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展　望
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エネルギー需要は今後も新興国を中心に増加する。その

一方で“温室効果ガスの排出低減”は世界的に取り組ま

なければならない大きなテーマとなっている。富士電機
は“エネルギー・環境”に注力し社会との共生をテーマに

事業の展開を進めている。発電部門でもエネルギー社会へ

の貢献と地球環境保護を目指した取組みを行ってきている。

特に自然エネルギーを有効活用する地熱発電や水力発電，

CO2を排出しない原子力発電関連に力を入れてきた。また，

火力発電分野でも温室効果ガスの排出低減に貢献するため

コンバインドサイクル発電や蒸気タービン・発電機の高効
率化を目指した研究開発を進めてきた。

2009 年度も世界的な大型地熱発電設備や揚水発電設備
の設計・製作を推進し，さらに高効率化や高機能化などの

研究開発も進め成果を出してきた。

火力部門では，特に環境に優しい再生可能エネルギーで

ある地熱発電に注力している。インドネシアでは単汽筒地
熱タービンで世界最大容量機であるワヤンウィンドゥ地熱
発電所（1 台×117MW）を含めて 2 発電所が完成し営業
運転を開始した。ニュージーランドでは大型地熱発電所と

して注目されるカウェラウ地熱発電所（1 台 ×114MW）

の運転が開始され，引き続き 3 段フラッシュタービンと

しては世界最大容量のナアワプルア地熱発電所（1 台×
132MW）が 2010 年 5 月の運転開始に向け試運転が進め

られている。そのほか地熱発電分野では米国やアイスラン

ド向け地熱発電機器の製作を進め出荷した。さらに，低温
の地熱資源が有効利用できる地熱バイナリー発電設備も実
証試験を終了し，2MWプロトタイプ機の製品化が完了し

具体的な受注を目指し商談を展開している。今後も地熱発
電設備のトップメーカーとして，高効率で信頼性の高い機
器を今後も提供し続けていく。

高効率で CO2 排出低減に寄与するコンバインドサイク

ル発電分野では，沖縄電力株式会社吉の浦発電所（2 台
×250MW）向けガスタービン・発電機や付属機器の設計，

製作が進められており，沖縄地域の環境対策に貢献できる

と期待されている。

一般火力分野では，中国向け 600MW機 2 台をはじめ，

アルメニアやリビア，フィリピン，ベトナム，タイ，台湾
向けのタービン・発電機を製作し，世界各国のエネルギー

需要の増加に対して貢献している。

原子力部門では，わが国の「エネルギー自給率向上」に

不可欠な核燃料サイクル完成へ向けた各施設の建設・整備
にかかわってきた。青森県六ヶ所村に建設されている日本
原燃株式会社の再処理工場に納入した各設備の点検整備
を通じ本格操業に向け貢献している。また，建設計画中の

MOX（ウラン・プルトニウム混合酸化物）燃料加工施設
の設備の耐震設計などの設計作業を推進中である。

高速増殖原型炉“もんじゅ”では，燃料取扱設備，液体
廃棄物処理設備の点検，および洗浄設備系の配管更新工事
などを通じ，設備が安全に機能するよう設計建設段階から

かかわってきた経験・技術を生かして運転再開へ向け協力
している。バックエンド分野に関しても，日本原子力発電
株式会社東海発電所の廃止措置関連の設計検討を継続実
施しているほか，“ふげん”をはじめ各原子力発電所に保
管されている廃イオン交換樹脂に注目し，ICP 技術を応用
した減容安定化処理装置の安定運転などのための商品化開
発に取り組んでいる。今後も国内外で高まる原子力発電設
備の需要の高まりに対応するため，特徴ある技術を生かし

た製品・サービスの提供を展開していく。

水力部門では，海外大型案件の製作，据付けが続いて

いる。韓国・チョンピョン発電所（1 台×65.2MW）では，

製作が順調に進んでおり，2010 年 1 月の吸出し管据付け

開始に引き続いて，水車本体の出荷・据付けが予定されて

いる。トルコ・ウズンチャヤ発電所（3 台×31MVA）で

は 1 号発電機が運転を開始し，引き続き 2 号，3 号発電機
が運転開始される予定である。イラン・シアビシ揚水用発
電電動機（4 台 ×300.6MVA/275.55MW）も据付けが開
始される。また，再生可能エネルギーとしての水力発電と

