

ĢĘŖŇıęŒľČsĈ実現ÏāŀŖġĐĘı ä中Ý開

本節Ýåh唾液Ĉ採取ÏāÖÇÝh簡便j安価á健康
注 4

発ÍÕčŜġĐĘĨĈ紹介ÏāgēŜĞčı化äÕ÷áåh

度Ĉ検査ÝÃāĠĢįŉä開発ä事例Ĉ述ïāg本事例åh
ŊŜĨŔŁŔĢáÀÇā¼Ú病防止á代表ËĂāþ¼áh

Â必須Ý¸āg従来法}ŇčĘŖĠœŜġ~Ýåh微量化

発症前á病気Ĉ未然防止ÏāÞº¼考¾方Ĉ基盤ÞÍÜº

ÏāÞ導入量ä再現性Â極端á悪ÅàāgÓÉÝ従来法á

āg本装置Ýå唾液Ĉ分析ÏāÉÞáþÙÜh迅速ÁÚ簡

代ąā微量試料導入ĭsŔÞÍÜh図 3 á示ÏčŜġĐĘ

単áĢıŕĢ状態Â計測ÝÃāg図 4 á本ĠĢįŉä構成

ĨĈ開発ÍÕg

Þ外観Ĉ示Ïg

本čŜġĐĘĨåh .

節äŇčĘŖņŜŀÞ同様äŀ

本ĠĢįŉä測定Ýåh酵素免疫測定法Ĉ用ºÜºāg

áh試料供給用
ŖĤĢáÜ製作ÍÕĪĬŀ 図 3}左~

ÉĂå既存ä方法å測定á数時間Ĉ要ÏāÕ÷h測定部Ĉ

äņsıĈ接続ÍhËÿáĕĢĘŖŇıęŒľČs注入口

微小ĪĬŀ化ÏāÉÞÝ迅速化ÍÕg

Í
á搭載ÏāÕ÷äčŜĨľĐsĢĈ装備 図 3}右~

微小ĪĬŀäĪŌĶŔ内壁áåhĢıŕĢ状態ú細胞老

Üºāg導入量Ĉ低減ÏāÕ÷áhĠœĜŜá形成Ïā

化度àßä指標Þàā特定物質á特異的á反応Ïā物質Ĉ

溝ä最細部ä寸法Ĉ調整ÍÕg当箇所ä幅 0.04 mmh深Ë

吸着ËÑÜ¸Āh特定物質ä濃度á応ÎÜ蛍光発色Ïā機

0.02 mmh長Ë 0.15 mm ÞÍÕčŜġĐĘĨĈ用ºāÉÞ

構ÞàÙÜºāgĪŌĶŔ部材åh吸着処理ä容易性àß

（ 2）

áþĀh導入量 0.1 nLh再現性 RSD1.4 % Ĉ実現ÍÕgÉ

Ĉ勘案ÍÜhPDMS}ņœġŊĪŔĠŖĖĞŜ~樹脂ÞÍ

äŕłŔä再現性Ĉ従来法Ý確保Ïāáå 1 L Â限界Ý

ÕgPDMS 樹脂åįŜŀŕsıÂ一Ú¸ĂæhÓĂĈ鋳

¸ÙÕÕ÷h従来法Þ同等ä再現性Ĉ維持ÍÚÚ 1/10,000

型ÞÍÜ実験室ŕłŔÝä製作Â容易à材料Ý¸āgį

ä微量化Ĉ達成ÍÕÞº¾āgÉĂáþĀĕĢ消費量Ĉ最

ŜŀŕsıåhĪŌĶŔ該当部Ĉ凸型ÞÏā必要Â¸āÂh

大Ý 1/10,000 á削減ÝÃā見通ÍĈ得Õg現在åh実用

凸部以外ä面ä平面度Â求÷ÿĂāgÓÉÝ基板材料ä

化á向ÇÜh試料入替¾ä簡便化àßá取Ā組ĉÝºāg

研磨面Ĉ生ÁÏÕ÷áh製作áå以下ä方法Ĉ用ºÕgĕ
ŒĢ基板上áľĒıŕġĢı材料 SU-8}日本化薬株式会

注 3文科省先端計測分析技術j機器開発事業ēŜĞčı環境測

社~ĈĢĽŜĜsıÍÕ後hłsĘjĺĨsŜĴŜęj再

定用ŇčĘŖĕĢĘŖŇıĠĢįŉ
h首都大学東京Áÿä
注 4経産省地域新生ĜŜĦsĠċŉ研究開発事業MEMS 技術

再委託事業

Ĉ利用ÍÕ高速j高機能à健康度検査ĠĢįŉä開発
hĨ

図

マイクロポンプ集積化モジュールの外観

送液

ŇįČsđŔēs株式会社Áÿä再委託事業

計量

図

14 mm

40 mm

健康度診断システム

制御ユニット
チップ取出口
チップ挿入口
検出ユニット

送液

回収ユニット

混合
洗浄ユニット

図

オンサイト環境計測用インジェクタ

（a）構

成

（b）外

観
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MEMS の適用事例

łsĘĈ経Ü製作ÍÕg本įŜŀŕsıĈ鋳型áÍÜ凹型

ĶĘĨø不要Ý¸āgôÕh液溜ĀĈ微量化ÏĂæh反応

PDMS ĠsıĈ作ĀhĕŒĢ板ä上á貼Ā付Çh検査ĪĬ

効率向上h試薬量削減効果Â期待ÝÃāgÓÉÝhčŜĘ

h断
ŀĈ製作ÍÕg本ĕŒĢįŜŀŕsıä外観Ĉ図 5（a）

ġĐĬı技術Ĉ利用ÏāÉÞÝh微量à液溜Ā形成Ĉ実現

á示Ïg本įŜŀŕsıĈ鋳型ÞÍÜ作成ÍÕ
面Ĉ図 5（b）

ÍÕg本研究Ýåh45 個ä液溜ĀĈ配列ÝÃā基板Ĉ製

診断ĪĬŀä外観Ĉh図 6 á示Ïg本ĪĬŀä使用áþĀh

作ÍÕgÉĂå言ąæh小Ëà 45 個ä試験管Ĉ並ïÕÉ

従来比 1/100 ä反応時間Ĉ実現ÍÕg現在åh検査ĪĬŀ

ÞáàĀh45 個ä反応相Â¸āÉÞáàāg反応相間Ý

ä交換性àßh操作簡易化ä促進Ĉ図ÙÜºāg

äĜŜĨňĶsĠŐŜ防止äÕ÷áh各液溜Āä周囲á突

（ 3）

特集
2

起状ä堤防Ĉ設ÇhİČŜŀŔ形状áÍÕgİČŜŀŔ内
.

インクジェットを応用したストレス検査

径å 0.5 mmhİČŜŀŔ堤防å 0.1 mm Ý¸āg具体的á

節ÝåhĪĬŀĈ用ºÕ閉鎖系微小流路Ĉ使用Ïā

åh基板上áĲsĳĭ状ä凸部Ĉ設ÇhÓä内側Ĉ液溜Ā

技術Ĉ紹介ÍÕÂh本節Ýåh液溜}Ö~ôĀĈēsŀŜ

相ÞÍÕg基板åh材料á PDMS 樹脂Ĉ使用ÍhįŜŀ

.

注 5

à系ÞÍÜ利用Ïā技術Ĉ紹介Ïāg前者åľŖs処理Â

ŕsıĈ鋳型ÞÍÜ製作ÍÕg基板ä凸型ä堤防部åhį

容易Þº¼利点Â¸ā一方Ýh流路内îä気泡混入úĜĶ

ŜŀŕsıÝå凹型ÞàāgįŜŀŕsıáåh鋳型Ý

ĘĨ部äİĬĲŅœŎsŉÞºÙÕh閉鎖系á特有ä課題

¸ā堤防部ä凹部以外ä面ä平面度Â求÷ÿĂāgÓÉ
節äĕŒĢįŜŀŕsıÞå別ä方式áÜ製作Í

Ĉ持ÙÜÀĀh高º精度Ĉ得āÕ÷áå特段ä注意Ĉ払¼

Ýh .

必要Â¸āgĢĘœsĴŜęäþ¼à簡便性重視ä用途á

ÕgÏàą×h材料áĠœĜŜ基板Ĉ用ºh酸化膜形成後h

å有用ÖÂh精度重視ä用途áå適Ëàºg

ŕġĢı塗布h酸化膜ĺĨsŜĴŜęhICP}Inductively

本研究ÝåhÉĂÿä課題Ĉ解決ÏāÕ÷áh基板上

Coupled Plasma~đĬĪŜęáÜ堤防部Ĉ凹型á形成Í

á滴下ÍÕ液溜ôĀĈēsŀŜà反応槽ÞÍÜ用ºhÉ

Õg図 7 áhįŜŀŕsıä凹部ä断面Ĉ示Ïg本įŜŀ

ä液溜Ā内Ý全ŀŖĤĢĈ完結ËÑÕgēsŀŜà系Ý

ŕsıĈ鋳型áÍÜ作成ÍÕİČŜŀŔä形状Ĉ図 8 á示

åh微小流路Â不要àÕ÷気泡詰ôĀä心配ÂàÅhĜ

Ïg本İČŜŀŔĈ用ºÜhĢıŕĢ指標物質Ý¸ā唾
液中ä IgA}Human Immunoglobulin A~ä測定Ĉ行Ù

注 5富士電機Þ首都大学東京都市環境科学研究科 内山一美教授Þ
ä共同研究ŇčĘŖ分析化学á関Ïā基礎研究

ÕgIgA Ĉ含有Ïā試料液Þ希釈液Ĉ個別áčŜĘġĐĬ
ıá詰÷h反応相ÞÍÕİČŜŀŔ内á液滴状á噴Ã付Ç
Õg試料液Þ希釈液ä合計å 50 滴}17 nL~ÞÍh液滴数

図

ä比率Ĉ調整ÏāÉÞÝ希釈濃度Ĉ可変ËÑÕg本İČŜ

ガラステンプレート

図

シリコンテンプレート断面

ディンプル
堤防の幅
（a）外

観

チャンネル幅

チ
分ャ
のン
凸ネ
高ル
さ深
さ
100

（b）断

図

診断チップ外観

m

反応相の
鋳型部

面

図

ディンプル形状

堤防部

反応層

（ 60 ）
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（ 4）

図

á取Ā組ĉÝºāg図

ストレス指標物質 IgA 検量線

åhčŜĘġĐĬıĈ用ºÜŇč

ĘŖļsģ入Ā溶液Ĉ基板上á吹Ã付ÇÜ作製ÍÕ規則配
列ŇčĘŖļsģ集合体Ý¸āgÉäļsģ上Ý酵素免疫

900

測定Ĉ行¾æh試薬量Ĉ少量á抑制ÍÕôôh飛躍的á感

700

度Ĉ向上ÝÃāåÐÝ¸āgčŜĘġĐĬıåhãÿÙÕ

600
500

箇所á再現性þÅ液体Ĉ吹Ã付ÇāÉÞÂÝÃāÕ÷hŇ

400

čĘŖļsģ集合体ä形成á非常á有用Ý¸āgčŜĘ

300

ġĐĬıä動作原理å印刷分野Ýå既存ä技術Ý¸āg応

200

用次第ÝåĢıŕĢ検査áÞßôÿÐh健康検査ú生化学

100
0

分析ä¸Ā方Ĉ変革Ïā技術ÞÍÜh今後ä展開Â期待Ý
0

10

20

30

40

50

IgA 濃度（ng/mL）

Ãāg

あとがき
図

規則配列マイクロビーズ集合体

ÉĂôÝ述ïÜÃÕþ¼á富士電機å社会貢献äÕ÷á
ËôÌôà MEMS 応用製品ä開発á取Ā組ĉÝºāgÉ
Ăÿä実例紹介Áÿ分Áāþ¼áhMEMS 技術å非常
á応用範囲Â広ÅhÁÚ将来性ä高º分野Ý¸āgÉä
MEMS 技術ĈËÿá高度化ËÑÜh特徴¸ā新製品ä創
100

m

出Ĉ積極的á進÷ÜºÅg
ôÕhąĂąĂä住ĉÝºā社会j環境Ĉ考¾ÕÞÃáh
環境Àþé安全j安心äĖsŘsĲå引Ã続Ã重要àĖs
ŘsĲÝ¸Ā続ÇāÞ予想ËĂh富士電機åÉĂÿä分野
ÝôÏôÏ貢献Ĉ図ÙÜºÅ所存Ý¸āg
参考文献
（ 1） 清野信子ñÁiĹŔĿŕĢİľŎsğŇčĘŖņŜŀİĹ

čĢi日本機械学会 2004 年度年次大会i1353}2004. 9. 5-9,
2

m

北海道大学~
（ 2） Seino N. et al. Pico-Loter Sample Injection System Using

Ink- Jet for Capillary Gas Chromatography. Pittcon 2008,

ŀŔ内áÜhIgA á特異的á反応Ïā試薬Ĉ用ºÜ酵素免

CO-1339}2008. 3. 2-7, New Orleans, USA~

疫測定Ĉ行ºh 図 9 á示Ï IgA 検量線Ĉ得Õg直線性å

（ 3） Kudo, Y. et al. Rapid ELISA in Droplet on PDMS Dimple

相関係数 R2＝0.969 Ý¸Āh本方式ä有用性Ĉ示Ï結果Þ

with Nanoliter Reagents Dispensed by Ink-jet Microchip.

