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富士電機åh
{đĶŔėsÞ環境|ĈĖsŘsĲá新Íº事業経営Ĉ進÷ÜºāgęœsŜđĶŔės創出äÕ÷h次ä
取組õĈÍÜºāg地熱発電ÝåhĨsļŜä耐食性向上技術ä開発úĹčĳœs発電á注力ÍÜºāg原子力分野Ýåh
発電ú水素製造àßáø利用ÝÃā次世代ä高温ĕĢ炉ä研究開発Ĉ行ÙÜºāg太陽電池Ýåh設置場所ä可能性Ĉ拡
大Ïā軽量Ý曲ÂāľČŔŉ型ä普及á向Ç本格的à量産Ĉ開始ÍÕg100 kW Āĉ酸形燃料電池FP-100iĈ商品化Íh
防災向Çú消化ĕĢ利用h水素ĢįsĠŐŜ向Çàßh用途ä拡大Ĉ図ÙÜºāg
Fuji Electric is promoting a new type of business management based on the keywords of{energy and the environment|and has adopted
the following approaches to the creation of green energy. For geothermal power generation, Fuji is focused on developing technology for improving the corrosion resistance of turbines and on binary power generation. In the nuclear power ﬁeld, Fuji is researching and developing a
next-generation high-temperature gas cooled reactor that can be used for power generation, hydrogen production and the like. For solar cells,
Fuji has begun full-scale mass-production aiming to popularize lightweight, ﬂexible, ﬁlm-type cells capable of being installed at a wider range
of sites. Fuji has also commercialized a 100 kW phosphoric acid fuel cell named the FP-100i, and is expanding its range of applications to include disaster prevention, digestion gas use, hydrogen stations, etc.

まえがき

電àßĈ積極的á導入ÏāÉÞÂ求÷ÿĂÜºāg
富士電機åh
{đĶŔėsÞ環境|ĈĖsŘsĲá新Í

世界äđĶŔės需要åh特á新興国ä経済発展Þ人口

º事業経営Ĉ進÷ÜºāgđĶŔėsĦœŎsĠŐŜ分野

ä増加á伴ÙÜ今後ø大幅á増加ÏāøäÞ見込ôĂÜº

ÝåęœsŜđĶŔėsä創出ÞęœĬĲĦœŎsĠŐŜ

āgÓä中Ýø電力需要ä伸éå大ÃÅh世界đĶŔės

á注力Íh環境ĦœŎsĠŐŜ分野Ýå需要側ä省đĶÞ

機構}IEA~ä 2009 年度œņsı}World Energy Out-

環境対策á向ÇÕĦœŎsĠŐŜĈ提供ÍÜºāg本特集

look 2009~Ýåh2030 年ôÝ年率 2.5 % Ý増加ÏāøäÞ

Ýåh低炭素社会Ĉ構築ÏāÕ÷ä創đĶŔėsä代表的

予想ËĂh追加発電容量å 48 億 kW 以上必要Ý¸āÞË

à取組õÞ展望Ĉ紹介Ïāg

⑴

ĂÜºāg
一方Ýh気候変動Ĉ抑制Í持続可能à社会Ĉ実現ÏāÕ

地熱発電

÷á{温室効果ĕĢä排出低減|Â最重要課題įsŇÞ
àÙÜºāgÉäôô化石燃料ä消費Â増加ÏāÞ大気中

地熱資源åh地球äŀŕsıÞŀŕsıÂìÚÁĀ合º

ä温室効果ĕĢ濃度å CO2 換算Ý 1,000 ppm Ĉ超¾āÉ

火山Â多º地域á存在Ïāg地域的áå太平洋Ĉ囲ö環太

Þå避ÇÿĂÐh地球ä平均気温å 6 ℃上昇Í大規模à気

平洋地域hċľœĔ北東部h欧州Ýå地中海域úċčĢŒ

候変動Â生ÎāÞºąĂÜºāgIEA œņsıÝåh持

ŜĲàßÝ¸āgÉĂôÝ地熱発電åh米国úŊĖĠĜh

続可能à地球環境Ĉ維持ÏāÕ÷áå地球ä気温上昇Ĉ

欧州ÝåčĨœċúċčĢŒŜĲhċġċ地域ÝåčŜĲ

2 ℃以内áÏā必要Â¸Āh地球ä平均気温ä上昇Â 2 ℃

ĶĠċúľČœĽŜhēĤċĴċ地域ÝåĴŎsġsŒŜ

Ĉ超¾ā可能性Ĉ 50 % á抑¾āáå大気中ä温室効果ĕ

ĲàßÝ積極的á開発ËĂÜÃÕ}図 ~
gÉĂÿä地域

Ģ濃度Ĉ CO2 換算Ý約 450 ppm á安定ËÑā必要Â¸ā

Ýåh再生可能àđĶŔėsÞÍÜËÿá開発Â拡大Ïā

ÞÍÜºāg温室効果ĕĢä排出低減åh緊急課題ÞÍÜ
国連気候変動ĜŃŜĸsěŜ会議}COP15~Ýä世界的
à枠組作Āú各国政府ä政策的à取組õÂ活発á進÷ÿĂ
Üºāg各国ä政策áå現実化ÍÜºā気候変動ä深刻à
脅威á対処ÏāÕ÷h経済刺激政策á低炭素化ä促進Â盛
Ā込ôĂhÓä具体策Â推進ËĂÜºāg
低炭素社会Ĉ実現ÏāáåhđĶŔėsä消費量Ĉ抑¾
Ü省đĶŔės}省đĶ~社会Ĉ構築ÏāÉÞÂ必要Ý¸
āg電気đĶŔėsĈ作Ā出Ï創đĶŔės分野Ýåh化
石燃料Ĉ使用Ïā火力発電ä高効率化ú CO2 Ĉ排出Íà
º原子力発電ä推進Â行ąĂÜºāgËÿáh再生可能đ
ĶŔėsĈ利用Ïā地熱ú水力h太陽光h風力h太陽熱発
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動ÃáàÙÜºāgôÕh地熱発電ä開発Â遅ĂÜºāċ

得ā方法Ý¸āg高温岩体発電åh米国hēsĢıŒœċh
ĲčĭàßÝ研究Â進÷ÿĂÜÀĀh今後地熱利用Ĉ拡大
ÏāøäÞÍÜ期待ËĂÜºāg

位ÞºąĂÜºāÂh｢自然公園法｣ áþā制約àßÝ開

地熱発電å天候àßá左右ËĂÐ安定的á発電ÝÃh稼

発Â停滞Íh現在ôÝá開発ËĂÕ発電容量å約 500 MW

動率ø高º再生可能đĶŔėsÝ¸Āh今後地熱資源ä開

áÞßôÙÜºāg今後h政府ä開発支援策ä導入áþĀ

発åþĀ活発áàāÞ予想ËĂā}図 ~
g

新規開発ä促進Â期待ËĂÜºāg
富士電機å 1960 年á地熱発電設備Ĉ納入ÍÜ以来h継

原子力発電（高温ガス炉）

続的á地熱発電á注力Íh地熱ĨsļŜä高効率化ú地熱
ĨsļŜá特有à腐食対策àßä研究開発Ĉ行ÙÜÃÜº

原子力発電ø CO2 Ĉ排出ÍàºđĶŔėsÞÍÜh世

āg特á地熱蒸気áåhĨsļŜĈ腐食ËÑā物質úĨs

界的á開発Â進÷ÿĂþ¼ÞÍÜºāg特á米国Ýå電力

ļŜ翼áĢĚsŔÂ付着Í性能Ĉ低下ËÑāàß多Åä問

ä安定供給Þ温暖化防止策ÞÍÜ原子力ä導入Â計画ËĂ

題Â¸āg腐食ú摩耗á強ºĨsļŜ素材úĜsįČŜę

Üºāg最近Ýå中東úċġċ地域Ýø導入Â積極的á進

技術àßä研究開発Ĉ行ºh成果Ĉ出ÍÜºāgôÕh地

÷ÿĂþ¼ÞÍÜºāg現在計画ËĂÜºā原子力発電å

熱ĕĢ雰囲気á設置Ïā発電機ú電気制御機器ä防食技術

軽水炉Â主Ý¸āÂh原子力đĶŔėsä用途拡大ú分散

Ĉ確立Íh高性能Ý高信頼性ä地熱発電設備Ĉ製作h納入

化電源ÞÍÜ利用ÝÃā高温ĕĢ炉Â次世代ä原子炉ÞÍ

ÍÜÃÕg最近åĨsļŜ発電設備ÖÇÝåàÅh地熱井

Ü期待ËĂÜºāg

Ý生産ËĂā蒸気ú熱水ĈĨsļŜä運転á最適à蒸気á

高温ĕĢ炉åh700 v 950 ℃Þº¼高温ä熱Â利用ÝÃ

生成Ïā蒸気発生設備úÓä付帯設備ä設計 ･ 製作ø行ºh

āÕ÷h発電ŀŒŜıÞÍÜø 50 % 近º効率ä直接ĕĢ

地熱発電所全体äđŜġĴċœŜęĈĨsŜĖsÝ行¼É

ĨsļŜ発電Â可能Ý¸āgËÿáh熱化学法áþĀ水Á

Þáø取Ā組ĉÝºāg

ÿ直接水素Ĉ製造ÏāÉÞúh¸āºå高温蒸気áþā化

今ôÝåh地熱蒸気ĈÓäôôĨsļŜá送Ā発電Ïā

学ŀŒŜıäŀŖĤĢ用熱源ÞÍÜ利用ÏāÉÞø可能à

大型äľŒĬĠŎ発電á取Ā組ĉÝÃÕgÉĂá加¾hÉ

原子炉Ý¸āg高温ĕĢ炉åhÉĂôÝä発電利用á限ÿ

ĂôÝ発電á利用ÝÃàÁÙÕ低温ä地熱資源ø有効á活

ĂÜºÕ原子力ä利用範囲Ĉ大幅á拡大ÍÜ一次đĶŔ

用ÝÃāĹčĳœs発電ä開発Ĉ行ÙÕg地熱Ĺčĳœs

ėsÞÍÜä化石燃料Ĉ代替ÍhCO2 ä排出量Ĉ大幅á削

発電åh水á比ïÜ沸点Â低ºŃŜĨŜàßä媒体Ĉ地熱

減ÝÃā可能性Ĉ持ÙÜºāgÉäÕ÷h国内外Ý活発á

蒸気ä熱Ý蒸発ËÑĨsļŜĈ駆動ÏāøäÝ¸āgĹč

開発Â進÷ÿĂþ¼ÞÍÜºāg各国ä開発ä主流ÞàÙ

ĳœs発電装置å地熱資源ä温度Â低ÅhôÕ蒸気量Â少

Üºāäåh高温ĕĢ炉固有ä安全性Â活用ÝÃā出力規

àº地点Ýø使用ÏāÉÞÂÝÃā中小型地熱発電装置Ý

模Ĉ限定ÍÕ小型高温ĕĢ炉Ý¸āgÉä炉åh原子炉ä

¸Āh今ôÝ利用ËĂàÁÙÕ遊休đĶŔėsä有効活用

熱出力Ĉ最大Ýø 60 万 kWt}電気出力 30 万 kWe~程度

Â期待ÝÃā設備Ý¸āg

á制限ÏāÉÞáþĀh万一ä事故時áø原子炉Â自然á

新Íº地熱発電方式ÞÍÜ高温岩体発電}EGS~ø注目

止ôĀh自然á冷¾h周辺公衆ä退避Ĉ必要ÞÏāþ¼à

ËĂÜºāg現在ä地熱発電åh地下Â高温ÝhÓÉá¸

大量ä放射性物質放出ä恐ĂÂàºÞº¼特性Ĉ持ÙÜº

ā自然ä貯留層Áÿ地熱蒸気ú熱水Ĉ資源ÞÍÜ取Ā出Ï

āgÓäÕ÷h電力ä需要地域á近接ÍÜ建設ÏāÉÞúh

øäÝ¸āg高温岩体発電å地下á存在Ïā高温ä岩体Ĉ

分散型電源ÞÍÜ建設ÏāÉÞø可能Ý¸āg

人工的á水圧破砕ÍhÓÉá水Ĉ送Ā込ĉÝ蒸気ú熱水Ĉ

富士電機åąÂ国初ä高温ĕĢ炉ÞÍÜh独立行政法人
日本原子力研究開発機構}原子力機構~Ý運転中ä高温工

⑵

図

学試験研究炉}HTTR~áÀÇā計画ä当初Áÿh開発 ･

地熱資源埋蔵量

設計ä協力Ĉ行ÙÜÃÕg実機建設時áå炉心設計h安全
解析Ĉ行ºhôÕ炉内構造物h燃料取扱貯蔵設備h放射線
米国

管理設備àßä主要設備ä設計 ･ 製作 ･ 建設Ĉ担当ÍÜÃ
ÕgÉä経験áþÙÜ蓄積ÍÕ技術基盤Ĉ基áÍÜh原子

東南アジア

炉出口温度 950 ℃h熱出力 60 万 kWt Ĉ目標ÞÍÕ実用

中南米

規模高温ĕĢ炉ä実現á向ÇÜ研究開発Ĉ進÷Üºāg
欧州

米国ÝøđĶŔės省Â高温ĕĢ炉ŀŖġĐĘıĈ立×
上ÈhÓä実現äÕ÷ä研究h開発計画Â具体的á始ôÙ

アフリカ

埋蔵量

Üºāg富士電機ø高温ĕĢ炉ä概念設計Īsŉä一員Þ

既開発量

オセアニア

ÍÜ参加ÏāÉÞáàÙÜºāg
0

10

20

30

地熱埋蔵量（GW）

40

50

地球温暖化防止ú来āïÃ水素社会á向ÇÕ長期的à取
組õä一環ÞÍÜh今後ø国内外ä関係諸機関Þä連携á
þĀh高温ĕĢ炉ä実用化á向ÇÕ活動Ĉ進÷ÜºÅg
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ľœĔ東海岸ú中南米ä国々Ýø地熱発電開発計画Â進÷
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¼Èĉ~Â要求ËĂā空港施設àßîä設置ø検討ËĂÜ

アモルファス太陽電池

ºāg今後事業ĈËÿá拡大ËÑāÕ÷áåhŋġŎsŔ

特 集

ä出力向上Àþé顧客Ĵsģá応¾ā製品開発Â必要Ý¸
太陽電池Ĉ÷Æā状況åhÉä 10 年Ý大ÃÅ変ò¼Í
Õg全世界Ýä生産量å 20 倍以上ÞàÙÕg日本Ŋs

ĀhÉĂÿĈ成Í遂ÈÜ地球環境保護áø貢献ÍÜºÅ所
存Ý¸āg

Ĕs中心Áÿ日米欧Ëÿáå中国 ･ 東南ċġċ諸国àß多
ÅäŊsĔsÂ市場参入Íh結晶ĠœĜŜ系以外áø薄膜

燃料電池

系àß新Íº太陽電池ä生産量ø多ÅàÙÜÃÜºāg
各国ä普及政策á目Ĉ向ÇāÞh欧州ÝåĲčĭĈ中心

2009 年 á 販 売 Ĉ 開 始 Í Õ 100 kW 燃 料 電 池 発 電 装 置

áľČsĲčŜĨœľ制度}FIT~ä導入áþĀ急速á普

｢FP-100i｣ åh同年á{日経優秀製品 ･ ĞsļĢ賞 優秀

及Â進ĉÝºāgÉĂôÝ停滞ÍÜºÕ米国Ýøh2009

賞|Ĉ受賞ÍÕg従来ä都市ĕĢú下水消化ĕĢĈ燃料Þ

年ä政権交代Ĉ受Ç太陽電池産業Â動Ã始÷þ¼ÞÍÜº

ÍÕĜsġĐĶŕsĠŐŜ装置ÞÍÜä用途á加¾h災害

āg

対応ú副生ĕĢîä対応h水素供給対応àßä機能Ĉ付加

国内ÝåÉĂôÝ住宅用Ĉ中心á導入普及Â進÷ÿĂÜ

ÏāÉÞÝ市場拡大Ĉ目指ÍÜºāg燃料電池å発電装置

ÃÕgÉĂá加¾Ü公共 ･ 産業用áø支援Â拡大ËĂāÞ

内á改質装置Ĉ備¾ÜºāÕ÷h都市ĕĢú消化ĕĢàß

Þøáh2009 年 11 月Áÿå ｢太陽光発電ä新Õà買取制

ËôÌôà燃料á対応Â可能Ý¸āgLP ĕĢĈ備蓄ÍÜ

度｣ ÂĢĨsıÍh余剰電力Ĉ対象áÉĂôÝþĀ高º価

ºĂæh常時å都市ĕĢÝ運転Íh災害àßÝ電気ú都市

格Ýä買取Â始ôÙÕgôÕh政権交代Ĉ受Çh民主党政

ĕĢÂ遮断ËĂÕ場合Ýøh燃料Ĉ LP ĕĢá切Ā替¾Ü

権äŇĴľĐĢıá挙ÈÿĂÜºā ｢再生可能đĶŔės

運転Â継続ÝÃāg

ä全量買取制度｣ áÚºÜø議論Â進÷ÿĂÜÀĀhËÿ
àā導入拡大äÕ÷ä具体的施策Â検討ËĂÜºāg

食塩電解工場àßÝ副生ËĂā純水素Ĉ燃料áÏāÞ発
電端効率å 48 % Þ高効率発電Â可能ÞàĀhCO2 削減効

富士電機Ýå 1978 年á太陽電池ä開発á着手ÍÕg当

果ø年間約 760 t Â見込ôĂāg純水素対応ä 100 kW 燃

初åĕŒĢĈ基板á用ºÕ a-Si/a-Si ĨŜİŉ太陽電池Ĉ

料電池åh2010 年度Áÿä実証試験Ý運転Ĉ開始Ïā予

開発ÍÜºÕg1993 年ÁÿåþĀ安価àŀŒĢĪĬĘľČ

定Ý¸āg水素供給機能Ĉ持ÙÕ燃料電池åh今後ä水

ŔŉĈ用ºÕ薄膜太陽電池}a-Si/a-SiGe~ä開発á移行

素đĶŔės時代ä先駆ÇÞÍÜh小規模à水素Ģįs

ÍhÉĂÿä技術開発成果Ĉ基á 2006 年 11 月á熊本県á

ĠŐŜ向Çä用途á適ÍÜºāg消化ĕĢĈ燃料áÏĂæh

太陽電池専用工場Ĉ完成ËÑ本格量産Ĉ行ÙÜºāg

CO2 Ĉ発生ËÑàºhºąüāęœsŜ水素Ĉ安定的á製

富士電機ä太陽電池} 図 h 図 ~åhŀŒĢĪĬĘ

造ÝÃāgôÕh下水処理場Áÿ発生Ïā消化ĕĢĈ燃料

ľČŔŉĈ基板á用ºÜºāÕ÷hÉĂôÝä太陽電池á

ÞÏā消化ĕĢ発電Ýåh2002 年Áÿä運転実績Â¸āg

åàº{軽量|Ý{曲Âā|特徴Â¸āg耐荷重ä点Ý建

ĔsŅŜĴŎsıŒŔà発電Þº¼ÉÞÝ 100 kW ä燃料

屋ä補強àÍÝå設置Â困難Ý¸ÙÕ体育館ú工場àßä

電池Ý年間約 800 t ä CO2 削減効果Â見込ôĂāgÉĂå

大型屋根úļŔ壁面àßäþ¼à新Íº分野îä適用ø始

ęœsŜ電力証書ÞÍÜ認定ËĂāÕ÷h経済的áø短期

ôÙÜºāgôÕh表面áĕŒĢĈ用ºÜºàºÕ÷割Ă

間Ýä設備投資費用ä回収Â可能Þàāg

ā心配ÂàÅh高º安全性Â要求ËĂā高速道路ä防音壁

富 士 電 機 åhFP-100i ä 年 産 20 台 規 模 ä 工 場 体 制 Ĉ

面àßîä適用ø検討ËĂÜºāgËÿáhŋġŎsŔ表

2009 年 4 月á整備Íh前述ä用途開発áþā普及拡大Ĉ

面åđŜŅĢäÚºÕ樹脂Ý覆ąĂÜºāÕ÷hĕŒĢÞ

図āÉÞÝ CO2 削減á貢献ÍÜºÅ所存Ý¸āg

比較ÍÜ光ä反射Â少àÅh運用時ä安全性Áÿ防眩}ò
図

さいたまスーパーアリーナ
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熊本県立技術短期大学校アカデミックプラザ
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あとがき
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ĠsŊŜĢ社Þä連携Ý高効率h高性能àĕĢĜŜĹčŜ

特 集

富士電機Ýå低炭素社会ä実現äÕ÷h前述äñÁáø
創đĶŔėsîäËôÌôà取組õĈ行ÙÜºāg

炭素社会ä実現á貢献ÍÜºÅ所存Ý¸āg

⑵

Global Geothermal Markets and Strategies, Emerging Energy Research.

ĲĞčĘŔ発電設備á取Ā組ĉÝºāg
水力発電分野ÝåľĒčıĸčĲŖ社Þä連携Ý高効率
à水力発電設備ä研究開発ø進÷ÜÀĀhęŖsĹŔà体

米山

制Ý創đĶŔėsĦœŎsĠŐŜĈ提供ÍÜºÅg

富士電機ĠĢįŉģ株式会社取締役執行役員hđ

風力発電ø CO2 Ĉ排出Íàº自然đĶŔėsÞÍÜ導

直人

ĶŔėsĦœŎsĠŐŜ本部長g電気学会会員g

入Â世界的á進÷ÿĂÜºāg今後å陸上設置ä風力発電
ÖÇÝåàÅh洋上風力発電ø積極的á進÷ÿĂā計画Ý
¸Āh単機容量ÂþĀ大型化}3 MW 以上~Ïāg富士電
機å今ôÝá培ÙÜÃÕ豊富àĺŘsđŕĘıŖĴĘĢ技

大澤

術ĈłsĢáhÉä大型化á適応ÍÕ高性能àĺŘsĜŜ

太陽電池ä販売Àþé太陽光発電ĠĢįŉäđŜ

İČĠŐĳú永久磁石発電機ä開発Ĉ進÷Üºāg風力発

悟

ġĴċœŜę業務á従事g現在h富士電機ĠĢį
ŉģ株式会社đĶŔėsĦœŎsĠŐŜ本部ę

電ä分野Ýø特á重要àĜŜņsĶŜıĈ中心á取Ā組ĉ

œĬĲĦœŎsĠŐŜ事業部太陽光ĠĢįŉ統括

ÝºÅg

部長g

ôÕh自然đĶŔėsä大量導入áþĀ電力系統ä安定
化対策àß新Íº課題Â出ÜÃÜºāÂh富士電機å既á

吉岡

風力発電所á電力安定化装置Ĉ導入Íh電力系統ä安定化

燃料電池ä研究 ･ 開発á従事g現在h富士電機Ġ

á成果Ĉ出ÍÜºāgËÿáh今後期待ËĂāĢŇsıę

浩

Ģįŉģ株式会社đĶŔėsĦœŎsĠŐŜ本部
ęœĬĲĦœŎsĠŐŜ事業部ęœĬĲĦœŎs

œĬĲ技術ÞÞøáęœĬĲĦœŎsĠŐŜáø取Ā組ĉ

ĠŐŜ統括部新đĶŔėsĠĢįŉ部主席g化学

ÝºÅg

工学会会員g
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地熱発電システムの取組みと最新技術
特 集
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富士電機å 1980 年代á地熱発電îä取組õĈ始÷h現在Ýå市場Ý上位äŀŒŜıŊsĔsÞÍÜ認知ËĂāá至ÙÕg
最近完成ËÑÕčŜĲĶĠċ ･ ŘōŜďČŜĲĎÞĴŎsġsŒŜĲ ･ ĔďĐŒďä二Úä地熱発電所ä概要Ĉ紹介Ïāg
世界Ý初÷Ü実用化ÍÕ蒸気性状自動分析装置åh異常診断機能ú運転支援機能Ĉ備¾ÜÀĀhŀŒŜı利用率ä向上á貢
献ÍÜºāg低温ä地熱媒体ø利用ÝÃāþ¼áĹčĳœs発電技術ä開発Ĉ経Ü 200 kW ä実証試験Ĉ終了Íh2010 年度
内á市場投入Ïā予定Ý¸āg
Fuji Electric has been involved in geothermal power generation since the 1980s, and is now recognized as a leading company for supplying geothermal power plants. This paper introduces two recently completed geothermal power plants, Wayang Windu in Indonesia and Kawerau in New Zealand. The worldz
s ﬁrst practical application of a steam purity automatic analyzing device equipped with a fault diagnosis function and an operation support function helps to improve the utilization rate of the plant. A binary power generating system, developed so that
low-temperature geothermal resources can be utilized, has successfully completed a 200 kW pilot unit operation, and is slated to be introduced
to the market during 2010.

