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　まえがき

最近，日本国内における電力・産業界は，鉄鋼などの素
材および石油・石炭などのエネルギー資源の価格高騰と長
引くデフレ経済，景気の先行き不安から，設備投資の抑制
が続いている。一方，海外では，中国，東南アジア，西ア

ジアを中心とした電力需要の爆発的伸びを背景に，火力発
電所および地熱発電所の建設ラッシュが続いている。

富士電機では，海外納入発電設備の増加の中，これまで

部品交換を主体とした予防保全のための定期点検から，長
期運転をした経年火力発電設備に対し，設備全体を再生さ

せるリハビリテーションの提案を積極的に行っている。具
体的には，タービン設備の効率向上，出力アップ，劣化し

た主要機器の延命化対策，燃料転換やプロセス蒸気の変更
に伴う改造など，顧客のニーズに合ったソリューションを

提供している。

本稿では，富士電機が最近海外にて実施した経年火力発
電設備におけるリハビリテーション事例およびメンテナン

スサービス技術について紹介する。

　最近のリハビリテーション事例の紹介

2.1　マエモ発電所9号機のリハビリテーション

マエモ発電所は，タイ北部のチェンマイから車で約 3時
間の場所に位置する。タイ電力庁の石炭専焼火力発電所で

あり，富士電機が納入した東南アジア最大級の石炭火力発
電所である（10台 /4〜 13号機）。図 1にタイ電力庁マエ

モ発電所の全景を，表１にマエモ発電所におけるタービン

発電機納入実績を示す。

次に今回 9号機で実施したリハビリテーションについて

紹介する。

本タービンは，高圧・中圧・低圧タービンにて構成され

る 3ケーシング構造である。今回のリハビリテーションで

は，低圧タービンの主要部品（低圧ロータ，低圧内部ケー

シング，静翼リング，ディフューザなど）に最新技術を

適用し，効率向上，出力アップ（5MW以上）および耐力
向上を図った。表 2に 9号タービンの主な仕様を，図 2に

タービンの組立断面図と今回の更新範囲を示す。
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図1　マエモ発電所の全景

表1　マエモ発電所におけるタービン発電機納入実績

出　力

150MW×4台

300MW×6台

計2,400MW（10台）

運転開始年

1984～1985年

1989～1994年

ユニット

4～7号機

8～13号機

合　計

表2　マエモ発電所9号タービンの主な仕様

改造後

5MW以上向上

型　式

出　力

運転方式

主蒸気圧力

主蒸気温度

再熱蒸気圧力

再熱蒸気温度

真　空

回転速度

改造前

300MW

3ケーシング再熱抽気復水

定圧絞り制御方式

161barabs

538 ℃

37.94barabs

538 ℃

0.0771barabs

3,000r/min
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（1）　完全三次元設計反動翼の採用
効率向上対策の一つとして，低圧タービン翼列の 1〜 4
段の反動翼には，従来の反動翼型より大幅にプロフィル損
失を低減させた，高効率の完全三次元設計反動翼を採用し