º¾āgÉĂáþĀ従来á比ïh反応時間 1/10h試薬量

Chemistry Letters. vol.37, no.5, 2008, p.536-537.

1/1,000 Â実現ÍÕg
現在å感度Ĉ向上ËÑāÕ÷áhŇčĘŖļsģ集合体
上ÝäēsŀŜ反応Ĉ利用ÍÜh反応表面積Ĉ増úÏÉÞ

（ 4） 西脇萌可ñÁiELISA äÕ÷ä光化学固定áþāĨŜĺ

Ę質 3 次元構造体ä作製i日本分析化学会大 56 年会i10281
}9. 19-21h徳島大学~
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高精細画像検査装置と応用
外山

公一}ÞúôeÉ¼º×~

井上

彰紀}ºä¼¾e¸ÃäĀ~

本郷

保夫}ñĉÊ¼eúÏÀ~

ĠĢįŉá注力ÍÜÀĀh医薬h食品分野Ĉ中心ÞÍÜ製

まえがき

，
（ 1）
（ 2）

品展開Ĉ図ÙÜÃÕg

普通論文

画像処理Ĉ応用ÍÕ FA 向Ç自動外観検査åh今日Ýåh

ļġŐŜĠĢįŉä適用分野ÞÓä期待効果Ĉh表１á
示Ïg現在Ýåh省人化h合理化ä側面á加¾h品質管理

øäÛÅĀĈ支¾ā重要àĜċ技術ÞàÙÜºāg富士電
機åh一般的áåļġŐŜĠĢįŉÞ呼æĂÜºāļġŐ

上ä要求Â強ÅàÙÜÀĀh生産設備ÞÍÜ付帯的àøä

Ŝ検査装置ĈhÓä黎明}Ăº÷º~期}1980 年代初頭~

Áÿ必須àøäîÞ変ÙÜÃÜºāg求÷ÿĂā検出精度

þĀ研究開発ÍhÉĂôÝ多数ä検査ĠĢįŉĈ実用化Í

åh通常ä検査対象ä場合å目視限界ÞàāÂh電気電子h

ÜÃÕg特áh高速生産ŒčŜáÀÇā全数自動外観検査

半導体h液晶分野àßåhİĹčĢä小型化ú構造ä微細
化àßÞ¸ºôÙÜh検出ÏïÃ欠陥Â非常á微細àøä

表

ビジョン検査装置への適用分野と期待効果

ÞàÙÜºāgÉäÕ÷á検査画像Ĉ高精細化ÍÜhÍÁ
øÃą÷Ü膨大à情報量Ĉ処理ÍàÇĂæàÿÐhčŜŒ

適用分野

主な検査

主な期待効果

電気電子分野

プリント板などの部品実装
検査

品質管理，省人化，高速化

半導体分野

ウェーハ検査，ICパターン
検査

品質管理，省人化，高速化

ıŕsĲēľä関係áàÙÜºāg

液晶分野

液晶パネルの検査

品質管理，省人化，高速化

食品分野

食品の異物混入検査，食品
容器の検査

品質管理，クレーム対策，
品質トレーサビリティ

医薬品分野

細粒異物の検査，錠剤・
カプセルの文字検査，
パッケージの検査

品質管理，クレーム対策，
品質トレーサビリティ

その他

包装・印刷・自動車電装品
の検査

品質管理，クレーム対策，
品質トレーサビリティ

図１

čŜÝä検査Ýåh要求ËĂā検査精度ÞĢŔsŀĬıå
図 1 åh1990 年以降ä主à製品ä系譜Ý¸āg従来ä

検査装置åh設定áþĀËôÌôà検査対象á適用ÝÃā
汎用型ļġŐŜ検査装置Þh特定ä検査対象á対ÍÜ高速
ä搬送機構Þ一体ÞàÙÕ高度à検査機能Ĉ実現Ïā専
用型ļġŐŜ検査装置á大別ÝÃāgÉĂá加¾h近年åh
ĺĦĜŜä性能Â飛躍的á向上ÍÕÉÞÞĺĦĜŜ内蔵用
ä画像処理ŅsĲÂ高速化ÍÜÃÕÉÞáþĀhĺĦĜŜ
łsĢä高精細画像検査装置Â実現ÝÃhÉĂĈŀŒĬı

ビジョン検査装置の主な製品の系譜

1990 年

1995 年

2000 年

2005 年

2010 年

マルチウィンドウＭＷＰ-３０００

汎用型
ビジョン装置

ＦＡ用ＦＡ
ⅰ-３００

マルチウィンドウＦＡ用ＶＲ-Ｆ
２５万画素対応

ＦＡ用画像処理ユニットＦＡＹ-４００/６００

１００万画素対応
（1024×960）

ＦＡＹ-5００/7００
汎用化

専用型
ビジョン装置

容器内面検査 MW-5220
２５万画素対応（512×480）

カラー化
容器外面検査 FAY-1000

カラー容器外面検査装置 FAY-2100

ラインセンサ
５２万画素対応（512×1024）

FAi-300

モノクロ細粒異物検査装置
貨幣検査装置

高精細画像
検査装置

高精細化

媒体検査装置

カラーエリアセンサ２００万画素対応

OPC 検査装置

カラー細粒異物検査装置

ＭＷＰ-３０００

外山

公一

井上

彰紀

本郷

保夫

ļġŐŜ検査装置ä開発j設計

ļġŐŜ検査装置ä開発j設計á

ļġŐŜ検査装置ä開発j企画á

á従事g現在h富士電機ĠĢį

従事g現在h富士電機ĠĢįŉģ

従事g現在h富士電機ĠĢįŉģ

ŉģ株式会社ēsıŊsĠŐŜ

株式会社ēsıŊsĠŐŜ事業本

株式会社ēsıŊsĠŐŜ事業本

事業本部東京工場ļġŐŜĠĢ

部東京工場ļġŐŜĠĢįŉ部主

部事業企画室技術企画部担当部長g

įŉ部担当課長g技術士}電気

任g

博士}工学~
g技術士}情報工学h

電子h情報工学~
g

（ 62 ）
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ńsŉÞÍÜ各種専用型ļġŐŜ検査装置Â構成ÝÃāg
本稿ÝåhÉäĺĦĜŜłsĢ高精細画像検査装置ä特

図 2 á高精細画像検査装置ä基本構成Ĉ示Ïg中央ä高

精細画像処理ŀŒĬıńsŉÂĺĦĜŜłsĢä部分Ý¸
ĀhÓä核á画像処理ŏĴĬıÂ¸āg高精細画像処理á

長úÓä応用事例áÚºÜ紹介Ïāg

ÀºÜh要求ËĂāĢŔsŀĬıÂ高º場合áåh画像処
理ċĘĤŒŕsĨàßÝ高速処理Ĉ実現Ïāg

高精細画像処理装置

ñÁáĺĦĜŜ部åh検査ĠĢįŉĈ構成Ïā外部機器
ĺĦĜŜłsĢ高精細画像処理装置áåh以下äþ¼à
特長Â挙ÈÿĂāg

á対ÍÜh制御装置ÞÍÜä役目ø果ÕÏg主à例ÞÍÜ
åh照明器á対Ïā発光ĨčňŜęú光量制御hĔŊŒá

（a） 画像処理ŅsĲĈ内蔵ÍÕĺĦĜŜ装置Ĉ利用ÍÜh

対Ïā撮像ĨčňŜęú露光時間àßä各種設定hŕŜģ
機構á対Ïā撮像倍率úĽŜı制御h搬送排出機構á対Ï

ĠňŎŕsĠŐŜÂ行¾āÞÞøáh画像İsĨłs

ā位置決÷制御h駆動制御àßÝ¸āg

ĢĈ構築ÏāÉÞÝĔĢĨŉ化ÍÕ専用機能ä開発Þ
機能評価Ĉ効率的á行¾āg

検査ċŀœĚsĠŐŜåh関数ÞÍÜ準備ËĂÜºā画
像処理ŒčĿŒœĈ利用ÍÜ構築Ïāg高精細画像処理ŀ

（b） ĺĦĜŜ環境上Ýåh画像処理ĦľıďĐċäĦs

ŒĬıńsŉÞ合ąÑÜhĞŜŀŔ画像ú実際ä検査Œč

ĢĜsĲŕłŔäņsĨļœįČÂ期待ÝÃh組込õ

ŜÝ取得ÍÕ検査画像Ĉ蓄積ÍÜ高精細画像İsĨłs

型ä専用機Þ比較ÍÜhĦľı資産Â再利用ÍúÏÅ

ĢĈ充実ËÑÚÚ¸āg画像İsĨłsĢĈ活用ÍÜh検

陳腐化ÍáÅºg

査方式ä最適化äÕ÷ä開発環境ÛÅĀĈ進÷Üºāg

（c） 標準čŜĨľĐsĢúňĲŔďĐċhŒčĿŒœà

ßh利用可能à素材Â充実Í増大ÍÜºāg

ĸsĲİČĢĘĲŒčĿ}HDD~àßä記憶İĹčĢÂ
高速大容量化ÍÕäÝh全検査画像äľĊčœŜęÂÝÃ
āþ¼áàÙÜºāg今後åhÉĂÿä膨大à画像情報Ĉ

図

評価Ïā高精細画像処理技術Âh重要áàāøäÞ考¾ÿ

高精細画像検査装置の基本構成

Ăāg
外部機器

制御

制御

照明器
高解像度
カメラ

画像検査

照明制御
入力

制御

レンズ
機構

カメラ
インタ
フェース

制御
ユニット

入力

高精細画像検査装置ä機能体系Ĉ図 3 á示Ïg機能áå
検査結果

画像処理
ライブラリ
出力

関数
実装

検査アプリ
ケーション

制御

レンズ
制御
制御

搬送機構

（ 3）

高精細画像処理プラットホーム
（パソコンベース）

画像処理
ユニット

制御

・検査項目
・検出率
・ムダばね率
・検査時間

Ïā品質管理機能Â¸āg

設定

修正

最適条件

搬送制御

大別ÍÜh装置ä調整機能h検査対象品種ÊÞá作成Ïā
設定ľĊčŔ作成機能h検査機能h検査結果Ĉ集計j管理

MEMS ウェーハ検査への応用

画像ＤＢ作成・読出し
高精細画像ＤＢ
標準パターン
ＤＢの作成

良品・不良品
の検査結果

学習用画像ＤＢ
（良品 , 不良品）

検査用画像ＤＢ
（良品 , 不良品）

IJP}čŜĘġĐĬıŀœŜĨ~ŁĬĲúĩčōľŒŉ
膜àßhMEMS İĹčĢå超精密機械構造Ĉ特徴ÞÍÜ
ÀĀh外観検査ä自動化ĴsģÂ強ºg検出ÏïÃ欠陥á
åhĺĨsŜĿœĬġhĺĨsŜ欠損hĺĨsŜ位置ÐĂh
異物付着h成膜åÂĂàßÂ¸āg

