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　まえがき

地熱発電は，地熱により熱せられた蒸気と熱水の混合流
体（地熱流体）を地中に深く掘った井戸から噴出させ，そ

の熱エネルギーを利用して発電を行う技術である（図 1）。

石油，石炭，天然ガスなどの燃料を燃やす必要がないため，

地球温暖化の原因となる二酸化炭素（CO2）や，窒素酸化
物（NOx），硫黄酸化物（SOx）などの環境汚染物質をほ

とんど排出しない。また，発電に使用した後の蒸気は復水
器で水に戻した後，地下に還元して再び地熱蒸気として利
用することができる。地熱エネルギーは再生可能なクリー

ンエネルギーであり，地球温暖化防止の観点からも今後の

利用の伸長が期待されている。

富士電機は，1960年にわが国で初めての実用地熱発電
設備を藤田観光株式会社箱根小涌園に納入した。以来，国
内外に約 60台の地熱タービンを納入しており，世界的な

トップメーカーの一つに数えられている。本稿では，富士
電機の最新の地熱タービンに採用されている新技術につい

て概要を紹介する。

　地熱タービンの最新技術

2.1　耐食性向上技術 

地熱蒸気には塩化物，硫酸塩，硫化水素，二酸化炭素
など，種々の腐食性化学物質が多量に含まれている。これ

らの腐食成分の大部分は，タービン上流に設置されたセパ

レータ（汽水分離器），フラッシャ（減圧蒸発装置），デミ

スタ（湿分分離器）などで除去される。それでも蒸気ター

ビン内に入ってくる蒸気に含まれる腐食成分は，給水に化
学処理を行っている一般火力向けタービンに比べて 100〜
1,000倍も多い。そのため，部材の全面腐食，応力腐食割
れ（SCC），腐食疲労，エロージョン・コロージョンなど

への対策が必要となる。富士電機では，これらの課題に対
する技術開発を間断なく行い，逐次，実機に適用してきた

（1）

。

最新の地熱タービンに適用した新技術の例を以下に述べる。

（1）　コーティング技術
腐食性の高い地熱蒸気流に曝（さら）されるロータや

静翼ホルダなどの部材には，全面腐食やエロージョン・コ

ロージョンが発生しやすく，翼間のシールフィンの脱落な

どの問題が生じることがある。これを解決する方法の一
つとして，部材表面への溶射コーティング技術を開発し

た。実験室における基礎実験や地熱サイトにおける腐食試
験を行い，最も耐食・耐エロージョン性に優れた方法とし

て，WC-CoCr系の溶射材を HVOF溶射（High Velocity 
Oxygen-Fuel Thermal Spray：高速フレーム溶射）によ

りコーティングする施工技術を確立した
（2）

。この技術を用い

てインドネシア・ワヤンウィンド発電所 2号機タービン

ロータの翼間シールフィン部に溶射コーティングを実施し，

耐食・耐エロージョン性を向上させた（図 2）。

（2）　ショットピーニング技術
翼脚部とロータ翼溝との隙間（すきま）には腐食性物質

が堆積・濃縮しやすく，応力腐食割れや腐食疲労発生の原
因となることがある。そのため，翼材やロータ材には，地
熱サイトや実験室における材料試験結果に基づいて，応力
腐食割れおよび腐食疲労への耐性が高い材料を選定してい

るが，より厳しい腐食環境にも対応できるショットピーニ
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図1　地熱発電の原理（ダブルフラッシュサイクル）
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ング技術を開発し実機に適用した。これは翼やロータの高
応力部位に鋼球を高速で投射することにより，部材表面
に圧縮残留応力を発生させ，それによって応力腐食割れや