まえがき

図

地熱発電システムの蒸気フロー（ダブルフラッシュサイク
ル）

地熱đĶŔėså再生可能đĶŔėsÝ¸ĀhCO2 ä排
高圧蒸気

出Â非常á少àºđĶŔėsÞÍÜ知ÿĂÜºāg財団法

蒸気タービン

人電力中央研究所áþĂæh1 kWh 当ÕĀä CO2 排出量
å石炭火力ä 975 ghLNG 複合発電ä 519 g á対Íh地熱

セパレータ

⑴

発電å 15 g Ý¸āÞ試算ËĂÜºāg
箱根小涌園á納入ÍÕgÓä後h1980 年áđŔĞŔĹĲ

発電機

地熱流体

富士電機åh1960 年á日本Ý初÷Üä地熱発電設備Ĉ

低圧蒸気

ŔäċďċĪŌĺŜ地熱発電所向Çá 35 MW ä地熱発

フラッシャ

復水器

電設備Ĉ納入ÍÜh本格的á地熱発電ä市場á参入ÍÕg
熱水

1980 年 代 á å 米 国 ú ľ Č œ Ľ Ŝ 向 Ç á 30 台h 約 80 万
kW ä地熱発電設備Ĉ納入Íh地熱発電設備äıĬŀŊs
Ĕsä 1 社ÞÍÜ認知ËĂāá至ÙÕg1990 年代áå 15
台h約 70 万 kW Ĉ納入ÍÕg1980 年代á比ïÜ減少ÍÕ

蒸気井

還元井

Áá見¾āÂhľČœĽŜ向Çä 77.5 MW×3 台hčŜĲ
ĶĠċ向Ç 110 MW×1 台ä地熱発電所全体Ĉ範囲ÞÏā
納入実績Ĉ含õh地熱発電設備ä製造ŊsĔsÁÿ発電

ĠĢįŉú世界Ý初÷Ü実用化ÍÕ地熱蒸気性状自動分析

所一式ä建設Ĉ担当ÏāŀŒŜıŊsĔsîÞ転換ÍÕ

装置áÚºÜø紹介Ïāg

時期Ý¸āg21 世紀á入ÙÜÁÿø順調á実績Ĉ伸æÍh

近年の地熱発電の実績

2010 年初頭áå単機容量世界最大ä 139 MW ä地熱発電
所ä完成á向ÇÜ現地Ý試運転Ĉ行ÙÜºāg
前述ä実績åhÏïÜľŒĬĠŎ式Þ呼æĂā地熱発電

表

á近年ä実績Ĉ示Ïg2007 年Áÿ 2009 年ôÝä 3

方式áþāøäÝ¸āgľŒĬĠŎ式地熱発電åh井戸Á

年間áh398 MW×7 台ä地熱発電設備Ĉ納入 ･ 完成ËÑ

ÿ取Ā出ÍÕ地熱蒸気Þ熱水ä混合流体ÁÿĤĺŕsĨá

Õg2010 年以降ø 248 MW×4 台Ĉ出荷Í完成ËÑā予定

þĀ分離ÍÕ蒸気ÖÇĈ蒸気ĨsļŜî送ÙÜ発電Ïā方

Ý¸āg表

式Ý¸āg図

ÚÇÕ 7 件åh前述ä地熱発電所全体Ĉ契約範囲ÞÏāø

áľŖsĈ示Ïg最近 10 年間á納入ËĂ

ÕľŒĬĠŎ式ä地熱発電設備áÀºÜh富士電機å約
40 % äĠĐċĈ占÷Üºāg

á掲載ä 11 件ä¼×hŀŒŜı名á※印Ĉ

äÝ¸Āh地元工事業者Þ協業ÍÜ取Ā組ĉÝºāg
ŘōŜďČŜĲĎhĔďĐŒďhĳ ċŘ ŀŔċåh地

本稿Ýåh富士電機ä最近ä実績Ĉ紹介ÏāÞÞøáh

熱流体Ĉ蒸気Þ熱水á分離ÏāĤĺŕsĨÀþé地熱蒸気

ľŒĬĠŎ式á加¾Ü新Õá開発ÍÕ地熱Ĺčĳœs発電

Áÿ不純物Ĉ可能à限Ā除去ÏāĢĘŒļŜę設備Áÿà
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Óä結果hĨsļŜÀþé発電機å 1 号機Þ同一設計àÂ

ā蒸気分離設備Ĉ含öŀŖġĐĘıÝ¸āg

ÿ 1 号機ä 110 MW Áÿ 2 号機Ýå 117 MW î出力Ĉ上

⑵

ワヤンウィンドゥ地熱発電所

ÈāÉÞÂÝÃÕg

ŘōŜďČŜĲĎ地熱発電所åhčŜĲĶĠċäġŌŘ
島á位置Ïāg1997 年á 110 MW×2 台Áÿàā地熱発電

特 集

.

⑶

.

所Ĉ受注ÍÕgċġċ経済危機áþĀ 2 号機ä計画Â凍結

カウェラウ地熱発電所

ĔďĐŒď地熱発電所åĴŎsġsŒŜĲä北島ä北東

ËĂÕÕ÷h1999 年á 1 号機発電設備Þ 2 号機用ä基礎

部á位置Ïāg発電所ä敷地å滑走路ä跡地àäÝh幅

工事Ĉ含ö発電所全体ä土木建築工事Ĉ完成ËÑÕgÓä

150 mh長Ë 350 m ä長方形ä平地Ý¸āgÉä敷地á発

後 2007 年á建設Â再開ËĂÕ 2 号機åh容量Ĉ 117 MW

電設備á加¾Üh地熱蒸気Þ熱水ä混合流体Ý¸ā二相流

á増強ÍÜ 2009 年á完成ËÑÕg図

Ĉ受ÇhĨsļŜá蒸気Ĉ供給ÏāĩĿŔľŒĬĠŎ式ä

á地熱蒸気生産井

蒸気分離設備ø配置ÍÕg図

Þ発電所ä遠景Ĉ示Ïg
前述äÞÀĀh2 号機用ä基礎工事åh1999 年ä 1 号機

áĔďĐŒď地熱発電所ä

遠景Ĉ示Ïg

ä完成時点Ý同Î仕様Ý完了ÍÜºÕÕ÷h2 号機用ä機

蒸気分離設備åhĨsļŜá可能à限Ā清浄à蒸気Ĉ供

器å 1 号機Þ同ÎĞčģÝàÇĂæàÿàÁÙÕgÓÉÝ

給ÏāÕ÷ä設計Ĉ取Ā入ĂÜºāg蒸気ĤĺŕsĨá分

Éä制約äøÞh復水器ä冷却系ä設計Ĉ見直ÏÉÞáþ

離効率ä高º設計Ĉ採用ÏāÞÞøáh発生蒸気á微量á

ĀhĨsļŜ排気圧力Ĉ 1 号機á比ïÜ下Èā設計ÞÍÕg

含ôĂāňĢıá溶解Ïā可能性ä高ºĠœĔàßĢĚs

表

ĢĘŒļŜę設備Ýåh蒸気配管中á水Ĉ噴霧ÍÜ微量ä

Ŕ成分Ĉ除去ÏāÕ÷äĢĘŒļŜę設備ø採用ÍÜºāg
最近の地熱発電の実績
国

プラント名

容量
（MW）

ňĢıĈ捕捉Í蒸気配管途中ÝĲŕŜÞÍÜ排出ËÑāÞ
備

考

フィリピン

北ネグロス発電所※

49.7

2007-6 完成

インドネシア

ラヘンドン発電所
2 号機※

20

2007-6 完成

アイスランド

スヴァルトセンギ
発電所 6 号機

33

2008-2 完成

インドネシア

カモジャン発電所

63

2008-2 完成

ニュージーランド

カウェラウ発電所※

95.7

2008-8 完成

インドネシア

ワヤンウィンドゥ
発電所※

117

2009-2 完成

インドネシア

ラヘンドン発電所
3 号機※

20

2009-3 完成

ニカラグア

サンハシント発電所
3 号機

38.5

2010-2 出荷

アイスランド

レイキャネス発電所
3 号機

50

2010-3 出荷

ニュージーランド

ナ アワ プルア発電所※

139

2010-5 完成

インドネシア

ラヘンドン発電所
4 号機※

20

ÞøáhĢĘŒĹáþĀ最終的áňĢıàßä湿分Ĉ系外
á排出ËÑāg図

á蒸気分離設備ä外観Ĉ示Ïg

ĔďĐŒď地熱発電所Ýåh世界最大級ä 798 mm Ĩs

図

カウェラウ地熱発電所の遠景

図

蒸気分離設備の外観

2011-9 完成予定

※地熱発電所全体を契約範囲とするもの

図

ワヤンウィンドゥ地熱発電所の遠景
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ļŜ最終段翼Ĉ持Ú大型ä地熱ĨsļŜĈ採用Íh定格

áh地熱流体ä温度Þ出力áþā地熱発電ĠĢįŉ

図

特 集

出力 95.7 MWh最大出力 113 MW Ĉ実現ÍÕg発電所å

Â適用ËĂā範囲ä概念Ĉ示Ïg温度Â高Å出力ä大Ãº

2006 年 11 月ä契約Áÿ 22 Á月Þº¼短期間Ý 2008 年 8

発電ĠĢįŉáå従来型äľŒĬĠŎ式Ĉh温度Â低Å出

月á完成ËÑh顧客á引Ã渡ÍÕg

力ä小Ëº発電ĠĢįŉáåĹčĳœs式Ĉ適用Ïāg
地熱Ĺčĳœs発電ĠĢįŉåh地熱流体Ĉ熱源ÞÍÜ
水á比ïÜ沸点ä低º媒体Ĉ気化ËÑÜĨsļŜĈ駆動Í

地熱バイナリー発電システム

発電Ïāg沸点ä低º媒体Ĉ使用ÏāäÝh比較的温度ä
燃料価格ä高騰ú地球温暖化対策hCO2 排出量抑制àß

低º地熱流体Ĉ熱源ÞÍÜø発電á十分à圧力Ĉ得āÉÞ

áþĀ再生可能đĶŔėsä利用推進Â注目ËĂÜºāg

ÂÝÃāg図

再生可能đĶŔėsä中Ýøh地熱発電ĠĢįŉå天候 ･

示Ïg

á地熱Ĺčĳœs発電ĠĢįŉä概念図Ĉ

時間帯á影響Ĉ受ÇáÅÅ安定ÍÕ発電Â可能Ý¸āg富

富士電機Ýå地熱発電ĠĢįŉä商品ĠœsģĈ拡充

士電機ÂÉĂôÝ実績Ĉ重ãÜÃÕľŒĬĠŎ式地熱発電

ÏāÕ÷h地熱Ĺčĳœs発電ĠĢįŉä商品化開発Ĉ

å高温 ･ 高圧ä地熱蒸気Â必要Ý¸Āh発電可能à地熱資

計画Íh2006 年 8 月Áÿ 2009 年 10 月ôÝh鹿児島県霧

源ä確保Â課題Ý¸ÙÕg

島市ä大和紡観光株式会社霧島国際ńįŔä協力äøÞ実

図

190 kW Àþé最大 220 kW Ýä連続運転Ĉ達成ÍÕg 表

証試験Ĉ実施ÍÜÃÕg実証運転ä結果h計画ßÀĀ定格
地熱発電システム適用範囲

á実証試験機ä仕様Ĉh図
高温高圧の熱源，大容
量プラントには従来のシ
ステムが適している。

高

á設備ä外観Ĉ示Ïg

商品化á際ÍÜå市場Ĵsģä調査結果áþĀh第 1 段
フラッシュ式発電システム
（従来システム）

地熱流体温度

タービン駆動蒸気：地熱蒸気
単機容量：数千 kW〜110,000 kW
特徴：地熱バイナリー発電システム
に比べ効率が高い。

図

地熱バイナリー発電システム実証試験設備

表

地熱バイナリー発電システム商品機の主要仕様

地熱バイナリー発電システム
タービン駆動蒸気：低沸点媒体
単機容量：数百 kW〜数千 kW
特徴：RPS 法の対象。
低温エネルギーの有効
活用に適している。

低温エネルギーの有効
活用には地熱バイナリー
発電システムが適して
いる。

低
小

図

出力

大

地熱バイナリー発電システム概念図

媒体蒸気

タービン
発電機

蒸発器

熱
地熱流体︵低温︶

熱水

媒体液
循環ポンプ

表
熱

出力（設備容量）

還元井

135 ℃地熱（温泉）蒸気
定格：190 kW（最大：220 kW）

作動媒体

イソペンタン（C5H12，沸点 28 ℃）

冷却方式

空気冷却式

198（ 8 ）

2,000 kW

作動媒体

ノルマルペンタン（C5H12，沸点 36 ℃）
空気冷却式

凝縮器

地熱バイナリー発電システム実証試験機の主要仕様
源

135 ℃地熱蒸気＋地熱熱水

冷却方式

図
蒸気井

源

出力（設備容量）

2,000 kW 地熱バイナリー発電システムの概観
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地熱蒸気性状自動分析装置の構成図

図

地熱蒸気性状自動分析装置の系統図

特 集

発電所（現地）
自動分析装置

運転サポートセンター
（富士電機）

分析
データ

運転データ
（分析データ＋
プラントデータ）

診断装置

監視装置
運転支援
レポート

ネットワーク

階ÞÍÜ 2,000 kW Ĉ標準出力ÞÏā開発Ĉ行ÙÕg 表
á主要仕様Ĉ示Íh図

á概観図Ĉ示Ïg

作動媒体åh設備 ･ 配管îä充塡}Îû¼Üĉ~
h抽出
時ä取扱ºĈ容易áÏāÕ÷h常温 ･ 常圧下Ýå液相Ý¸

図Ĉ図 0 á示Ïg自動分析ÝÃā項目å次ä六ÚÝ¸āg

āŃŜĨŜ系ÞÍÕg実証試験設備ÝåčĦŃŜĨŜĈ採

⒜

pH

用ÍÕg真夏日 ･ 猛暑日á充塡 ･ 抽出Ĉ実施Ïā場合á気

⒝

ĠœĔ濃度

温Â沸点Ĉ超¾āÉÞÁÿ取扱ºÂ難ÍÅh2,000 kW 商

⒞

塩化物čēŜ濃度}計算値~

品機ÝåþĀ沸点ä高ºķŔŇŔŃŜĨŜĈ採用ÍÕg地

⒟

電気伝導率

熱熱源Â得ÿĂā場所å山間部àßÝ冷却水ä確保Â困難

⒠

酸導電率

⒡

非凝縮性ĕĢ濃度

àÉÞÂ多ºÕ÷h空気冷却式ÞÍÕg
Éä地熱Ĺčĳœs発電ĠĢįŉ商品機å 2010 年度中

⑵

診断機能

á初号機Ĉ市場投入ÝÃāþ¼á計画ÍÜºāg今後h海

地熱蒸気性状ä診断á統計的手法Ĉ採用ÍÜh異常診断

外市場Ýä大容量化ä方向á対応ÍÕ出力äĠœsģĈ増

á加¾ÜĢĚsŔ付着可能性ä予兆診断Ĉ行¼g自動計測

úÏ計画Ý¸āg

ÍÕİsĨĈ用ºÜhÓä時点ä蒸気性状Ĉ評価Ïāg
⑶

運転支援機能

ĨsļŜ内äĢĚsŔ付着ú腐食ä防止策ÞÍÜh蒸気

地熱蒸気性状自動分析装置

性状改善ú運用改善á必要àĕčĩŜĢĈ提供ÏāgĕĢ
地熱発電所ä蒸気áåh例¾æ塩化物čēŜhĠœĔà
ßä熱水Ĉ起源ÞÏā溶存成分Â多Å含ôĂhĨsļŜ腐

量äēŜŒčŜ計測áþÙÜhĕĢ抽出装置áÀºÜ運転
ÏïÃ系列äĕčĲŒčŜĈ提供Ïāg

食úĢĚsŔ付着ä最大ä要因áàÙÜºāg地熱蒸気中
ä溶存成分ä計測åh数Á月á 1 回行ąĂÜºāÉÞÂ多

.

地熱蒸気性状自動分析装置の効果

ºgÉä場合h蒸気性状ä悪化á気付ºÕÞÃáå既á

蒸気性状自動分析装置Ĉ導入ÍhĢĚsŔú腐食成分ä

ĨsļŜĢĚsŔä付着Â進行Íh発電出力á影響Ĉ及ò

常時監視ĈÏāÉÞÝ次ä効果Â期待ÝÃāg

ÍÜºāÉÞÂ多ºgôÕh近年Ýåh坑内洗浄ú熱水ä

⑴

ŀŒŜı利用率ä向上

pH 調整á使用Ïā薬剤ä蒸気中îäĖŌœēsĹáþÙ

ŀŒŜı運転支援ŕņsıĈ提供Íh蒸気発生設備ä状

Ü蒸気性状Â悪化ÏāÉÞø¸āgÓÉÝh地熱蒸気中ä

態把握ÂÝÃāgËÿáhĢĚsŔ抑制対策ä実施úĨs

溶存成分濃度Ĉ高頻度ÝŋĴĨœŜęÏāÉÞáþÙÜh

ļŜĢĚsŔ付着度合ºä予測Ĉ行¼ÉÞáþĀhĨsļ

ĨsļŜä腐食抑制úĢĚsŔ生成速度Ĉ予測ÍÜh腐食

Ŝ開放点検ä間隔Â延伸ÝÃāg

úĢĚsŔ付着àßä不具合発生ä前兆Ĉ診断ÏāĠĢį

⑵

ŉ開発Ĉ行ÙÕg

ĕĢ抽出装置ä経済的運用
ĕĢ量ä変化á応ÎÕ運転ÏïÃ系列Ĉ富士電機Â提案

ÏāÉÞáþĀh蒸気消費量ú消費電力量ä削減Â可能á
.

地熱蒸気性状自動分析装置の概要

Éä装置å図

á示Ïþ¼áh自動分析装置Þ診断装置

àāg
本装置åh国内地熱発電所áÀºÜ 6 Á月ä実証試験Ĉ

Áÿ構成ËĂÜºāgÓä機能å次äÞÀĀÝ¸āg

経Üh第 1 号商用機ĈĴŎsġsŒŜĲjĳ ċŘ ŀŔċ

⑴

地熱発電所á納入Íh2010 年 1 月Áÿ試運転Ĉ開始ÍÕg

自動分析機能
ĨsļŜÂ必要ÞÏā蒸気性状á対Ïā管理項目Ĉœċ

ŔĨčŉÝ計測ÝÃāg地熱蒸気性状自動分析装置ä系統

ËÿáhċčĢŒŜĲä地熱発電所áø 2010 年á納入Ï
ā予定Ý¸āg
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⑶

Technical Features of Kawerau Geothermal Power Station, New Zealand, Muto T., GRC Transactions. Geothermal

あとがき

特 集

Resource Council, vol.33, p.721-725.

富士電機åhÉĂôÝá 60 台h2,324 MW ä地熱発電
設備Ĉ納入Íh地熱発電ŀŒŜıŊsĔsÞÍÜø市場á
認知ËĂāá至ÙÕgÉä実績á加¾h低温地熱資源Ĉ発

山田

茂登

電利用ÝÃā地熱Ĺčĳœs発電ĠĢįŉĈ商品ŒčŜ

地熱発電ŀŒŜıäđŜġĴċœŜę業務á従事g
現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社đĶŔėsĦ

ċĬŀá加¾āÉÞáþĀh幅広º顧客äĴsģá応¾Ü

œŎsĠŐŜ本部ęœsŜđĶŔėsĦœŎs

ºÅÉÞÂÝÃāøäÞ確信ÍÜºāg

ĠŐŜ事業部ęœsŜđĶŔėsĦœŎsĠŐŜ

世界á視点Ĉ移ÏÞh従来ä地熱資源ä発電利用á加¾

統括部火力j地熱技術部主席g日本地熱学会会員g

ÜhEGS}Enhanced Geothermal Systemk高温岩体発電
ĠĢįŉ~Þ呼æĂā人工的á地熱蒸気Ĉ生成ÏāĠĢį

牧元

ŉä研究Âh米国hēsĢıŒœċhĲčĭàßÝ進÷ÿ

地熱発電ŀŒŜıäđŜġĴċœŜę業務á従事g

静香

現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社đĶŔėsĦ

ĂÜºāg富士電機åhÉä新Íº地熱資源ä発電利用á

œŎsĠŐŜ本部ęœsŜđĶŔėsĦœŎs

ø貢献ÏāÕ÷áh業界ä動向á注目ÍÜºāg

ĠŐŜ事業部ęœsŜđĶŔėsĦœŎsĠŐŜ

今後ø幅広Å地熱資源ä発電利用á取Ā組õh地球温暖

統括部火力ŀŒŜı設計部g

化ä原因Þàā CO2 ä排出削減á貢献Ïā所存Ý¸āg

柴田
参考文献
⑴

電中研ĴŎsĢ

⑵

Design and Construction of Wayang Windu Unit 2 Geo-

338. 電力中央研究所.

thermal Power Station, Yamaguchi N., GRC Transactions.
Geothermal Resource Council, vol.33, p.773-777.
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火力発電đŜġĴċœŜęá従事g現在h富士電
機ĠĢįŉģ株式会社đĶŔėsĦœŎsĠŐŜ
本部ęœsŜđĶŔėsĦœŎsĠŐŜ事業部ę
œsŜđĶŔėsĦœŎsĠŐŜ統括部火力j地
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特 集

9LJLU[;LJOUVSVNPLZMVY:[LHT;\YIPULZ

中村

憲司2LUQP5HRHT\YH
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ęŖsĹŔà環境問題á対応ÍÜh火力発電ä中心機器Ý¸ā蒸気ĨsļŜä高効率化h運転信頼性向上îä要求Â高
ôÙÜºāg蒸気ĨsļŜä運転条件Ĉ高温j高圧áÏāÉÞáþĀ火力発電ä効率向上Ĉ図āÞÞøáh将来的à 700 ℃
以上ä高温条件îä対応äÕ÷h経済産業省ä先進超々臨界圧火力発電実用化要素技術開発á参画Íh高温弁ä材料評価Þ
信頼性検証Ĉ実施ÍÜºāgËÿáh地熱発電用蒸気ĨsļŜÝåh表面ĜsįČŜęàßä耐食性向上技術Ĉ開発Íh信
頼性Ĉ向上ËÑÜºāgôÕh低沸点媒体Ĉ使ÙÕ地熱Ĺčĳœs発電用ĨsļŜä開発ø進行中Ý¸ā｡
In response to global environmental issues, higher eﬃciency and improved operational reliability are increasingly being requested for
steam turbines, essential equipment for thermal power generation. By increasing the temperature and pressure of the steam turbine operating conditions, more eﬃcient power generation is realized, and in order to realize a turbine applied with the higher temperature conditions of
700 ÝC for the future, Fuji Electric is participating in the METI-sponsored development of advanced ultra-supercritical power generation, and
is evaluating and verifying the reliability of materials used for high-temperature valves. In addition, for geothermal steam turbines, Fuji has
developed surface coatings and other technology for enhancing corrosion resistance in order to improve reliability. Fuji is also moving ahead
with the development of geothermal binary power-generating turbines that utilize a low boiling point medium.
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á大容量蒸気ĨsļŜä主要ĜŜņsĶŜıá関Ï

図

ā高温材料技術Ĉ示Íh以下áÓä各項目áÚºÜ説明Ï
近年hCO2 削減àßä環境対策Â世界規模Ý行ąĂÜº
āg火力発電á対Ïā効率向上îä要求åhÁÚÜàºñ

āg
⑴

高温ĨsļŜ用材料ä開発

ß強ºg成熟ÍÕđĶŔės変換機ÞÍÜä蒸気ĨsļŜ

高温化Ĉ進÷āáåhĨsļŜä基本的à構造å従来Þ

á対ÍÜøhËÿàā高効率化Â求÷ÿĂÜºāg長期á

変¾Ðh高温Ęœsŀ特性ä優ĂÕ材料á改良ÏāÉÞá

ąÕÙÜ安定的à電力ä供給Ĉ継続ÏāÕ÷áh運転ä信

þĀh高º信頼性Ĉ確保ÍÜºāg特áh600 v 620 ℃級

頼性ú操作性h保守性ä向上Â同時á求÷ÿĂÜºāg

ä蒸気発電ŀŒŜıÝåh主要ĜŜņsĶŜıÝ¸āŖs

富士電機Ýåh入口蒸気温度条件Ĉ高ÅÍÜhŀŒŜı

Ĩ}図 ~úĚsĠŜę材}図 ~áh改良 12% Cr 鋼Ĉ

全体Ý大幅á効率Ĉ向上ÏāÕ÷h従来á比ïÜ高温ä蒸

使ÙÜºāg

気下Ý使用á耐¾āh高強度j高寿命ä材料ú応用技術ä

⑵

開発á取Ā組ĉÝºāg同時áh蒸気ĨsļŜ自体ä効率

ēsĹŕč溶接
高温強度Â要求ËĂā高圧h中圧ŖsĨáå 12 % Cr 鋼

Ĉ向上ÏāÕ÷h各ĜŜņsĶŜıh特áh効率á大Ãà

製äŖsĨĈ用ºÜºāgÍÁÍhÉĂáå次ä理由áþ

影響Ĉ及òÏ翼列Àþé蒸気ĠsŔ部á対ÍÜ新技術Ĉ開

Āh低 Cr 鋼ŖsĨá比ïÜ摺動}Íû¼ß¼~特性Â劣

発Íh実用化ÍÜºāg

āÞº¼課題Â¸ÙÕg

富士電機åh通常ä蒸気ĨsļŜÖÇÝàÅh再生可能

⒜

熱伝導率Â低ºg

à地熱đĶŔėsä分野áÀºÜøh1960 年á実用地熱

⒝

表面á酸化皮膜Â生ÎáÅºg

発電設備Ĉ製作ÍÜÁÿh50 年近ÅáąÕĀ 60 台Ĉ超¾

⒞

潤滑油中äĔsŅŜÞ Cr Þä炭化化合物Â生Îú

Ïºg

ā地熱ĨsļŜä製作納入Ĉ行ÙÜÃÕg現在Ýåh世界

Éä対策ÞÍÜhġŌsĳŔ部hĢŒĢıĔŒs部h軸

的àıĬŀŊsĔsä一Úá数¾ÿĂÜºāg本稿Ýåh
Éä分野áÀÇā技術áÚºÜø紹介Ïāg

受台貫通部äŖsĨ表面á低 Cr鋼ĈēsĹŕč溶接Íh
ŖsĨ表層ä Cr量Ĉ 1 % Cr鋼Þ同等áÏāÉÞÝh焼Ã

高温 ･ 高圧蒸気条件採用による効率向上

付ÃhÁÎĀáþā車軸ä損傷Ĉ防止ÍÜºāg
⑶

⑴

.