た（図 3）。

（2）　新世代低圧翼の採用
低圧翼には，超音速流体解析（三次元タイムマーチング

法）を用いて設計し，性能を飛躍的に高めた新世代低圧翼
を採用した。最終段静翼には，円周方向に湾曲したリーン

ラジアル静翼を採用し，大幅な効率向上を果した（図 4）。

（3）　改良型排気ディフューザの採用
低圧最終段後流の排気損失を低減させるために設けら

れている排気ディフューザを，最新設計の改良型排気ディ

フューザに更新し排気損失を低減させた。

（4）　ラビリンス対向フィンの採用
低圧翼列の蒸気シール部に，蒸気シール効果の高いダブ

ルフィン型（対向フィン型）を採用し，蒸気漏れ損失を減

少させ，効率向上を図った（図 5）。

（5）　低圧ロータ翼脚部の応力腐食割れ（SCC）対策
低圧ロータの大型低圧動翼脚部は，クリスマス型の翼
脚加工を行っている。運転環境（蒸気性状）の悪化に伴う，

応力腐食割れ（SCC）のリスクを低減させるため，低圧
ロータの翼脚部にはショットピーニング（ロータ表面に極
小の鋼球を投射し，強制的に圧縮残留応力を与える方法）

を施し，耐 SCC性を向上させた。

（6）　油圧カップリングボルトの採用
低圧ロータの更新に伴い，すべてのカップリングボルト

を，油圧式カップリングボルトに交換し，改造工事の工期
短縮と今後の定検工期の短縮化を図った。図 6に現地組立
中の新低圧ロータを示す。

2.2　グランドヘーブン発電所のリハビリテーション

グランドヘーブン発電所は，アメリカ合衆国のミシガン

湖の東岸に位置した，ミシガン州シティオブグランドヘー

ブンにある市営の石炭火力発電所である。この火力発電
設備は，1982年に運転を開始し 20年以上運用されている

が，今回のリハビリテーションでは，蒸気タービン本体の

改造と発電機，変圧器の一部を取り替えることにより，発
電出力を 73.2MWから 80MWへ出力アップさせた。表 3，

図 7にグランドヘーブン発電所向けタービンの主な仕様と

タービン組立断面図を示す。
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第1軸受台 第2軸受台

高圧タービン 中圧タービン 第3軸受台

低圧タービン 第4軸受台

低圧ロータ

第3軸受台 第4軸受台

低圧外部ケーシング 内部ケーシング1
内部ケーシング2 低圧反動翼 静翼リング

低圧動翼

ガイドコーン
：更新範囲

ディフューザ

図2　9号タービンの組立断面図と今回の更新範囲

図3　完全三次元設計反動翼

図4　リーンラジアル静翼

静翼

ケーシング

ロータ
動翼

蒸気流方向

図5　ダブルフィン型ラビリンス
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本タービンは高圧部と中圧部を一体化させた高中圧ター

ビンと，低圧タービンにて構成される 2ケーシング構造で

ある。高中圧タービンのロータ，内部ケーシング，動静翼
などを最新設計の部品に更新することにより，発電出力
アップおよび効率向上を図った。図 8に現地組立中の新高
中圧内部ケーシングを示す。改造概要は，次に示すとおり

である。

（a）　定圧絞り制御方式の採用による絞り損失低減
（b）　完全三次元設計反動翼の採用による効率向上
（c）　発電機空気冷却器の冷却容量増加

（d）　主変圧器の冷却容量増加
（e）　ガバナおよび自動電圧調整器の最適化

2.3　デキシーバレー地熱発電所のリハビリテーション

デキシーバレー地熱発電所はアメリカ合衆国ネバダ州
のリノから約 200 kmに位置している。地熱発電所の蒸気
源は，経年的に蒸気性状（圧力，温度，流量，不純物な

ど）が変化することが経験されている。本地熱タービンは
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図6　現地組立中の新低圧ロータ

表3　グランドヘーブン発電所向けタービンの主な仕様

改造後

80MW

定圧絞り制御方式

25.0barabs

型　式

出　力

運転方式

主蒸気圧力

主蒸気温度

再熱蒸気圧力

再熱蒸気温度

真　空

回転速度

改造前

73.2MW

定圧ノズル制御方式

25.6barabs

2ケーシング再熱抽気復水

101barabs

538℃

538℃

0.085barabs

3,600r/min

第1軸受台

高中圧外部ケーシング

主蒸気入口

再熱蒸気入口

第3
軸受台

第2軸受台
クロスオーバー管

低圧外部ケーシング

低圧
ロータ

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

図7　タービン組立断面図

図8　現地組立中の新高中圧内部ケーシング

表4　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

64.7MW

6.14barabs

159.4℃

1.52barabs

111.7℃

665mm

型　式

出　力

主蒸気圧力

主蒸気温度

混圧蒸気圧力

混圧蒸気温度

真　空

回転速度

最終段翼長

改造前

60.5MW

6.2barabs

161.7℃

1.43barabs

112.8℃

658mm

1ケーシング混圧復水

高圧真空域0.055barabs，低圧真空域0.090barabs

3,600 r/min

前部軸受台

低圧翼
外部ケーシング

反動翼

ロータ

後部
軸受台

ディフューザ

図9　タービン組立断面図
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1988年に運転を開始したが，長期運転により，蒸気条件
が変化したため，タービン効率の低下が認められ，発電設
備の最適化が求められていた。

このような，顧客ニーズに応えるため，タービンのリハ

ビリテーションとして，タービンの主要部品（ロータ，動
静翼，静翼リング，ディフューザなど）に最新設計を適用
し，タービンの出力を 60.5MWから 64.7MWに出力アッ

