富士時報

Vol.82 No.1 2009

発電プラント

火

力

原子力
水

展

力

望

世界の電力エネルギー需要は新興国を中心に大きく伸び

を行うリハビリ案件に注力した。また，地熱発電プラント

ている。これに伴い発電所の新設も世界的に大きく伸びて

の分野では非凝縮ガス抽出装置の改造にも取り組み，既設

おり今後も発電設備容量は年率 2.6%（新興国 5.4%，先進

地熱発電所の性能や信頼性の向上を目指している。

国 1.4%）で増加すると予測されている。この中でエネル

原子力部門では，引き続き，核燃料サイクル全般で特

ギー市場に対する要求として電力の安定供給（信頼性の

徴ある技術を生かした製品・サービスの提供に取り組んで

，発電コストの低減
向上）
，地球環境保護（CO2 排出低減）

いる。独立行政法人日本原子力研究開発機構の燃料製造施

（高効率化）が挙げられている。とりわけ地球温暖化防止，

設では，
「もんじゅ」の本格稼動に向け，燃料製造の各設

地球環境保護に対する具体的な取組みが課題となっている。

備の更新・増設計画が推進中であり，富士電機は，MOX

富士電機では自然エネルギーを利用した地熱発電や水力

（ウラン・プルトニウム混合酸化物）燃料ペレット製造・

発電，CO2 を排出しない原子力発電分野への取組みを強め

検査の安定稼動・保守サービスの実績が評価され，計算機

ている。2008 年も大型地熱発電や大型揚水発電，また日

システムの更新を完了させた。また，将来の FBR（高速

本の核燃料サイクルを確立するための技術開発などに成果

増殖炉）実用化の一環として，燃料取扱・遠隔ハンドリン

を出してきた。

グ機器で培った技術を生かし，高速実験炉「常陽」の原子

火力部門では，地熱発電分野で大型地熱発電所の完成

炉容器内観察のための画像撮影装置を開発・納入するなど，

や新規受注が続いている。ニュージーランドでは蒸気発

保守・補修技術の開発で貢献している。一方，核融合分野

生設備（SSS）を含めたターンキープロジェクトであるカ

への展開が期待できるイットリウム系超電導線を用いた製

ウェラウ発電所（1 台×90 MW）を，計画より 1 か月前倒

品開発にも取り組んでいる。2008 年度，固定界磁超電導

しで完成させ早期電力供給に貢献した。引き続いて単気筒

方式のモータを製作したのに引き続き，回転界磁超電導方

で世界最大容量機であるナ・アワ・プルア発電所（1 台×

式（コアレス）のモータを完成させた。今後とも，モータ，

132 MW）を受注し，設計・製作を進めている。インドネ

変圧器などへの適用・実証に取り組んでいく所存である。

シアにおいては，二つのプラントを建設中でありプラント

水力部門では，特に海外で新規建設が多く，2008 年は

引渡しに向けて順調に据付け工事，試運転を続けている。

韓国で環境負荷低減の目的で建設されるチョンピョン発電

地熱大国である米国およびアイスランドからも，継続して

所向け水車・発電機（1 台×60 MW）を受注し，南アフリ

受注した。また，開発を進めてきた地熱バイナリー発電設

カでは電力需要の増加に対処して建設されるイングラ揚水

備も商品化を完了し具体的な商談を展開している。地熱発

発電所向け大型発電電動機（4 台×373.2 MVA/358 MW）

電設備のトップメーカーとして，今後も顧客に高効率で信

を受注した。また，インドのガトガール揚水発電所向けポ

頼性の高い機器を提供していく。

ンプ水車・発電電動機（2 台×135 MW）
，中国の張河湾揚

一般火力は，中国に納入した 600 MW 機が営業運転を

水発電所向け発電電動機（4 台×278 MVA/268 MW）が

開始し，米国，パキスタン，ヨルダン，ベトナムおよび

営業運転に入った。国内の新設案件として，山形県の横

韓国向け設備を出荷した。2009 年もリビア，アルメニア，

川発電所向け水車・発電機（1 台×6.65 MW）が 2008 年

フィリピン，中国向けなど多数のコンバインドサイクル用