主要コンポーネントの高温材料技術

ĠsŔĲœŜę付Ã静翼}図 ~
高圧Àþé中圧ĨsļŜ初段áåhŖsĨ表面á高温ä

đĶŔės価格ä長期的à上昇á加¾Üh環境問題h中

入口蒸気Â直接接触Íàºþ¼áĠsŔĲœŜę付Ã静翼

Ýø CO2 排出規制ÂŀŒŜı熱効率äºÙÓ¼ä向上Ĉ

Ĉ採用ÍÜºāg初段静翼通過後ä低温蒸気ĈŖsĨ表面

促ÍÜºāg新設機áå高温 ･ 高圧蒸気条件Â採用ËĂā

á流ÍÜhŖsĨ表面ä温度Ĉ低温á保×hĘœsŀ寿命

傾向á¸āg現在製作ËĂÜºā大容量機åh主蒸気圧力

消費率ä増加Ĉ抑¾Üºāg

25 MPa absh主蒸気温度 600 ℃h再熱蒸気温度 620 ℃ä蒸

⑷

気条件Â主流ÞàÙÜºāg

ŅŔįĬĘĢ ĘsœŜę}図 ~
ĩĿŔľŖsĨčŀä中圧ĨsļŜ初段áåhĠsŔĲ
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高圧外部ケーシング
改良 12%Cr 鋼の採用

高圧ロータ
改良 12%Cr 鍛鋼の採用

高圧内部ケーシング
改良 12%Cr 鋼の採用

中圧内部ケーシング
改良 12%Cr 鋼の採用

中圧ロータ
改良 12%Cr 鋼の採用

高圧初段静翼
シールドリング付き構造の採用
オーバレイ溶接

オーバレイ溶接

オーバレイ溶接

中圧初段静翼
シールドリング付き構造および
ボルテックス クーリングの採用
高圧タービン

図

中圧タービン

製作中の試作ロータ

低圧タービン

図

製作中の中圧内部ケーシング

化ÏāÕ÷h蒸気温度 700 ℃以上h蒸気圧力 24.1 MPa 以
上ä蒸気条件á耐¾ÿĂā電力産業用大容量ŅčŒ ･ Ĩs
ļŜĠĢįŉä開発Â必要Ý¸āgÓä要素技術開発Ĉ行
¼Õ÷h2008 年度Áÿ経済産業省åh先進超々臨界圧火
力発電実用化要素技術開発費補助金á係ā補助事業者ä募
集ĈÍÜºāg富士電機åhÉä補助金事業ä技術開発項
œŜęá開ÇÕ接線方向ä蒸気流入口Áÿ再熱蒸気ä一部

目ä一ÚÝ¸ā高温弁要素技術開発áÚºÜä取ĀôÞ÷

Â高速ä旋回流ÞàÙÜ噴出ÍhŖsĨ表面Ĉ冷却ÏāŅ

Ĉ実施ÍÜºāg

ŔįĬĘĢ ĘsœŜęĈ採用ÍÜºāg中圧ĨsļŜÝ

⑴

å前述äĠsŔĲœŜęÞä併用ÝhŖsĨä表面温度Â

要素技術開発概要

高温弁áåh蒸気ĨsļŜ入口á配置ËĂ蒸気流量制御

高温áàāäĈ防ÄhĘœsŀ寿命消費率ä増加Ĉ抑¾Ü

動作úh保護装置áå作動ÍÕ際ä危急遮断動作àß蒸気

ºāg

ĨsļŜĈ安全á運用j停止ÏāÕ÷ä重要à役割Â¸Āh
常á高º信頼性Â要求ËĂāg高温ä蒸気áËÿËĂāÕ

.

700 ℃級高温弁の要素技術開発

従来型ä石炭火力発電þĀø熱効率ä飛躍的à向上Â期
待ÝÃā先進超々臨界圧火力発電技術}A-USC~Ĉ実用
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÷h摺動部áå耐酸化ĢĚsœŜę性ú耐摩耗性h耐ÁÎ
Ā性h耐摺動特性á優ĂÕ表面硬化処理Ĉ適用Ïāg蒸気
温度Â 700 ℃以上ä高温環境Ý¸ā A-USC ŀŒŜıÝåh

富士時報

Vol.83 No.3 2010

蒸気タービンの最新技術

⑵

材料強度ä関係Áÿ主要材料áĴĬĚŔ基合金Ĉ用ºàÇ

開発ĢĚġŎsŔ
本開発å 2008 年度þĀ国ä補助事業ÞÍÜh国内Ĩs

ÍÕ材料ä 700 ℃以上ä蒸気環境下áÀÇā摺動特性Àþ

ļŜjŅčŒŊsĔsÞ研究機関àßÂ主体ÞàÙÜh各
要 素 技 術 開 発h 材 料 開 発h Ġ Ģ į ŉ 設 計 Ĉ 図 ä Ģ Ě

é高温酸化特性å明ÿÁáàÙÜºàºg
富士電機å高温摩耗試験機}図 ~Ĉ製作Íh摩耗量Ĉ

ġŎsŔÝ推進ÍÜºāg富士電機å高温弁ä開発取Āô

測定ÏāÉÞÝ耐摩耗性ä確認Ĉ実施Íh摺動特性Ĉ評価

Þ÷担当ÞÍÜh実物大ä入口弁Ĉ製作Íh2013 年度Á

ÍÕgôÕh耐酸化ĢĚsœŜę性áÚºÜå水蒸気酸化

ÿä実缶j回転試験áþĀh実際Þ同Î蒸気条件下Ýä機

試験Ý検証中Ý¸āg

能検証Ĉ実施Ïā計画Ý¸āg

各検証試験ä結果Ĉ基á摺動部Àþé気密部ä材料選定
⑵

Ĉ行ºhÀäÀää摺動部áÀÇā隙間}ÏÃô~ä設計

要素技術開発による効率向上

áÚàÈāg
.
図

新世代小型低圧翼

一般ä大型蒸気ĨsļŜäÕ÷á開発ÍÕ新世代低圧翼

中圧タービン流入部のシールドリング付き静翼とボルテッ
クス クーリング

ä設計手法Ĉ翼長 560 mm 以下ä低圧翼ä設計áø適用Íh
大幅à性能向上Ĉ図ÙÕ高効率à小型低圧翼ĠœsģĈ開
発ÍÕ}表 ~
g
新世代小型低圧翼Ġœsģä主à特徴åh次äÞÀĀÝ
静翼

図

高温摩耗試験機

シールドリング
A

（b）シールドリング部
の拡大

蒸気流入口

旋回流

ロータ

ロータ

A

（c）ボルテックス クーリング
（A−A 断面）

（a）中圧タービン
初段部

図

A-USC 開発スケジュール

2008
（H20）
システム設計，設計技術開発

2009
（H21）

2010
（H22）

2011
（H23）

2012
（H24）

2013
（H25）

2014
（H26）

2015
（H27）

2016
（H28）

基本設計，配置最適化，経済性計算

ボイラ

大径管，伝熱管用新材料開発，材料改良
材料開発
高温長期材料試験（3〜7 万時間）

タービン

要素開発

材料製造性検証

溶接技術開発・試験，曲げ試験
材料改良仕様策定など

材料開発

実サイズ部材試作

ロータ，ケーシングなどの大型溶接技術，試作
高温長期材料試験（3〜7 万時間）

高温弁

構造・要素・材料開発

実缶試験・回転試験
（高温弁含む）

試設計

試

設備計画

作

設備設計

設備製造，据付

試験，評価
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Řčōä集合体Ý¸āg図
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低圧翼各段ä負荷Ĉ増加ËÑhĨsļŜ全体ä翼段
数Ĉ減少ËÑāÉÞáþāĜŜĺĘı化ä実現

⒞

ĿŒĠĠsŔåhĠsŔ部分静止側á設置Ïā耐摩耗材

最新ä CFD}数値流体力学~技術Ĉ駆使ÍÕ設計

áþā高効率化
⒝

ĿŒĠĠsŔ

旧世代翼ä豊富à運転実績á基ÛÅ高信頼性ä継承

á軸端ĠsŔ部äĠsŔľČ

Ŝä一部ĈĿŒĠĠsŔá置Ã換¾Ü検証ÍÕ例Ĉ示Ïg
Řčōåh従来äĠsŔľČŜÞ比ïÜh回転体Þä接触
áþā影響Â極÷Ü小ËÅh運転時äĘœċŒŜĢĈ最小

ôÕh本Ġœsģåh計画段階áÀºÜ地熱ĨsļŜî
ä適用Â考慮ËĂÜÀĀh前述ä特徴á加¾ÜËÿá次ä

図

シール技術適用箇所

特徴Ĉ兼ã備¾Üºāg
⒜

翼端シール部

腐食雰囲気á対Ïā材料選定Þ強度設計áþā高信
軸端シール部

頼性
⒝

全段ä脚部áĠŜŀŔà逆 T 字脚Ĉ採用Í応力集

中ä発生áþā強度Àþé信頼性ä低下Ĉ防止
⒞

全段á囲º輪Ĉ付Ç翼端ä漏Ă損失ä低減áþā高

効率化
図

ロータ

áhĠœsģÝ最ø大Ãº 555 mm 翼ä採用ÍÕ

ŖsĨĈ示Ïg
.

シール技術

蒸気ĨsļŜä性能向上áåh上述äĨsļŜ翼開発以
外áø効率向上ÏāÕ÷ä技術開発Â必要Ý¸āg
蒸気ĨsļŜä回転体Þ静止体ä間áåh起動h通常運

図

ブラシシール

転h停止ä全運用域áÀºÜh回転体Þ静止体ÞÂ接触Í
àºþ¼àĘœċŒŜĢĈ設Çā必要Â¸āgÓäÕ÷h
通常運転中á必要ÞËĂāøäþĀø大ÃàĘœċŒŜĢ
Â必要ÞàĀh効率向上Ĉ阻ö要因ÞàÙÜºÕg次ä
ĠsŔ技術áþÙÜh図

á示Ï蒸気ĨsļŜä翼端Àþ

é軸端ĠsŔ部ä漏Ă蒸気量Ĉ低減Íh効率向上Þ運転時

シールフィン
（従来）

ä信頼性ä確保Ĉ図āg

表

高効率小型低圧翼シリーズ
ロータ

50 Hz 用（公称環状面積）

60 Hz 用（公称環状面積）

555 mm 翼（3.2 m2）

462 mm 翼（2.2 m2）

2

487 mm 翼（2.5 m ）

406 mm 翼（1.7 m2）

348 mm 翼（1.6 m2）

290 mm 翼（1.1 m2）

支えリング

図
図

ブラシシール

アブレイダブル コーティング

555 mm 翼を採用したロータ（回転振動試験実施時）
パッキン グランド
（静止側）

コーティングなし
（従来）

シールフィン
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ロータ

最小のクリアランス
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地熱バイナリー発電システム概念図

特 集

媒体蒸気

タービン
発電機

蒸発器
地熱流体︵低温︶

熱水

媒体液
循環ポンプ

蒸気井

á保ÚÉÞÂÝÃāg

凝縮器

還元井

ĜsįČŜęĈ実施Ïā方法Ý¸ā}図 1 ~
g

組立検証試験h摩耗特性試験h漏Ă特性試験ä実施Ĉ完

実験室áÀÇā基礎実験ú地熱ĞčıáÀÇā腐食試

了Íh国内発電設備ä蒸気ĨsļŜÁÿ実用化ÍÜºāg

験Ĉ行ºh最ø耐食 ･ 耐đŖsġŐŜ性á優Ăā方法Þ

⑵

ÍÜhWC-CoCr 系ä溶射材Ĉ HVOF 溶射}High Veloci-

ċĿŕčĩĿŔ ĜsįČŜę

ċĿŕčĩĿŔ ĜsįČŜęåh翼端Àþé軸端Ġs

ty Oxy-Fuel Thermal Sprayh高速ľŕsŉ溶射~áþĀ

Ŕ部ä回転側ĠsŔľČŜá対向Ïā静止側内面áh快削

ĜsįČŜęÏā施行技術Ĉ確立Íh実機á適用ÍÜºāg

性金属äĜsįČŜęĈ施ÏøäÝ¸āg図 0 áċĿŕ

⑵

ĠŐĬı ĽsĴŜę技術

čĩĿŔ ĜsįČŜęĈ施ÍÕĺĬĖŜ ęŒŜĲä略図

ĠŐĬı ĽsĴŜę技術Ĉ開発Í実機á適用ÍÕgÉ

Ĉ示ÏgÉĂáþĀh蒸気ĨsļŜ運転時äĠsŔľČŜ

Ăå翼úŖsĨä高応力部位á鋼球Ĉ高速Ý打×ÚÇā

Þä接触áþā影響Ĉ小ËÅÏāÉÞÂÝÃāgôÕh接

ÉÞáþĀh部材表面á圧縮残留応力Ĉ発生ËÑh応力腐

触時áĠsŔľČŜÂĜsįČŜę材Ĉ削Ā込öäÝh運

食割Ăú腐食疲労á対Ïā耐力Ĉ向上ËÑā技術Ý¸āg

転時á最適ÁÚ最小äĘœċŒŜĢÂ形成ÝÃāg

ĠŐĬı ĽsĴŜę処理Ĉ施ÍÕ翼材ÞŖsĨ材ä応力

ĜsįČŜę材ÞĠsŔľČŜÞä接触試験áþĀ摩耗
特性ä確認Ĉ完了Íh2010 年度Áÿ実機適用Ĉ推進Ïāg

再生可能エネルギー利用

腐食割Ă試験Àþé腐食疲労試験Ĉ行ÙÕ結果h大幅à耐
力向上効果Â得ÿĂāÉÞÂ確認ÝÃÕg
.

地熱バイナリー発電用タービン

近年åh高温ä地熱井ÁÿÖÇÝàÅhđĶŔėsĈ取
地熱đĶŔėså再生可能àĘœsŜđĶŔėsÝ¸Āh

Ā出ÏäÂ難ÍÅh利用ËĂÜºàÁÙÕ低温ä地熱đĶ

地球温暖化防止ä観点Áÿø今後ä利用ä伸長Â期待ËĂ

ŔėsÁÿø電力ä回収Â可能ÞàāĹčĳœs発電Âh

Üºāg

Óä立地点ä多ËÁÿ注目Ĉ集÷ÚÚ¸ā}図 2 ~
g
低温ä熱đĶŔėså熱落差Â低ÅđĶŔėsĈ取Ā出
⑶

.

地熱発電用タービン

地熱蒸気áå塩化物h硫酸塩h硫化水素h二酸化炭素à

ÏäÂ難ÍºÕ÷h利用ËĂÐá廃棄ËĂÜºāgÉä低
温ä熱đĶŔėsÁÿđĶŔėsĈ回収ÏāÕ÷áåh従

ßh種々ä腐食性化学物質Â多量á含ôĂÜºāgĤĺ

来ä水蒸気þĀø沸点Â低º媒体Ĉ使用ÍàÇĂæàÿà

ŕsĨ}汽水分離器~úľŒĬĠŌ}減圧蒸発装置~àß

ºg低温ä熱đĶŔėsĈ用ºÕ発電Ĉ実用化ÏāÕ÷á

Ý除去ÍÕ後ÝøhĨsļŜ内á入ÙÜÅā蒸気á含ôĂ

åh従来ä媒体ä特性áåàº低沸点媒体特有ä技術的

ā腐食成分åh一般火力向ÇĨsļŜá比ïÜ 100 v 1,000

問題Ĉ確立Ïā必要Â¸āgÏàą×h①đĶŔės特性h

倍ø多ºg部材ä全面腐食h応力腐食割Ă}SCC~
h腐食

②流体特性h③強度特性h④ĠsŔ特性àßä分析h解析

疲労hđŖsġŐŜ ĜŖsġŐŜàßä耐食性向上技術

Àþé評価方法ä確立Ý¸āg

Â必要Ý¸āgÉĂÿä課題á対応ÏāÕ÷ä主à技術Þ

Ĺčĳœs発電ä主要à機器Ý¸ā蒸気ĨsļŜåh作

ÍÜhĜsįČŜę技術ÞĠŐĬı ĽsĴŜę技術ä開

動流体á低沸点媒体Ĉ使用ÍÜºāgÓäÕ÷h次ä 2 点

発Ĉ行ÙÕg

ä技術課題áÚºÜ開発Ĉ進÷Üºāg

⑴

⑴

ĜsįČŜę技術
ĜsįČŜę技術åh腐食性ä高º地熱蒸気流áËÿË

低沸点媒体Ĉ使用ÍÕ最適à流路 ･ 翼列ä設計

翼Ĉ含ö流体通路形状Ĉ最適化ÏāÕ÷áhÓä設計手

ĂāŖsĨú静翼ńŔĩàßä部材ä全面腐食úđŖs

法ä確立Þ検証Ĉ¸ÿÕ÷Ü行¼必要Â¸āg水蒸気Þ全

ġŐŜ ĜŖsġŐŜĈ抑制ÏāÕ÷h部材表面îä溶射

Å異àā物性値Ĉ持Ú低沸点媒体á対ÍÜh熱力学h流体
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力学h材料力学上ä特性á適ÍÕ最適設計ĭsŔĈ開発Íh
流路形状j翼列設計技術ä構築Ĉ行¼g

特 集

⑵

蒸気タービンの最新技術

⑶

酒井吉弘ñÁ. 最新ä地熱ĨsļŜ. 富士時報. 2008, vol.81,

no.5, p.314-319.

ĠsŔ技術ä開発
使用Ïā低沸点媒体å可燃性àäÝh外部îä漏洩}ă

¼¾º~ĈĥŖáÏā必要Â¸āgÍÁÍh通常h蒸気

中村

ĨsļŜá使用ÍÜºāĠsŔ構造Ýå漏Ăä生Îā可能

蒸気ĨsļŜä開発 ･ 設計á従事g現在h富士電

性Â¸āgÓÉÝh完全á内部流体ä漏洩Ĉ防止ÝÃā新

機ĠĢįŉģ株式会社đĶŔėsĦœŎsĠŐŜ

ÍºĠsŔ構造ä開発Þ技術ä確立Àþé検証Ĉ行ÙÜº
āg

憲司

本部ęœsŜđĶŔėsĦœŎsĠŐŜ事業部川
崎工場火力ĨsļŜ部主査g日本機械学会会員g
ĨsŅ機械協会会員g

あとがき

田部井 崇博
蒸気ĨsļŜä開発 ･ 設計á従事g現在h富士電

富士電機åh地熱ĨsļŜø含÷Õ蒸気ĨsļŜä信頼
性Þ性能ä向上Ĉ図ÙÜÃÕg

機ĠĢįŉģ株式会社đĶŔėsĦœŎsĠŐŜ
本部ęœsŜđĶŔėsĦœŎsĠŐŜ事業部川
崎工場火力ĨsļŜ部gĨsŅ機械協会会員g

今後Þø高性能j高効率Ý使ºúÏº蒸気ĨsļŜĈ供
給ÏāÕ÷h開発á努÷ÜºÅ所存Ý¸āg

高野

哲

参考文献

蒸気ĨsļŜä開発 ･ 設計á従事g現在h富士電

⑴

機ĠĢįŉģ株式会社đĶŔėsĦœŎsĠŐŜ

酒井吉弘ñÁ. 富士jĠsŊŜĢä大容量高温j高圧蒸気

ĨsļŜ. 富士時報. 2000, vol.73, no.12, p.644-649.
⑵

中村憲司. 反動ĨsļŜä性能設計技術. ĨsŅ機械. 2006,

vol.34, no.4, p.201-206.

206（ 16 ）

本部ęœsŜđĶŔėsĦœŎsĠŐŜ事業部川
崎工場火力ĨsļŜ部g

富士時報

Vol.83 No.3 2010

回転機の最新技術
特 集

9LJLU[;LJOUVSVNPLZMVY9V[H[PUN4HJOPULZ

真下

明秀(RPOPKL4HZOPTV

中山

昭伸(RPUVI\5HRH`HTH

日和佐 寛道/PYVTPJOP/P^HZH

富士電機Ýåh中規模火力発電ŀŒŜı向Çá世界最大容量ĘŒĢÞàā型式定格 300 MVA 空気冷却ĨsļŜ発電機ä
製作j出荷Ĉ完了ÍÕg大容量空気冷却発電機Ĉ実現ÏāÕ÷áåh詳細á機内ä通風状態Ĉ把握Ïā必要Â¸āgÉäÕ
÷h通風上重要à部位á対ÍÜå流Ă解析Ĉ用ºhÓä結果Ĉ反映ÍÕ通風回路網計算áÜ全体通風îä影響Ĉ把握Íh冷
却効率ä向上Ĉ図ÙÕgôÕh風力発電用ä 3,000 kW 級äĩčŕĘı駆動大容量永久磁石発電機Ýåh発熱部áþĀ近º
場所Ý冷却Ïā機内通風方式ú回転子îä磁石配置Ĉ工夫ÍÜĜėŜęıŔĘä発生Ĉ抑¾Üºāg
For mid-sized thermal power plants, Fuji Electric has completely developed and shipped 300 MVA type rating air-cooled turbine generators, which are the worldz
s largest capacity class. In order to realize a large-capacity air-cooled generator, the ventilation behavior inside the
generator must be understood in detail. Therefore, computational ﬂuid calculations of ventilation ﬂow analysis were performed for important
regions, and the cooling eﬀect was suﬃciently improved with the optimized entire ventilation based on ventilation network calculations that
reﬂected those results. Also, for the 3,000 kW-class of direct-drive permanent magnet generators for wind power generation, the method for
cooling the interior of the generator at locations closer to heat-generating parts and the arrangement of magnets on the rotor to reduce cogging torque were designed.

まえがき

目Â集ôÙÜºāgÉä一翼Ĉ担¼風力発電á対Íh風力
用ä永久磁石発電機ä開発Ĉ行ÙÜÀĀh2010 年度中á

回転機å電気đĶŔėsĈ機械đĶŔėsîhôÕåÓ

完成予定Ý¸ā試作機ä内容áÚºÜø紹介Ïāg

ä逆ä機械đĶŔėsĈ電気đĶŔėsî変換Ïā機械Ý
¸āgÓä原理å 19 世紀半æá発見ËĂh成熟ÍÕ機械

大容量空気冷却タービン発電機

Ýå¸āÂhËôÌôà市場Ĵsģá対応ÏāÕ÷áh現
在áÀºÜø材料h設計技術h製造方法ä改良Â行ąĂÜ

.