図

高精細画像検査装置の機能体系

装置調整機能

設定ファイル
作成機能

センサ系調整

照明系調整

カメラ調整

搬送メカ系調整

搬送メカ調整

不良排出調整

メカ制御条件設定
撮像条件設定

位置合せマーク設定

光学系調整

搬送プログラム設定

シェーディング補正値設定

視野分割設定

撮像条件設定
標準パターン学習

検査対象の種類設定
検査領域設定

妥当性検証
検査機能

設定ファイル設定

学習パターン判定
メカ系制御設定
検査基準値設定

自動検査

品質管理機能

検査結果管理

ロット番号

設定ファイル修正
センサ系設定

品種設定

標準パターン設定

アライメント補正
検査結果出力

視野位置決め用枠設定

標準パターン学習

視野画像入力

良否判定

不良画像出力

品種条件

検査結果

不良画像

（ 63 ）

普通論文

検査対象á応ÎÕ画像処理ċŔĝœģŉä開発ú評価
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MEMS ウェーハ検査装置の外観と操作風景

図

MEMS ウェーハ検査装置の構成

図

操作画面例

表

MEMSウェーハ検査装置の主な仕様

普通論文

図

：画像処理部

：イメージセンサ，光学部

ソフトウェア
カラー
カメラ

カメラ
電源
撮像倍率
制御ユニット

Z 軸制御

観測エリア

ＬＣＤ
（タッチ機能付）

ＨＭＩ
システムソフト

照明
電源

ＰＣ
（計測，表示用）

レーザ
測定器

各種増設
カード

画像処理
ライブラリ

光学ベンチ

ステージ
コントローラ
（XY）
（θ）
（Z）

ウェーハサイズ
画面分解能

ウェーハ自動
供給装置

＜オプション＞

：搬送部

仕

様

4〜6インチ
1〜10 m/画素

カメラ

CAMERA LINK，
UXGA相当，8ビットカラー

レンズ

光学10倍ズーム

照明器

ワークベッド

ＸＹステージ（２軸リニアスケール付き）

目

周辺制御

ウェーハ
θステージ

項

XYステージ

LEDまたはHID
300 mm× 300 mm，精度5 m

ŕsğ測定器Ý計測Ïā深Ë方向äŀŖľĊčŔ情報á
þĀh目的ÞÏā計測箇所ä奥行Ãh深ËĈ自動算出Ïāg
操作画面åh図 6 á示Ïþ¼áŊčŜ操作画面}左上~
äñÁhďĐsĸ全体ŇĬŀ}右上~
h検査画像表示}左

MEMS ďĐsĸ検査装置ä主à開発目標仕様åh以下

下~
h結果表示画面}右下~ä 4 画面Ý構成ÍÜºāgŊ
čŜ操作画面åhēŜŒčŜ検査Ý必要à情報Ĉ集約ÍÜ

äÞÀĀÝ¸āg
（a） 検査精度 5 m 以上

表示Ïāg設定操作åďČğsĲ形式Ý進行Ïāŏsğs

（b） 検査時間 10分/枚}4 čŜĪďĐsĸ時~

ľŕŜĲœàĻŎsŇŜŇĠŜčŜĨľĐsĢÞÍÜ簡

（c） 溝部分àß局所ä深Ë計測機能

単操作Ĉ実現ÍÜºāgŇĬŀ表示å検査ä進行状況ú

（d） 品種設定hĪŎsĴŜęá要Ïā段取Ā時間ä最小

ďĐsĸ上ä各ĤŔä検査結果Â表示ÝÃhôÕŇĬŀ上

化}多品種少量対応~

ĈĘœĬĘÏāÉÞáþĀ視点ä移動ø可能ÞÍÕg現場

図 4 á MEMS ďĐsĸ検査装置ä外観写真Þ操作風景

ÝäēŃŕsĨä作業性Ĉ考慮ÍÜh画面åĨĬĪĺĶŔ

（ 4）

Ĉ示ÏgôÕ図 5 áÓä構成Ĉ示Ïg

ÞÍÜºāg

検査対象ďĐsĸĈ XYθĢįsġ上á載Ñh顕微鏡光

本装置Ĉ使ÙÜhMEMS ďĐsĸ製造ŒčŜÝä試行

学系Ĉ備¾ÕĔŒsĔŊŒáþĀ撮像Ïāg最初áċŒč

運転Ĉ行ºh目視検査工数ä削減効果Ĉ評価ÍÜºāg一

ŊŜı動作Ýθ軸Ĉ補正Íh次áœĴċĢĚsŔÝ撮像距

方h検査対象ä品種Â多ºÕ÷h品種個別ä検査精度h良

離間隔Ĉ計測ÍàÂÿh数百ä検査領域á分割ÍÜ全域Ĉ

品æÿÚÃàßîä対応Â必要Ý¸Āh高精細画像İsĨ

撮像Ïāg露光å電子ĠŌĬĨáþĀhďĐsĸ移動中ä

łsĢä構築h画像収集h解析Àþé評価Ĉ進÷Üºāg

撮像Â可能Ý¸āgàÀh光量Ĉ確保ÏāÕ÷áh高輝度

検査装置ä主àh表 2 äÞÀĀÝ¸āg

äŊĨŔĸŒčĲ照明器Ĉ用ºÜºāg検査åh画像処理
ĔsĲĈ実装ÍÕ産業用ĺĦĜŜäŀŒĬıńsŉÝ実行

カラー細粒異物検査機への応用

Ïāg画像ä位置ÐĂ補正Ĉ行ÙÕ後áhĺĨsŜ化ËĂ
Õ領域áÚºÜåh¸ÿÁÎ÷登録ÍÕ良品画像ÞäŇĬ

医薬細粒剤áÚºÜå経口剤Ý¸Āh異物ä混入Â¸Ù

ĪŜęáþÙÜ検査Ĉ行ºhĺĨsŜäàº無地領域áÚ

Üåàÿàºg万一ä混入Ĉ未然á検出ÍÜh最終的á市

ºÜåh微分ľČŔĨáþĀ欠陥Ĉ検出Ïāg

場îä流出Ĉ防止ÏāÉÞÂ求÷ÿĂÜºāg生産ŒčŜ

（ 64 ）
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表

細粒異物検査システムの構成

細粒異物検査装置の主な仕様
項

カメラリンク

目

様

フィーダ・ドラム搬送

搬送方式

7,300 画素 ×2 台

液晶タッチパネル

搬送ライン数
ホッパ

最大搬送量

照明器

PC＋画像処理部

仕

カラーラインセンサカメラ

ドラム回転速度

細粒

集塵機へ

排出吸引圧

最大2ライン
1ライン当たり50 kg/h
20〜50 r/min
定格1.5 kPa

UPS
メカ制御
状態監視
（RS232C）

NG

不良品吸引
ノズル

照

カラーラインセンサカメラ
7,300 画素×最大2台

カメラ

PLC

良品

普通論文

静電
除去器

メカ制御信号

ドラム

図

図

LED照明×2灯

明

フィーダ

細粒中の異物検出画像

細粒異物検査システムの外観

髪の毛

眉毛

黒点

ゴム（赤）

設定調整機能áå搬送細粒画像Áÿä判定ÍÃº値自動
ÝåhĞŜŀœŜęáþā目視検査á頼ÙÜÃÕäÂ現状

設定機能h判定前á基準İsĨĈ自動取込õÍ判定時光量

Ý¸āg異物ä混入åh突発的ÁÚ一過性Ý発生Ïā場合

äæÿÚÃĈ補正ÏāĠĐsİČŜę補正機能h光量ä変

ÂñÞĉßÝh全量検査Â望ôĂÜºāgôÕh社会的á

動Ĉ補正Ïā光量ľČsĲĹĬĘ自動補正機能àßÂ¸āg

ø品質Ĉ問ąĂhþĀ微細àøäôÝ検出ÏāÉÞÂ求÷

判定機能ÞÍÜåhĞčģ判定機能h総合色判定機能àß

ÿĂāg以上äÉÞÁÿh検査機ä生産ŒčŜîä導入á

Ĉ持ÙÜºāg構造åh細粒äŖĬı交換時á必要à洗浄

þā自動化ä要求å高ºg特á混入異物ä種類Ĉ判別Íú

Â容易á行¾āþ¼áh接粉部}ĲŒŉhľČsĩäıŒ

ÏºĔŒs機ä導入Â望ôĂÜºāgÉäĔŒs化ä要望

ľh供給ńĬĺh良品ĠŎsıàß~Â簡単á洗浄ÝÃā

á対Íh従来äŋķĘŖ細粒異物検査機á高精細画像処理

構造ÞàÙÜºāg

用á開発ÍÕ画像処理ŀŒĬıńsŉĈ適用ÍÕĔŒs細
粒異物検査機Ĉ開発ÍÕg
図 7 á細粒異物検査ĠĢįŉä構成Ĉh図 8 áĠĢįŉ

ä外観ä例Ĉh表 3 á本装置ä主à仕様Ĉ示ÏgĔŒs細

検出精度åh目視検査Ýå検出ÝÃā異物ä大ÃËÂ
200 v 300 m Â限界Ý¸āäá対ÍhĔŒs細粒異物検
査機Ýå最小検出限界 50 m 程度Â可能Þàāg図 9 á検
出ÍÕ異物ä画像Ĉ示Ïg

粒異物検査機äĠĢįŉåh供給ńĬĺ内á投入ÍÕ細粒

本装置åh特á医薬品ä品質管理á必要àŋĴĨœŜę

ĈhľČsĩÝä送Ā出ÍÞĲŒŉÝä回転áþĀh一層

機能ÞÍÜh以下äþ¼à豊富àİsĨ表示機能Â¸āg

化Í異物Ĉ露出ËÑhÉĂĈĔŒsŒčŜĤŜĞĔŊŒá
Ü撮像Ïāg撮像ÍÕ画像ĈœċŔĨčŉá独自ä画像
処理áÜ高速判定処理Ïāg異物Ĉ検出ÏāÞ排除ķģŔ
Ĉ動作ËÑ異物Ĉ吸引排除Ïāg吸引ÍÕ異物åh集塵
}Íû¼Îĉ~機ä不良品容器á蓄積Ïāg検出ÍÕ異物
ä画像Àþé判定結果情報åh液晶ŋĴĨá表示ËĂāÞ
ÞøáhĺĦĜŜä HDD áÏïÜ保存Ïāg
本装置ä主à機能ÞÍÜ設定調整機能Þ判定機能Â¸āg

（ 1） ĹœİsĠŐŜİsĨ

①吸引圧h②ĲŒŉ回転速度h③光量İsĨh④基準Ğ
ŜŀŔİsĨ
（ 2） 生産管理İsĨ

①品名h②ŖĬı番号h③検査年月日h④稼動時間h⑤
検出異物数
（ 3） 各種異常監視機能

①光量異常h②不良多発h③排除異常h④回転数異常

（ 65 ）
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高精細画像検査装置と応用

ĺĦĜŜäĶĬıŘsĘ機能àßĈ活用ÍÜhMES}製

あとがき

造実行管理ĠĢįŉ~àßä製造ŒčŜ全体Ĉ統合管理Ï
ā製造ĦœŎsĠŐŜäĖsĜŜņsĶŜıä一ÚÞÍÜ

ĺĦĜŜłsĢä高精細画像処理装置Þ MEMS ďĐs
ĸ検査h細粒異物検査îä適用áÚºÜhÓä概要Ĉ述ï
Õg
MEMS ďĐsĸ検査áÚºÜåhĩčĠŜęĪĬŀî

ø適用Ĉ図ÙÜºÅg
富士電機åh高精度検査áþāÀ客様ä製品ä品質向上
Ĉ通ÍÜh社会ä安全j安心ä一役Ĉ担¼ÞÞøáh企業
ä社会的à責任Ĉ果ÕÍÜºÅ所存Ý¸āg

ä対応ú処理ä高速化h3D 深Ë計測ä強化àßä機能
拡充Ĉ行ÙÜhŇŔĪĤŜĠŜęĈ特徴ÞÏāĜĢıĺ

参考文献

普通論文

ľĒsŇŜĢä高ºļġŐŜĠĢįŉĈ提供ÍÜºÅgô

（ 1） 画像処理技術特集i富士時報ivol.70, no.5, 1997.