プさせ，またタービン効率も向上させた。表 4，図 9に，

デキシーバレー地熱発電所向けタービンの主な仕様とター

ビン組立断面図を示す。

図 に現地改造中のタービンを示す。改造概要は，次
に示すとおりである。

（a）　完全三次元設計反動翼の採用による効率向上
（b）　新世代低圧翼による効率向上
（c）　改良型排気ディフューザによる効率向上
（d）　自動電圧調整器の最適化

　富士電機のメンテナンスサービス

（1）　「リークバスター」

復水式タービンは，タービン排気圧力を真空にしている

がこれらの真空域に外部から漏込み空気が増加すると，真
空度が悪化し性能の低下による燃料費の増大や機器の腐食
を引き起こす原因となる。リークバスターは真空域での空
気漏洩（ろうえい）を検知するサービスであり，ヘリウム

ガスを用い漏洩箇所を的確に見つけ出し，漏洩量を定量的
に算出できる。

従来からあるさまざまな漏洩検知方法と比較し，漏れ箇
所および漏れ量の特定において格段と高精度であることが

特徴である。国内向け設備はもちろんのこと，最近では海
外に納入したタービンや他社製タービンについてもリーク

バスターを使用し顧客の期待に応えている。

（2）　フェーズドアレー検査

タービンの大型化に伴い，タービン低圧動翼は長大化
の傾向にある。これまで，翼脚部の健全性を確認するため，

タービンの開放点検時に，低圧動翼翼脚部の磁粉探傷試験
（MT：Magnetic Particle Testing）を実施している。動翼
を取り外すことなく検査を行う技術として，最近，フェー

ズドアレー超音波探傷試験を現地にて実施している。図

に低圧動翼クリスマス翼脚部のフェーズドアレー検査状況
を示す。

（3）　タービン余寿命診断サービス

富士電機は 1987年にタービン余寿命診断技術を開発し

て以来，約 50件の余寿命診断を実施し，貴重なデータを

蓄積している。各機器の構造や特徴に適合した検査手法を

最適に組み合わせることにより，信頼性の高い余寿命評価
を行い，機器の更新や補修のアドバイスを行っている。

国内向けタービンを中心に展開してきた余寿命診断であ

るが，最近では海外向けに納入した経年火力発電設備に対
しても余寿命診断サービスを行っている。

（4）　巡回 QC診断サービス

海外における火力発電設備では，予防保全の考え方が一
貫しておらず，定期的な開放点検整備が行われないケース

が多い。長期間の運転により，トラブルの兆候が見逃され

たり，顧客独自で判断し対処されたりすることが少なくな

い。

このような実態を受け，富士電機では 2002年から台湾
地区を中心に QC診断サービスを行ってきており，診断結
果に基づいた開放点検やメンテナンスの提案を行い，トラ

ブルの未然防止や設備の信頼性向上を図っている。

今後はアジア地区を中心に巡回 QC診断サービスのエリ

アを拡大し，さらに顧客のニーズに応える計画である。

（5）　運転サポートセンター

海外納入火力発電設備の増加に伴い，富士電機は顧客へ

の支援サービスの一つとして，遠隔監視システム（RMS：
Remote Monitoring System）を開発導入し，発電所で採
取されたデータおよび制御システムの状態を運転サポート

センターにて常時リモート監視している。運転サポートセ

ンターでは，長期にわたる運転データの蓄積だけでなく，
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図10　現地改造中のタービン 図11　低圧動翼クリスマス翼脚部フェーズドアレー検査
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日常の運転操作支援から異常診断リポーティング，性能評
価，予防・予知保全の提案などのサービスを行っている。

運転データの相対・傾向監視判定により，発電設備の異
常の予知ができるようにし，顧客への予兆通報・必要な対
策指導により事故の未然防止に役立てている。また，万一
事故が発生した場合でも，これらの運転データから原因
の究明や復旧に対するサポートが迅速に行われ，顧客満足

（CS）に大きく貢献している。

運転サポートセンターでは，発電所の設備情報管理シス

テム「POP-FIT」により，設備仕様，設計図面，取扱説
明書，点検記録，設備履歴などのデータベースが利用でき

敏速な対応を可能にしている。図 に遠隔監視システム

のシステム構成を示す。

　あとがき

富士電機が最近海外にて実施した経年火力発電設備にお

けるリハビリテーションの事例およびメンテナンスサービ

スについて，その事例を紹介した。

今後も増加する海外経年火力設備に対し，お客様のニー

ズに合ったソリューションとして，最適なリハビリテー

ションプランとメンテナンスサービスを提供していく所存
である。
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