負荷平準化のための揚水発電は世界的に注目されており，

機器の高効率化，高機能化を積極的に進めている。

富士電機では，今後も“エネルギー・環境”をキーワー

ドに，環境に配慮したエネルギー社会の構築に向け研究・

開発を進め社会に貢献していく。

発電プラント
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火　力

1　ニュージーランド・ナアワプルア地熱発電所の建設

2　世界最大容量級空気冷却タービン発電機の出荷

3　インドネシア・ラヘンドン地熱発電所３号機の営業運転開始

図１　建設中のナアワプルア地熱発電所

図₂　工場試験中の300MVA空気冷却タービン発電機

図₃　ラヘンドン地熱発電所3号機の全景

富士電機は，先行プロジェクトであるカウェラウ地熱発
電所（2008 年 8 月運転開始）の建設実績を評価され，引
き続きニュージーランドの電力会社マイティーリバーパ

ワー社から 132MW地熱発電所建設工事を 2008 年 4 月に

受注し，2010 年 5 月の運転開始を目指して建設，試運転
を進めている。土木建築工事を除き，蒸気発生設備から発
電所までの広い範囲で，設計，機器調達，据付け工事，試
運転までを富士電機が請け負っており，主要設備である蒸
気タービン，発電機，復水器は富士電機製である。

同国の豊富な地熱資源を生かし，世界でも例が少ない三
重圧サイクルを採用した高効率，大容量のプラントであり，

運転開始後は単機容量で世界最大の地熱発電所となる。

空気冷却タービン発電機は水素や水冷却方式に比べて低
価格で保守・運転が容易であることから，中規模火力や地
熱発電の市場で多くの需要があり，大容量化が望まれてい

る。一方，ほかの冷却方式に比べて冷媒の冷却性能が低
いため，大容量化の実現には，通風・冷却などの各種課題
に対して高いレベルでの設計精度や検証技術が必要である。

富士電機では空気冷却タービン発電機の出力拡大に取り組
んでおり，2009 年，リビア電力庁向けに受注した世界で

も最大容量クラスとなるタイプ出力 300MVAの空気冷却
タービン発電機を製作し，工場試験を無事完了した。本機

（定格 290MVA）はベンガジ発電所へ出荷され，2010 年
に運転開始予定である。さらに同仕様のミスラタ発電所向
け発電機についても 2009 年に出荷を完了した。

ラヘンドン地熱発電所 2号機に続いて，2007 年 3 月 21
日に 3 号機を受注した。本地熱発電所は，2 号機と同じく

主契約者の住友商事株式会社の下で，インドネシアの国有
電力会社より出力 20MW容量の設備をフルターンキー契
約として受注したものである。

富士電機は総力を挙げて建設に従事し，全体工程 22か
月という短納期にもかかわらず，2 号機での経験を生かし

て工事を推し進めた結果，予定よりも早く工事を完了し，

顧客からの高い評価を得た。これは，富士電機発電部門の

高いエンジニアリング能力と技術力が成し得たものである。

本地熱発電所は 2009 年 2 月 22 日に引渡しを完了し，営業
運転を開始した。
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火　力

図₄　アンマンイーストコンバインドサイクル発電所

図₅　�船積みされる中国・華陽（洛陽）電業向け発電機設備

4　ヨルダン向け蒸気タービン・発電機設備の運転開始

5　一般火力および地熱向け蒸気タービン・発電機設備の出荷

6　東北水力地熱株式会社松川地熱発電所の高効率化

図₆　追加設置したエゼクタおよびインタクーラ全景

2007 年 3 月に韓国の斗山重工（主契約者）と契約した

ヨルダン・アンマンイーストコンバインドサイクル発電所
向け蒸気タービン・発電機設備（1 台×140MW）が 2009
年８月に営業運転を開始した。本設備は富士電機から斗山
重工への初の納入設備であり，実績豊富な FET中容量蒸
気タービンおよび空冷発電機を納入した。

さらなる斗山重工への納入設備としてパキスタン・

ダハリキコンバインドサイクル発電所向け（1 台 ×
64MW）とフィリピン・セブ石炭火力発電所向け（2 台
×103MW）の蒸気タービン・発電機設備があり，ともに