Õh細粒異物検査áÚºÜåh高速搬送排出機構ä洗浄ä

（ 2） 福田和彦h仁藤正夫i製造業向Ç品質 FA ĦœŎsĠŐŜi

容易化ú高精細画像処理ä高度化áþĀ付加価値ä向上Ĉ
図ÙÜºÅg
ËÿáĺĦĜŜłsĢäŀŒĬıńsŉĈ開発ÍÕÉ
ÞáþĀh他ä高精細画像検査分野îä応用展開Â可能Þ
àÙÕg半導体分野ú医薬分野ÖÇàÅ各種分野îä検査
装置ä適用拡大Þ検査業務ä高度化Ĉ図ÙÜºÅÞÞøáh

（ 66 ）

富士時報ivol.79, no.3, 2006, p.214-218.
（ 3） 本郷保夫i画像処理応用ĠĢįŉ入門i計測技術ivol.32,

no.6, 2004.
（ 4） 外山公一i画像処理ŀŒĬıľĒsŉĈ応用ÍÕ検査ċŀ

œĚsĠŐŜi計測技術ivol.35, no.7, 2007, p.9-12.
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各種センサと無線技術の融合によるユビキタス環境の実現
町田

潤一}ô×ÖeÎûĉº×~

相馬

伸一}Ó¼ôeÍĉº×~

福山

まえがき

良和}ëÅúôeþÍÁÐ~

近距離無線技術の動向と着目している無線技術
無線通信ä範囲å大ÃÅhŘčĲđœċĶĬıŘsĘh
ŊıŖđœċĶĬıŘsĘhŖsĔŔđœċĶĬıŘsĘh

実現ËĂāÉÞÂ期待ËĂÜºāgÉäþ¼àŏļĖĨĢ

ĺsĦĳŔđœċĶĬıŘsĘàßá分ÁĂāgÉä¼×h

環境åh各種ĤŜĞÞ無線技術ä融合áþĀ実現可能Ý¸

特á各種ŀŒŜıj工場h流通àßä現場系äİsĨĈ通

Āh医療j健康h防犯jĤĖŎœįČh防災h環境œĢĘ

信Ïā場合hŖsĔŔđœċĶĬıŘsĘ¸āºåĺs

îä対応h農産物àßä各種生産過程監視àßËôÌôà

ĦĳŔđœċĶĬıŘsĘá分類ËĂā近距離無線技術

（ 1）

ä利用Â有効Ý¸āg近距離無線技術åh数百 m 以内ä

g
分野îä適用Â望ôĂÜºā}図 1 ~
富士電機åhŏļĖĨĢ環境Ĉ実現ÏāÕ÷hMEMS

近距離Ý通信Ĉ行¼ÉÞĈ目的ÞÍÜÀĀhËôÌôà

}Micro Electro Mechanical Systems~Ĉ応用ÍÕ各種Ĥ

gÉä¼×無線 LAN
技術Â利用ËĂÜºā}図 2h表１~

ŜĞÞ小型化技術 IMM}Intelligent Micro Module~Ĉ利

åh高速通信Â可能Ý¸Āh家庭äõàÿÐ産業分野Ýä

用ÍÕ低消費電力型無線ĜŜņsĶŜıĈ開発ÍÜÀĀh

利用ø進õÚÚ¸āÂh消費電力Â大ÃÅ一般的áå外部

本稿Ý紹介Ïāg

電源Â必要áàāgBluetooth å音声jİsĨ通信àßá

注 1

利用ËĂÜÀĀh主á家庭環境Ý利用Â始ôÙÜºāg低
注 2

速ĺsĦĳŔđœċĶĬıŘsĘå ZigBee á代表ËĂā

図１

ユビキタスセンサネットワーク技術の将来利用イメージ

医療・健康

防犯・セキュリティ

マンションなどビル管理

防災
都市，自然災害の監視

セキュリティ・
安全・快適性向上
健康管理
（体調・動作）

安否確認
（体調・位置）

セキュリティ，建物状態
（侵入，ひずみ，温度，明度，振動）

火災，地震，洪水，建物倒壊
（煙，温度，振動，ひずみ，水位）

・多数で多様なセンサなどが分散配置
・センサ同士がアドホックネットワークを形成
・ネットワークを通じてさまざまな状況や環境の情報が連携
→高度システム，多彩なアプリケーションが実現
・配線不要による設置コストなどの低減化が可能
気象，水質
（降雨，水質）
プラント・
設備異常監視

火災，土砂崩落，液状化
（温度，煙，地盤変位）
構造物
劣化監視

ワイヤ断裂，ボルトゆるみ
（振動，弾性波）

物品の流通管理
管理センタ

大気汚染，振動
（SOx，NOx，振動）

火災，有毒ガス，設備劣化
（煙，ガス，ひずみ）

環境リスクへの対応

生育状態，育成環境
（成長度，温度，湿度，土壌）

各種サービス
流通状態，品質
（温度，湿度，振動）

その他

農産物などの各種生産過程

町田

潤一

相馬

伸一

福山

良和

各種ĜŜņsĶŜı設計業務á従

MEMSjĜŜņsĶŜıä企画j

ēsıŊsĠŐŜ製品ä企画j開

事g現在h富士電機ĠĢįŉģ株

設計j製造業務á従事g現在h富

発業務á従事g現在h富士電機Ġ

式会社ēsıŊsĠŐŜ事業本部

士電機ĠĢįŉģ株式会社ēsı

Ģįŉģ株式会社技術開発本部

東京工場ľĊčŜįĬĘ機器部課

ŊsĠŐŜ事業本部東京工場ľĊ

ēsıŊsĠŐŜĜċ技術開発Ĥ

長補佐g

čŜįĬĘ機器部長g

ŜĨs長g工学博士g電気学会h
IEEEh計測自動制御学会会員g

（ 67 ）
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無線ĶĬıŘsĘÝä利用Â検討ËĂÜºāg特定小電力

}300 MHz 帯~Ĉ利用ÏāÉÞÂ有効Ý¸āgàÀh電源

}400 MHz 帯~å古ÅÁÿ使ąĂÜÀĀh¸ā程度長距

Ĉ必要ÞÍàºĺĬĠĿĨęÝøĤŜĞÞä融合Â検討Ë

離通信ø可能àÉÞÁÿh富士電機å自動検針ĠĢįŉh

ĂÚÚ¸āÂh電源Ĉ持ÚċĘįČĿĨęÞ比較ÏāÞ通

，
（ 2）
（ 3）

個人線量計àßä製品á適用ÍÜÃÜºāg特定小電力

信距離Â圧倒的á短ºgÉäþ¼à背景Áÿh富士電機Ý

}300 MHz 帯~å 2007 年á新Õá利用ÝÃāþ¼áàÙÕg

å特á 300 MHz 帯特定小電力Ĉ利用ÍÕĜčŜ電池Ý駆

Éä規格åhZigBee àßá比ïāÞ周波数Â低ºäÝ障

動可能à小型ĤŜĞ付ÃċĘįČĿĨęÞhÉĂĈ利用Í

害物àßÂ¸ÙÕÞÃá比較的回ĀÉõÂ可能Ý¸Āh現

Õ無線ĠĢįŉä開発á力Ĉ入ĂÜºāg

場äËôÌôà環境á適用Ïā無線方式ÞÍÜ効果的Ý¸
āg

センサ付きアクティブタグシステム

各種ŀŒŜıj工場h流通àßä現場Ýä計測á対Ïā
.

（a） 物理的á配線不可

適用分野
図 3 áĜčŜ電池Ý駆動可能à小型ĤŜĞ付ÃċĘįČ

（b） 配線工事ĜĢı削減

ĿĨęĈ利用ÍÕĠĢįŉä構成図Ĉ示Ïg表 2 áĤŜĞ

（c） 移動体Ĉ対象ÞÍÕ状況監視

種類Þ無線ċŀœĚsĠŐŜ例Ĉ示Ïg以下á各機器ä仕

（d） ŒčŜä頻繁à組替¾îä対応

様Ĉ説明Ïāg

現場ÝåœċŔĨčŉá大量äİsĨĈ計測Ïā場面ø
¸āgÍÁÍh少量äİsĨĈ長周期á計測ÍÕºÞº¼

.

Ĵsģø多Å見受ÇÿĂhÉäþ¼àĴsģá対応ÏāÕ

小型センサ付きアクティブタグ
表 3 á概略仕様Ĉ示Ïg図 3 á示Ïþ¼áċĘįČĿĨ

÷áåh外部電源Ĉ必要ÞÍàº低消費電力ä小型ĤŜĞ
付ÃċĘįČĿĨęÂ有効Ý¸āgôÕh無線方式ÞÍÜ

図

センサ付きアクティブタグシステム構成

åh低消費j回込õ可能Þº¼特徴Ĉ生ÁÍÕ特定小電力
監視端末

注 1BluetoothkBluetooth SIG, Inc. ä商標ôÕå登録商標
注 2ZigBeekKoninklike Philips Electronics N. V. ä商標ôÕå登
録商標

計測サーバ

計測サーバ
からデータ
を受け取り
表示する。

計測端末から
データを受け
取り，データ
ベースに保存
する。

データ
ベース

Ethernet *

図

近距離無線方式の分類
LAN アダプタ
RS-485
無線 LAN

受信機

IEEE802.11x

50 M

通信速度（bits/s）

普通論文

無線利用Ĉ考¾āÞh以下äþ¼àŏsğsĴsģÂ¸āg

Bluetooth

MAX 30 台
（増設可能）

IEEE802.15.1

1M

ISO
18092

低速 PAN
IEEE802.15.4

10 k

RFID

受信機

特定小電力
300 MHz 帯

微弱
10

50

特定小電力
400 MHz 帯

100

無線タグ

300
*Ethernet：富士ゼロックス株式会社の登録商標

通信距離（m）

表

無線タグ

NFC

近距離通信方式の比較
項

目

使用周波数

伝送速度

通信距離 *
出

力

消費電力
特

徴

* 使用環境による

（ 68 ）

無線LAN
（IEEE 802.11 b,g）

Bluetooth
（IEEE 802.15.1）

ZigBee
（IEEE 802.15.4）

特定小電力
（400 MHz帯）

特定小電力
（300 MHz帯）

2.4 GHz帯

2.4 GHz帯

2.4 GHz（日本），
902-928 MHz（米国），
868-870 MHz（欧州）

400 MHz帯

315 MHz近辺
（日本･米国）

11 Mbits/s,
54 Mbits/s

最大3 Mbits/s

250 kbits/s，40 kbits/s，
20 kbits/s

2.4 kbits/s程度

最大500 kbits/s

屋外：約300 m
屋内：約100 m

10〜20 m程度

1〜30 m

100〜300 m

10〜30 m

10 mW/MHz

1 mW

1 mW

1 mW，10 mW

0.25 mW

数100 mW程度

200 mW程度

平均100 W程度

60 mW程度

平均100 W程度

高速通信

音声・データ通信

メッシュネット

長距離通信

低消費電力
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各種センサと無線技術の融合によるユビキタス環境の実現

ęå小型ÞàÙÜÀĀh標準Ýå温湿度ĤŜĞĈ搭載ÍÜ
ºāg他äĤŜĞåēŀĠŐŜŅsĲáÜ簡単á追加可能

.