11 月に営業運転を開始し，引き続き新野川発電所（1 台×

および石炭火力用の出荷が予定されている。コンバインド

10.5 MW）の据付け工事が開始された。

サイクル発電分野では，沖縄電力株式会社吉の浦火力発電

富士電機は，発電分野の重要なテーマである CO2 排出

所向け発電設備の設計・製作が進められている。既設発電

低減に地熱，原子力，水力発電で応えてきた。2009 年も

所の改修・更新などの R ビジネスでは，環境負荷の低減

“エネルギー”と“環境”をテーマに地球環境負荷を低減

や経済性・信頼性の向上を目的として長寿命化や高効率化

する発電設備の研究・開発を進め社会に貢献していく。
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米国向け地熱用タービン・発電機の受注

米国・ウェスタンジオパワー社向け 35 MW 機およびハ

図

2000 年に納入したソルトンシー 5 号機

ドソンランチパワー社向け 55 MW 機を受注し，2008 年 3
月に契約した。2000 年以降停滞していた米国の地熱発電
設備の建設は復活の兆しを見せ始めた。その復活当初の 2
案件を続けて受注し，さらに 3 台 1 案件の受注に向けて商
談中である。
ハドソンランチパワー社では増設の計画があり，ほかに
も計画が具体化してきているプロジェクトが数件ある。引
き続き米国向け地熱タービン・発電機案件の好調な受注を
継続していく計画である。

インドネシア・ワヤンウィンドゥ地熱発電所 2 号機の建設
富士電機は，2000 年に納入した 1 号機に続き 2006 年に

関連論文：富士時報 2008.5 p.314-319

図

建設中のワヤンウィンドゥ 2 号機の全景

図

ハイブリッドシステムの全景

ワヤンウィンドゥ地熱発電所 2 号機をマグマヌサンタラ社
から受注した。
発電所内のエンジニアリング業務，タービン・発電機
を含む機械・電気・制御品の供給および建設工事・試運転
を含むターンキー契約である。現地では建設工事をほぼ完
了し，2009 年 3 月の営業運転開始を目指し，試験・試運
転の最盛期を迎えている。2 号機タービンの出力は，地熱
タービンの単機としては世界最大容量となる 117 MW で
ある。
インドネシアは，自国産出の化石燃料を消費せず，環境
に優しい地熱発電所の建設に注力しており，今後も富士電
機にとって重要な地熱市場である。

東北電力株式会社柳津西山地熱発電所の高効率化
東 北 電 力 株 式 会 社 柳 津 西 山 地 熱 発 電 所 は， 発 電 出 力
65 MW で日本最大の地熱発電所である。この発電所は，
地熱蒸気中に含まれる炭酸ガスや硫化水素を抽出する装置
として，効率の悪い蒸気エゼクタを長年使用してきた。近
年，蒸気量の減衰により発電出力の低下が著しく，ガス抽
出装置の高効率化の要求があった。富士電機は，複数の
高効率化案の中から総合的な経済試算を行って，小型エゼ
クタと真空ポンプの組合せによってガス抽出を行うハイ
ブリッドシステムを提案し，受注した。その後，2008 年 8
月に引渡しを行った。この設備により，効率的に取り出し
た蒸気をタービンに送ることで，発電出力が約 5 MW 増
加し 10% の効率向上を実現した。
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リビア向けタービン・発電機の営業運転開始

リビアでは国内電力需要の増加，および電力を隣国に

図

ザイワ発電所の全景

図

長大翼の 1 ケーシング 600 MW 低圧タービン

図

リハビリ工事中の 2 号機低圧ロータ

輸出していることを背景に，コンバインドサイクル発電所
の建設が近年盛んに行われている。富士電機は韓国のエン
ジニアリング会社経由でリビア電力庁（GECOL）向けに，
2004 〜 2005 年にかけて計 5 台の蒸気タービン・発電機設
備を受注した。現在，全 5 台とも営業運転開始を迎えるこ
とができ，順調に営業運転を継続している。