腐食疲労に対する耐力を向上させる技術である。ショット

ピーニング処理を施した翼材およびロータ材に対し，応力
腐食割れおよび腐食疲労試験を行った結果，大幅な耐力向
上効果が得られることが確認できた

（2）

。ショットピーニング

処理の，投射速度や角度などのパラメータはあらかじめ最
適化し，ロボットによる作業にすることで安定した品質を

実現した（図 3）。

（3）　材料技術
地熱発電用蒸気タービンの運転環境は通常の火力発電用

蒸気タービンとは比べものにならないほど苛酷（かこく）

である。このような環境の下での長期にわたる機器の安定
運転のためには，材料の耐食性についての評価が重要で

ある。そのため，富士電機では実験室において地熱流体を

模擬した腐食環境における材料試験を系統的に行い，その

結果に基づいて適切な材料および使用応力を選定してきた。

一方，地熱流体の性状は地域により異なるため，実際の

地熱サイトにおける材料の挙動を確認することも重要であ

る。富士電機では，これまでに世界各地の地熱サイトに試

験装置を設置して，地熱流体中における材料試験を行って

きた。最近ではアイスランド・レイキャネス地区において

約 1年間にわたり地熱タービン用材料の現地材料試験を実
施した。現地材料試験では，実際の地熱蒸気を用いて，腐
食試験，応力腐食割れ試験，エロージョン・コロージョン

試験，スケール付着試験などを実施した。試験装置の外観
を図 4に示す。レイキャネス地区の地熱蒸気は従来のもの

より高温・高圧であり，材料の挙動も従来とは異なること

が予想されたが，現設計の有効性を裏づける良好な結果が

得られた。

種々の材料試験による検証の結果，表１の材料を地熱
タービン用の標準的材料として選定し，環境・応力などの

使用条件により最適なものを選定している。

2.2　効率向上技術

地熱発電プラントの経済性向上のためには，腐食やス

ケール付着など地熱発電特有の問題に対する信頼性を高め

るとともに，タービン効率を向上させることが必要である。

富士電機では，火力タービンで培われた技術をベースとし

た最新技術を地熱タービンの翼に適用し，大幅なタービン

効率向上を実現した。以下に最新の効率向上技術を紹介す

る。

（1）　新世代低圧翼シリーズの開発
地熱蒸気は腐食性が高く，応力腐食割れ，腐食疲労な

どに対する設計上の配慮が特に重要である。富士電機では，

地熱タービンへの適用を前提とした新世代低圧翼シリーズ

を開発し，実機に順次適用している。新世代低圧翼シリー

ズの主な特徴は次のとおりである。
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図2　ロータへの溶射コーティング実施状況

図3　ロータ翼溝へのショットピーニング実施状況

図4　レイキャネス地区における現地材料試験

表1　地熱タービンの標準材料

部　品 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

翼　材

ロータ材
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（a） 　地熱蒸気の腐食雰囲気を考慮した高信頼性設計
（b） 　最新の CFD（数値流体力学）技術を駆使した高効
率翼

（c） 　タービンのコンパクト化を可能にする高負荷設計
地熱タービン用新世代低圧翼のラインアップを表 2に示

す。なお，50Hz用 798mm翼および 60Hz用 665mm翼は，

地熱タービン用としては世界最大級の低圧翼であり，単機
容量の増大に貢献している。プロトタイプの翼に対しては

回転振動試験を実施して振動特性を確認した（図 5）。

（2）　高負荷高効率反動翼
低圧翼を除く翼列に対しては，最新の翼列設計技術を用

いて，段あたりの負荷を増大させながら高い効率を維持さ

せた高負荷高効率反動翼を適用し，従来の翼に比べて 1〜
2%の翼列効率向上を可能とした。反動翼はすべてインテ

グラルシュラウド翼としており，地熱蒸気の厳しい腐食環
境においても高い信頼性を実現している（図 6）。

2.3　入口蒸気圧力の高圧化への対応

従来，地熱タービンの入口蒸気圧力は 0.5〜 1MPa前後
が一般的であったが，地熱井探査技術・掘削技術などの進
展や高深度地熱資源の活用拡大などにより，入口蒸気圧力
が 1MPaを超え，なかには 2MPaに迫るものも使われる

ようになった。

富士電機では入口蒸気圧力が1MPaを超える地熱タービ

ンを過去に数多く納入している。近年ではアイスランド・

レイキャネス発電所 1，2号（入口蒸気圧力 1.9MPa）お 

よびスヴァルトセンギ発電所 6号（入口蒸気圧力 1.6MPa）
地熱タービンを納入し，良好な運転を継続している。

地熱井から噴出する流体は，蒸気と熱水との混合流体で

あることが一般的であり，セパレータやフラッシャなどを

使って蒸気のみを取り出す。入口蒸気は必然的に飽和蒸気
となる。したがって，入口圧力の上昇に伴い，以下の課題
を解決することが必要となる。

（a）　低圧段落の蒸気湿り度の増大
（b）　乾湿交番域における蒸気の腐食性の増大
（c）　高圧に耐えられるタービンケーシング設計
（a）については，低圧動翼のエロージョンの進行をいかに