Ý¸āgĜčŜ電池äõÝ動作可能Ý¸Āh低消費電力Ĉ

LAN アダプタ

LAN ċĩŀĨä概略仕様Ĉ表 5 á示ÏgLAN ċĩŀĨ
åhRS-485 接続áþā受信機Þ一般的à Ethernet ĹĬ

実現ÍÜºāg

ĘŅsŜÞä間äċĩŀĨÞàÙÜºāg10BASE-T/100
.

受信機

BASE-TX Â利用可能Ý¸āg

受信機ä概略仕様Ĉ表 4 á示Ïg受信機åh図 3 á示Ï
þ¼á RS-485 áþāŇŔĪĲŖĬŀáþĀ最大 30 台接

.

続ÝÃāg通常ä Ethernet ĚsĿŔÂ利用可能Ý¸Ā電
源ø供給ÍÜºāgÍÕÂÙÜh電源線Ĉ別途引Å必要Â

各種ŀŒŜıj工場ú流通ä現場Ý無線Ĉ利用Ïā場合h
ËôÌôà構造物àßä周囲環境áþĀ電波ä強度å大Ã
Å変動Ïāg壁ú床àßá反射ÍÕ電波Â直接到来Ïā電

無線機åĨęø受信機ø利用部品ä共通化Ĉ進÷ÜÀĀh
gÉĂ
ľĊsŉďĐċä機能部品化Ĉ進÷Üºā} 図 4~

波á干渉ÏāŇŔĪĺĢľĐsġŜęú障害物áþāĠŌ
ĲsčŜęĈ考慮Ïā必要Â¸āg

áþĀh高品質Ý短期間ä開発Ĉ可能ÞÍÜºāg

無線機Ĉ適用Ïā場合hÉĂÿä電波伝搬特性Ĉ考慮
ÍÕ現地ä電波環境ä調査h設置位置ä確定h障害時ä原

表

因調査àßäđŜġĴċœŜęÂ必要Þàāg富士電機åh

センサと無線アプリケーション例
アプリケーション例

Éäþ¼à無線đŜġĴċœŜęäÕ÷á周波数áþÿÐ

ID＋データ

リモートキーエントリ（RKE），タグ（人，物）

共通á利用可能àĭsŔĈ開発ÍÜºāg図 5 áđŜġĴ

圧力センサ

機器圧力値測定，タイヤ計測

ċœŜęĭsŔáþā測定例Ĉ示Ïg図á示Ïþ¼áh受

距離測定，移動タグ起動，双方向通信タグ

信機ä読取Ā信号hĨęÁÿä応答信号h周辺機器äĹĬ

電力量計，モーション検出，ドア開閉アラーム

ĘęŒŜĲķčģàßĈ調査ÏāÉÞÂÝÃāgđŜġĴ

温度制御，温度アラーム，冷蔵庫

ċœŜęĭsŔå Excel ĈłsĢá開発ËĂÜÀĀhÉä

センサ種類

超音波センサ
ホールIC
サーミスタ

振動・故障診断，モーション検出

振動センサ

傾き測定，転倒検出，衝撃記録，タイヤ計測

Gセンサ

注 3

照度センサ

電灯消忘れ，無線チッキ板

人感センサ

防犯，通行検出，案内

図

無線機ファームウェア構造

アプリケーション
API

音量検知

マイク
温度＋湿度センサ

簡易 OS

設備管理，空調，冷蔵・冷凍庫/ケース管理
通信部品

表

目

仕

格

ARIB STD-T93
315 MHz帯

シンボルレート
送信アンテナ

無線ドライバ

9,600 bits/s

表

項

小型ループアンテナ

I/F ドライバ

：標準部品

仕

目

10〜30ｍ*

電

源

コイン電池

Ethernet通信方式

寿

命

10 BASE-T/100 BASE-TX
RS-485

受信機との通信

４年（30秒周期）*

様

AC100 V

通信距離

温湿度，他センサはオプション

センサ
* 使用環境による

図

エンジニアリングツールによる測定例

受信機の概略仕様

−40

目

電源電圧
送受信アンテナ
受信周波数
有線部通信方式
有線部総延長距離
接続ケーブル
最大接続台数

仕

様

DC 24V
伸縮モノポールアンテナ
315 MHz帯
RS-485
300 m
Ethernetケーブル
30台

受信電界強度（dBm）

−50

項

：共通化

LANアダプタの概略仕様

電源電圧

表

テスト

様

送信周波数

規

RAS

：個別開発

小型センサ付きアクティブタグ概略仕様
項

間欠制御

受信機の
読取り信号

−60

タグからの
応答信号

−70
−80
−90
−100

周辺機器の
バックグランドノイズ

−110
−120
0

10

20

30

40

50

60

70

時間（s）
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普通論文

àÅ工事Ĉ簡素化ÝÃāg

エンジニアリングツール

富士時報

6OL .O 

各種センサと無線技術の融合によるユビキタス環境の実現

þ¼à時系列İsĨÖÇÝåàÅh確率頻度ęŒľh累積

Ŝá送āgĺĦĜŜÝå FFT}高速ľsœđ変換~áþ

確率頻度ęŒľàßĈ現場Ý測定ÍÕİsĨĈøÞáÏÆ

Ā振動波形ä解析Â実行ËĂhßäþ¼à故障形態Â発生

á表示ÏāÉÞÂÝÃh現地ä電波環境ä調査h設置位置

ÍÜºāÁĈ推定Ïāg

ä確定h障害時ä原因調査àßĈ効率的á行¾āg
.

作業員の安全管理システム例

研究開発áÀºÜåh実験室}個室~ÝúöàÅ作業員

適用例

Â一人Ý業務Ĉ行¼場合Â¸Āh緊急事態ä検出Ĉ迅速á
.

設備管理システム例

行¼必要Â¸āgÉäÕ÷h作業員áĤŜĞ内蔵ä無線Ĩ

工場àßäŏsįČœįČ設備åh工場ŒčŜä稼動

ęĈ装着Íh実験室îä入室状況Þh体調不良úÇÂàß

率Ĉ上ÈāÕ÷áøh予防保全Â必須Þàāg従来h予防

áþāıŒĿŔÝ作業員Â倒ĂÜºàºÁĈ検出Ïā安全

普通論文

保全å保全員Â工場Ĉ定期的á巡回Íh各場所á設置ÍÜ

管理ĠĢįŉĈ開発ÍÕg図 7 á転倒検出ĤŜĞ付ÃċĘ

¸ā設備ĈËôÌôà測定器Ý調査Ïā時間基準}計画~

įČĿĨęä写真Ĉ示ÏgĤŜĞå 10 秒ÊÞá作業員ä

保 全}TBMkTime-based

状態Ĉ監視Íh転倒Ĉ検出ÍÕÿ一定時間後á Web 画面

maintenance~ Â 主 流 Ý ¸ Ù

ÕgÍÁÍh保全ĜĢıĈÝÃā限Ā削減Íh保全Â必要

áċŒsŉĈ発ÏāÉÞÂÝÃāg

áàÙÕ状況Ĉº×早Å確認ÏāÕ÷áåh近年主流áà

Ëÿáh各種ŀŒŜıj工場Ýh突発的à設備ä故障à

ĀÚÚ¸ā状態基準保全}CBMkCondition-based main-

ßá対応ÏāÕ÷húöàÅ一人Ý作業Ĉ行ąàÅÜåà

tenance~á切Ā換¾ā必要Â¸āgCBM Ĉ実現ÏāÕ÷

ÿàº場合ÝøhÉä安全管理ĠĢįŉĈ適用ÝÃāg

áåh設備状態Ĉ常時監視ÏāÉÞÂ必要Ý¸ĀhÉĂĈ
低ĜĢıÝ実現Ïā方法ÞÍÜ無線áþā計測ĠĢįŉĈ

今後の展開

導入ÏāÉÞÂ考¾ÿĂāg図 6 á無線áþā監視ĠĢį
ŉ例Ĉ示ÏgÉäþ¼àĠĢįŉä一ÚÞÍÜ無線áþā

表 2 á示ÏËôÌôàĤŜĞÞä組合ÑáþāĦœŎs

ŋsĨ振動診断ĠĢįŉĈ開発ÍÜÀĀh日本ŀŒŜıŊ

ĠŐŜĈ展開Ïā¼¾Ýh省電力j小型化Ĉ実現ÏāÕ÷

ŜįĳŜĢ協会ä 2007 年度 PM 優秀商品賞開発賞Ĉ受賞

Ëÿàā MEMS ĤŜĞä開発Ĉ進÷āgôÕhÉäþ¼

ÍÜºāgŋsĨ振動診断ĠĢįŉåh受信機Áÿä起動

à無線ĠĢįŉĈ適用Ïā¼¾ÝøÙÞø大Ãà課題å電

要求áþÙÜŋsĨ振動診断ĨęÂ起動ËĂh振動波形Ĉ

池ä容量Ý¸āgÉä課題Ĉ解決ÏāÕ÷h近年着実á技

ĞŜŀœŜęÍh受信機jLAN ċĩŀĨĈ介ÍÜĺĦĜ

術Â進歩ÍÚÚ¸āŘčōŕĢáþā電源供給ú MEMS
（ 4）

Ĉ利用ÍÕ有望à発電技術Ý¸ā PowerMEMS Ĉ用ºÕ
注 3Excelk米国 Microsoft Corp. ä商標ôÕå登録商標

図

あとがき

無線による設備監視システム例
アクティブタグ
（温湿度・振動センサなど）
ＬＡＮ
（Ethernet）

RS-485

軸受，ファン温度

特定小
電力無線 受信機

開発Ĉ進÷ā予定Ý¸āg

ＬＡＮ
アダプタ

ブスバー温度，装置内温度

ŏļĖĨĢ環境Ĉ実現ÏāÕ÷hMEMS Ĉ応用ÍÕ各
種ĤŜĞÞ IMM àßä小型化技術Ĉ利用ÍÕ低消費型ä
無線ĜŜņsĶŜıĈ紹介ÍÕg適用例ÞÍÜ設備管理Ġ
ĢįŉÞ作業員ä安全管理ĠĢįŉáÚºÜ述ïÕg
近年ä無線技術ä発達å÷ÌôÍÅhĜĢıĩďŜĴs
ģÖÇÝàÅ配線ÂºÿÐ容易á導入Â可能à無線ĠĢį
ŉäĴsģø高ôÙÜºāg今後Þø富士電機ä無線技術
Ĉ適用ÍhÀ客様äĴsģá¸ÙÕ無線ĠĢįŉáþāĦ

筐体（きょうたい）温度

œŎsĠŐŜĈ提供ÍÜºÅ所存Ý¸āg
参考文献
（ 1） ŏļĖĨĢĤŜĞĶĬıŘsĘ技術á関Ïā調査研究会資

図

転倒検出センサ付きアクティブタグ

料i総務省i2004.
http://www.soumu.go.jp/joho̲tsusin/policyreports/chousa/
yubikitasu̲c/pdf/040308̲2̲s1-2.pdf}2008-8 現在~
（ 2） 福島興人h松本栄治i無線方式áþā自動検針ĠĢįŉi