ºāg
近年h火力発電分野Ýå中規模火力úĜŜĹčŜĲĞč

仕様と設計

á型式出力 300 MVA 空気冷却ĨsļŜ発電機ä外

図

観Ĉh表

ĘŔh地熱発電áÀºÜ経済性ú保守性h運転性àßĈ向

á主à仕様Ĉ示Ïg

本発電機ä設計áåh富士電機ä空気冷却ĨsļŜ発電

上ËÑÕ発電設備ä市場ĴsģÂ高ôÙÜºāg富士電機

機ä標準系列á基ÛºÕ信頼性ä¸ā技術ĈłsĢÞÍÜh

Ýåh水素冷却ĨsļŜ発電機Þ比較ÍÜh水素ĕĢ供

大容量化äÕ÷ä最新技術Ĉ投入ÍÜºāg

給装置ú水素ĕĢ密封油装置Ĉ必要ÞÍàºh保守性á

⑴

優ĂÕ空気冷却ĨsļŜ発電機ä大容量化á取Ā組ĉÝÃ

発電機構造
発電機ä構造å図

á示ÏÞÀĀh両端ä軸受á支持Ë

ÕgÉäñßh世界Ýø最大容量ĘŒĢÞàā型式出力

ĂÕ回転部分Ý¸ā回転子Þh固定子h固定子ľŕsŉÁ

300 MVA ä空気冷却ĨsļŜ発電機Ĉ設計製作Íh工場

ÿ成āgĨsļŜ発電機å高速回転Ý¸Āh遠心力á対応

試験Ĉ経Ü出荷Ĉ完了ÍÕäÝh本発電機á関Ïā最新技

ÏāÕ÷軸方向á長º構造Þàāg

術áÚºÜ紹介Ïāg

⑵

ôÕh温室効果ĕĢ削減ä観点Áÿ自然đĶŔėsá注

図

300 MVA 空気冷却タービン発電機の外観

固定子構造

固定子åh固定子鉄心Ĉ固定子枠áæã板Ĉ介ÍÜ弾性

表

300 MVA 空気冷却タービン発電機の仕様

出

力

300 MVA

電

圧

16 kV

力

率

0.85

回転数

3,000 r/min

周波数

50 Hz

温度上昇

B クラス（IEC 60034-1）

冷媒温度

40 ℃

冷
方

却
式

固定子

空気間接

回転子

半径方向空気直接
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発電機断面と通風経路

特 集

流れ：内径→外径

図

流れ：外径→内径

空隙入口部

空隙入口部の流れ解析

図 の
解析表示領域

風速
高

固定子

風

却

回転子

冷

間

区

冷却風

走

助

軸受台

空隙入口部
軸流ファン

ばね板

低

図 の解析表示領域

冷気の流れ

暖気の流れ

冷却器へ

冷却器から

（a）解析モデル
（流路形状）

図

（b）解析結果
（風速ベクトル）

回転子保持リング内径部流れ解析

支持Íh鉄心ä電磁振動Â固定子枠ú基礎î伝達ÏāäĈ
風量均一

抑制Ïā構造Ý¸āg大容量化á伴º鉄心長Â拡大Ïāä

風量大

風速
高

Ýhæã板ä個数ú支持位置àßáÚºÜ最適à設計Ĉ
行ÙÜºāg
⑶

回転子構造

風量小

保持リング

回転子åh外径h軸長Þøá富士電機ä水素冷却方式Ĉ
含÷Õ実績ä最大寸法á近ºg軸受台áåhŊŜįĳŜĢ

回転子

性Ĉ重視ÍÕĢĨŜĲ形Ĉ採用ÍÜºāgłċœŜęĢĺ

サブ 保持リング
スロット 内径部

ŜÂ長ºÕ÷h危険速度ú振動ä評価Ĉ特á精査ÍÜ設計

軸流ファン

低

解析結果表示領域

á反映ÍÜºāg軸長ä拡大á伴¼加工時ä軸ÕąõÂ起

（a）風量の偏りが小さい条件

（b）風量の偏りが大きい条件

因Þàā 2 倍波ĞčĘŔ振動ä問題á対ÍÜåh大型ä水
素冷却発電機Þ同様ä機械加工工程Ĉ採用ÏāàßÍÜ 2
倍波ĞčĘŔ成分振動ä低減Ĉ図ÙÜºāg

法ú形状áþÙÜ圧力損失Â変化Íh風量分布î比較的大
Ãà影響Â¸āg一方h空隙距離ú入口ä形状åh電気的

.

à仕様ú鉄心端部ä磁束集中低減àßä観点ú保持œŜę

通風 ･ 冷却

固定子巻線áå間接冷却方式Ĉh回転子巻線áå導体ä
半径方向á通風路Ĉ設ÇÕ半径方向直接冷却方式Ĉ採用Í

強度上ä寸法Áÿ決定ËĂāĺŒŊsĨÝø¸Āh電気的
仕様Þ通風ä最適化Ĉ両立ËÑÕ設計Â必要Þàāg
ÓÉÝh図

Üºāg

á示Ïþ¼à流Ă解析Ĉ用ºÜh空隙入口

á示Ïþ¼á回転子両端ä軸流ľĊŜ

ä寸法 ･ 形状Þ圧力損失Þä関係Ĉ把握Íh通風回路網計

Áÿ各部á冷却空気Ĉ送Ā込õh固定子ä冷却風ä流Ăå

算áÓä結果Ĉ組õ込ĉÝ全体通風分布îä影響Ĉ評価Í

通風経路åh図

軸方向中央部Ý外径側Áÿ内径側áh両端部Ýå内径側Á

Ü最適化Ĉ図ÙÕgÉä回路網計算ä妥当性åhÉĂôÝ

ÿ外径側î流Ïþ¼áÍÜºāg

ä風量分布測定İsĨÞä比較Áÿ確認ÍÕg

ÉĂÿä通風 ･ 冷却ä設計áåh富士電機ä空気冷却
ĨsļŜ発電機ä試作実験機ú実機Áÿ得ÿĂÕİsĨh

⑵

回転子ä周方向風量分布最適化
軸流ľĊŜÁÿ出Õ冷却風åh回転子ĜčŔđŜĲ内側

近年ä流Ă解析Ĉ適用ÍÕ検証結果àßĈ反映ÍÜºāg

ä空間Ĉ通ÙÜĢŖĬıä底á設ÇÿĂÜºāĞĿĢŖĬ

ºÅÚÁä例Ĉ次á述ïāg

ıÞ呼æĂā軸方向通風路á流入ÍÕ後h各導体中Ĉ径方

⑴
図

固定子通風経路ä最適化
á示ÍÕ固定子通風経路åh固定子ä軸方向寸法ä

向á流ĂàÂÿ冷却ÍÜ回転子外径á排気ËĂāg軸流
ľĊŜÁÿ出Õ冷却風åh回転子ä回転ÞľĊŜä翼角度

拡大áþā中央部ä温度上昇Ĉ抑制Íh軸方向ä温度分布

áþÙÜ回転子ĜčŔđŜĲ内側î周方向á斜÷á流入Íh

Ĉ均一化ÏāøäÝ¸āg温度Ĉ均一化ÏāÕ÷áåh外

ĜčŔđŜĲ内側ä構造物Þä干渉áþÙÜ偏ÙÕ分布Þ

径Áÿ冷却風Ĉ流Ï領域Þ内径Áÿ冷却風Ĉ流Ï領域ä配

àā場合Â¸āgÉä流Ăä偏ĀÂ大ÃºÞh回転子導体

⑴

分hÀþé各部Ýä風量 ･ 風速ä最適化Â必要Ý¸āgÉ

î流入Ïā冷却風量Â周方向áÀºÜ不均一ÞàĀh導体

Ăÿä課題Ĉ解決ÏāÕ÷áåh冷却ĩĘıä配置ÖÇÝ

温度ä分布ø不均一àøäÞàāgÉä問題á対ÍÜåh

åàÅh風量配分á影響Ïā種々äĺŒŊsĨĈ把握Ï

ĜčŔđŜĲ内側空間ä寸法úľĊŜ翼角度h流入風量à

ā必要Â¸āgÓä一ÚÞÍÜh固定子Þ回転子間ä空隙

ßä因子Þh流Ăä偏Āä関係Ĉ流Ă解析áþÙÜ検証Íh

}Å¼ÈÃ~入口ä寸法Þ形状Â挙ÈÿĂā}図 ~
gÉä
空隙入口åh機内ä全冷却風量ä¼×約半分Â通過Íh寸
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設計ä最適化Ĉ図ÙÕg
図
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固定子外観

図

固定子鉄心ダクト風速測定結果

固定子ダクト風速

特 集

実測値
設計値

º条件äŋİŔ}良º例~Þh大Ãº条件äŋİŔ}悪º
例~Ýä解析結果Ĉ示Ïg条件ä違ºáþĀ流Ăä偏ĀÂ

端部

固定子ダクト位置
← 中央 → 端部

異àāäÂ分Áāg回転子ä通風á関ÍÜå実測Â難Íº
ÉÞÁÿhÉäþ¼à流Ă解析Ĉ用ºÕ検証áþĀ最適化
Â実現ËĂÜºāg
固定子巻線全含浸絶縁の適用

固定子巻線温度測定結果（銅損温度試験）

固定子巻線温度（p.u.）

.

図

固定子巻線ä絶縁áå全含浸絶縁方式Ĉ採用ÍÜºāg
全含浸絶縁å固定子巻線Þ鉄心Â一体Ý絶縁樹脂á含浸Ë
ĂāÉÞÁÿh鉄心h巻線hÅËéäÏÃ間á樹脂Â充
塡}Îû¼Üĉ~ÝÃāgÅËéú巻線ä緩õĈ防止ÝÃ
āÕ÷h緩õáÁÁąāŊŜįĳŜĢÂ低減ÝÃāgôÕh
上述äÞÀĀ巻線Þ鉄心Þä間á空隙ÂàºäÝh巻線Á

1.2

電機子電流
＝10,826（A）

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0

ÿ鉄心îä熱伝達Â良ÅàĀh巻線単体Ý含浸Ïā方式á

端部

⑵

固定子位置
← 中央 →

端部

比ïÜ冷却性能Â向上Ïāàßä利点Â¸āg
ĨsļŜ発電機全含浸ĠĢįŉáåh信頼性Ĉ確保Ïā
観点Áÿ次ä絶縁技術Ĉ採用ÍÜºāg

等価温度上昇試験法áþā巻線温度上昇値åh固定子 ･

⒜

高耐熱性đņĖĠ樹脂

回転子巻線Þøá規格保証値}IEC 60034-1~Ĉ十分á満

⒝

高含浸性集成ŇčĔįsŀ

足ÍÕg

⒞

高耐電圧寿命対応ä内部電界緩和層

⒟

高耐ĻsıĞčĘŔ性対応ä熱応力緩和層

風力用大容量永久磁石発電機の開発

全含浸工程áÀºÜåh樹脂ä粘度h硬化剤ä配合比率
àßĈ厳ÍÅ管理ÏāÖÇÝàÅhŋĴĨœŜęĠĢįŉ
áþÙÜ温度h真空度h加圧時ä圧力h静電容量áþā樹
脂ä含浸状態Ĉ常時監視j制御ÍÜºāg図

áh工場Ý

ä全含浸工程完了後ä固定子ä外観Ĉ示Ïg

.

開発仕様

風力発電ĠĢįŉä現在ä主流åh風車ä回転数Ĉ増速
Ïā増速機Þh巻線形誘導発電機Àþé励磁容量分ä電力
変換器Áÿ成āĩĿŔľĐĬĲ方式Ý¸ā図

⒜
gÉ

ä方式åh発電機Þ変換器ä小型化áþÙÜ価格面Ý有利
.

工場試験結果

Ý¸ā反面h増速機ú発電機äĿŒĠàßäŊŜįĳŜĢ

本発電機ä工場試験Ýåh巻線温度上昇ú短絡比hœċ
ĘĨŜĢàßä特性ĈºÐĂø満足Íh表

á示ÍÕ定格

条件áÀÇā規約効率ø 98.60 % Þº¼良好à結果Â得ÿ
ĂÕg
図

部品Â増加Ïāg一方h増速機Ĉ介ËàºĩčŕĘı駆動
方式åh低速ä永久磁石発電機Þ発電容量分ä電力変換器
}ľŔĜŜĹsĨ~áþĀ構成ËĂÜºā図

⒝
gÉä

方式ä特徴åhĠĢįŉÂ大型化Ïā代ąĀáŊŜįĳŜ

áh小型ä風速計ĈĩĘı内á設置ÍÜ実測ÍÕ固

Ģ性Â向上ÍhľŔĜŜĹsĨáþÙÜ広º可変速範囲á

定子鉄心ĩĘıä風速分布Ĉ示Ïg設計値á対ÍÜhñò

対応ÝÃāg特á低風速領域Ýä発電効率Â向上Ïāàßh

一致ÍÕ結果Â得ÿĂÜºāg図

áh銅損温度試験Ýä

運用上ä利点Â多ºgÉäñÁáøh効率Ĉ重視ÍÚÚ機

固定子巻線温度測定結果Ĉ示Ïg軸方向ä温度分布Â均一

器ä大型化Ĉ避ÇāÕ÷áh増速機付Ãä永久磁石発電機

化ÝÃÜÀĀh巻線温度分布Áÿø前述ä通風冷却ä最適

ĠĢįŉø¸āg

⑶

化Â達成ËĂÜºāÉÞÂ確認ÝÃāg

富士電機Ý開発中äĩčŕĘı駆動ĠĢįŉá適用Ïā
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風力発電システムの例

特 集

AC/DC
変換器

増速機

図

発電機内部通風路概略図

DC/AC
変換器

③

巻線形
誘導発電機

②

変圧器，系統へ

①
（a）増速機と巻線形誘導発電機によるダブルフェッドシステム

永久磁石
発電機

AC/DC
変換器

DC/AC
変換器

変圧器，系統へ

図

回転子磁石配置

（b）永久磁石発電機によるダイレクト駆動システム

表

風力用の低速大容量永久磁石発電機の仕様

出

力

3,000 kW

電

圧

690 V

効

率

95%

回転数

保護カバー

15 r/min

温度上昇

F クラス（IEC 60034-1）

冷却方式

機内強制空冷

磁極座

永久磁石

固定子ä間äėŌĬŀäõÂ流路ÞàĀh冷却効果Â低ºg
図

発電機断面図（風車搭載イメージ）

ÓäÕ÷hľŕsŉáľČŜĈ設Çh外気Ý冷却Ïā外皮
冷却方式Â採用ËĂāÉÞÂ多ºg
今回å固定子鉄心Þľŕsŉä間á空間Ĉ設ÇhÓÉá
風Ĉ流ÏÉÞÝ固定子鉄心ä外周Â冷却ÝÃāþ¼áÍÕ
}図10 ③ä流路~
g発熱部áþĀ近º場所Ý冷却ÏāÕ÷h
外皮冷却þĀø 30 v 40 % 冷却性能Â向上ÏāÉÞĈ机上
検討Ý確認ÍÜºāg
.

構

造

次áĩčŕĘı駆動用発電機ä特徴的à構造ä一部Ĉ紹
介Ïāg
低速大容量永久磁石発電機ä出力åh陸上設置ä風力Ýå

⑴

巻線構造ÞÍÜ採用ÍÜºā集中巻Ãåh小型ä永久磁

最大ĘŒĢÞàā 3,000 kW 級ÞÍÜºāg主à開発仕様
å表

á示ÏÞÀĀÝ¸āg図

åh発電機ä三次元断

面図Ý¸āg

巻線構成

石電動機Ýå頻繁á使用ËĂÜºā方法Ý¸āg通常ä方
式á比ïhĜčŔđŜĲ部ä短縮Â可能Ýh巻線損失Þ全
長ä短縮Ý質量低減á貢献Ïāg

.

通風 ･ 冷却

⑵

回転子形状

ĩčŕĘı駆動用発電機ä課題ä一Úá質量ä低減Â¸

回転子á配置Ïā磁石åh大型機ä場合h膨大à数áà

āg陸上ä輸送úÚĀ上È時äĘŕsŜä制限áþĀh質

āgÉäÕ÷着磁ÍÕ磁石Ĉ一ÚÐÚ装着Ïāäáå多大

量Â決÷ÿĂÜºāg小型 ･ 軽量化äÕ÷áå発電機ä冷

à時間Â必要Ý¸āg

却性能ä向上Â重要Þàāg

ÉĂĈ改善ÏāÕ÷h磁石å無着磁äôôhºÙÕĉ磁

図10 á発電機内部ä冷却風ä通風路Ĉ示Ïg矢印Â冷却

極座á装着Í磁極座ÊÞá着磁ÏāgÉä分割磁極ĈËÿ

風ä流Ăā経路Ý¸āg永久磁石発電機åh磁石Ĉ回転

á軸方向á複数個並ïÜ 1 極分ä磁極Ĉ成Ïþ¼áÏāg

子ä軸方向á連続的á並ïāÕ÷h回転子á冷却ĩĘıĈ

磁極座Ĉ段状á配置ÏāÉÞÝĢĖŎs配置ÞàĀhĜė

設ÇāÉÞÂ容易ÝåàºgÉä場合h冷却風å回転子Þ

ŜęıŔĘä低減Â可能Ý¸Āh振動ú騒音ä低減á有効
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Ý¸āg分割磁極Ĉ 4 段ÞÍhĢĖŎs配置ÍÕ例Ĉ図11

木村守. 大容量風力発電用発電機ä特性比較. 電気学会誌.

2009, vol.129, no.5, p.288-290.

á示Ïg
軸構造

特 集

⑶

⑶

軸å中空軸ÞÍhŊŜįĳŜĢäÕ÷á風車側á人Â渡
Ăā構造ÞÍÜºāg図

å回転軸ä構造Ý¸āÂh軸Ĉ

ĳĤŔ側á固定Ïā固定軸方式áÚºÜø検討ÍÜºāg

真下

明秀

回転機ä開発á従事g現在h富士電機ĠĢįŉģ
株式会社đĶŔėsĦœŎsĠŐŜ本部ęœsŜ
đĶŔėsĦœŎsĠŐŜ事業部川崎工場回転機

あとがき

部課長補佐g電気学会会員g

回転機ä最新技術ÞÍÜh従来機種Ýå空気冷却Ĩsļ
Ŝ発電機ä大容量化á適用ÍÕ技術Ĉh新機種Ýå風力用
永久磁石発電機ä開発Ý適用ÍÕ技術Ĉ紹介ÍÕg成熟機
種ÞºąĂÜåºāÂh今後ø新機種ÖÇÝàÅ従来機種
á対ÍÜø最新技術Ĉ開発 ･ 適用ÍÜh市場ĴsģáŇĬ

中山

昭伸

回転機絶縁ä開発hĨsļŜ発電機ä構造設計á
従事g現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社đĶŔ
ėsĦœŎsĠŐŜ本部ęœsŜđĶŔėsĦ
œŎsĠŐŜ事業部川崎工場回転機部主任g

ĪÍÕ回転機Ĉ製作ÍÜºÅ所存Ý¸āg
参考文献
⑴

木村誠ñÁ. 全含浸絶縁水素冷却ĨsļŜ発電機ä完成. 電
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⑵

竹田政寛ñÁ. 大形回転機ä全含浸絶縁技術ä進歩. 富士時
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部ęœsŜđĶŔėsĦœŎsĠŐŜ事業部川崎
工場回転機部課長g電気学会会員g
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良治9`VQP:\a\RP

ĘœsŜà再生đĶŔėsÝ¸ā水力発電Ĉ推進Íh性能向上Ĉ図āÉÞáþĀh温室効果ĕĢ削減Þ電力系統ä安定化
á寄与ÏāÉÞÂÝÃāg水車ä効率úĖŌļįsĠŐŜàßä改善Þh安定運転範囲拡大äÕ÷hCFD}Computational
Fluid Dynamics~Ĉ有効á適用ÍÜºāg特áh近年大ÃàďĐčıĈ占÷ā既設水力発電所ä改修Ýåh落差ú流量ä
範囲h頻度àßä運転実績Ĉ分析ÍÕ結果Ĉ元á CFD Ĉ活用ÍÜ設計ÍÜºāg既設水車ä寸法ä制約ä中Ý効率Ĉ改善
Íh年間発生電力量ä増加á寄与ÍÜºāg
Hydropower is a clean renewable energy, and promoting the usage and improving the performance of hydropower can help contribute to
a reduction in greenhouse gas emissions as well as enhance the stability of electrical power grids. The application of CFD (computational ﬂuid
dynamics) is an eﬀective technique for improving the eﬃciency of turbines, mediating cavitation-related issues, and also for expanding the stable operation of turbines. The renovation of existing hydropower stations has become a major topic. In particular, in this renovation, CFD is
used based on the results of analysis of the operation history, which includes the ranges and frequencies of the head and the discharge of water, to design new turbines that can contribute to improving the eﬃciency and increasing the annual power generation while maintaining the
dimensional constraints of the existing turbines.

äå同様Ý¸āg特á開発途上国ä著Íº電力需要ä伸é

まえがき

Ĉ地球環境悪化áÚàÈàºÕ÷áøh水力発電ä推進Â
風力発電ú太陽光発電àßäºąüā新đĶŔėsá比

望ôĂāg水力発電所åh運用äÕ÷ä燃料ĜĢıú CO2

ïh水力発電åĘœsŜà再生可能đĶŔėsÞÍÜ必

ä排出ÂñÞĉßàÅhCDM}ĘœsŜ開発ŊĔĴģŉ~

ÐÍø社会一般á衆知ËĂÜºàºgÍÁÍ運転中ä CO2

àßĈ利用ÏĂæh途上国äđĶŔės源ÞÍÜ非常á優

排出量ÖÇÝàÅh原料ä採掘 ･ 輸送h設備ä建設ú保守h

ĂÕ特徴Ĉ持ÙÜºāg

⑵

廃却ä際á消費ËĂāđĶŔėsø含÷Õ総排出量Ĉ総発

加¾Üh水力発電äÏæúº負荷調整能力ø重要Ý¸āg

電電力量Ý除ÍÕŒčľĞčĘŔ CO2 排出原単位}図 ~

電力系統Ýåh時々刻々変化Ïā電力需要Þ発電量Â合致

Ý比較ÏāÞh水力発電å極÷Ü CO2 排出量ä少àºđ

ÍÜºàºÞh周波数変動àßä弊害Â生Îāg今後h風

ĶŔės源Ý¸āg持続可能à社会ä構築äÕ÷h水力発

力ú太陽光àß変動ä大Ãº新đĶŔėsä導入Â加速Ï

電å大ºá見直ËĂāïÃÝ¸āg

āáÚĂÜh水力発電ä電力系統安定化îä寄与åôÏô

海外á目Ĉ転ÎÜøh水力発電ä重要性Â高ôÙÜºā

Ï重要性Ĉ増ÏÞ予想ËĂÜºāg
本稿Ýåh高効率ä水力発電設備Ĉ提供ÏāÕ÷ä最新

⑴

図

ä技術Ĉ紹介Ïāg

日本の電源種別ライフサイクル CO2 排出量

太陽光

水車の性能向上技術

0.053

風力

発電燃料燃焼
設備建設
設備運用
設備廃棄
メタン漏洩（ろうえい）

0.029

地熱

0.015

水力

0.011

原子力
（PWR）
原子力
（BWR）
LNG
コンバインド

水力発電用ä水車å 100 年以上ä歴史Ĉ持×h開発Í尽
ÅËĂÕ成熟機械Ý¸āÞä認識Â一般的Ý¸āg確Á
á数十年前á水車ä最高効率å 90% á達ÍÜÀĀh開発

0.035

ä余地å少àºþ¼áø見¾āgÍÁÍ実際áåhĜŜ

0.028

ĽŎsĨĈ使ÙÕ流Ă解析ú強度解析ĈåÎ÷ÞÏā技術
ä進歩á支¾ÿĂh格段ä進歩Ĉ遂ÈÜºāg性能ä向上

0.519

LNG 火力

åh単á最高効率ä向上ÖÇÝàÅh落差ú流量äþĀ広

0.608

石油火力

º範囲Ý安定ÍÕ高効率運転Ĉ可能áÍÜºāg

0.742

石炭火力

0.975

.
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

＊

ライフサイクル CO2 排出原単位（kg-CO2/kWh）
＊ライフサイクル CO2 排出原単位 ＝ CO2 総排出量/総発電量

水車設計のための流れ解析技術

水車性能向上ä第一ä要因åh流Ă解析}CFDkComputational Fluid Dynamics~技術ä大幅à進歩Ý¸āg現
在水車ä設計á一般的á用ºÜºāäå完全三次元粘性流
Ă解析Ýh比較的簡単à乱流ŋİŔĈ用ºÜºāgCFD
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Ĉ用ºāÉÞáþĀh短時間Ý設計ä最適化Ĉ行¾āþ¼

àŋİŔ化Ĉ行ÙÜø正解Â得ÿĂāÞº¼øäÝåàºg
ÓĂĈ補完ÏāøäÂh膨大à模型試験結果Þä比較検証
Ĉ通ÎÜ蓄積ËĂÕ CFD 利用技術hÏàą×ķďĸďÝ

組合Ñáþā CFD 利用技術ä向上Ĉ忘ĂāÉÞåÝÃà

¸āg
加¾Üh設計äŀŖĤĢø重要Ý¸āg新Íº水車Ĉĥ

ºg
CFD å今日Ýå¸ÿüā分野Ý広Å適用ËĂāþ¼á

ŖÁÿ設計Íþ¼ÞÏāÞh模型試験Ĉ行¼ôÝå設計ä

àÙÜºāg工業的à設計ĭsŔÞÍÜh物理現象ä基礎

良否ä判断材料å CFD ä結果ÖÇÝ¸āgÍÁÍ前述ä

方程式Ĉ厳密á数値的á解ÅÉÞåhôÖ非現実的Ý¸āg

þ¼áhCFD Ýå¸ā程度ä誤差Â避ÇÿĂàºgÓĂ

ÍÕÂÙÜ設計ĭsŔÞÍÜä CFD åh仮定ú簡略化á

ÖÇĈ頼Āá設計Ĉ進÷āÞh意図ÍÕ結果Â得ÿĂàº

þÙÜ計算容量Ĉ抑¾ÕøäÞàÙÜºāg誰Âßäþ¼

場合Â¸āgÓÉÝh既á模型試験Ý性能Â確認ËĂÜ

図

ĈłsĢŒčŜÞÍÜ選定Ïāg図

ºāŋİŔä中Áÿh仕様Â近Åh性能ä優ĂÕŋİŔ
流れ解析（CFD）を活用した水車モデル開発のプロセス

äþ¼á新ŋİŔÞ

łsĢŒčŜ両者ä CFD 結果Ĉ比較ÍÜ相対的à損失ä
増減Ĉ評価Íh新ŋİŔä性能Ĉ予測ÏāÉÞáþĀh新

実物水車
寸法上の制約
性能上の要求

ŋİŔÖÇä CFD áþā絶対評価þĀø誤差Ĉ小ËÅÏ
āÉÞÂÝÃāgÉäþ¼à設計手法áþĀh最高効率点
Áÿ離ĂÕ運転条件Ýø性能予測精度Â向上Íh広º運転

新開発モデル
形状：既知
性能：未知

新開発モデル
形状：既知
性能：既知

系統的な CFD 解析
による性能比較

設計ループ
性能の評価
強度の評価
改善点の把握

範囲áÀÇā効率ä改善Ĉ行ÙÜÃÕg

ベースラインモデル
形状：既知
性能：既知

.