抑えるかが課題となる。富士電機では，タービン翼段落の

途中にスリットを設け，水滴を捕捉し排出する構造を採用
することによって，エロージョンの軽減を図っている。

（b）については，高圧部・中圧部の蒸気流路に面している

ロータ，静翼ホルダ，翼に対し，エロージョン・コロー

ジョンや応力腐食割れの発生をいかに抑えるかが課題とな

る。一般的に，材料中の Cr含有量を増やせば飛躍的にエ

ロージョン・コロージョンが軽減されることが知られてい

る。富士電機では，2%Cr鋼ロータの適用，静翼ホルダの

ステンレス化，翼材として応力腐食割れ耐性の高いステン

レス鋼の採用により，上記課題を解決している。

2MPaという圧力は，火力発電向けに比べれば低い。し

かしながら，地熱タービンは同容量の火力発電向け蒸気
タービンに比べサイズが大きいことから，変形量の絶対
値が大きくなる。さらに，長期運転中の腐食代を考慮し

た構造設計も必要である。そこで，（c）については，三次元
CADと FEM（Finite Element Method）を駆使した詳細
な構造解析を行い，かつ，富士電機の長期にわたる実機経
験をも加味することで，タービンケーシングの変形量を定
量的に把握し，実機設計に反映している。

2.4　複数の蒸気源の活用

先に述べた高圧化の流れと並行して，高圧・中圧・低圧
の 3段階で熱水をフラッシュさせ，おのおの得られた蒸気
を地熱タービンに導入するトリプルフラッシュサイクルを

採用するプラントが見られるようになった。また，既設の
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表2　地熱タービン用新世代低圧翼シリーズ

60Hz用（公称環状面積）50Hz用（公称環状面積）

348mm翼（1.6m2）

487mm翼（2.5m2）

555mm翼（3.2m2）

612mm翼（4.0m2）

697mm翼（5.0m2）

798mm翼（6.3m2）

290mm翼（1.1m2）

406mm翼（1.7m2）

462mm翼（2.2m2）

510mm翼（2.8m2）

581mm翼（3.5m2）

665mm翼（4.4m2）

図5　地熱タービン用新世代低圧翼の回転振動試験

（a）動　翼 （b）静　翼

図6　高負荷高効率反動翼
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地熱発電設備の余剰蒸気の活用や，新たな地熱井の掘削に

より，複数の蒸気を 1台の地熱タービンに導入する形態も

見られるようになってきている。

富士電機は，スヴァルトセンギ発電所 5号地熱タービン

を皮切りに，その後，米国ソルトンシー発電所 5号機およ

びスヴァルトセンギ発電所 6号機
（3）

（図 7）向けに，三つ以
上の蒸気源を組み合わせた地熱タービンを納入した。

　最新の地熱タービンの特徴

3.1　ワヤンウィンド発電所2号機

本機は，富士電機が 1999年にインドネシア・ワヤン

ウィンド発電所に納入した 1号機に続く増設案件である。

蒸気条件，出力，タービン構造などは既設の 1号機とほぼ

同じであるが，耐食性のさらなる強化のために，2.1項で

述べたコーティング技術をロータなどに適用していること

が特徴である。なお，発電端出力 117.0MWは，1車室型
の地熱タービンとしては世界最大級である（図 8）。主要
諸元を表 3に示す。

3.2　スヴァルトセンギ発電所6号機

本機は，富士電機がアイスランド・スヴァルトセンギ発
電所に納入した 3号機（1980年納入）および 5号機（1999
年納入）に続く増設案件である。同発電所では，図 9に