富士時報ivol.73, no.6, 2000, p.334-336.
（ 3） 小林裕信àßi無線式個人線量ŋĴĨœŜęĠĢįŉi富

士時報ivol.73, no.6, 2000, p.342-345.
（ 4） ÕÞ¾æhProceedings of MEMS2007.
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主要事業内容

電機システム部門
富士電機システムズ株式会社
富士電機機器制御株式会社
ドライブ分野［駆動制御，駆動システム，電源，車輌・特機］
，オートメーション分野［センサ，計測機器，コントローラ，
製造ソリューション，エネルギーソリューション，ソシオソリューション］
，産業プラント分野［産業電源，施設電機，電
鉄用変電，クリーンルーム］
，発電プラント分野［火力，原子力，水力］
，工事分野［電気設備工事，空調，給排水工事］
，
器具分野［電磁開閉器，マニュアル・モータ・スタータ，操作表示機器，配線用遮断器，漏電遮断器，高圧真空遮断器，
低圧・高圧ヒューズ，ガス警報器，エネルギー管理機器］

電子デバイス部門
富士電機デバイステクノロジー株式会社
半導体デバイス［パワー MOSFET， 電源制御 IC， IGBT モジュール， IGBT-IPM， 整流ダイオード， 圧力センサ］
，
ディスク媒体［アルミ媒体，ガラス媒体，アルミ基板］
，画像デバイス［感光体，画像周辺機器］

リテイルシステム部門
富士電機リテイルシステムズ株式会社
自動販売機［各種自動販売機］
，フードサービス機器［各種ディスペンサー，自動給茶機，冷蔵ショーケース］
，通貨機器［硬
貨識別装置（コインメカニズム）
，紙幣識別装置（ビルバリデータ）
，両替機，つり銭自動支払機，遊技場向け通貨関連機器，
非接触 IC カードシステム］
，コールドチェーン機器［店舗用各種ショーケース，店舗関連機器，店舗設計施工・保守］

＊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。
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富士時報論文抄録
発電技術の現状と展望
藤原

正洋

富士時報

須永

最新の地熱タービン
政孝

白川

正広

6OL .O P-（）

富士電機ä発電部門Ýå火力発電h水力発電h原子力発電á取Ā

酒井

吉弘

富士時報

岡

美樹

加藤

秀雄

6OL .O P-（）

富士電機å 1960 年á国内初ä実用地熱発電設備Ĉ納入ÍÜ以来h

組ĉÝÀĀhÓĂÔĂ特徴¸ā技術Ĉ生ÁÍÜ社会á貢献ÍÜºāg

地熱ĨsļŜä技術開発á間断àÅ取Ā組ĉÝÃÕg最新技術ÞÍ

火力発電Ýå中容量火力発電ú地熱発電h水力分野Ýå低落差発電

Üåh腐食性ä高º地熱環境下Ýä信頼性Ĉ高÷āÕ÷á溶射Ĝs

ú揚水発電h原子力分野Ýå燃料取扱設備ú廃棄物処理設備àßĈ

įČŜęúĠŐĬıĽsĴŜęàßä技術Ĉ開発Í実用化ÍÕgô

中心á技術開発Ĉ進÷Üºāg既設発電所機器ä性能向上h信頼性

Õh地熱ĨsļŜ用新世代低圧翼ú高負荷j高効率反動翼Ĉ開発Íh

向上àßäœĺŘœŜęhœĸļœįsĠŐŜá対Ïā技術開発ø

地熱ĨsļŜ効率ä大幅à向上Ĉ実現ÍÕgÉÿĂä新技術Ĉ適用

積極的á推進ÍÜºāg本論文ÝåÉĂÿä特徴¸ā技術開発áÚ

Íh入口蒸気圧力ä高圧化ú複数ä蒸気源ä活用àß地熱資源ä多

ºÜ紹介Ïāg

様化á対応ÝÃā地熱ĨsļŜĈ開発Íh順調運転ÍÜºāg

全含浸絶縁システムを適用した水素間接冷却タービン発電機

最近の海外経年火力発電設備における再生技術

新倉

仁之

富士時報

井上

誠一

山崎

勝

6OL .O P-（）

今市

悟

富士時報

植村

光博

玉谷

寛

6OL .O P-（）

全含浸絶縁ĠĢįŉĈ適用ÍÕ 300 MVA ôÝä空気冷却発電機

富士電機åh1955 年á火力事業Ĉ始÷Ü以来h500 ŏĴĬı以上

åh多Åä実績á基ÛÅ信頼性Ĉ持ÙÜºāgÉĂÿä空気冷却発

ä火力発電設備ä納入実績Â¸āg最近Ýå海外á納入ÍÕ経年火

電機Þ構造j製造方法ä多ÅĈ同一ÞÍh従来ä適用範囲Ĉ超¾Õ

力発電設備ø増加Íh効率向上h出力ċĬŀh延命化対策àßäœ

水素間接冷却発電機ä開発Ĉ行ºh工場試験Â完了ÍÕgÉä開発

ĸļœįsĠŐŜĴsģø高ôÙÜºāg本稿Ýåh最近富士電機

Ýåh流体解析àßä各種解析j実験j検証áþĀh最適化ú信頼

Â海外á納入ÍÕ火力発電設備äœĸļœįsĠŐŜ事例Ĉ紹介Ï

性ä向上Ĉ実現ÍÜºāg工場試験Ýåh絶縁特性Ĉ含÷Õ各種性

āÞÞøáh富士電機Â手ÂÇÜºāŊŜįĳŜĢĞsļĢ技術á

能áÚºÜ良好à結果Â得ÿĂÜºāg

ÚºÜ紹介Ïāg

「リークバスター」による運転支援技術
坂梨

秀憲

富士時報

明翫

最新の水車技術と適用事例

市郎

早馬
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弘

富士時報

藤井

恒彰

6OL .O P-（）

発電ŀŒŜıä復水器系統å真空ÞàÙÜºāgÓä真空系統á

水力発電å海外ÝåºôÖ大規模à開発Â進÷ÿĂÜÀĀh水車

外部Áÿä空気Â漏Ă込öÞh性能ä低下ú材料ä腐食Ĉ引Ã起É

性能j構造j制御àßä幅広º分野Ýh新Õà技術開発Â進÷ÿĂ

ÏgÉĂÿä漏込õ箇所Ĉ調査Ïā技術åh煙áþā方法ú最近ô

Üºāg一方h国内Ýå大規模à新規開発åàÅàÙÜºāÂh既

ÝåľŖŜĕĢĈ用ºÕ検査方法Â一般的Ý¸ÙÕgÍÁÍàÂÿh

設発電所ä性能向上Ĉ図āœĺŘœŜę技術úh発電機器ä保守性

ēħŜ層ä破壊ĈøÕÿÏÉÞþĀhľŖŜĕĢä使用ÂÝÃàÅ

Ĉ改善ÍÕĀ長寿命化Ĉ図āËôÌôà技術Â開発ËĂ適用ËĂÜ

àÙÕg富士電機åhŁœďŉĕĢĈ用ºÕ空気漏洩}ă¼¾º~

ºāgÉäþ¼à水力発電技術ä動向Ĉ踏ô¾h近年著ÍÅ進歩Í

箇所ä検査技術œsĘĹĢĨsĈ確立ÍÕgÉĂáþĀhľŖ

ºā CFD 技術Þh国内ŏsğsÁÿäĴsģÂ高ºĸčĿœĬĲ

ŜĕĢá比ïÜ約 100 倍ä検知感度Ý漏洩箇所ä特定ÞÓä部位Á

ĞsŅĠĢįŉÞ耐摩耗材ä現状áÚºÜ述ïāg

ÿä漏込õ空気量Ĉ特定ÝÃāþ¼áàÙÕg

揚水発電向け発電電動機の技術
氏家

隆一

富士時報

衛藤

浩史

遠隔ハンドリング補助システム
――三次元画像処理技術の強化――
小林

秀樹
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高電界強度ä新絶縁ĠĢįŉh流Ă−温度ä連成解析áþā新Õ

富塚

千昭

富士時報

神坐

圭介

高橋

浩
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原子力分野ä放射線環境áÀÇāĸŜĲœŜę作業Ýåh人Â

à通風冷却ĠňŎŕsĠŐŜ法ä確立àßh電気機械ä要素技術å

作業環境á立×入āÉÞÂÝÃàºÕ÷h遠隔操作機器Ĉ使用Ïāg

ÉÉ数年注目ÏïÃ進歩Ĉ果ÕÍÜÃÕg富士電機Ýå 2000 年以

富士電機Ýåh形状認識技術Ĉ応用ÍÜĸŜĲœŜę対象}Ĩs

降受注ÍÕ海外揚水ŀŒŜı向Ç発電電動機áÀºÜÉĂÿä技術

ěĬı~ä位置h姿勢Ĉ特定hļġŎċŔ化Ïā遠隔操作補助ĠĢ

Ĉ積極的á取Ā込öÉÞáþĀ大幅à機器äĜŜĺĘı化Ĉ実現Í

įŉä開発Ĉ行ÙÜºāgēŃŕsĨså本ĠĢįŉä操作画面Ĉ

Õg本稿Ýåh上述ä発電電動機ä設計j製作áÀºÜ採用ËĂÕ

見āÉÞáþÙÜhŇĴŀŕsĨàßäĸŜĲœŜę装置Ĉ容易á

特殊技術Ĉ中心áh最近ä水車発電機技術áÚºÜÓä内容Àþé

操作ÏāÉÞÂ可能Þàāg本稿Ýåh本ĠĢįŉä概要Àþé開

適用実績Ĉ解説Ïāg

発内容Ĉ紹介Ïāg

!BSTRACTS &UJI %LECTRIC *OURNAL
4HE ,ATEST 'EOTHERMAL 3TEAM 4URBINES
9OSHIHIRO 3AKAI

9OSHIKI /KA

(IDEO +ATO

0RESENT #ONDITIONS AND 0ROSPECTS OF 0OWER
'ENERATION 4ECHNOLOGY
-ASAHIRO &UJIWARA

-ASATAKA 3UNAGA

-ASAHIRO 3HIRAKAWA

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

6LQFHGHOLYHULQJ-DSDQ·VILUVWSUDFWLFDOJHRWKHUPDOSRZHUIDFLOLW\
LQ)XML(OHFWULFKDVFRQWLQXRXVO\PDGHHIIRUWVWRGHYHORSQHZ
WHFKQRORJLHVIRUJHRWKHUPDOVWHDPWXUELQHV$VWKHODWHVWWHFKQRORJLHV
)XML(OHFWULFKDVGHYHORSHGWKHUPDOVSUD\FRDWLQJDQGVKRWSHHQLQJ
DQGSXWWKHPWRSUDFWLFDOXVHLQRUGHUWRHQKDQFHUHOLDELOLW\LQKLJKO\
FRUURVLYHJHRWKHUPDOVWHDPHQYLURQPHQWV)XML(OHFWULFDOVRGHYHORSHG
QHZJHQHUDWLRQORZSUHVVXUHEODGHVDQGKLJKORDGKLJKHIÀFLHQF\UH
DFWLRQEODGHVZKLFKKDYHDFKLHYHGDVLJQLÀFDQWLQFUHDVHLQWXUELQHHI
ÀFLHQF\$SSO\LQJWKHVHQHZWHFKQRORJLHV)XML(OHFWULFKDVGHYHORSHG
JHRWKHUPDOVWHDPWXUELQHVFDSDEOHRIKDQGOLQJKLJKHULQOHWVWHDPSUHV
VXUHDQGPXOWLSOHVWHDPVRXUFHVDQGRIVXSSRUWLQJGLYHUVHJHRWKHUPDO
UHVRXUFHVDQGKDVEURXJKWWKHPWRVXFFHVVIXORSHUDWLRQ