水車の種類と CFD 適用による性能向上例

代表的à発電用水車Ĉ表 1 á示Ïg利用ÝÃā水源ä落

所有する模型水車の
中から，実物水車に
仕様が近く，性能の
優れたものを選定

差Þ水量á応ÎÜh適切à水車Â選定ËĂāg各機種ä特
徴áÚºÜ簡単á解説Íh次ºÝºÅÚÁä性能向上例á
ÚºÜ述ïāg
⑴

水車ä種類
ŃŔıŜ水車å高落差 ･ 小流量ä地点á適用ËĂāg流

表

代表的な発電用水車
形

式

ペルトン

主要部品

適用落差

分岐管
ノズル
ランナ

200 m 以上

水

量

全体構造

小
ランナ

ノズル
ステーベーン

フランシス

ケーシング
ステーベーン
ガイドベーン
ランナ
吸出し管

ランナ

50 〜 500 m

分岐管
ケーシング

中

ランナ

吸出し管

ガイドベーン
ケーシング

カプラン

ケーシング
ステーベーン
ガイドベーン
ランナ
吸出し管

3 〜 80 m

大
ランナ
吸出し管

ステー
ベーン
ガイド
ベーン
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水äđĶŔėsĈ主軸ä回転đĶŔėsá変換Ïā水車ä

ĲłsŜĈ通過ÍÕ水ÂhŒŜĳä手前Ý軸方向á向ÃĈ
変¾hŀŖŃŒ状äŒŜĳá流入Ïāg小流量Áÿ大流量

上áÀ椀}ąĉ~äþ¼àĹĚĬıĈ配置ÍÕ独特ä形状

ôÝä広º範囲Ý高効率Ĉ保Üāþ¼hŒŜĳä羽根å角

Ĉ持ÙÜºāgŒŜĳä周囲á配置ËĂÕ 1 v 6 本äķģ

度Ĉ調整ÝÃāþ¼áàÙÜºāg

ŔÁÿ高速äġĐĬıĈ空中á噴射ÍhĹĚĬıá当ÜÜ

⑵

CFD áþāĖŌļįsĠŐŜä抑制
効率á劣ÿÐ重要à水車特性áhĖŌļįsĠŐŜÂ¸

ŒŜĳĈ回転ËÑāgġĐĬıÂ流入Ïā際ä抵抗Ĉ減ÿ
ÍhĹĚĬıÁÿ流出Ïā水ÂñÁäĹĚĬıúġĐĬı

āgĖŌļįsĠŐŜÞå流水中Ý局所的á圧力Â低下Í

Þ干渉Íàºþ¼hĹĚĬıä形状å最適化ËĂÜºāg

Õ場合á気泡Â生Îā現象Ýh物理的áå沸騰Þ同Î現象

中程度ä落差á適用ËĂāľŒŜĠĢ水車åh最ø一般

Ý¸āg長年áąÕÙÜ同Î個所Ý気泡Â崩壊Í続ÇāÉ

的à形式Ý¸āgēďŉ貝ä貝殻äþ¼à形状ĈÍÕĚs

ÞáþÙÜ壁面á損傷Ĉ与¾āäÝh実物水車Ý発生Íà

ĠŜęÝ旋回Ĉ与¾ÿĂÕ水åhĢįsłsŜhĕčĲ

ºþ¼á注意ÍàÇĂæàÿàºgĖŌļįsĠŐŜĈ改

łsŜä二重翼列Ĉ通ÙÜ半径方向内向ÃáŒŜĳî流入

善ÏāÉÞáþÙÜh水車Ĉ小型化ÍÕĀ水車ä据付Ç深

ÏāgĕčĲłsŜä角度Ĉ変¾āÉÞáþĀh流量Â調

ËĈ浅ÅÍÕĀÍÜh機器ĜĢıú土木工事費Ĉ削減ÝÃ

整ÝÃāgŒŜĳå円盤状äĘŒďŜÞ円筒状äĹŜĲä

āgÓäÕ÷h初期建設ĜĢıä割合Â高º水力発電Ýå

間á多数ä羽根Â配置ËĂÕ形状ĈÍÜºāgĕčĲłs

ŀŖġĐĘıä経済性向上á極÷Ü重要Ý¸āg

ŜÁÿ流入ÍÕ水äđĶŔėsĈ受ÇÜ回転Íh下流ä吸

水車äĖŌļįsĠŐŜĈ改善ÏāÕ÷áåh設計段階
áÀÇāĖŌļįsĠŐŜä予測精度Ĉ上Èā必要Â¸

出Í管î軸方向á水Ĉ排出Ïāg
低落差 ･ 大流量ä地点á適用ËĂāĔŀŒŜ水車Ýåh

āg近年Ýåh従来äþ¼à水ÖÇä CFD ÝåàÅh水

ľŒŜĠĢ水車Þ同様äĚsĠŜęhĢįsłsŜhĕč

}液相~Þ水蒸気}気相~Ĉ同時á扱¼二相流解析ä技術
Ĉ適用Íh流Ă場ä中ä気泡ä形成Ĉ解析ÏāĖŌļįs

図

二相流解析（キャビテーションモデル）によって予測され

ĠŐŜŋİŔÂ使ąĂāþ¼áàÙÜÃÕg従来ä単相流

たランナ翼面上の気泡

解析Ýåh水流中ä圧力変化Ĉ解析ÏāÉÞáþÙÜĖŌ
ļįsĠŐŜä発生Í始÷ā条件å比較的正確á予測ÝÃ
ÕgÍÁÍhĖŌļįsĠŐŜÂ発達ÍÜ気泡Â水ä流Ă

気泡

á影響Ĉ与¾āþ¼à状態äĠňŎŕsĠŐŜåñÞĉß
不可能ÖÙÕgĖŌļįsĠŐŜŋİŔä適用áþĀh気
泡ä影響Ĉ受ÇÜ水ä流Ă場Â変化Íh効率性能áø影響
Â及ì状況ø正確á予測ÝÃāþ¼áàÙÕg図 h図
áhĔŀŒŜ水車ä一種Ý¸āĹŔĿ水車äŒŜĳá発達
ÍÕĖŌļįsĠŐŜä解析例Ĉ示Ïg図

Ý白Å表示Ë

ĂÕĖŌļįsĠŐŜáþā気泡ä存在áþĀh流線Â影
響Ĉ受ÇÜ曲ÂÙÜºā様子Â分Áāg水ä流ĂÂ変化Ï
āÞº¼ÉÞåh水車ä効率áø影響Â¸āÞº¼ÉÞĈ
意味ÏāgĖŌļįsĠŐŜÂ発達ÏāÞ水車効率Â低下
ÏāÉÞåþÅ知ÿĂÜÀĀh図

ÝåÉä様子Â CFD

áþÙÜ高º精度Ý予測ÝÃāÉÞÂ分Áāg
ôÕh以前å困難ÖÙÕŃŔıŜ水車ŒŜĳä CFD Âh
図

キャビテーションによる効率低下のシミュレーション例
図
1
0
効率変化量Δη（%）

特 集

主要部品ĈŒŜĳÞ呼ìÂhŃŔıŜ水車äŒŜĳå円周

−1
−2
−3
−4

CFD 結果
模型試験結果

−5
−6
−7
−8
0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

キャビテーション係数δ
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フランシス模型水車性能の新旧比較
0.7

特 集

0.7
同じ効率値

0.6

0.6

PS
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単位流量 Q 11

単位流量 Q 11
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0.4

0.3

CV

0.2
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0.3

0.2

CV

等効率曲線
等ガイドベーン開度曲線
PS ：圧力面側入口キャビテーション発生限界線
SS ：負圧面側入口キャビテーション発生限界線
CV ：流路渦キャビテーション発生限界線
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単位回転速度 n 11

単位回転速度 n 11

（a）従来の典型的な等効率曲線

（b）最近の典型的な等効率曲線

21 世紀初頭Áÿ可能áàĀhŒŜĳä開発á威力Ĉ発揮

85

90

ä水ä流入角度Â変化Íh羽根ä入口ÁÿĖŌļįsĠŐ
ŜÂ発生Ïāþ¼áàāg新ŋİŔÝåhÓä発生限界

g
ÍÜºā}図 ~
åh新旧ä典型的àľŒŜĠĢ水車ä等効率曲線

図

0

}負圧面側kSSh圧力面側kPS~ä間隔ø広ÅàÙÜºāg

}目玉曲線~Ĉ比較ÍÜ示ÍÕøäÝ¸āg地図ä等高線

Ëÿá低流量域Ý羽根Þ羽根ä間á発生Ïā流路渦ĖŌļ

Þ同様h効率ä等Íº位置Â同心円状ä実線Ý示ËĂÜº

įsĠŐŜä発生限界 CVøh最高効率点Áÿ離ĂÕÞÉ

āg破線åhĕčĲłsŜ開度Â一定ä場合ä流量特性

ăî移動ÍÜºāgÏàą×h新ŋİŔåĖŌļįsĠŐ

}等ĕčĲłsŜ開度曲線~Ĉ示Ïg縦軸Þ横軸åh単位

ŜĈ伴ąÐá安定ÍÜ運転ÝÃā落差h流量範囲Â大幅á

流量 Q11Þ単位回転速度 n11 Ý¸āgÓĂÔĂh式⑴h式

Éäþ¼áhCFD ĈåÎ÷ÞÏā新技術åh効率ä大

⑵Ý定義ËĂāg

Q 11 =

Q
D2

nD
n 11 =
H

H

広ÂÙÜºāg

xxxxxxxxxxxxxxxx⑴

xxxxxxxxxxxxxxxxx⑵

幅à向上ú水車ä運転範囲ä大幅à拡大Ĉ実現Íh運転条
件Â自然条件á左右ËĂā水力発電所ä運用ä自由度Ĉ上
ÈāÉÞáþÙÜhCO2 排出低減ú電力系統ä安定化á寄
与ÍÜºāg

Qk流量}m3/s~
DkŒŜĳ径}m~

既設発電所の改修による性能改善

Hk有効落差}m~
日本ĈåÎ÷ÞÏā先進諸国Ýåh大規模à新設水力発

nk回転速度}r/min~

電所ä建設å減少Íh既設発電所ä改修áþā性能向上ú
Q11å流量á比例Íh n11å有効落差ä平方根á反比例

保守省力化Â中心ÞàÙÜºāg最近åŒŜĳúĕčĲ

ÏāgÍÕÂÙÜ図中ä上方å大流量áh左方å高落差h

łsŜĈ最新設計äøäá更新ÍÜh既設水車ä性能Ĉ大

右方å低落差á相当Ïāg新旧äŋİŔåhñò同Î比速

幅á向上ÍÕºÞº¼市場要求Â高ôÙÜºāg特á CO2

度Ý¸āg新ŋİŔåh最高効率点Áÿ離ĂÕ場所Ýä効

排出量Ĉ 25 % 削減ÏāÞº¼政府方針Â表明ËĂÜ以来h

率ä低下Â比較的少àÅhàÖÿÁà効率特性ÞàÙÜº

既設水車áĖŌļįsĠŐŜú土砂摩耗àßä損傷ÂñÞ

ā図

⒝
g比較äÕ÷áh¸ā同Î効率値ä等効率曲

線Ĉ太線Ý示Ï図

⒜h図

⒝
g新ŋİŔÝå太線þ

ĉßàº場合ÝøhŒŜĳĈ更新ÍÜ出力増大Ĉ図ĀÕº
Þä要求ø出始÷Üºāg

Ā内側ä等高線ä本数Â多Åh最高効率Â大幅á向上ÍÜ

新設発電所ä場合áåh水車ä形状åÁàĀ自由á設計

ºāÉÞø分ÁāgôÕh落差ä変化áþÙÜŒŜĳî

ÝÃāÂh既設水車äŒŜĳĈ更新Ïā場合áå既設水車
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フランシス水車ランナの更新

図

既設発電所の運転実績の分析

運転時間（h）

特 集
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0
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最新モデル
羽根形状

水量Ĉ変更ÏāÉÞÂ難ÍÅh既設機Þ同Î最大流量Ý新
ä仕様ú寸法ä制約Ĉ受Çāg特áľŒŜĠĢ水車ä場合

ŒŜĳĈ設計 ･ 製作ÏāäÂ普通Ý¸āgÍÁÍ前述ä

ä例äþ¼á数十年前á設計ËĂÕ既設ŒŜĳ

CO2 排出ä大幅削減á寄与ÏāÕ÷h最大使用水量ø含÷

ä羽根形状}網ÁÇ部~Þh性能ä優ĂÕ最新äŒŜĳä

Ü見直Íh発電所ä価値Ĉ最大化Íþ¼Þä検討ø進ĉÝ

羽根形状}白抜Ã部~Â大ÃÅ異àāÉÞÂ多Åh最新Œ

ºÅøäÞ期待ÍÜºāg

áåh図

ŜĳĈÓäôô適用ÏāÉÞÂÝÃàºgÍÕÂÙÜ一般
的áhľŒŜĠĢ水車ŒŜĳä更新äÕ÷áåhÓä都度

そのほかの環境配慮技術

新規áŒŜĳĈ設計Ïā必要Â¸āg既設水車ä寸法上ä
制約ä中Ý高º性能Ĉ実現ÍàÇĂæàÿàºÕ÷h一般

本稿Ýåh水車ä性能向上Ĉ中心á述ïÜÃÕg富士電

的á改修ŒŜĳä設計å新設発電所用äŋİŔ開発þĀ高

機Ýåh水力発電所ä環境負荷Ĉ低減ÏāÕ÷äËôÌô

º技術Â要求ËĂāg

à技術ø開発Íh適用ÍÜÃÜºāg直接的á河川ä水質

ŒŜĳúĕčĲłsŜĈ更新ÍÜ性能向上Ĉ図ā場合h

汚濁Ĉ防止Ïā油ŕĢ化àßá加¾h発電所機器ä長寿命

発電所ä運転実績Ĉ調査 ･ 検討ÏāÉÞÂ非常á重要Ý¸

化ú保守ä省力化àßøh広義ä環境配慮技術Þº¾āg

⑷

āg同一河川ä発電所建設úĩŉ運用ä変化àßËôÌô

ôÕh既存ĩŉä河川維持放流Ĉ利用ÍÕ発電úh上下

à要因áþÙÜh発電所建設当時á想定ËĂÜºÕ落差ú

水道ú農業用水h砂防ĩŉàßä遊休落差 ･ 圧力Ĉ利用Í

流量ä範囲ú頻度Â変化ÍÜºā場合Â¸āg新ÍºŒŜ

Õ発電àßh発電所建設äÕ÷ä直接的環境影響Ĉ最小化

ĳúĕčĲłsŜåh実際á運転頻度ä高º条件á¸ąÑ

ÝÃā発電方式ø注目ËĂhÓĂá適ÍÕŇčĘŖ水車ø

Ü設計ÍàÇĂæhÓä価値Ĉ最大限á発揮ÏāÉÞÂÝ

適用Â広ÂĀÚÚ¸āg富士電機Ýåh落差ú流量á応Î

ÃàºgôÕh落差範囲ä変化àßáþÙÜ既設ŒŜĳá

ÜŇčĘŖĪŎsĿŒ水車h横軸ľŒŜĠĢ水車h横軸 3

ĖŌļįsĠŐŜáþā損傷Â¸ā場合àßøh運転記録

射ŃŔıŜ水車àßhŇčĘŖ水力á適ÍÕ水車Ĉ用意Íh

ä分析áþÙÜh新ŒŜĳÝäĖŌļįsĠŐŜ回避äÕ

多Åä地点á納入ÍÜºāg

÷ä重要à情報Â得ÿĂāg
図

åh国内ä¸ā発電所ÝŒŜĳĈ更新ÍÕ際äh運
⑶

あとがき

転記録ä分析結果ä一例Ý¸āg発電所建設当時áåh最
高落差 185 m Þ最低落差 118 m ä運転範囲ä中Ýh基準

水力åhñÁä再生可能đĶŔėsÞ比較ÍÜøđĶŔ

落差å 162.5 m Þ指定ËĂÕgÉä付近ä運転頻度Â最ø

ės密度Â極÷Ü高Åh機器ä効率Þ設備利用率Â高ºh

高ºÞ想定Íh既設水車å基準落差付近Ĉ重視ÍÜ設計Í

環境áúËÍºđĶŔės源Ý¸āg一方hĩŉ建設Â環

⑸

ÕgÍÁÍhŒŜĳ更新á当ÕÙÜ発電所ä運転記録Ĉ分

境á与¾ā影響ÂĘŖsģċĬŀËĂhŇčĳĢčŊsġ

析ÍÕÞÉăh基準落差þĀ高落差Ýä運転Â多ÅhôÕ

Â先行ÍÜÃÕ感ø¸āgÍÁÍhĩŉÂ洪水ä防止ú渇

図示åÍÜºàºÂ低流量Ýä運転頻度ø高ºÉÞÂ明ÿ

水時ä水確保hÁĉÂºh船舶ä安定航行àßá果ÕÏ役

ÁÞàÙÕg一方h最低落差付近Ýä運転åñÞĉßàº

割ø見逃ÏÉÞåÝÃàºg

ÉÞø分ÁÙÕgÓÉÝ新ŒŜĳä設計点åh既設機þĀ

中国účŜĲĈåÎ÷ÞÏā途上国Âh増大ÏāđĶŔ

高落差側î移動Íh低流量Ýä運転ø十分考慮ÍÕ設計Þ

ės需要Ĉ石炭火力àßÝÏïÜ賄¼ÉÞåÝÃàºgĩ

ÍÕg
海外ÝåhŒŜĳúĕčĲłsŜä更新á当ÕÙÜh最

ŉ建設àßáþā環境負荷Ĉ最小限á抑¾ā努力Ĉ継続Í
ÚÚh水力発電Ĉ増úÏÉÞúh¸āºå既設発電所ä高

大流量Ĉ増úÍÜ大幅à出力ċĬŀĈ図āÉÞÂ少àÅà

性能化h長寿命化Ĉ図āÉÞáþĀ地球環境ä維持 ･ 改善

ºg日本国内Ýåh発電所ÊÞá認可ËĂÜºā最大使用

á貢献Ïā所存Ý¸āg
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小型高温ĕĢ炉åh軽水炉Þ比ïÜ格段á高温}v 950 ℃~ä熱Â利用ÝÃāÞÞøáh固有ä安全特性áø優ĂÕ原子
炉Ý¸āg発電以外ä分野î原子力ä利用Ĉ拡大ÍhCO 2 排出量ä大幅à削減Â可能àÕ÷h活発á開発Â進÷ÿĂÜºāg
富士電機åhąÂ国初ä高温ĕĢ炉Ý¸ā高温工学試験研究炉ä開発Ý培ÙÕ技術Ĉ生ÁÍÜh小型高温ĕĢ炉ä実用化ä
Õ÷ä研究開発Ĉ進÷Üºāg主à研究įsŇåh炉心冷却材有効流量確保äÕ÷ä耐熱炉心拘束機構ä開発h事故時ä安
全特性向上Ĉ狙ÙÕ出力分布平坦}îºÕĉ~化炉心ä開発h自然放熱áþā原子炉除熱特性ä評価精度向上àßÝ¸āg
The modular High Temperature Gas-cooled Reactor (HTGR) is a new generation type of the reactor with the inherent safety. The
HTGR can supply heat of very high temperature of approximately 950 degrees C compared to that of the Light Water Reactor. Its development has started in many countries as it has a potential to expand the nuclear heat utilization to reduce CO2 emission. Fuji Electric is focusing on the R&D towards the practical use of the modular HTGR based on the technologies gained during the development of Japanz
s ﬁrst
HTGR, HTTR. Major activities of our R&D work are development of the heat resistant core restraint mechanism to maximize the eﬀective
core coolant ﬂow rate fraction, development of the ﬂattened power proﬁle core to improve its safety characteristics during an accident, and improvement of the evaluation accuracy of the heat removal capability from the core by the natural convection, core conduction and radiation.

本稿ÝåhÉä高温ĕĢ炉ä設計概念ú特徴h国内外ä

まえがき

開発動向áÚºÜ概説ÏāÞÞøáh富士電機áÀÇā高
温ĕĢ炉開発îä取組õ状況áÚºÜ紹介Ïāg

小型高温ĕĢ炉åh優ĂÕ固有ä安全特性Ĉ持ÙÜºāg
ÉĂá加¾h利用ÝÃā温度Â 300 ℃程度ä軽水炉Þ比ï
Ü格段á高温}v 950 ℃~ä熱Ĉ利用ÝÃā次世代型ä原

高温ガス炉の特徴

子炉Ý¸āgÉä炉åh高温ä熱Ĉ直接用ºāĨsļŜá
.

þā高効率発電úh熱化学法áþā水Áÿä直接水素製造h

高温ガス炉の構造と軽水炉との比較

¸āºå高温蒸気áþā化学ŀŒŜıäŀŖĤĢàßä熱

高温ĕĢ炉ä原子炉構造ä例Ĉ図

源ÞÍÜ利用Â可能Ý¸āg発電ÖÇá限ÿĂÜºÕ従来

軽水炉Ýå金属被覆ä燃料Ĉ使用ÍÜºāgÉĂá対Íh

ä原子力ä利用範囲Ĉ大幅á拡大Íh1 次đĶŔėsÞÍ

á示Ïg

高温ĕĢ炉åĤŒňĬĘĢÝ被覆ÍÕ直径約 1 mm ä被覆

Üä化石燃料ä代替ÞÍÜ CO2 排出量ä大幅à削減Ĉ行

燃料粒子Ĉ用ºāgÉä被覆Â核分裂áþÙÜ生ôĂā放

¾ā可能性Â¸Āh国内外Ý活発á開発Â進÷ÿĂÜºāg

射性物質Ĉ閉Î込÷ā役割Ĉ果ÕÏgÉä被覆燃料粒子å

図１

高温ガス炉の原子炉構造

外側熱分解炭素（PyC）
内側熱分解炭素（PyC）
炭化けい素（SiC）

0.92
mm

多孔質炭素バッファ
燃料核

圧力容器
（鋼製）

燃料棒

被覆
燃料粒子

炉心部

燃料
コンパクト

580 mm

39 mm
590 ℃
950 ℃
26 mm
燃料コンパクト
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耐熱性á優ĂÜºāg1,000 ℃Ĉ超¾ā高温Ý長期運転Í

原子力の熱利用を拡大する小型高温ガス炉

図

原子炉から炉室冷却パネルへの自然放熱

ÜøhôÕh事故時á制限温度ä 1,600 ℃Þº¼超高温á
空気自然通風式
受動的冷却方式

料内á閉Î込÷āÉÞÂÝÃāg
燃料内Ý発生ÍÕ熱Ĉ原子炉外î取Ā出ÏÕ÷ä冷却材
áåh化学的á不活性àŁœďŉĕĢĈ用ºāgŁœďŉ
å高温Ýø燃料ú構造材Þ化学反応Ĉ起ÉÏÉÞåàºg
原子炉ä核分裂連鎖反応Ĉ効果的á維持ÏāÕ÷áåh

原子炉キャビティ
冷却系パネル

核分裂Ý発生ÍÕ高速ä中性子Ĉ減速ËÑā必要Â¸āg
軽水炉Ýåh冷却材Ýø¸ā軽水Ĉ減速材ÞÍÜ用ºÜº
āg高温ĕĢ炉Ýåh中性子ä吸収Â少àÅh放射線á強
Åh耐熱性á優Ăh熱伝導性ä良º黒鉛Ĉ用ºāgÉä黒
鉛å炉心構造材ÞÍÜä機能ø兼ãÜºāgôÕh熱容量
Â大ÃºäÝh事故時ä急激à温度上昇Ĉ抑¾ā役割ø果

⑶

事故時á放射性物質Ĉ燃料中á閉Î込÷
前述äþ¼áh万一ä事故時á運転員Â何øÍàÅÜøh

ÕÏg

ôÕ安全設備Â何ø機能ÍàÅÜøh自然界ä物理現象ä
.