™ベンガジノース発電所（2×166 MW，2007 年 9 月運転
開始）

™ザイワ発電所（3×155 MW，2007 年 12 月運転開始）
さらに GECOL のベンガジ・ミスラタ発電所向けには，
非再熱蒸気タービン・空冷発電機の組合せでは世界最大規
模となる 2×234 MW 案件を 2007 年に受注し，現在 2009
年の出荷に向けて川崎工場で製作中である。

IPP 向けタービン・発電機設備の受注と出荷
富士電機の 2008 年度卸電力事業（IPP）向け蒸気ター
ビ ン・ 発 電 機 設 備 の 受 注 台 数 は 現 在 12 台， 総 出 力 約
1,200 MW である。仕向け地は東南アジアが大多数を占め
ており地域の経済産業の発展に寄与している。このうち既
納顧客からのリピート注文件数は約 3 割であり，新規受注
件数が約 7 割と火力分野での得意先拡大に大きく貢献して
いる。
2008 年度の IPP 向けの出荷は，総出力が約 2,900 MW
ときわめて大きく，台数は 12 台である。これは中国向け
2×600 MW，ベトナム向け 3×300 MW と比較的大容量機
の出荷が継続したことによるものである。大容量地熱設備
と出荷時期が重なったが整然とした工程調整の結果，遅滞
なく出荷している。これらのプラントは 2009 年から相次
いで営業運転を開始する。

台湾地区 600 MW 発電ユニットのリハビリ工事
台湾中部の西海岸に位置する麦寮火力発電所には，富士
電機製の 600 MW 蒸気タービン発電設備が 4 台納入され
ている。当発電所は，台湾地区の電力需要量の増加に伴い，
運転開始以来，台湾全土へ安定した電力を供給している。
このタービンは 4 ケーシング構造（高圧×1，中圧×1，
低圧×2）からなり，今回のリハビリ工事では 2 号機の低
圧タービンの動翼・静翼を 2008 年 6 月から 9 月までの 4
か月をかけて工場で交換し，低圧タービンの延命化を図っ
た。2008 年 10 月からこの低圧タービンの現地組立工事を
始め，12 月に運転を再開した。
さらに，12 月からは同プラント 1 号機に対し，同様の
リハビリ工事を工場で実施している。
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原子力
プルトニウム燃料製造・検査系主要計算機の更新
独立行政法人日本原子力研究開発機構プルトニウム燃

図

検査設備制御用計算機システム

料技術開発センターは，わが国唯一の MOX（プルトニウ
ム・ウラン混合酸化物）燃料製造施設として，1966 年来
技術開発に取り組んできている。これまでの MOX 燃料製
造実績は世界トップレベルを誇っている。
富士電機は，燃料ペレットの製造・検査に関連する設
備を多数納入している。定期点検，オーバホール，更新工
事などさまざまな保守サービスを提供して設備の安定稼動，

制御用計算機システム

改良および効率化に寄与してきた。
このたび富士電機は，燃料製造上の要となる“仕上検査
設備”ならびに“密度抜取測定設備”の制御用計算機シス
テムを短期間で更新した。今後も，安定した燃料製造の実

動力制御盤

現に貢献していく所存である。

仕上検査設備

「常陽」炉容器内構造撮影装置の製作
富士電機は，FBR（高速増殖炉）実用化へ向けた活動

図

「常陽」炉内に挿入作業中の撮影装置

を精力的に推進している。FBR 開発拠点の一つである独
立行政法人日本原子力研究開発機構の高速実験炉「常陽」
では，ナトリウム冷却型高速炉の原子炉容器内での観察，
保守，補修技術の開発を行っている。燃料取扱機器や遠
隔ハンドリング機器で培った技術を生かし，
「常陽」の炉
容器内構造観察のための画像撮影装置を開発し，納入した。
本装置は，1 自由度のアーム屈折機能を持ち，高温かつ高
線量下の炉心集合体頂部狭隘（きょうあい）空間となる炉
心上部機構下面を撮影できるようにした。映像伝送用ファ
イバスコープ屈折時の機能保全のため，最小曲率を抑える
ため曲率調整機構を付加した。工場にて実施した顧客参加
の実規模テストで操作を習熟したのち，実際の炉内観察に
適用して計画どおりの機能を実現できた。