)XML (OHFWULF·V SRZHU JHQHUDWLRQ GLYLVLRQ LV HQJDJHG LQ WKH GH
YHORSPHQWRIWKHUPDOSRZHUJHQHUDWLRQK\GURSRZHUJHQHUDWLRQDQG
QXFOHDU SRZHU JHQHUDWLRQ DQG LV XWLOL]LQJ WKHVH YDULRXV GLVWLQFWLYH
WHFKQRORJLHVWRFRQWULEXWHSRVLWLYHO\WRVRFLHW\,QWKHWKHUPDOSRZHU
JHQHUDWLRQÀHOGGHYHORSPHQWLVIRFXVHGRQPHGLXPFDSDFLW\WKHUPDO
SRZHUJHQHUDWLRQDQGJHRWKHUPDOJHQHUDWLRQ,QWKHK\GURSRZHUÀHOG
GHYHORSPHQW LV IRFXVHG RQ ORZKHDG SRZHU JHQHUDWLRQ DQG SXPSHG
VWRUDJHJHQHUDWLRQ,QWKHQXFOHDUSRZHUÀHOGGHYHORSPHQWLVIRFXVHG
RQIXHOKDQGOLQJIDFLOLWLHVDQGZDVWHGLVSRVDOIDFLOLWLHV7HFKQLFDOGH
YHORSPHQWIRUUHSRZHULQJDQGUHKDELOLWDWLRQLVDOVREHLQJDGYDQFHGWR
LPSURYHWKHSHUIRUPDQFHDQGUHOLDELOLW\RIH[LVWLQJSRZHUSODQWHTXLS
PHQW7KHGHYHORSPHQWRIWKHVHGLVWLQFWLYHWHFKQRORJLHVLVGLVFXVVHG
KHUHLQ

2ECENT 2ECYCLING 4ECHNOLOGY FOR /VERSEAS !GING
4HERMAL 0OWER 'ENERATION %QUIPMENT

'LOBAL 6ACUUM 0RESSURE )MPREGNATION !PPLIED TO
(YDROGEN COOLED 'ENERATORS

3ATORU )MAICHI

-ITSUHIRO 5EMURA

9UTAKA 4AMAYA

3EIICHI )NOUE

(ITOSHI .IIKURA

-ASARU 9AMAZAKI

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

6LQFHODXQFKLQJLWVWKHUPDOSRZHUEXVLQHVVLQ)XML(OHFWULF
KDVVXFFHVVIXOO\GHOLYHUHGPRUHWKDQXQLWVRIWKHUPDOSRZHUJHQHU
DWLRQHTXLSPHQW$JLQJWKHUPDOSRZHUJHQHUDWLRQHTXLSPHQWGHOLYHUHG
RYHUVHDVKDVDOVREHHQLQFUHDVLQJUHFHQWO\7KHUHLVDJURZLQJQHHG
IRUWKHUHKDELOLWDWLRQRIWKLVHTXLSPHQWWRDFKLHYHKLJKHUHIILFLHQF\
ODUJHURXWSXWDQGDSURORQJHGOLIHVSDQ7KLVSDSHUSUHVHQWVH[DPSOHV
RIWKHUHFHQWUHKDELOLWDWLRQRI)XML(OHFWULF·VWKHUPDOSRZHUJHQHUDWLRQ
HTXLSPHQW WKDW KDV EHHQ GHOLYHUHG RYHUVHDV DQG DOVR GHVFULEHV WKH
PDLQWHQDQFHVHUYLFHWHFKQRORJ\WKDW)XML(OHFWULFKDVPDQDJHG

)XML (OHFWULF KDV DSSOLHG JOREDO YDFXXP SUHVVXUH LPSUHJQDWLRQ
V\VWHPVWRDLUFRROHGJHQHUDWRUVRIXSWR 09$DQGKDVDFKLHYHGD
UHFRUGRIH[FHOOHQWUHOLDELOLW\EDVHGRQPDQ\VXFFHVVIXOUHVXOWV+DYLQJ
WKHVDPHVWUXFWXUHDQGPDQXIDFWXULQJSURFHGXUHDVPRVWRIWKHVHDLU
FRROHGJHQHUDWRUV)XMLKDVDOVRGHYHORSHGDQGFRPSOHWHGIDFWRU\WHVW
LQJIRUK\GURJHQLQGLUHFWFRROHGJHQHUDWRUVWKDWFDQEHXVHGLQDZLGHU
UDQJH RI DSSOLFDWLRQV WKDQ LQ WKH SDVW 7KLV GHYHORSPHQW ZRUN KDV
UHDOL]HGLPSURYHPHQWVLQRSWLPL]DWLRQDQGUHOLDELOLW\WKURXJKFRPSXWD
WLRQDOÁXLGG\QDPLFVDQGRWKHUYDULRXVDQDO\VHVH[SHULPHQWDWLRQDQG
YHULÀFDWLRQ)DFWRU\WHVWLQJKDV\LHOGHGIDYRUDEOHUHVXOWVIRUYDULRXV
SHUIRUPDQFHFKDUDFWHULVWLFVLQFOXGLQJLQVXODWLRQFKDUDFWHULVWLFV

.EW 4ECHNOLOGY AND !PPLICATION OF (YDRAULIC
4URBINES

/PERATIONAL SUPPORT TECHNOLOGY WITH h,EAK "USTERv

(IROMU (AYAMA

(IDENORI 3AKANASHI

4SUNEAKI &UJII

)CHIRO -YOGAN

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

+\GURSRZHUJHQHUDWLRQLVVWLOOEHLQJGHYHORSHGRYHUVHDVRQDODUJH
VFDOH1HZWHFKQRORJ\LVEHLQJGHYHORSHGLQWKHZLGHUDQJLQJÀHOGVRI
K\GUDXOLFWXUELQHSHUIRUPDQFHFRQVWUXFWLRQDQGFRQWURO0HDQZKLOH
LQWKH-DSDQHVHGRPHVWLFPDUNHWODUJHQHZGHYHORSPHQWSURMHFWVDUH
GLVDSSHDULQJEXWUHSRZHULQJWHFKQRORJ\IRULPSURYLQJWKHSHUIRUP
DQFHRIH[LVWLQJSRZHUSODQWVDQGYDULRXVWHFKQRORJLHVIRULPSURYLQJ
WKHPDLQWDLQDELOLW\DQGH[WHQGLQJWKHVHUYLFHOLIHRISRZHUSODQWHTXLS
PHQWDUHEHLQJGHYHORSHGDQGDSSOLHG2QWKHEDVLVRIVXFKWUHQGVIRU
K\GURSRZHUJHQHUDWLRQWHFKQRORJ\WKLVSDSHUGHVFULEHV&)'WHFKQRO
RJ\ZKLFKKDVDGYDQFHGUHPDUNDEO\LQUHFHQW\HDUVDQGGLVFXVVHVWKH
SUHVHQWVWDWXVRIK\EULGVHUYRPRWRUV\VWHPVDQGDEUDVLRQUHVLVWDQFH
FRDWLQJVZKLFKDUHLQKLJKGHPDQGE\GRPHVWLFXVHUV

7KH VWHDP FRQGHQVLQJ V\VWHP RI WKH SRZHU VWDWLRQ LV XVXDOO\
RSHUDWLQJ LQ YDFXXP FRQGLWLRQ :KHQ KXJH DPRXQW RI DLU LQJUHVVLV
KDSSHQHGLQWRYDFXXPOLQHWKHGHWHULRUDWLRQRISODQWHIÀFLHQF\DQGRU
FRUURVLRQRIWKHPDWHULDODUHLQGXFHG
,QIRUPHUWLPHLWLVYHU\FRPPRQWRXVHHLWKHUFKORURÁXRURFDUERQ
RUVPRNHDVOHDNWHVWLQJPHWKRGV+RZHYHUWKHXVHRIFKORURÁXRUR
FDUERQLVQRZSURKLELWHGWRXVHRIWKLVPHWKRGDJDLQVW2]RQHOD\HU
GHSOHWLRQ
8QGHUWKLVFLUFXPVWDQFH)XML(OHFWULFKDVGHYHORSHGWKHDOWHUQD
WLYH OHDN WHVWLQJ PHWKRG ZLWK KHOLXP JDV ZKLFK LV FDOOHG DV ´/HDN
%XVWHUµ7KHV\VWHPKDVWKHDGYDQWDJHVWREHDEOHWRVSHFLI\WKHDFWXDO
ORFDWLRQDQGHDFKOHDNDJHUDWHVRWKDWKHOLXPJDVPHWKRGKDVWKHVHQ
VLELOLW\PRUHWKDQWLPHVFRPSDUHGWRWKHSUHYLRXVFKORURÁXRURFDU
ERQPHWKRG

)MPROVED  $IMENSIONAL )MAGE 0ROCESSING 4ECHNOLOGY
FOR 2EMOTE (ANDLING !UXILIARY 3YSTEM

'ENERATOR -OTOR 4ECHNOLOGIES FOR 0UMPED 3TORAGE
'ENERATION

#HIAKI 4OMIZUKA

+EISUKE *INZA

(IROSHI 4AKAHASHI

2YUICHI 5JIIE

(IROFUMI %TOH

(IDEKI +OBAYASHI

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

,QWKHUDGLRDFWLYHHQYLURQPHQWRIDQXFOHDUIDFLOLW\DFFHVVWRWKH
ZRUNHQYLURQPHQWLVUHVWULFWHGDQGWKHUHIRUHKDQGOLQJRSHUDWLRQVDUH
SHUIRUPHGXVLQJUHPRWHFRQWUROOHGGHYLFHV)XML(OHFWULFKDVGHYHO
RSHGDUHPRWHFRQWUROOHGDX[LOLDU\V\VWHPWKDWXWLOL]HVVKDSHUHFRJQL
WLRQWHFKQRORJ\WRLGHQWLI\DQGYLVXDOL]HWKHORFDWLRQDQGRULHQWDWLRQRI
WDUJHWREMHFWVWREHKDQGOHG%\ZDWFKLQJWKHRSHUDWLRQVFUHHQRIWKLV
V\VWHPDQRSHUDWRUFDQHDVLO\FRQWURODPDQLSXODWRURURWKHUKDQGOLQJ
DSSDUDWXV7KLVSDSHUSUHVHQWVDQRYHUYLHZDQGGHVFULEHVGHWDLOVRIWKH
GHYHORSPHQWRIWKHV\VWHP

&RUH WHFKQRORJLHV IRU HOHFWULF PDFKLQHV KDYH DFKLHYHG QRWLFH
DEOHSURJUHVVRYHUWKHSDVWVHYHUDO\HDUVGXHWRVXFKGHYHORSPHQWV
DVWKHHVWDEOLVKPHQWRIDQHZLQVXODWLRQV\VWHPKDYLQJKLJKHOHFWULF
ÀHOGVWUHQJWKDQGDQHZPHWKRGIRUVLPXODWLQJYHQWLODWLRQDQGFRROLQJ
RI HOHFWULF PDFKLQHV WKURXJK WKH FRXSOHG DQDO\VLV RI IORZ DQG WHP
SHUDWXUH%\DFWLYHO\LQFRUSRUDWLQJWKHVHWHFKQRORJLHV)XML(OHFWULF
KDVUHDOL]HGDPRUHFRPSDFWVL]HRILWVJHQHUDWRUPRWRUVIRURYHUVHDV
SXPSHGVWRUDJHSODQWVIRUZKLFK)XMLKDVEHHQUHFHLYLQJRUGHUVVLQFH
'HWDLOVDQGDSSOLFDWLRQUHVXOWVRIWKHODWHVWK\GUDXOLFWXUELQHJHQ
HUDWRUWHFKQRORJLHVDUHGHVFULEHGLQWKLVSDSHUZKLFKIRFXVHVRQWKH
SDUWLFXODUWHFKQRORJ\XVHGLQWKHGHVLJQDQGPDQXIDFWXUHRIWKHDERYH
PHQWLRQHGJHQHUDWRUPRWRUV