小型高温ガス炉

高温ĕĢ炉å耐熱性ä高º被覆燃料粒子Ĉ使用ÍÜºāg

õÝ燃料ä健全性Ĉ維持ÏāÉÞÂÝÃāgÓäÕ÷炉心
内á蓄積ÍÕ放射性物質å燃料中á確実á閉Î込÷ÿĂā

大Ãà熱容量Ĉ持Ú減速材黒鉛Â事故時ä大Ãà熱Ö÷Þ

äÝh軽水炉áÀÇā耐圧 ･ 耐œsĘä格納容器ä設置å

àāgÉä特性Þ炉心ä負ä温度ľČsĲĹĬĘ特性ÞÂ

不要Þàāg

相ôÙÜh事故時ä出力ä異常上昇Ĉ抑制Íh温度上昇Â
緩慢áàāÞº¼h優ĂÕ安全特性Ĉ持ÚÉÞÞàāg

.

高温熱の用途

現在ä原子力発電ä主流ÞàÙÜºā軽水炉åh利用Ý

原子炉ä熱出力Ĉ¸ā程度ä規模以下á限定ÏāÉÞá
þĀhÉä安全上ä特性Ĉ徹底的á活用ÏāÉÞÂÝÃ

Ãā温度ä上限Â 300 ℃程度Ý¸āÕ÷h蒸気ĨsļŜ発

āg万一ä事故時áø原子炉Â自然á止ôĀh自然á冷

電以外ä用途ä利用åÊÅ限ÿĂÜºāgÉĂá対Íh高

¾h周辺公衆ä退避Ĉ必要ÞÏāþ¼à大量ä放射性物質

温ĕĢ炉åh700 v 950 ℃ä熱Â利用ÝÃāÕ÷h発電ŀ

Ĉ放出Ïā恐Ăäàº原子炉Ĉ造Ā出ÏÉÞÂÝÃāgÓ

ŒŜıÞÍÜø 50 % 近º効率ä直接ĕĢĨsļŜ発電Â

ĂÂh小型高温ĕĢ炉Ý¸Āh原子炉ä熱出力å最大Ýø

ÝÃāgËÿáh原子炉Áÿ得ÿĂÕ熱Ĉh電力変換Ĉ介

600 MWt}電気出力約 300 MWe~程度ÞÍÜºāgĢĚs

ËÐh熱化学法áþā水Áÿä水素製造ú高温蒸気áþā

ŔŊœĬıáþā経済性向上Ĉ狙ÙÜ最近å 1,700 MWe

化学ŀŒŜıäŀŖĤĢ熱源á直接利用ÏāÉÞÂÝÃāg

ŕłŔáôÝ到達ÍÜºā軽水炉ä大型化路線Þå一線Ĉ

ôÕh蒸気ĨsļŜĞčĘŔÞ接続ÍÜh化学ĜŜļĳs

画ÍÜºāg原子炉ä安全性Ĉ高÷Ü事故時á必要à設備

ı用á電力ÞŀŖĤĢ蒸気Ĉ併給ÏāĜsġĐĶŀŒŜı

àßä簡素化ĈÏāÉÞáþĀh原子炉出力Ĉ下ÈÜø経

ÞÍÜä利用øÝÃāgÍÕÂÙÜh高温ĕĢ炉åh従来

済性Ĉ確保Íþ¼Þº¼øäÝ¸āg

ä発電利用á限ÿĂÜºÕ原子力ä利用範囲Ĉ大幅á拡大

小型高温ĕĢ炉ä安全上ä特徴Ĉ次á示Ïg
⑴

事故時ä自然冷却

ÍÜ 1 次đĶŔėsÞÍÜä化石燃料Ĉ代替ÍhCO2 排出
量ä大幅à削減á寄与ÝÃā可能性Â¸āg

前述äþ¼áh小型高温ĕĢ炉å原子炉Ĉ小ËÅÏāÉ
ÞáþĀh事故時áø自然放熱Ý原子炉Ĉ十分á冷úÏÉ

高温ガス炉開発の現状と富士電機の取組み

ÞÂÝÃāþ¼áÍÜºāg例¾æh冷却系配管Â破断Í
Ü冷却材äŁœďŉÂ喪失Ïā事故}減圧事故~Â起ÃÜ
øh原子炉建屋Áÿ土壌h大気àßîä自然放熱áþÙÜh
原子炉å十分á冷却ÝÃh燃料Â健全性Ĉ維持ÝÃā温度
}制限温度~以下á保持ËĂā}図 ~
g
⑵

事故時á自動的á原子炉停止

一般áh低濃縮ďŒŜĈ燃料ÞÍÕ原子炉Ýåh炉心ä

.

高温ガス炉開発の歴史と富士電機の実績

⑴

高温ĕĢ炉開発ä歴史
高温ĕĢ炉ä開発åh1959 年á発足ÍÕ OECD}経済

協力開発機構~äĲŒĝŜŀŖġĐĘıáþā英国îä実
験炉建設á始ôāgÓä後h1960 年代Áÿ 1970 年代áÁ
ÇÜh米国ÀþéĲčĭ}当時h西Ĳčĭ~áÀºÜhÓ

温度Â上昇ÏāÞ負ä反応度ľČsĲĹĬĘÂ働Ãh自然

ĂÔĂ実験炉Þ原型炉ä建設 ･ 運転Â行ąĂÕg原型炉ä

á核反応Â抑制ËĂāÞº¼特性Ĉ持ÕÑÿĂāg高温ĕ

規模å約 300 MWe Ý¸ĀhºÐĂø蒸気ĨsļŜĈ用º

Ģ炉ä通常運転時ä燃料温度åh事故時ä制限温度á対Í

Õ発電ŀŒŜıÞÍÜä性能実証Â行ąĂÕg

十分à余裕Ĉ持ÙÜºāÕ÷h事故時á制御棒áþā緊急

1970 年代ôÝä両国ä高温ĕĢä開発åh軽水炉àß

停止動作àßĈ行ąàÅÜøh原子炉åÉä負ä反応度

Þ同様á大型炉指向Ĉ基本ÞÍÜ進÷ÿĂÜÃÕgÍÁÍh

ľČsĲĹĬĘ特性áþĀ自動的á停止Ïāg

ĢœsŇčŔċčŒŜĲúĪĐŔķĿčœä事故ĈÃÙÁ
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Çáh動的機器á依存ÑÐá原子炉ä安全性Â確保ËĂā

ä試験Ýåh炉内構造物強度試験h炉心耐震試験hĿŖĬ

特 集

固有安全炉概念îä関心Â世界的á高ôĀhÓĂôÝä大

Ę間ĠsŔ特性試験h材料ä熱特性試験àß設計 ･ 製作á

型炉Áÿ小型高温ĕĢ炉îÞ開発方針Â大ÃÅ変更ËĂÕg

必要à要素技術ä開発Ĉ行ÙÕg富士電機ä社内á高温高

ÓÍÜh米国hĲčĭÞø高温ĕĢ炉ä開発ä中心åh蒸

圧ŁœďŉŔsŀĈ設置Íh機器ä構造ú信頼性àßä実

気ĨsļŜ発電Ĉ用ºÕ小型ä高温ĕĢ炉îÞ移ÙÜºÅg

証試験Ĉ行ÙÕgHTTR ä各種高温構造機器ä実証試験

2000 年代á入āÞh地球環境保護ú温暖化防止ä観点

Ĉ行¼Õ÷äŁœďŉŔsŀ HENDEL Ýåh富士電機å

Áÿh米国Ýåh原子炉出口温度 950 ℃以上Ĉ目指ÍÕ小

ŀŒŜı全体ä取ĀôÞ÷Ĉ行ÙÕg同時áh炉心ä冷

型高温ĕĢ炉ÞÓĂá接続Ïā水素製造ĠĢįŉä開発Âh

却材流動特性評価äÕ÷ä{燃料体ĢĨĬĘ実証試験部|

đĶŔės省ä予算áþā NGNP}次世代型原子力ŀŒ
Ŝı~計画ÞÍÜ開始ËĂāÉÞáàāg

}HENDEL-T1~
h炉床部構造評価äÕ÷ä{炉内構造物
実証試験部|
}HENDEL-T2~
}図 ~ä設計 ･ 製作 ･ 据付

ĲčĭÝåh1980 年代á小型高温ĕĢ炉ä開発Â開始

ÇĈ行ºh大型構造機器ä性能 ･ 健全性ä実証á関Ïā研

ËĂh精力的á研究Â進÷ÿĂÕgÓä後ä原子力開発全

究開発á協力ÍÕg炉床部áÚºÜåh地震時応答ä基本

⑵h⑶

体ä中止Þº¼連邦政府ä政策変更áþĀh1990 年代初

İsĨ取得Þ地震時健全性実証Ĉ目的áh1/5 ĢĚsŔÀ

÷áÉä開発å中止ËĂÕgÍÁÍhĲčĭä高温ĕĢ炉

þé 1/3 ĢĚsŔä耐震試験装置ä製作 ･ 据付Ç ･ 試験ø

ä技術å中国Àþé南ċľœĔá受Ç継ÂĂh両国Þø高

行ÙÜºāg

⑷

温ĕĢ炉実証炉ä建設計画Ĉ進÷þ¼ÞÍÜºāg

HTTR 本体ä建設á¸ÕÙÜåh富士電機å副幹事会

近年åh特á水素製造úŀŖĤĢ用熱源ÞÍÜä利用á

社ÞÍÜ原子炉ä取ĀôÞ÷Ĉ行¼ÞÞøáh原子炉ĠĢ

対Ïā関心Â各国Ý高ôĀh米国ä提唱Ý始ôÙÕ国際的

įŉ設計Ýå炉心設計h安全解析Ĉ原子力機構á協力ÍÜ

à研究開発協力ä枠組õÝ¸ā第 4 世代原子炉ĠĢįŉ国

実施ÍÕñÁh炉内構造物h燃料取扱設備h放射線管理設

際ľĒsŒŉ}GIF~áÀºÜøh候補ŀŒŜıä一ÚÞ

備àßä主要設備ä設計 ･ 製作 ･ 建設Ĉ担当ÍÕg炉心上

ÍÜ取Ā上ÈÿĂh国際協力ø進÷ÿĂÜºāg

部Áÿ見Õ炉内構造物ä外観Ĉ図

⑸

ąÂ国Ýåh1960 年代末Áÿh当時ä日本原子力研究

á示ÏgôÕ燃料取扱

設備ä主要機器Ý¸ā燃料交換機Ĉ図

á示Ïg

所現在ä独立行政法人日本原子力研究開発機構}原子力

HTTR 建設完了後ø富士電機åh原子炉建屋内Ý貯蔵 ･

機構~
áÀºÜh発電以外ä多目的利用Ĉ目指ÍÕ高温

冷却ÍÕ後ä使用済燃料Ĉh敷地内Ý長期保管ÏāÕ÷ä

ĕĢ炉ä研究開発Ĉ開始ÍÕgÓä後hąÂ国初ä高温ĕ

乾式貯蔵設備Ý¸ā使用済燃料貯蔵設備ä建設úhHTTR

Ģ炉Þàā高温工学試験研究炉}HTTR~ä建設Ĉ 1990

ä炉内Ý材料Ęœsŀ試験Ĉ行¼Õ÷ä照射下Ęœsŀ試

年á開始ÍÕg2001 年áå定格運転á至Āh2004 年áå

験装置ä設計 ･ 製作àßĈ担当ÍÜºāg

⑹

⑺

950 ℃Þº¼高温ŁœďŉĕĢä炉外取出Íáø成功ÍÜ
⑴

ºāg
⑵

.

富士電機ä実績

高温ガス炉開発の取組み

高温ĕĢ炉áþā水素製造Ĉ実現ÏāÕ÷áå 950 ℃以

富士電機åh原子力機構Â研究開発Ĉ開始ÍÕ当初Áÿh
HTTR ä設計 ･ 研究開発á協力ÍÜÃÕg高温構造機器

上ä原子炉出口温度ä高温化Â必要Ý¸āgÉĂôÝá
HTTR àßä小型ä試験炉ÝåÉĂĈ達成ÍÕ実績Â¸
āøääh実用化äÕ÷áåôÖ課題Â多ºg例¾æ熱出

図

炉内構造物実証試験部（HENDEL-T2）

力 600 MWt ä小型高温ĕĢ炉ä実用化Ĉ考¾Õ場合h小
型炉Þº¾ßø HTTR ä熱出力 30 MWt ä 20 倍ä出力規

ID4.6 ｍ

模ÞàāgÉä出力á対ÍÜø固有安全性Ĉ確保ÏāÕ÷
áåh通常時Àþé事故時ä燃料温度制限Ĉ満足ÏāÉÞ

図

特殊ヒータ
800 ℃

圧力容器
430 ℃

17.5 m

1,000 ℃
400 ℃

1,000 ℃
40 kg/cm2G

220（ 30 ）

試験体炉床部

高温工学試験研究炉（HTTR）炉心最上段の外観
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高温工学試験研究炉（HTTR）燃料交換機

図

出力分布平坦化炉心

＜事故時燃料温度＞
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1,000

原子炉自然放熱挙動の解析例
流速
高

図

1,400

燃料温度（℃）

超高温ガス炉（VHTR）用耐熱炉心拘束機構

温度
高

低

低

（a）圧力容器上部流速

（b）圧力容器上部温度

炉心拘束機構

⑴

耐熱炉心拘束機構
原子炉出口温度Ĉ 950 ℃ôÝ高温化ÍÜøh燃料温度Ĉ

過度á上昇ËÑàºÕ÷áh黒鉛ĿŖĬĘÂ積層ÍÜºā
炉内構造物Ĉ外側Áÿ締÷ÚÇÜĿŖĬĘ間äėŌĬŀĈ
流ĂāĹčĺĢ流量Ĉ極力抑制Íh燃料部Ĉ流Ăā冷却
材ä有効数量Ĉ確保Ïā必要Â¸āgHTTR ä場合áåh
原子炉入口温度Â 400 ℃程度Ý¸ÙÕÕ÷h金属材料Ĉ用
強度試験装置

複合材試験片

ºÕ拘束機構Ĉ設置ÍÕgÍÁÍh水素製造用ä高温ĕĢ
炉ä場合áåŀŒŜı熱効率確保ä観点Áÿh原子炉入口

（a）VHTR 用
耐熱炉心拘束機構

（b）材料基本データの取得試験

温度á 500 v 600 ℃程度Â要求ËĂāgÓäÕ÷金属材料
ÝåàÅh耐熱性á優ĂÕĤŒňĬĘĢ複合材Ĉ材料á用
ºāÉÞÞÍh構造概念h材料基本İsĨä取得試験h強

Â必要Ý¸āg通常運転時áå炉心冷却材ä有効流量確保

度評価手法ä開発àßĈ進÷Üºā}図 ~
g

ä対策Â必須Þàāg事故時ä燃料温度áÚºÜåh一方

⑵

ÝŀŒŜı稼動率確保äÕ÷á燃料ä燃焼期間Ĉ長Å取Ā

出力平坦}îºÕĉ~化炉心ä検討

小型高温ĕĢ炉ä固有安全性Ĉ確保ÏāÕ÷áåh事故

ÚÚh出力分布ä最適化Ĉ行¼必要Â¸āgôÕh固有安

時ä燃料温度Â制限値以下áàāÉÞÂ必要Ý¸āg事故

全性Ĉ確保ÍÚÚ出力ä限界Ĉ極÷āÕ÷áåh原子炉容

時ä除熱Â原子炉容器Áÿä自然放熱Ý行ąĂāÕ÷h事

器Áÿä自然放熱áþā除熱性能ä評価áÀºÜh過度á

故時ä燃料最高温度å軸方向ä最大出力点近辺á表Ăāg

保守的áàÿàºÉÞø重要Ý¸āg

ÍÕÂÙÜh事故時燃料温度Ĉ低減Ïāáåh炉心ä軸方

富士電機Ýåh前述ä観点ä下áh熱出力 600 MWth

向出力分布Ĉ平坦化Ïā必要Â¸āg富士電機Ýåh原

出口温度 950 ℃Ĉ目標ÞÍÕ実用規模Ýä小型高温ĕĢ炉

子炉熱出力 600 MWth原子炉入口温度Â590 ℃h出口温度

ä実用化Ĉ目指Í研究開発Ĉ進÷Üºāg現在実施ÍÜº

Â 950 ℃Þº¼基本条件á加¾Üh燃料ä交換ĞčĘŔÞ

ā主à研究開発įsŇĈ紹介Ïāg

ĹĬĪ数ÞÍÜ 550日×2 ĹĬĪĈ設計目標áh図

á示
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Ïþ¼áh減圧事故時ä燃料温度Â制限温度 1,600 ℃Ĉ越
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小型高温ĕĢ炉åhÓä優ĂÕ固有ä安全特性á加¾h
水素製造ú化学ŀŒŜı向ÇŀŖĤĢ用熱源àßä発電以
外ä分野î利用Ĉ拡大ÏāÉÞáþĀhCO2 排出量ä大幅

岡本

à削減Ĉ行¼可能性Ĉ持Ú次世代型ä原子炉Ý¸āg富士

原子力ĠĢįŉ技術h高温ĕĢ炉ä技術開発á従

電機åh今後ø国内外ä関係諸機関Þ連携Ĉ図Āh高温ĕ
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りん酸形燃料電池 ｢FP-100i｣
特 集
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長谷川 雅一4HZHRHa\/HZLNH^H

堀内

義実@VZOPTP/VYP\JOP

富士電機åh1998 年Áÿ 100 kW Āĉ酸形燃料電池ä商品機Ĉ 25 台納入ÍÕg累積運転時間åh当初ä開発目標ä寿命
}4 万時間~Ĉ超¾h信頼性j耐久性Â実証ËĂÜºāg2009 年度á新Õá開発ÍÕ普及型Āĉ酸形燃料電池FP-100i
ä販売Ĉ開始ÍÕgFP-100i å周辺設備Ĉ一体化ÍÜŏsğä利便性ä向上Þh装置ä設置環境ä拡大Ĉ図ÙÜºāg今後
ä普及拡大î向ÇÕ展開Ýåh災害対応機能付Ã燃料電池ú純水素ú副生水素利用ä燃料電池äñÁáh電気自動車用ä水
素ĢįsĠŐŜá水素Ĉ供給ÝÃā水素供給機能付Ã燃料電池àßä用途開発Ĉ進÷Üºāg
Since 1998, Fuji Electric has delivered twenty-ﬁve 100 kW phosphoric acid fuel cell units. The cumulative operation time of these fuel
cells has exceeded the lifespan targeted by the original development (40,000 hours), and their reliability and durability have been proven. In
2009, Fuji Electric began selling the{FP-100i,|a newly developed low-cost phosphoric acid fuel cell. Integrated with peripheral devices, the
FP-100i features improved ease-of-use and is able to support installation in a wider range of environments. As part of future eﬀorts to popularize and expand usage of the FP-100i, application development will be promoted for fuel cells equipped with disaster response capability, fuel
cells that use pure hydrogen or by-product hydrogen, fuel cells equipped with hydrogen supply capability for supplying hydrogen stations for
electric vehicles, and so on.

まえがき

ä経験ÞķďĸďĈ反映ÍÕ 100 kW 商品機ä販売Ĉ 1998
年Áÿ開始Íh現在ôÝá 25 台Ĉ出荷ÍÜºāg

燃料電池åh水素Þ酸素Þä化学反応Áÿ直接電気Ĉ発

表

á 100 kW 商品機ä納入実績ÞÓä累積運転時間À

生ËÑā発電装置Ý¸Āh次世代đĶŔėsä一ÚÞÍÜ

þé運転状況Ĉ示Ïg主à納入先åh病院hńįŔhē

大Ãà期待Â寄ÑÿĂÜºāg

ľČĢļŔh下水処理場àßÝ¸āg電気Þ温水Ĉ利用Ï

燃料電池äŊœĬıåh燃料Ĉ化学反応ËÑāÉÞáþ

āĜsġĐĶŕsĠŐŜĠĢįŉÞÍÜ使ąĂÜºāg

Ā直接電気Ĉ取Ā出ÏÕ÷hđŜġŜúĕĢĨsļŜàß

販売当初äēsĹsńsŔ周期}ĤŔĢĨĬĘh改質

ä従来ä内燃機関äþ¼á燃料Ĉ燃焼反応ËÑh発電機á

器àßä主機ä交換時間~Â 40,000 時間ä商品機åh現

Ü電気Ĉ取Ā出Ï方式Þ比ïŖĢÂ少àÅh発電効率Â高

在運転中äÏïÜäĞčıÝh目標ä 40,000 時間Ĉ達成

ºÉÞÝ¸āgËÿáh大規模発電所Þ比ï消費者ä近Å

ÍÕgÓä中ÝøńįŔî納入ÍÕ装置åēsĹsńsŔ

Ý発電Ïā分散型電源ÞÍÜ使用ÝÃāäÝhđĶŔės

Ĉ実施Íh富士電機ä最長記録Þàā累積 91,568 時間Ĉ

損失Â少àÅhÁÚh排熱利用ÂÝÃāÉÞÝ¸āg燃料

達成ÍÕg

電池å都市ĕĢàßĈ利用Íh装置内Ý水素á改質}変

2006 年ÁÿåhēsĹsńsŔ周期Â 60,000 時間対応

換~ÍÕä×hÓä水素Ĉ燃料ÞÍÜ発電ÏāgÚôĀ水

機Ĉ販売ÍÜºāgôÕh2006 年ä ｢消防法｣ ä改正á

素Â¸Ăæ発電ÂÝÃhÓä水素å広º範囲ä燃料Áÿ改

þĀh燃料電池Â非常電源ÞÍÜ位置付ÇÿĂāþ¼á

質ÂÝÃāÕ÷燃料ä多様性øŊœĬıÝ¸āgÉäÕ÷h

àÙÕg2008 年áh富士電機ä 100 kW 商品機Â消防法認

燃料電池å地球温暖化防止á対Ïā世界的à関心ä高ôĀ

定ä第一号Ĉ取得ÍÕg常時åĜsġĐĶŕsĠŐŜÞÍ

áþĀh温室効果ĕĢ削減äĭsŔä一ÚÞÍÜ期待ËĂh

Ü運用Íh災害発生時å非常電源ÞÍÜ特定負荷îä給電

開発Þ実用化á向ÇÕ取組õÂ活発áàÙÜºāg

Ĉ継続ÝÃāþ¼áàÙÜºāg認定試験ÝåhºÁàā

富士電機åh100 kW Āĉ酸形燃料電池Ĉ販売ÍÜÃÕg

方向Áÿä水ä飛ôÚáþÙÜø不具合Â発生ÍàºÞº

Ëÿàā普及Ĉ目指Íh新ÕáĀĉ酸形燃料電池 ｢FP-

¼厳Íº防噴流形防水試験á合格ÍÜºāg2009 年áå

100i｣ Ĉ開発Í 2009 年度Áÿ販売Ĉ開始ÍÕg本稿Ýåh

FP-100i Â国内Ý販売ÍÜºā製品úĞsļĢĈ対象ÞÍh

富士電機Â納入ÍÕĀĉ酸形燃料電池ä現状Þh最新型ä

特á優ĂÕ新製品hĞsļĢĈ表彰Ïā{日経優秀製品 ･

FP-100i

ĞsļĢ賞

ä特徴Àþé今後ä展開áÚºÜ述ïāg

優秀賞|Ĉ受賞ÍÕg

Éäþ¼á富士電機äĀĉ酸形燃料電池ä信頼性ú耐久

りん酸形燃料電池の現状
富 士 電 機 åh1973 年 á Ā ĉ 酸 形 燃 料 電 池 ä 開 発 á 着

性åh実ĞčıÝ実証ËĂÜºāg

りん酸形燃料電池の特徴

手ÍÕgēŜĞčı向ÇáåÉĂôÝ 50 kWh100 kWh
500 kW Ĉ開発ÍhĕĢ会社Àþé電力会社ä協力ä下

燃料電池åh使用Ïā電解質ä種類áþÙÜhċŔĔœ

100 台Ĉ超¾āľČsŔĲįĢıĈ実施ÍÜÃÕgÉĂÿ

形h固体高分子形hĀĉ酸形h溶融炭酸塩形h固体酸化物
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⑴