機器は出荷済みである。2010 年の営業運転開始を目指し，

現地にて試運転および据付け工事を鋭意推進中である。

富士電機の 2009 年度の一般火力および地熱向け蒸気
タービン，発電機設備の出荷台数は 16 台，総出力約
2,900MWである。これは中国華陽（洛陽）電業向け 2 台
×600MW，ベトナム・ハイフォン向け 1 台×300MWと

比較的大容量機の出荷が継続したことによる。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。

大容量地熱設備と出荷時期が重なったため超繁忙の時期
があったが整然とした工程調整の結果，遅滞なく出荷でき

た。また，出荷最盛期には月 3ユニットが出荷され，川崎
工場内の白石岸壁いっぱいに配置されたパッケージが連日
船積みされた。

これらのプラントは 2009 年から相次いで試運転が開始
されている。

東北水力地熱株式会社松川地熱発電所は，1966 年に日
本で最初の地熱発電所として運転を開始し，43 年経た現
在も順調に運転されている（現在の定格出力 23.5MW）。

しかしながら，井戸元からの蒸気量の減少と既設のガス圧
縮機の性能低下により，出力が定格の 60% 程度まで低下
している。このため，出力増加を目的とした真空度の改善
を行い，ガス抽出装置の高効率化対策を実施した。今回の

対策は，従来では全く例がなかった新しいシステムで，ガ

ス圧縮機の入口側にエゼクタを追加設置し，既設ガス圧縮
機との組合せにより，ガス抽出装置の能力増強を行った。

これにより，最小限の改造で高真空度の運用ができるシス

テムとなり，蒸気量を増やすことなしに，約 10%のター

ビン出力アップを実現させた。
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火　力

2　“もんじゅ”運転再開に向けた取組み

原子力
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7　海外火力プラント向け電気ガバナ盤の更新

1　核燃料サイクル

図₇　海外火力プラント向けCPU二重化電気ガバナ盤

図₈　核燃料サイクル　

図₉　燃料出入機全景

富士電機では，海外既納火力発電プラントの長期安定運
用を目的とした「MICREX-SX」採用のタービン速度制御
用電気ガバナ盤の更新活動を積極的に展開し，実績を挙げ

てきている。制御装置は演算処理速度向上，多重化による

信頼性の向上だけではなく，設備運用監視サポートに対
応する遠隔運転監視システム（RMS：Remote Monitoring 
System）への適用を可能としている。さまざまな設備更
新ニーズに対応可能なシステムであり，特徴を次に示す。