示す本 6号機の建設以前より，1.6MPaの高圧地熱蒸気
が存在していたが，既設機の設計条件はそれよりも低い

0.65MPaであったため，その圧力まで減圧して利用され

ていた。また，本発電所は地域暖房用の蒸気供給も担って

おり，季節により発生する余剰蒸気の有効活用が課題で

あった。

富士電機では，6号機の増設にあたり，概念設計の段階
から参画し，プラント全体の熱効率最適化の観点から，顧
客と共同で既設蒸気系統の運用も含めて検討を行った。そ

の結果，図 に示すようにタービン中圧部に制御抽気と

セパレータを持った世界でも類を見ない地熱タービンを設
計・製作した。

タービン高圧部で膨張した蒸気は，いったん蒸気ター

ビン外に排出され，一部は既設蒸気系統へ抽気され，残り

はセパレータを経由して再びタービン中圧部に導入され

る。0.12MPaの既設蒸気系統に余剰がある場合は，ター

ビン低圧部に導入される。本機には，合計 9か所もの流入
配管・排気配管が接続されている。その設計にあたっては，

三次元 CADを駆使した構造設計，配管計画を行い，信頼
性の確保に努めた。

本機は，2007年 12月に定格負荷に到達し，制御性・熱
効率を含むすべての計画値を満足することを確認して，現
在まで良好な運転を継続している。主要諸元を表 4に示す。

3.3　カエラウ発電所地熱発電設備

本機は，ニュージーランド・カエラウ発電所向けである。

富士電機は EPC（Engineering, Procurement and Cons-
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高圧出口

高圧入口 中圧入口

低圧排気
低圧入口

図7　スヴァルトセンギ発電所6号地熱タービン断面図

図8　ワヤンウィンド発電所2号地熱タービン断面図

表3　ワヤンウィンド発電所2号地熱タービン主要諸元

1車室2流排気復水式

117.0MW

3,000r/min

1.07MPa，182.8℃（飽和）

697mm

5.0m2

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

図9　スヴァルトセンギ発電所6号地熱タービンの外観
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truction）主契約者として，地熱タービン発電機のみならず，

発電プラント全体の設計・製作・建設を担当している。

入口蒸気圧力が最高 1.33MPaと高く，かつ地熱タービ

ンとしては世界最大級の 798mm最終段動翼を採用してい

ることが特徴である。地熱蒸気環境下での信頼性向上のた

めに，2.1項で述べたショットピーニング技術（最終 3段
に適用）や 2%Cr鋼ロータを採用している。また，全段
に高効率三次元翼を採用している（図 ）。主要諸元を表

5に示す。

　あとがき

地球温暖化対策の一環として、再生可能なクリーンエネ

ルギーである地熱エネルギーの活用が世界的に注目されて

いる。アイスランドでは地下 5,000mの井戸を掘る IDDP
（International Deep Drilling Project in Iceland）が国際的
な協力のもとで進められており，将来的には 400〜 600℃
の地熱蒸気の利用が計画されている。また，これまで地
熱発電とは無縁と思われていたドイツでも，深さ 3,000〜
5,000mの井戸を堀り地熱発電を行うプロジェクトが進め

られている。地熱資源の利用は，今後もますます重要なも
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生産井

高圧セパレータ
1.6MPa

中圧セパレータ
0.65MPa

低圧セパレータ
0.12MPa

中圧蒸気系統

低圧蒸気系統
M

M M

M M

M

M M

M

6号機

5号機
（既設）

3号機
（既設）

M M

図１0　スヴァルトセンギ発電所6号機蒸気系統図

表4　スヴァルトセンギ発電所6号地熱タービン主要諸元

1車室1流排気抽気混圧復水式

33.3MW

3,000r/min

487mm

2.5m2

形　式

発電端出力

回転速度

最終段動翼有効長

公称環状面積

蒸気条件

高圧入口

高圧排気

中圧入口

低圧入口

1.6 MPa，201.4℃（飽和）

0.67MPa，163.2℃（湿り）

0.65MPa，161.8℃（飽和）

0.12MPa，104.8℃（湿り）

図１1　カエラウ発電所地熱タービン断面図

表5　カエラウ発電所地熱タービン主要諸元

1車室2流排気混圧復水式

113.67MW

3,000r/min

1.33MPa，192.5℃（飽和）

0.22MPa，124.4℃（飽和）

798mm

6.3m2

形　式

発電端出力

回転速度

最終段動翼有効長

公称環状面積

蒸気条件
高圧入口

低圧入口
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のになるであろうと思われる。

富士電機は地熱発電のパイオニアとして，今後とも地熱
発電技術の開発を推進し，地球環境に優しいエネルギー利
用のために貢献していく所存である。
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