100 kW りん酸形燃料電池商品機の納入実績と稼動状況＊

表

納入時期

累積運転
時間（h）

院

1998 年 8 月

44,265

終

了

ホテル

1999 年 3 月

91,568

終

了

2000 年 4 月

41,735

終

了

2001 年 3 月

42,666

終

了

オフィスビル

2001 年 3 月

48,734

終

了

オフィスビル

2000 年 7 月

64,117

運転中

オフィスビル

2000 年 7 月

48,269

運転中

特 集

納入先
病

大

燃

オーバーホール
周期時間（h）

料

学

オフィスビル

都市ガス（13 A）

実証施設

バイオガス

研修施設

都市ガス（13 A）

下水処理場

消化ガス

運転状況

オーバーホール
実施状況

実施済

実施済

2001 年 7 月

10,952

終

2001 年 12 月

66,442

運転中

了
実施済

2002 年 3 月

68,157

運転中

実施済

2002 年 3 月

68,391

運転中

実施済

40,000

病

院

2003 年 7 月

58,160

運転中

実施済

大

学

2003 年 10 月

49,731

運転中

実施済

展示施設

2003 年 11 月

53,199

運転中

実施済

オフィスビル

2004 年 1 月

51,486

運転中

実施済

2004 年 3 月

48,825

運転中

2006 年 3 月

34,646

運転中

2006 年 3 月

32,155

運転中

都市ガス（13 A）
病

院

展示施設
病

院

病

院

60,000
下水処理場

庁

2006 年 3 月

32,377

運転中

2006 年 12 月

29,680

運転中

2006 年 12 月

29,181

運転中

2006 年 12 月

29,068

運転中

2006 年 12 月

29,198

運転中

2007 年 9 月

20,633

運転中

2009 年 1 月

10,700

運転中

消化ガス

舎
都市ガス（13 A）

オフィスビル
＊稼動状況は 2010 年 4 月 1 日現在

図

りん酸形燃料電池の発電効率とパターン運転のイメージ

形Â¸Āh動作温度h規模h用途àßÂ異àāgÉä中Ýh
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100 kW Āĉ酸形燃料電池商品機ä主à特徴Ĉ次á示Ïg
⑴

低出力Áÿ高出力ôÝ発電効率Â高º

図

á示Ïþ¼áh部分負荷Ýø高º発電効率Ĉ維持Í

Ü出力調整運転ÂÝÃāg昼間å 100 kW ä定格Ý運転Íh
夜間àß電気使用量Â低減Ïā場合å出力Ĉ下Èā部分負
荷運転ÞºÙÕĺĨsŜ運転Â可能Ý¸āg
⑵

多様à燃料Â利用可能
発熱量ä異àā LP ĕĢh都市ĕĢh消化ĕĢh水素à

ßËôÌôà燃料ĕĢá対応ÝÃāgÉä特長Ĉ生ÁÍÜ

（a）発電効率
電気使用量・燃料電池出力（ｋＷ）

発電出力（PAFC 発電端）
（kW）

最ø早Å商用化ËĂÕäåĀĉ酸形Ý¸āg富士電機ä

燃料ä切替¾ÂÝÃh災害時á都市ĕĢàßäŒčľŒč
電力負荷のイメージ
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150

運転Â継続ÝÃāg
発電効率 42%

発電効率
45%

⑶

100

装置Áÿ排出ËĂāĕĢ中ä窒素酸化物h硫黄酸化物å
燃料電池の
発電出力

50
0
0：00

優ĂÕ環境性

図

á示Ïþ¼áñÁä発電機þĀø非常á少àºgôÕh

化学反応Ý発電ÏāÕ÷発電部á回転体ÂàÅhËÿá
6：00

12：00

18：00

時刻
（b）パターン運転

0：00

ĺĬĚsġ内配置ÞĺĶŔ構造Ĉ工夫Íh騒音Ĉ機側 1 m
Ý 65 dB
}A~以下á抑¾Üºāg病院hńįŔàßä静Ç
ËÂ要求ËĂā施設áø容易á設置ÂÝÃāg
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表

各種発電機の排ガス分析値

ガスタービン

5
40

定格出力

100 kW AC

出力電圧

3φ3W，210 V/220 V

周波数

50 Hz/60 Hz

発電効率

＊
42%（LHV）
発電端（消化ガス：40%）

100

ガスエンジン

熱出力
（右欄の①または
②のどちらかを
選択）

1,400

ディーゼル
500

0

1,000

NOx 濃度（ppm）

排ガス

（a）窒素酸化物（NOX）濃度

燃料消費量
燃料電池

0

ガスタービン

0

ガスエンジン

0

特 集

燃料電池

「FP-100i」の仕様

①高温排熱回収タイプ
50 kW（90 ℃）
＊
総合効率：62%（LHV）
②中温排熱回収タイプ
123 kW（60 ℃）
＊
総合効率：92%（LHV）
NOx：5 ppm 以下（O2 0%）
SOx，dust：検出下限界
3
都市ガス：22 m（Normal）
/h
3
［消化ガス：44 m（Normal）
/h］

運転方法

全自動運転，系統連系，単独運転

寸

法

W2.2 × L5.6 × H3.4（m）

質

量

15 t（消化ガス 16 t）

＊低位発熱量（LHV：Lower Heating Value）
：240 ページ「解説 1」参照

ディーゼル

250

図
0

50

100

150

200

250

「FP-100i」の外観

300

SOx 濃度（ppm）
（b）硫黄酸化物（SOX）濃度

⑷

年間連続運転Â可能
安定的à運転Ĉ継続ÏāÕ÷áh停止点検å年 1 回hÓ

Ă以外áľČŔĨ交換àßä定期的àŊŜįĳŜĢå運転
中á交換ÝÃāþ¼á設計ÍÜºāäÝh1 年間ä連続運
転Â可能Ý¸āg

普及型りん酸形燃料電池 ｢FP-100i｣ の開発
Āĉ酸形燃料電池Ĉ普及拡大ËÑāÕ÷áåhŏsğä
利便性ä向上h設置可能à環境条件ä拡大àßÂ必要Ý
¸ÙÕgFP-100i ä仕様Ĉ表

á示Ïg外観ä特徴åh燃

料電池導入áþā環境貢献ú企業ä社会的責任}CSR~向
上ä PR 効果Ĉ狙ºh一般ä人Õ×áø見Üøÿ¾ā場所

àÀh装置ä屋根á載Ñā排熱処理設備åh輸送制限Áÿ

á設置ÝÃāþ¼áh装置外周å吸気ĩĘıú排気ĩĘı

現地áÜ組立Ĉ行¼Âh配線接続äĜĶĘĨ化Þh配管施

ä凹凸åàÅh屋根上á設置ËĂÕ機器åľĐŜĢÝ覆ºh

工Ĉ 2 本á削減Í現地工事ä簡素化Ĉ図ÙÕgôÕh周辺

装置全体Ĉ直線的àİğčŜÝ仕上ÈÜºāg色å茶系Þ

設備Ĉ装置î搭載ÏāÕ÷áåh各機器ä小型h軽量化ø

ńŘčı系äĭsıŜĔŒsÞÍh従来ä発電装置ä硬º

図ÙÜºāgÓä主à内容Ĉ次á記Ïg

čŊsġÞ異àĀh周囲ä建物ú自然Þ調和ÝÃāþ¼á

⑴

úËÍºčŊsġá仕上ÈÕgFP-100i ä外観Ĉ図
Íh次á特徴Ĉ記Ïg

排熱処理設備ä軽量化
従来h排熱処理設備冷却器ä冷却水åh装置内Ĉ循環Ï

á示

āĀĉ酸Ĉ若干含ĉÖ冷却水Ý¸ÙÕg途中á熱交換器Ĉ
設Çh排熱処理設備ä冷却水Ĉ装置内ä冷却水Þ分離ÍÜh

.

設置面積の削減と現地工事の簡素化

冷却水áþā腐食Ĉ防ºÖgÓä結果h冷却器äĪŎsĿ

燃料電池å周辺設備ÞÍÜh排熱処理設備h窒素設備h

材質ĈĢįŜŕĢ製Áÿ銅製î変更ÝÃh熱伝導率Â向上

水処理装置h熱利用設備h電気盤h中和器Â必要Ý¸āg

ÍÕgËÿáh冷却ľČŜäĽĬĪä縮小化ú筐体}Ãý

従来ÓĂÿåĞčıÝ据付Ç工事Þ配管h配線接続Â行ą

¼Õº~構造á薄板板金構造Ĉ採用ÏāàßÍh冷却器質

ĂÜºÕgFP-100i ÝåÓĂÿĈ一体化Íh設置面積ä削

量Ĉ 1,350 kg Áÿ 600 kg}約 1/2~á削減ÍÕg軽量化á

減Þ現地工事ä簡素化ĈÍÕgŊŜįĳŜĢĢŃsĢĈ含

þĀ冷却器Ĉ装置ä屋根上á設置ÝÃh一体化Ĉ実現ÍÕg

÷Õ必要à設置面積å 75 m2 Áÿ 43 m2 á削減ÍÕ}図 ~
g

⑵

窒素ŅŜłä削減
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設置面積の削減と現地工事の簡素化

図

装置内配置と換気流れ

燃料電池装置

特 集

電気盤

氷点下の環境では，電気ヒータとインバータの熱でパッケージ
内の空気を温めて，水系機器が凍結するのを防止

排熱処理設備

正面側

水処理装置

中和器

水処理装置

窒素設備

熱交換器

ポンプ

電気ヒータ

補機室

空気を昇温

温かい空気

インバータ
/ 制御装置

空気
入口

改質器
脱硫器
/CO 変成器

セルスタック
隔壁

2

主機室

空気出口

空気入口

空気出口

（a）従来タイプの設置例（必要設置面積 75 m ）

背面側

排熱処理設備

Āĉ酸形燃料電池åhĤŔĢĨĬĘä電解質áĀĉ酸Ĉ
使ÙÜºāg高濃度äĀĉ酸å常温áÜ凍結ÏāÕ÷h従
燃料電池装置

来h輸送中å発電機àßáþĀ電気Ĉ供給Í電気ĻsĨÝ
保温ÍÜºÕg船ä輸送Ýå保温Â困難àÕ÷h保温Ĉ不
要ÞÏā必要Â¸āgÓÉÝ輸送中äĀĉ酸濃度Ĉ下Èā

（b）
「FP-100i」の設置例（必要設置面積 43 m2）

ÉÞÝ凍結Ĉ防止Ïā方法Ĉ開発ÍÕgÉä方法Ĉ実機á
Ü検証Íh保温àÍä輸送Ĉ可能ÞÍÕg
燃料電池åh装置ä停止時á安全äÕ÷á配管Þ機器内

⑵

緩衝装置ä開発
燃料電池装置å 1 G ä輸送振動á耐¾āþ¼áh1 G Ý

ä可燃性ĕĢĈ窒素ĕĢáþĀ置換Ïā必要Â¸āäÝh
窒素設備Ĉ設ÇÜºāg窒素ŅŜł}7 m3/本~å従来h1

設計ÍÜºāgÍÁÍh港湾Ý船î積õ込öĘŕsŜ作

系列Ĉ 3 本ÞÍh2 系列計 6 本Ĉ設ÇÜºÕÂh可燃性ĕ

業àßÝåh1 G 以上ä衝撃Â加ąā可能性Â¸āgÓä

Ģä置換時間ä最適化áþĀ 1 系列Ĉ 2 本h2 系列Ý計 4

Õ÷h輸送中å装置下部á緩衝装置Ĉ取Ā付ÇāÉÞÝh

本á削減Í一体化ÍÕg削減äÕ÷áå実機Ĉ用ºÜ検証

3 G ôÝä衝撃áø耐¾ÿĂāþ¼áÍÕg

試験Ĉ行ºh配管Þ機器内Â窒素ĕĢá置換ËĂ十分á安
全àĕĢ濃度ôÝ低下ÝÃāÉÞĈ確認ÍÜºāg

.

耐震性の向上

耐震性ä向上Ĉ図āÕ÷h計画段階Áÿ装置架台ÞĢ
.

低温への対応

ĨĬĘä強度解析Ĉ実施Í設計î反映ËÑÕgËÿáh実

装置Ĉ設置Ïā周囲温度条件åh従来−5 ℃Áÿ＋40 ℃
Ý¸ÙÕgFP-100i

å装置内ä換気方法Þ機器配置Ĉ見直

Íh−20 ℃Áÿ＋40 ℃ôÝ対応可能ÞÍÕgÉĂáþĀ

機Ĉ振動試験機á搭載Íh新潟中越地震相当ä実際ä地震
波áþā振動試験Ĉ行ºh振動試験完了後á装置å問題à
Å発電ÝÃāÉÞĈ確認ÍÕg

寒冷地Ýä屋外設置Â可能ÞàÙÕg
熱流体解析áþĀh装置内ä換気ä流ĂÞ温度分布Ĉ解

今後の展開

析Íh換気流量Þ機器配置ä最適化Ĉ図ÙÕg−20 ℃Á
ÿ＋40 ℃ôÝä温度ä範囲Ýh支障àÅ装置Â運転継続
可能àÉÞĈ実機áÜ確認ÍÕg具体的áåh図

富士電機äĀĉ酸形燃料電池åh従来h都市ĕĢĈ燃料

á示Ï

ÞÏāĜsġĐĶŕsĠŐŜ用途ÂñÞĉßÝ¸ÙÕÂh

þ¼áčŜĹsĨÞņŜŀh水処理装置hĨŜĘàßä機

燃料電池ä燃料源Â水素Ý¸ā特性Ĉ生ÁÍh新Õà用途

器Ĉ設ÇÕ補機室ÞhĤŔĢĨĬĘÞ改質系機器Ĉ設ÇÕ

開発Ĉ進÷Üºāg図

主機室Ĉ壁Ý分ÇÕgËÿáh補機室吸気口áåh冬場ä

内容Ĉ次á記Ïg

á用途拡大ä説明図ĈhÓä主à

周囲温度Â低ºÞÃäÕ÷á電気ĻsĨĈ設Çh電気品保
護Þ水Ĉ扱¼機器ä凍結防止Ĉ図ÙÜºāg

.

純水素，副生水素（製油所，化学工場副生ガス）利用
燃料電池

.

輸送への対応

燃料電池ä海外Ýä普及Ĉ図āÕ÷áå海上輸送Â必要

純水素h副生水素利用燃料電池åh燃料ä改質Ĉ必要Þ
ÑÐh水素Ĉ直接供給Í発電Ïā装置Ý¸āg苛性}ÁÑ

ÞàāäÝh次ä二Úä開発Ĉ行ÙÕg

º~Ħsĩ工場àßÁÿ発生Ïā純水素}99.9 % ä高濃度

⑴

水素~Ĉ燃料ÞÏā場合hþĀ高º発電効率ĠĢįŉĈ構

輸送時ä保温電源削除
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図

りん酸形燃料電池の用途拡大

図

天然ガス田

都市ガス

石油

ＬＰガス

下水汚泥

メタンガス

燃料切替機能
（災害対応）

素

純水素

製油所
副生水素

副生水素

GS

電気

改質反応

⇒コークス炉ガス

苛性（かせい）
ソーダ工場
副生水素

熱

水

水素精製
オフガス

製鉄所
副生ガス

主要拠点のガソリンステーション
に水素ステーション併設

燃料電池
電気

⇒下水消化ガス
バイオガス

有機性廃棄物
食品残渣
（ざんさ）など

特長：電気と熱に，さらに水素も供給する多機能発電機

《燃料電池システム》

燃料

熱供給
水素
水素リッチガス 精製装置

燃料電池
本体

高圧
圧縮器

水素

燃料電池
パッケージ

水素供給機能

水素

給øÝÃāıœġĐĶŕsĠŐŜÂ可能à装置Ý¸āg昼
間åĜsġĐĶŕsĠŐŜÝ電気Þ熱Ĉ利用Íh負荷Â少

：用途拡大

àº夜間áå発電出力å下Èh余ÙÜºā水素製造能力á
⑵

図

þĀ水素ĕĢĈ取Ā出Íh供給ÝÃāg燃料電池車á必要

通常時と災害時の電源供給方法

à水素ĢįsĠŐŜh小容量ä水素Â必要à事業所àßî
商用電力系統

商用電力系統

適用Â可能Ý¸āg図

á概略図Ĉ示Ïg

あとがき
一般負荷

一般負荷

重要負荷

重要負荷

燃料電池åh地球温暖化防止Þ地球環境ä保護á貢献Ï
都市ガス

都市ガス
排熱利用

LP
ガス

貯蔵燃料

（a）通常時

ā装置Ý¸āÕ÷h普及拡大ËÑāÉÞÂ社会貢献îÞÚ
排熱利用

（b）災害時

àÂāg本格的á普及ËÑāÕ÷Ëÿàā用途拡大Þŏs
ğŊœĬıä向上Ĉ推進ÍÜºÅ所存Ý¸āg
ÉĂôÝä関係機関Àþéŏsğ各位äÊ指導hÊ協力
á感謝ÏāÞÞøáh今後ÞøàÀºÙÓ¼äÊ理解ÞÊ

築ÏāÉÞÂÝÃāgÓä理由åh燃料電池Áÿ出ÜÃÕ

支援ĈÀ願ºÏāøäÝ¸āg

排水素åÓäôô排気ÑÐh燃料電池本体入口á戻ÍÜ再
利用}œĞčĘŔ方式~Íh高º水素利用率Ĉ実現ÝÃā

参考文献

ÁÿÝ¸āg最大 48 %}発電端~ä高発電効率ĠĢįŉ

⑴

Ĉ構築ÏāÉÞÂÝÃh純水素ĈŅčŒ利用Ïā場合Þ比
較Í CO2 削減効果å 1.6 倍ø¸āg

腰一昭ñÁ. Āĉ酸形燃料電池ä現状Þ今後ä展開. 富士時

報. 2008, vol.81, no.3, p.198-202.
⑵

堀内義実ñÁ.{Āĉ酸形燃料電池ä普及áÚºÜ|
. 第16

回燃料電池ĠŜņġďŉ講演予稿集. 燃料電池開発情報ĤŜ

.

災害対応機能付き燃料電池

Ĩs . 2009, p.163-166.

災害àßÝ電気ú都市ĕĢÂ遮断ËĂÕ場合h非常用発
電機Ý電力Ĉ供給ÏāäÂ一般的Ý¸āg防災拠点àßá
災害対応機能付ÃĀĉ酸形燃料電池Ĉ導入ÏĂæh通常å

長谷川 雅一

電力Þ熱Ĉ供給Íh災害時ø燃料Ĉ都市ĕĢÁÿ備蓄 LP

燃料電池発電装置ä装置開発Àþé設計業務á従

ĕĢá切Ā替¾Ü発電Â継続ÝÃ電力Þ熱ä供給Â可能Ý

事g現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社環境Ħ
œŎsĠŐŜ本部産業ĦœŎsĠŐŜ事業部千葉

¸āg

工場燃料電池部g

LP ĕĢä発熱量å都市ĕĢä発熱量ä約 2 倍Ý¸āÕ
÷h水素ĈÚÅā改質条件Â異àāøäähĀĉ酸形燃料
電池å燃料改質系ÝhºÙÕĉ水素á改質ÍÜ発電ÏāÕ

堀内

÷h停止ÏāÉÞàÅ発電Ĉ継続ÝÃāgàÀhLP ĕĢ

燃料電池Àþé新đĶŔėsäđŜġĴċœŜę

ä運転Ýåh出力å 70 kW ÞàĀh50 kg ŅŜłÝ約 3 時

業務á従事g現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社

間ä給電Â可能Ý¸āg図

á通常時Þ災害時ä電源供給

義実

環境ĦœŎsĠŐŜ本部産業ĦœŎsĠŐŜ事業
部千葉工場燃料電池部課長g電気学会会員g

方法Ĉ示Ïg
.

水素供給機能付き燃料電池

水素供給機能付Ã燃料電池åh電気Þ熱á加¾h水素供
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下水汚泥消化ガスを利用した燃料電池
特 集

-\LS*LSS[OH[<[PSPaLZ:L^HNL:S\KNL+PNLZ[PVU.HZ

福村

琢;HR\-\R\T\YH

黒田

健一2LUPJOP2\YVKH

富士電機åh下水汚泥消化ĕĢĈ燃料ÞÏā 100 kW Āĉ酸形燃料電池ä商品機Ĉ計 6 台納入Íh良好à運転実績Þ導入
効果Ĉ得Õg山形市浄化ĤŜĨsÝåh累積運転時間ø当初ä開発目標寿命}4 万時間~Ĉ超¾h下水汚泥消化ĕĢáÀÇ
āĀĉ酸形燃料電池ä長期間ä信頼性j耐久性h導入効果Ĉ実証ÍÕg熊本北部浄化ĤŜĨsÝåh再生可能đĶŔėsÝ
¸ā下水汚泥消化ĕĢä電力価値ĈęœsŜ電力証書ÞÍÜ売却Íh注目Ĉ集÷Üºāg国内外ä拡販展開á向ÇÜh標準
化設計Þ高効率化h海外認証ä取得Ĉ進÷h市場性Ĉ高÷ÜºÅ予定Ý¸āg
Fuji Electric has delivered a total of six 100 kW phosphoric acid fuel cell units that utilize sewage sludge digestion gas as fuel, and has
achieved a good operating track record and introduction eﬀect. At the Yamagata Puriﬁcation Center, the cumulative operating time has exceeded the initial development target lifetime of 40,000 hours and the long-term reliability, durability and introduction eﬀect of phosphoric acid
fuel cells in sewage sludge digestion gas has been veriﬁed. At the Kumamoto Hokubu Puriﬁcation Center, the sale, as tradable green certiﬁcates, of the power value of the renewable energy source of sewage sludge digestion gas is attracting attention. To expand sales both in Japan
and overseas, Fuji plans to enhance the marketability of this fuel cell by moving ahead with eﬀorts to standardize designs, improve eﬃciency
and acquire overseas certiﬁcations.

下水処理場Ýå公共水域ä水質保全äÕ÷h川ú海î流

まえがき

Ă込ö汚濁物質ä量Ĉ減ÿÍÜºāg汚水ĈÃĂºáÏā
近年h地球温暖化Ĉ防止ÏāÕ÷äh循環型社会îä転

際á取Ā除ºÕ汚Ăåh下水汚泥Þ呼æĂāgÉä下水汚

換ú低炭素社会ä構築á向ÇÕ法整備ú技術開発Â進÷ÿ

泥Ĉ減量化 ･ 安定化ÏāÕ÷h酸素Âàº状態Ý有機物Ĉ

ĂÜºāg環境調和型ä石油代替đĶŔės資源ÞÍÜh

分解処理Ïā嫌気性消化処理Ĉ行¼ÞhŊĨŜĕĢĈ主成

再生可能đĶŔėsÂ注目Ĉ集÷ÜºāgÓä中ÝĹčē

分ÞÏā大量ä下水汚泥消化ĕĢÂ発生Ïāg

ŇĢđĶŔėsåh将来的á世界ŕłŔÝ大量á導入ËĂ

現在h下水汚泥ä嫌気性消化処理å国内ä下水処理場
ä¼×h約 260 施設Ý行ąĂÜºāg総発生量Â約 2.6 億

āÞºąĂÜºāg
日本Ýåh大量á廃棄ËĂÜºā廃木材h木ÅÐh汚泥h

m3/年áàā消化ĕĢåh汚泥消化槽}消化ĨŜĘ~ä加
⑵

生Êõh廃棄食用油h畜産廃棄物àßä{廃棄物ĹčēŇ

温ú消化ĕĢ発電h汚泥燃焼ä補助燃料á利用ËĂÜºāg

Ģ|ä利用Âh地球温暖化防止ø含÷Õ環境対策ä面Ý有

近年åh発電効率ú環境面Ý優ĂÜºā燃料電池発電ä導

益Ý¸āÞ期待ËĂÜºāg

入Â進ĉÝÃÜºāg

富 士 電 機 Ý åh1999 年 Á ÿ Ŋ Ĩ Ŝ 発 酵 ĕ Ģ á þ ā Ā

消化ĕĢä主成分åhCH4}ŊĨŜ~60 %hCO2 40 % Ý

ĉ酸形燃料電池ä適用開発á着手Íh良好à運転結果Ĉ

¸ āg 低 位 発 熱 量}LHVkLower Heating Value~
}240

得ÜÃÕgÉĂĈøÞáh下水汚泥消化ĕĢá適用ÍÕ

3
Ńsġ解説 1参照~åh約 22.5 MJ/m}Normal~Þ都

100 kW Āĉ酸形燃料電池Ĉ 2002 年 3 月á山形市浄化ĤŜ

市ĕĢä約半分Ý¸āg不純物ÞÍÜ硫化水素hĠŖĖĞ

Ĩsî納入Íh2006 年 12 月áå熊本北部浄化ĤŜĨsî

ŜhċŜŋĴċàßĈ含ĉÝºāgÉĂÿå燃料電池Ý使

納入ÍÕg

用ÍÜºā触媒Ĉ被毒ÏāÕ÷h硫化水素Ĉ除去Ïā脱硫

本稿Ýå良好à運転結果Ĉ得Õ導入Ğčıä稼動実績h
導入効果àßĈ紹介Ïāg

塔úĠŖĖĞŜúċŜŋĴċàßĈ活性炭Ý除去Ïā前処
理装置Ĉ設Çh¸ÿÁÎ÷除去Ïā必要Â¸āg
ôÕh消化ĕĢå季節ú人口変動ä影響Ĉ受Çāg実運
転Ýå CH4 濃度ä変動}55 v 65% 程度~Â¸āg燃料電