高温超電導（イットリウム系）機器の製作
イットリウム系超電導線を用いた同期電動機を独立行政

図

超電導モータ

法人新エネルギー・産業技術総合開発機構からの委託を受
けた財団法人国際超電導産業技術研究センターからの再委
託により，株式会社フジクラ，九州大学，ジャパンモータ
アンドジェネレータ株式会社と共同で製作した。
2007 年度に固定界磁超電導方式のモータを製作したの
に引き続き，2008 年度に回転界磁超電導方式（コアレス）
のモータを完成させたもので，イットリウム系超電導線
の機器適用の可能性を実証した。モータ仕様は，7.5 kW，
400 V，360 r/min であり，11 kW まで出力を確認している。
イットリウム系超電導線は，その将来性から機器適用化
が期待されている。富士電機は，モータ，変圧器などへの
適用実証に今後とも取り組んでいく所存である。
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山形県企業局新野川第一発電所向け発電設備据付け工事

山形県企業局新野川第一発電所向け 1 台×10.5 MW 立

図

据付けが完了した下部吸出し管

図

発電所内の組立室全景

図

横川発電所全景と立軸三相同期発電機

軸斜流水車および 10,800 kVA 立軸三相同期発電機の据付
け工事を開始した。
本発電所は，最上川水系置賜野川の上流に設けられる長
井ダムから水圧管路を経て最大 12 m3/s を取水し，水車発
電機 1 台で最大出力 10,000 kW の発電を行うダム水路式発
電所である。発電電力は，66 kV に昇圧し送電する。
現地では，2007 年 7 月から水車の据付け工事を開始し，
吸出し管，ケーシング，入口弁などの静止部の据付けが
完了した。今後は，上流にある野川第二発電所の運転開
始に合わせ，制御装置，主要変圧器などの変電所機器の据
付けおよび調整試験が先行して行い，発電所の運転開始は
2010 年 9 月を予定している。

インド・ガドガール揚水発電所の現地試験完了
インド・マハラシュトラ州灌漑（かんがい）局ガドガー
ル発電所向け 2 台×135 MW 立軸フランシス水車・発電電
動機の現地試験が 2008 年 7 月に終了した。本発電所はイ
ンド国内の電力不足が深刻化する中，需要ピーク時の電力
を賄うことと電力系統の効率的運用を図ることを目的に建
設された揚水発電所である。特徴は，揚水運転の始動装置
に富士電機が開発・製作したサイリスタ始動装置を採用し
たことである。インド国内のメーカーと合同で主要機器の
製作を行った。一方，建設途中で発生した水害で発電所が
水没するという被害を受け，水害復旧工事を追加契約する
など，契約から 10 年を経て完了にいたった発電所でもあ
る。
本発電所で得た技術，実績と経験を生かし，今後の揚水
発電プロジェクトに鋭意取り組んでいく。

山形県企業局向け横川発電所の完成
山形県企業局横川発電所向け 1 台×6.5 MW 立軸斜流水
車，1 台×6,650 kVA 立軸三相同期発電機は 2006 年 6 月に
水車の据付けを開始し，2008 年 12 月に最終調整試験が完
了し，営業運転を開始した。
本発電所は，荒川水系横川の上流に設けられる横川ダム
から水圧鉄管を経て最大 13 m3/s を取水し，水車発電機 1
台で最大 6,300 kW の発電を行うダム式発電所である。発
電電力は，66 kV に昇圧され東北電力株式会社に売電され
る。
本発電所ではランナ羽根の操作に，軸端に設置した可逆
ピストンにより水車軸内のサーボモータに直接操作油を送
り込む電動直接加圧方式を採用し，圧油装置の省略を図っ
ている。現地試験の結果，従来の圧油操作方式と同等の特
性が得られた。
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