J-PARC 物質・生命科学実験施設向け機器の完成
児玉

友高

健光

富士時報

環境と安全・安心に寄与する MEMS と今後の取組み

6OL .O P-（）

正嗣

富士時報

山下

悟

6OL .O P-（）

独立行政法人日本原子力研究開発機構ä大強度陽子加速器施設

MEMS å小型化ú低消費電力àßĈ実現ÝÃāÕ÷h幅広ÅË

}J-PARC~Ý大強度陽子ļsŉĈ当ÜÿĂāĨsěĬıú周辺ä

ôÌôà製品á応用ËĂÜºāg富士電機áÀºÜä MEMS 製品

減速材配管àßå高度á放射化ËĂh半年Áÿ数年ä間隔Ý交換Ë

îä取組õä系譜áÚºÜ紹介ÏāÞÞøáh特á環境Þ安心j安

Ăāg富士電機åh交換作業á必要àĨsěĬı台車h反射体等遠

全á寄与Ïā製品áÚºÜhËôÌôà実施例Ĉ本稿áÀºÜ述ï

隔操作装置h放射化機器保管設備ä 3 設備ä設計h製作h据付ÇĈ

āg併ÑÜh将来îä取組õáÚºÜø紹介Ïāg

2002 年Áÿ 2007 年áÁÇÜ実施ÍÕg本稿ÝåÉĂÿ 3 設備ä概
要Àþé設計h製作h試験áÚºÜ紹介Ïāg

MEMS を支える加工技術
武居

正彦

富士時報

坂田

晃次

MEMS の適用事例
山下

悟

6OL .O P-（）

清野

信子

富士時報

武居

正彦

相馬

伸一

6OL .O P-（）

近年 MEMS Ĉ応用ÍÕ製品Â脚光Ĉ浴éÜºāg富士電機á

富士電機Ýåh地球規模ä環境汚染úh高齢化社会ä到来áþā

ÀºÜøËôÌôà応用製品Ĉ製品化ÍÜÃÜºāgÉĂÿä

健康問題àßä問題解決Ĉ目的ÞÍÜhęœsŜ}環境~& Ĥs

MEMS 製品Ĉ支¾ā技術ÞÍÜh加工技術ÞÓä将来展望áÚº

ľįČs}安全j安心~ĈĖsŘsĲÞÍÜhMEMS 技術Ĉ応用

Ü述ïāg

ÍÕ製品開発Ĉ行ÙÜºāg本稿ÝåhÉĂÿäĖsŘsĲÊÞá
富士電機ä取組õĈ紹介Ïāg第一äĖsŘsĲ{環境|á関ÍÜ
åh微量有害物質ä計測á用ºāŇčĘŖņŜŀhÀþéēŜĞč
ıÝ環境汚染分布Ĉ測定ÏāÕ÷äĕĢĘŖŇıęŒľČs用čŜ
ġĐĘĨĈ紹介Ïāg第二äĖsŘsĲ{安全j安心|á関ÍÜåh
唾液áþā健康診断ĪĬŀhÀþéčŜĘġĐĬıĈ応用ÍÕĢı
ŕĢ検査技術Ĉ紹介Ïāg

高精細画像検査装置と応用
外山

公一

富士時報

井上

彰紀

各種センサと無線技術の融合によるユビキタス環境の実現
本郷

保夫

6OL .O P-（）

町田

潤一

富士時報

相馬

伸一

福山

良和

6OL .O P-（）

ļġŐŜ検査装置á求÷ÿĂā検査画像åhÍÖºá高精細化Í

ŏļĖĨĢ社会áÀºÜåhËôÌôà現場ä状況ĈºÚÝøß

ÜÃÜºāÂhĺĦĜŜúÓĂá搭載Ïā画像処理ĔsĲä進歩á

ÉÝø監視ÂÝÃāþ¼à計測環境Ĉ実現ÏāÉÞÂ期待ËĂÜº

þÙÜhĺĦĜŜłsĢÝä高精細画像処理ÂÝÃāþ¼áàÙÜ

āgÉĂå各種ĤŜĞÞ無線技術Ĉ融合ÏāÉÞáþĀ実現ÝÃāg

ÃÕgÉÉÝåhĺĦĜŜłsĢ高精細画像検査技術ä概要ÞÉĂ

富士電機åhŏļĖĨĢ環境Ĉ実現ÏāÕ÷hMEMS Ĉ応用ÍÕ

Ĉ応用ÍÕ MEMS ďĐsĸ検査装置Àþé医薬業界向Ç細粒異物

各種ĤŜĞh富士電機独自ä IMM}Intelligent Micro Module~à

検査ĠĢįŉáÚºÜä紹介Ïāg高精細画像検査áÀÇā基本構

ßä小型化技術Ĉ利用Í低電力消費型ä無線ĜŜņsĶŜıĈ開発

成ú機能体系hÓĂÔĂä応用事例áÀÇāĠĢįŉä構成ú主à

ÍÜºāg

仕様àßáÚºÜ概説Ïāg

-%-3 4ECHNOLOGY THAT #ONTRIBUTES TO THE
%NVIRONMENT AND 3AFETY
-ASATSUGU 4OMOTAKA

3ATORU 9AMASHITA

#OMPLETION OF %QUIPMENT FOR THE -ATERIALS AND ,IFE
3CIENCE &ACILITY AT * 0!2#
4AKEMITSU +ODAMA

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

0(06 0LFUR (OHFWUR 0HFKDQLFDO 6\VWHPV  WHFKQRORJ\ ZKLFK
HQDEOHVSURGXFWVWREHPDGHVPDOOHUDQGKDYHORZHUSRZHUFRQVXPS
WLRQKDVEHHQDSSOLHGWRYDULRXVSURGXFWV7KLVSDSHUGHVFULEHVWKH
KLVWRU\RI)XML(OHFWULF·VDSSURDFKWR0(06SURGXFWVDQGLQSDUWLFXODU
LQWURGXFHVH[DPSOHVRIYDULRXVDSSOLFDWLRQVRISURGXFWVWKDWFRQWULEXWH
WRDFOHDQHUHQYLURQPHQWDQGHQKDQFHGVDIHW\)XML(OHFWULF·VIXWXUH
DFWLYLWLHVDUHDOVRGLVFXVVHG

7KHWDUJHWVDQGVXUURXQGLQJPRGHUDWRUVH[SRVHGWRKLJKLQWHQVLW\
SURWRQEHDPVDW-3$5&WKHKLJKLQWHQVLW\SURWRQDFFHOHUDWRUIDFLOLW\
RIWKH-DSDQ$WRPLF(QHUJ\$JHQF\EHFRPHKLJKO\UDGLRDFWLYHDQGDUH
UHSODFHGDWLQWHUYDOVUDQJLQJIURPRQHKDOIWRVHYHUDO\HDUV)URP
WR)XML(OHFWULFFDUULHGRXWWKHGHVLJQSURGXFWLRQDQGLQVWDOOD
WLRQRIDWDUJHWWUROOH\PRGHUDWRUUHÁHFWRUUHPRWHKDQGOLQJGHYLFHDQG
LUUDGLDWHGFRPSRQHQWVVWRUDJHIDFLOLWLHVZKLFKDUHQHFHVVDU\IRUWKH
UHSODFLQJZRUN7KLVSDSHUSUHVHQWVDQRYHUYLHZRIWKHGHVLJQSURGXF
WLRQDQGLQVWDOODWLRQRIWKHVHWKUHHSLHFHVRIHTXLSPHQW

0RACTICAL !PPLICATIONS OF -%-3 4ECHNOLOGY

%LEMENTAL 4ECHNOLOGY FOR -%-3 $EVICES

.OBUKO 3EINO

-ASAHIKO 4AKEI

3HINICHI 3OUMA

-ASAHIKO 4AKEI

+OJI 3AKATA

3ATORU 9AMASHITA

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

$LPLQJWRVROYHVXFKSUREOHPVDVJOREDOHQYLURQPHQWDOSROOXWLRQ
DQGKXPDQKHDOWKLVVXHVEURXJKWRQE\WKHDGYHQWRIDQDJLQJVRFL
HW\DQGZLWKWKHNH\ZRUGVRIJUHHQ HQYLURQPHQW DQGVDIHW\ VDIHW\
DQGVHFXULW\ )XML(OHFWULFKDVEHHQGHYHORSLQJSURGXFWVWKDWXWLOL]H
0(06 0LFUR (OHFWUR 0HFKDQLFDO 6\VWHPV  WHFKQRORJLHV )RU WKH
ILUVWNH\ZRUG´HQYLURQPHQWµDPLFURSXPSXVHGWRPHDVXUHVPDOO
DPRXQWVRIKDUPIXOVXEVWDQFHVDQGDQLQMHFWRUXVHGIRUJDVFKURPDWRJ
UDSK\WRPHDVXUHRQVLWHGLVWULEXWLRQVRIHQYLURQPHQWDOSROOXWLRQDUH
LQWURGXFHG)RUWKHVHFRQGNH\ZRUG´VDIHW\DQGVHFXULW\µDVDOLYD
EDVHGKHDOWKFKHFNFKLSDQGVWUHVVLQVSHFWLRQWHFKQLTXHWKDWXWLOL]H
LQNMHWWHFKQRORJ\DUHLQWURGXFHG

5HFHQWSURGXFWVLQFRUSRUDWLQJ0(06 0LFUR(OHFWUR0HFKDQLFDO
6\VWHPV WHFKQRORJLHVDUHDWWUDFWLQJPXFKDWWHQWLRQ)XML(OHFWULFKDV
DOVRFRPPHUFLDOL]HGYDULRXVSURGXFWVWKDWLQFRUSRUDWH0(06WHFKQRO
RJ\7KLVSDSHUGHVFULEHVWKHPLFURPDFKLQLQJWHFKQRORJ\WKDWVXS
SRUWVWKHVH0(06SURGXFWVDQGDOVRGLVFXVVHVWKHRXWORRNIRUVXFK
WHFKQRORJ\RI)XML(OHFWULF

2EALIZATION OF 5BIQUITOUS #OMPUTING %NVIRONMENT BY )NTEGRATING
6ARIOUS 3ENSORS AND 7IRELESS #OMMUNICATION 4ECHNOLOGIES

3UPER &INE )MAGE )NSPECTION !PPARATUS AND ITS
!PPLICATIONS

*YUNICHI -ACHIDA

3HINICHI 3OUMA

9OSHIKAZU &UKUYAMA

+OICHI 4OYAMA

!KINORI )NOUE

9ASUO (ONGO

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 

&UJI %LECTRIC *OURNAL 6OL .O P- 
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ＭＥＭＳファウンドリーサービス
サービス内容
当社のセンサ開発で培った超微細加工技術によって，
お客様のＭＥＭＳ関連製品・部品の製造をお手伝い致します。
シリコンやガラスの簡単な加工から複雑な３次元加工まで，お気軽にご相談下さい。

受託可能プロセス
フォトリソグラフィ
マイクロブラスト

薄膜形成
（酸化膜，金属膜） エッチング
（ドライ，
ウェット）
陽極接合
ダイシング
測定，評価

製 品 例

保 有 設 備

加工ウエハ

クリーンルーム

圧力センサ
マスクアライナ

プラズマエッチャ

μＴＡＳ

サンドブラスト装置
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生産本部 東京工場 ファインテック機器部
お問い合せ先

電話 042−585−6422 〒191-8502 東京都日野市富士町1番地

http://www.fesys.co.jp/sougou/seihin/ft/
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