⑴　高信頼性によるタービン設備運用稼動率の向上
⑵　現地調整簡素化による指導員派遣期間の低減
⑶　RMS機能採用による運転員への運用サポート

⑷　迅速な予備品調達によるライフサイクルコスト低減

原子力発電所の使用済燃料は青森県六ヶ所村の再処理工
場へ輸送され，化学処理法でウランとプルトニウムの粉末
に精製される。この粉末は，再処理工場に隣接して建設さ

れるMOX（ウラン・プルトニウム混合酸化物）燃料工場
で新しくMOX燃料に加工され，再び原子力発電所で再利
用される。

富士電機は，再処理工場にメカトロ技術を駆使したガラ

ス固化体の取扱装置や，ウランとプルトニウムの混合脱硝
に関するグローブボックス設備を納入している。プルトニ

ウム燃料の製造分野では，MOX粉末の混合や成形，外周
研削，ペレット検査設備について多くの納入実績がある。

これからも伸長が期待できる核燃料サイクルのサプライ

チェーンの中核となる技術に取り組んでいく。

独立行政法人日本原子力研究開発機構が福井県敦賀市に

建設中の高速増殖原型炉“もんじゅ”は，性能試験前準備
と設備点検を実施中で，2009 年度の運転再開を目指して

いる。富士電機は，運転再開に向けた作業として，燃料取
扱設備，廃棄物処理設備などの点検により燃料交換への

備えを行う一方，微小な腐食漏えいを生じた総延長 500m
に及ぶ洗濯系の配管を，洗濯設備の停止を最小限にとどめ

る計画の下で 3 年間に及ぶ配管ひき直し工事を実施し，無
事 2009 年度に完成した。2009 年 7 月にはナトリウム漏え

い事故以来約 10 年実稼動のなかった燃料取扱設備を用い，

約 100 体の燃料交換作業を工程どおりに完了できた。今後，

建設以来 20 年近く経過した設備の改善・更新を計画的に

提案し，円滑なもんじゅ運転に貢献していく。
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原子力

2　トルコ・ウズンチャヤ発電所の発電機現地据付け工事の完了

水　力

3　廃樹脂減容安定化処理装置

1　ネパール・クレカニⅡ発電所水車・発電機ほか改修工事の完了

図１₀　実証規模試験装置

図１₁　クレカニⅡ発電所の発電機全景

図１₂　据付け中の１号機発電機

原子力発電所の運転に伴い発生する放射性廃イオン交換
樹脂は，廃棄処分するための合理的な方法がなく，各発電
所ではタンクなどに大量に保管している状況にある。将来，

廃樹脂は廃棄体容器に入れて埋設処分される計画であるが，

樹脂の体積を小さくして量を減らすとともに，埋設処分に

適切な性状を確保することが，廃棄コスト低減と安全な処
分体の製作に必須の技術である。富士電機では，減圧酸素
プラズマの活性を利用して，高減容と安定化性能をコンパ

クトな構成で実現する装置の開発を進めている。実証規模
の試験装置を製作し，減容・安定化性能や粒子状放射性物
質の高保持性能など基本性能の確証を終え，現在，高線量
の廃樹脂でも取り扱いやすく，耐久性および保守・補修性
に優れた製品を目指したさらなる開発を進めている。

ネパール・クレカニⅡ発電所向け立軸フランシス水車
（2 台 ×16.5MW）および 18.8MVA 発電機の改修工事が

2009 年 7 月に完了した。

本工事はネパール国内の電力不足が深刻化する中，2007
年 3 月に発生した 1 号発電機の経年使用による不具合を復
旧させるものであった。この不具合により首都カトマンズ

では，計画停電が 6 時間以上にも及び，その復旧は急務を

要した。約 1年間で発電機固定子鉄心および巻線更新と水
車オーバーホールを完了し，顧客からその迅速な対応を感
謝された。また，1 号機に引き続き 2009 年 7 月に 2 号機
のオーバーホール工事も完了させた。

現在は，クレカニⅠ発電所向け立軸ペルトン水車（2 台
×31MW）および発電機のオーバーホールを実施中である。

トルコ・ウズンチャヤ発電所向け発電設備（3 台 ×
30MW）は富士電機が 2007 年 9 月に受注し，機器設計・

製作・出荷を経て，2009 年 6 月から発電機の据付け工事
が本格的に開始され，富士電機の据付け指導員の指導の下，

1 号機の据付け工事が完了した。

本プロジェクトはドイツ・フォイトハイドロ社のオース

トリアのグループ会社と共同で取り組んだ案件である。同
社は 3 台×31MVA立軸三相同期発電機の設計・製作・納
入を担当している。本プロジェクトの成功が成長著しいト

ルコでの水力市場参入への足掛かりとなることを期待して

いる。

今後は 2010 年 1 月の 1 号機運転開始に向け，調整・引
渡し試験，試運転が進められていく一方，2 号機，3 号機
の据付け作業も順次並行して進められる予定である。
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3　東北電力株式会社森吉発電所向け下部吸出し管据付け工事の完了

図１₃　据付け完了した下部吸出し管東北電力株式会社森吉発電所向け立軸フランシス水車
発電機（1 台 ×11.5MW）の下部吸出し管据付け工事は

2009 年 9 月に完了した。下部吸出し管は輸送制限により

4 分割で出荷し，現地で溶接することにより，一体物とし

た。また，建屋が未完成のため，天井クレーンが使用でき

ず，65トンラフタークレーンで部品のつり込みを実施した。

本発電所は秋田県北秋田市根森田地内に位置し，米代川
水系小又川に国土交通省が建設する森吉山ダムの共用取水
設備から最大毎秒 20m3 取水し，約 1.5 kmの水圧管路を

経て，最大出力 11MWの発電を行うダム水路式発電所で

ある。

今後は 2010 年 10 月に水車本体および発電機の据付け工
事を実施し，無水・有水試験を経て，2011 年 5 月末に運
転開始予定である。

水　力



＊ 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。