下水消化ガスを利用した燃料電池発電

池åhCH4 濃度変動á伴¼燃料電池ĠĢįŉ内ä温度ä変
下水処理場å各家庭Áÿ出Õ生活排水àßĈ集÷h水

化ĈÞÿ¾Üh制御定数Ĉ自動的á変更Íh変動後ø安定

ä汚ĂĈ表Ï指標Ý¸ā生物化学的酸素要求量}BODk

ÍÕ運転Â継続ÝÃāÞº¼従来äĕĢđŜġŜáåàº

⑴

Biochemical Oxygen Demand~ Ĉ 1/10 v 1/20 程 度á ô

優ĂÕ特徴Ĉ持ÙÜºāg

Ý低減Íh川ú海á返Ï施設Ý¸āg下水ú汚泥ä処理á
伴º大量äđĶŔėsĈ消費ÏāÕ÷h全国ä下水処理場

山形市浄化センターでの運転実績

Ý使用Ïā電力å日本ä総電力使用量ä約 0.7 % á相当Ï
āg地球温暖化防止äÕ÷áøh下水処理áÀÇā電力ä

⑴

ĠĢįŉ概要

⑴

ĘœsŜ化Â大Ãà課題ÞàÙÜºāg
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山形市浄化ĤŜĨs}図 ~å敷地面積 7.74 hah処理人
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口 69,000 人ä下水処理場Ý¸āg1 日最大 3,800 m3 ä消化

ŕsĠŐŜáþāđĶŔėsä有効利用Â可能Ý¸āÉÞ

ĕĢĈ発生ËÑÜºāg

Â周知ÞàÙÕg図

áh年間稼動実績}2002 v 2009 年

度~Ĉ示Ïg8 Á年áąÕĀh燃料電池å約 97 % Þ高º

ĢįŉĈ構成ÍÜºāg燃料電池 2 台åhłsĢŖsĲ用

稼動率Ý運転Ĉ継続ÍÜºāg同時á所内消費電力ä約

ÞÍÜ 24 時間 100 % 負荷Ý運転ÍÜºāgĕĢđŜġŜ

24 v 32 % å燃料電池áþÙÜ安定的á賄ÙÜºāÉÞÂ

åĽsĘĔĬı用ÞÍÜ主á昼間運転ÍÜºāg燃料電池

分Áāg

ä排熱åh消化ĨŜĘä加温á利用ÍÜºāg
図

ôÕh同図á所内買電量Þ燃料電池áþā電力供給率

á山形市浄化ĤŜĨsáÀÇā燃料電池発電設備

}100 kW×2 台~äĠĢįŉľŖsĈh表

á燃料電池発

}所内消費電力量á対Ïā燃料電池ä発電量ä割合~Ĉ示
Ïg2006 年度Áÿ所内買電量Â減少Ïā傾向Ĉ示ÍÜº

電設備ä仕様Ĉ示Ïg

āg燃料電池ä安定運転ä実績Áÿh燃料電池ä高出力Ĉ

⑵

維持ÍÕłsĢ運転ÞĕĢđŜġŜáþāĽsĘĔĬı運

運用実績Þ導入効果
山形市浄化ĤŜĨsä消費電力å約 1,000 kW Ý¸Āh2

転ÞÏāÉÞÝh所内買電量ä低減Þ契約電力ä削減Ĉ図

台ä 100 kW Āĉ酸形燃料電池ÞĕĢđŜġŜĈ合ąÑÜ

āÉÞÂÝÃÕgËÿáh2006 年度Áÿä燃料電池ä発

⑷
⑶

約 40 v 50 % Ĉ負担ÍÜºāg2002 年 3 月á運転Ĉ開始

電量ä上昇åh燃料電池ä高出力 ･ 高稼動率Ĉ維持Ïāþ

ÍÕg運転時間 44,000 時間Ĉ経過ÍÕ時点Ý装置内ä主
機}ĤŔĢĨĬĘh改質器àß~äēsĹsńsŔĈ実施

表

山形市浄化センターにおける燃料電池発電設備の仕様

ÍÕg現在 68,000 時間Ĉ経Ü安定運転Ĉ継続中Ý¸āg
2002 年áå第 7 回新đĶ大賞{新đĶŔės財団会長
賞|Ĉ受賞Íh燃料電池Ĉ用ºÕ下水処理場äĜsġĐĶ
図

山形市浄化センターにおける燃料電池発電設備の設置場所

項

目

仕

定格出力

様

100 kW（送電端）

出力電圧・周波数

210 V，50 Hz

発電効率

38%（定格時，送電端，LHV ＊）

総合効率

87%（定格時，LHV ＊）

原燃料

消化ガス〔CH4（メタン）60%，CO2 40%〕

消費量

45 m3（Normal）
/h

運転形態

全自動運転・系統連系

熱効率

20%（90 ℃温水）
29%（50 ℃温水）

排ガス

NOx：5 ppm 以下，SOx：検出限界以下

騒音特性

65 dB
（A）
（機側 1 m 平均値）

代表寸法

W2.2 × L4.1 × H2.5（m）

質

量

12 t

＊低位発熱量（LHV：Lower Heating Value）
：240 ページ「解説 1」参照

図

山形市浄化センターにおける燃料電池発電設備（100 kW×2 台）のシステムフロー

排熱回収装置
消化タンク

熱交換器

前処理装置

45 m3（Normal）
/h
低温排熱

消化タンク

熱交換器

100 kW
燃料電池発電装置

高温排熱

消化ガス
昇圧ブロワ

CH4（メタン）60%
CO2 40%
排熱処理装置
ガスタンク

冷却塔
前処理装置

脱硫塔

脱硫塔

/h
45 m3（Normal）
低温排熱

ガスタンク

100 kW
燃料電池発電装置

高温排熱

消化ガス
昇圧ブロワ
山形市下水道部浄化センター
消化ガス発電装置（燃料電池）
発電電力 送電出力 200 kW（100 kW×2 基）
電力利用 浄化センター内で消費
排熱利用 260 kW（130 kW×2 基）消化タンクの加温

排熱処理装置
冷却塔
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特 集

100 kW 燃料電池 2 台Þ 178 kW ĕĢđŜġŜ 1 台ÝĠ
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⑷

¼顧客側Ý積極的á運転管理ÍÕÉÞáþāg
⑶

CO2 排出量削減効果

熊本北部浄化センターでの運転実績

ä嫌気性発酵áþÙÜ生Îā消化ĕĢúĹčēĕĢåh燃

⑴

料ÞÏā場合Ýø大気中ä CO2 Ĉ増úËàºÕ÷h今後

ĠĢįŉ概要
熊本県åh循環型社会ĈÚÅāÕ÷á ｢ĹčēŇĢ利

活用ä推進h新đĶŔės対策｣ Ĉ重要施策ÞÍÜ位置

ºÙÓ¼Óä利用Â加速ÏāÞ期待ËĂāg

⑴

2008 年 度 実 績 á À Ç ā 燃 料 電 池 発 電 á þ ā 発 電 量

付ÇÜºāg熊本北部浄化ĤŜĨsåh熊本市äłĬĲ

1,601,320 kWh/年Þ排熱利用量 1,003,121 kWh/年}燃料電

ĨďŜÞÍÜ市街化Â進ĉÝºā熊本市北東部á位置Íh

池ä排熱áþā CO2 換算値åŅčŒ燃料Ĉ A 重油áÍÕ

熊本市Ĉ含ö 4,146 hah約 21 万人ä区域Ĉ対象ÞÍÜº

場合ÞÍÜ算出~Ĉ元áhCO2 排出量削減効果Ĉ計算Ïā

āg嫌気性消化処理Ĉ行ÙÜÀĀh消化ĕĢ発生量å平均
⑴

/年ÞàÙÕgÉĂĈ森林}Ģė~樹木á

4,200 m3/日Ý¸āg従来h消化ĕĢå消化ĨŜĘä加温熱

換算ÏāÞ約 67,000 本分ä年間二酸化炭素吸収量á相当

源ÞÍÜŅčŒàßÝ一部利用ËĂh残Āå焼却処分ËĂ

Þ約

940 t-CO

2

Ïāg

ÜºÕgÉä未利用à消化ĕĢĈ有効利用ÏāÕ÷h消化

Éäþ¼áh燃料電池ä安定運転実績Þh燃料電池ä優

ĕĢ量äÏïÜĈ高効率Ý環境負荷Â低ºĀĉ酸形燃料

ĂÕ特長Ĉ生ÁÍÕ高出力運転Þ高稼動率Ĉ維持Ïā顧客

電池Ýä発電á活用Íh同浄化ĤŜĨsä年間所内消費

側ä積極的à運転管理áþÙÜh所内買電量ä低減Þ CO2

電力ä約半分á相当Ïā約 3,000 MWh}所内全電力量約
6,000 MWh/年~Ĉ消化ĕĢ発電Ý賄¼ÉÞÞÍÕg図

排出量削減á大ÃÅ貢献ÏāÉÞÂÝÃÕg
ôÕh8 Á年ä運転実績ÁÿhĀĉ酸形燃料電池åĕĢ

á燃料電池発電設備設置外観Ĉ示Ïg

組成Â不安定à下水汚泥消化ĕĢÝø長期間áąÕĀ安定

運転方法å逆潮äàº系統連系Ý¸āg100 kW äĀĉ

ÍÜ稼動ÝÃāÉÞĈ実証ÍÕg

酸形燃料電池Ĉ 4 台稼動ËÑh所内消費電力hĕĢńŔĩ

図

図

山形市浄化センター年間稼動実績（2002 〜 2009 年度）

買電量

燃料電池発電量

燃料電池電力供給率

燃料電池時間稼動率
100

4

3
50
2

1

0

熊本北部浄化センターにおける燃料電池発電設備設置外観

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

電力供給率，時間稼動率（％）

5
買電量，発電量（MWh）

特 集

石油ú天然ĕĢàßÞ異àĀh下水汚泥ú有機性廃棄物

0

（年度）

図

熊本北部浄化センターにおける燃料電池発電設備の概略システムフロー
既設
ガスホルダ

メタン 硫化水素
濃度測定 濃度測定

燃料電池用
脱硫装置

電力 400 kW

冷却塔
補給水

消化ガス
昇圧ブロワ

前処理装置

排熱処理設備

補給水

高温排熱
りん酸形燃料電池
発電装置
400 kW（100 kW×4 台）

低温排熱

既設消化タンク
加温ボイラ設備
排水

既設余剰ガス
燃焼装置
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水処理装置

窒素供給設備
ポンプ
排熱回収系統は現在建設中
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Ĉ集÷ÜºāgàÀh発電電力å従来ßÀĀ熊本北部浄化

グリーン電力証書取引の仕組み

ĤŜĨsä所内áÜ全量Ĉ使用ÍÜºāg

グリーン電力価値

企業・個人

環境貢献を対外的に
アピールできる

電気代金
電力供給

特 集

証書取引事業者
グリーン電力
価値の売却

購入代価

地熱発電
風力発電
太陽光発電
水力発電
バイオマス発電

今後の展開

第三者機関による
グリーン電力証書認証

購入代価

売電

電力会社

発電電力

自家消費

設備維持や増益を見込む

自然エネルギー
発電所

自然エネルギーの
エコ価値（環境付
加価値）をグリー
ン電力証書として
販売

2020 年ôÝá CO2 排出量Ĉ 1990 年比ä 25 % Ĉ削減Ï
āÞº¼日本Â提示ÍÕ国際公約åh発電所úļŔä省đ
ĶŔėsú高効率àđĶŔės利用h再生可能đĶŔės
ä利用ú活用Ĉ徹底的á行ąàÇĂæ達成不可能Ý¸āg
再生可能đĶŔėsä有効利用Þ CO2 排出量削減äÕ÷h
今後å下水汚泥消化ĕĢĈ利用Ïā燃料電池Âh前述ÍÕ

グリーン電力証書
証書購入代価

Āĉ酸形燃料電池ä導入実績 ･ 導入効果Ĉ基á普及ÍÜº
ÅøäÞ予想ËĂāg
ôÕh現在大量á廃棄ËĂÜºā生Êõh汚泥h廃棄食
用油h畜産廃棄物àßä{廃棄物ĹčēŇĢ|Ĉ利用ÍÕ

貯留量á応ÎÜ発電電力制御}負荷追従運転~Ĉ行ÙÜº

燃料電池åh環境負荷Â低º技術Ý¸āÕ÷h今後ä普及

āg図

拡大Â望ôĂÜºāg

á熊本北部浄化ĤŜĨsáÀÇā燃料電池発電設
⑴

備ä概略ĠĢįŉľŖsĈ示Ïg燃料電池反応Ý発生Ïā
排熱Ĉh現在h消化ĨŜĘä加温á有効利用ÏāÕ÷h排

Ëÿáh海外áÀÇāĹčēŇĢ市場á目Ĉ向ÇāÞh
未開拓đœċÂ多数存在ÏāÉÞÂ分ÁÙÜºāg

熱回収系統ä設備Ĉ建設ÍÜºāg
⑵

今後åh日本国内ÖÇÝàÅ海外îä展開ø加速ÏāÕ

運用事例Þ導入効果

÷h標準化設計ú燃料電池ä高効率化á向ÇÜ最適設計Ĉ

燃料電池発電設備}100 kW×4 台~å 2006 年 12 月á

進÷ÜºÅÞÞøáh海外認証ä取得ú海外ŊŜįĳŜĢ

運転Ĉ開始ÍÕg2010 年 3 月末áå 29,000 時間Â経過Íh

体制強化Ĉ図Āh富士電機äĀĉ酸形燃料電池ä市場性Ĉ

安定運転Ĉ継続ÍÜºāg2008 年度ä燃料電池 4 台ä発

高÷ÜºÅ予定Ý¸āg

電量åh年間約 286 万 kWh Ý¸Āh同浄化ĤŜĨs内ä
⑴

年間所内消費電力ä 46 % 分Ĉ賄¾Üºāg
⑶

あとがき

CO2 排出量削減効果
消化ĕĢ発電áþā CO2 排出量削減効果åh2008 年度

富士電機åh長年培ÙÕ燃料電池技術ÞĀĉ酸形燃料電

⑴

ä発電áÜ約 1,487 t-CO2/年áàāgÓä量å森林}Ģė~

池ä特長Ĉ生ÁÍÕ適用用途ä拡大ÞŏsğŊœĬıä向

ä樹木換算値ÞÏāÞh約 110,000 本分ä年間 CO2 吸収量

上Ĉ推進Íh地球温暖化防止Àþé環境保護á貢献ÏāÕ

á相当Ïāg

÷á努力ÍÜºÅ所存Ý¸āg

àÀh現在建設中ä排熱回収系統Â完成ÏāÞhCO2 排

ÉĂôÝä関係機関Àþéŏsğ各位äÊ指導 ･ Ê協力

出量削減効果ÂËÿá高ôāg

á感謝ÏāÞÞøáh今後ÞøÊ理解ÞÊ支援ĈÀ願ºÏ

⑷

āøäÝ¸āg

ęœsŜ電力証書
消化ĕĢå再生利用可能àđĶŔėsÝ¸āÕ÷h生õ

出ËĂÕ電力å CO2 削減ú化石燃料ä使用量削減ÞºÙ

参考文献

Õ{ęœsŜ電力価値|
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⑴
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同時á生õ出ËĂÕ電気ÓäøäÞ切Ā離ÍÜhęœsŜ
電力証書ÞÍÜ取引ÏāÉÞÂÝÃāg図
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⑵
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⑴

力証書取引ä仕組õĈ示Ïg
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⑷

遠藤直樹. ĹčēĕĢĈ用ºÕĜsġĐĶŕsĠŐŜĠĢ

貢献ÝÃāgôÕh水力h風力h太陽光hĹčēŇĢh地

įŉ稼働実績. ĘœsŜđĶŔės . 2010, vol.19, no.1, p.15-

熱àßä自然đĶŔės発電所åhęœsŜ電力価値Ĉ売

20.

却ÏāÉÞÝ増益Ĉ期待ÏāÉÞÂÝÃāg
熊本県Ýåh熊本北部浄化ĤŜĨsä下水汚泥ä処理
過程Ý発生Ïā消化ĕĢÝ発電Ïā年間約 250 万 kWh 分
äęœsŜ電力価値Ĉh2009 年 2 月á株式会社九電工á
⑴

一括売却ÍÕg地方公共団体ÂęœsŜ電力価値Ĉ公募á
þÙÜ売却Ïāäå初÷Üä試õÝ¸Āh多方面þĀ注目
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琢

下水汚泥消化ガスを利用した燃料電池

黒田

健一

新đĶŔėsÀþé燃料電池発電ŀŒŜıä設計

燃料電池ŀŒŜıđŜġĴċœŜę業務á従事g

á従事g現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社環境

現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社環境ĦœŎs

ĦœŎsĠŐŜ本部産業ĦœŎsĠŐŜ事業部千

ĠŐŜ本部産業ĦœŎsĠŐŜ事業部千葉工場燃

葉工場燃料電池部主務g

料電池部主査g
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フィルム型アモルファス太陽電池の高出力化技術
特 集

/PNO6\[W\[7V^LY;LJOUVSVN`MVY-PST:\IZ[YH[L(TVYWOV\Z:VSHY*LSSZ

伸二:OPUQP-\QPRHRL

藤掛

佐藤

広喜/PYVRP:H[V

新型ľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池Ĉh2010 年 1 月á熊本工場Ý生産開始ÍÕgÉä太陽電池åh従来型á比ïÜ出
力Ĉ約 2 割向上ËÑÕg高出力化ÏāÕ÷áh製造装置ú製造条件Ĉ見直ÍÜhĤŔ面積ä拡大ú無効領域Ĉ縮小ÍÜ発電
領域Ĉ拡大ÍÕgËÿáåh電極àßäĺĨsŜĈ最適化ÍÜ集電性Ĉ改善ÍÕg出力電圧Ĉ従来ä約半分ä 157 V á低下
ËÑāÉÞÝh各種ĺŘsĜŜİČĠŐĳîä適合性ø向上ËÑÕgôÕh熊本工場Ý生産ÍÕ太陽電池Ĉ工場内ä屋根á
取Ā付ÇÕg8 Á月間ä発電特性å良好Ýh規格化発電効率å 0.98 Þ高º実績値Ĉ示ÍÕg
Production of Fuji Electricz
s new model of ﬁlm substrate solar cell began in January 2010 at Fuji Electricz
s Kumamoto factory. This cell
is improved in output power by about 20 percent compared to the existing model. To increase the output power, Fuji reviewed the manufacturing equipment and manufacturing conditions to enlarge the cell area, reduce the size of the ineﬀective area, and enlarge the power generating area. Additionally, Fuji optimized electrode and other patterns to improve the current collecting performance. By decreasing the output
voltage to 157 V, which is approximately half of that of existing models, the adaptability to various power conditioners is improved. Also, the
solar cells produced at the Kumamoto factory were installed on a building roof at the factory. Over the past 8 months, good power generating
performance has been realized, and the normalized generating eﬃciency of 0.98 indicates a high record of accomplishment.

⒟

まえがき

軽量hľŕĖĠĿŔÞºÙÕ特徴ä¸āŋġŎsŔ
Â実現ÝÃāg

ľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池ĈþĀ広Å普及ËÑÜ

太陽光発電用ä太陽電池市場ä急速à拡大Â続ºÜº
āg2008 年ä世界ä太陽電池生産量å 6.9 GW á達ÍÜº

ºÅÕ÷áåh性能áþā差別化ÀþéŘĬı単価ä低減

āg特áh薄膜ĠœĜŜú CdTehCIGS àßä薄膜太陽

Ĉ目的ÞÍÕËÿàā高出力化úh魅力¸āŋġŎsŔà

電池ÂĠĐċĈ伸æÍÚÚ¸āg

ßä技術開発Â必要不可欠Ý¸āg本稿Ýåh2010 年 1

富 士 電 機 åh2006 年 11 月 á 熊 本 県 á 太 陽 電 池 量

月á生産Ĉ開始ÍÕ新型ľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池

産 工 場 Ĉ 建 設 Íh2007 年 4 月 á 本 格 生 産 Ĉ 開 始 Í Õg

áÀÇā出力向上ä取組õáÚºÜ紹介Ïāg併ÑÜh熊

｢FWAVE｣ Þº¼名称ä太陽電池åhŀŒĢĪĬĘľČ

本工場Ý生産ÍÕ太陽電池ä屋外発電特性áÚºÜø紹介

Ŕŉ基板Ĉ用ºÕċŋŔľĊĢĠœĜŜ系太陽電池Ý¸Āh

Ïāg

次äþ¼à特徴Ĉ持ÙÜºāg
⒜

新型フィルム型アモルファス太陽電池

発電層Â 1 μm 以下ä薄膜àäÝhĠœĜŜ原料ä
使用量Â抑¾ÿĂāg

⒝

ĤŔ製造工程å一貫ÍÕŖsŔĭsŖsŔŀŖĤĢ

.

Ý¸āÕ÷h生産性Â高ºg
⒞

太陽電池の構造と開発の狙い

富士電機äľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池äİĹčĢ

1 枚äľČŔŉ基板内á直列接続構造Ĉ作Ā込÷ā
Õ÷h高電圧Â得ÿĂāg

構造Ĉ図
異àā

á示ÏgľČŔŉ基板上áhĹŜĲėŌĬŀÂ

a-Si

ĤŔÞ a-SiGe ĤŔĈ積層ÍÕ二層ĨŜİŉ構

造Ĉ採用ÍÜºāgĳŖsėŌĬŀ材料Ý¸ā a-SiGe Ĉ
フィルム型アモルファス太陽電池の構造
図
太陽光

トップ
＋ボトム

透明電極
0.8

ITO

p

トップセル

a-Si

1 m

n
p

ボトムセル
金属電極

フィルム基板

背面電極

集電ホール

トップ

ボトム

0.4

ITO
（透明電極）

0.2
0
300

a-Si/a-SiGe層
500

700

900
フィルム基板

波長（nm）
（a）デバイス構造

直列接続ホール

0.6

a-SiGe
n

SCAF 構造太陽電池の概念図

1.0

収集効率

図

（b）波長と収集効率

パターニングライン

金属電極

背面電極
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ŅıŉĤŔá適用ÏāÉÞÝ長波長感度Â向上Íha-Si
ĤŔ単独äÞÃþĀø約 1 v 2 割高º出力Â得ÿĂāg

特 集

直列接続構造ÞÍÜåh図

á示Ï SCAF}Series-Con-

nection through Apertures formed on Film~Þ名付ÇÕ

国内外ä各種ĺŘsĜŜİČĠŐĳä仕様Ĉ調査Íh電圧
ä違ºá対ÍÜå太陽電池ŋġŎsŔä外部直列接続数Ý
対応Ïāþ¼á変更ÍÕg新型äŋġŎsŔåh表

á示

Ïþ¼á動作電圧å従来型ä約半分Ý¸āgÉĂáþĀh

⑴h⑵

独自ä構造Ĉ採用ÍÜºāg耐熱性äŀŒĢĪĬĘľČŔ

各種ĺŘsĜŜİČĠŐĳá対応ÝÃāþ¼áàÙÕgÉ

ŉ基板Ĉ挟ĉÝĞĿĢıŕsı型ĤŔÞ背面電極Ĉ両面á

ä場合h太陽電池ŋġŎsŔä直列接続数ä代表的à値åh

形成ÍhŕsğÝ分割ÍÜºāg直列接続å 2 種類äńs

国内家庭用Â 1 直h国内産業用Â 2 直h海外産業用Â 3 直

ŔáþĀ行ºh集電ńsŔÝ集÷Õ電流Ĉ背面電極Ý収集

Ý¸āg

Íh直列ńsŔÝŏĴĬıĤŔ間ä接続Ĉ行¼gÉä構造

⑶

ĺĨsŜ最適設計
新型ľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池ÝåhĤŔ面積拡

Ĉ採用ÏāÉÞÝčŜĹsĨ接続áh最適à高電圧Ĉ容易

大Àþé直列段数ä変更ä影響ÝhŏĴĬıĤŔä幅ÂÉ

á得āÉÞÂÝÃāg
今回ä新型ľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池ä開発Ýåh
É¼ÍÕ基本構造ĈÓäôô維持Íh発電面積ä拡大úĺ

ĂôÝä 12 mm Áÿ 27 mm á広ÅàÙÜºāgÉä変更
á合ąÑÜ直列接続ĺĨsŜø再設計ÍÕg
ľČŔŉ基板Ýåh前述äÞÀĀhSCAF 構造Þ名付

ĨsŜ最適化áþĀ高出力化Ĉ追及ÍÕg併ÑÜhþĀ使
º勝手ä良ºŋġŎsŔĈ目指Íh出力電圧ä変更ø行Ù

ÇÕ直列接続構造Ĉ採用ÍÜºāgÉä構造åh図

Õg

分ÁāÞÀĀh透明電極ä集電一ÚĈÞÙÜøh電位分布

Áÿ

å集電ńsŔ近傍Ýå極座標的h分割ŒčŜ近傍Ýå矩形
.

太陽電池の仕様と開発

}ÅÇº~的Þº¼þ¼áhĕŒĢ基板ĤŔá比ïāÞ複

富士電機äľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池äŋġŎs
áÓ

定数回路áþāĠňŎŕsĠŐŜĈ行ÙÜºÕÂhþĀ高

å標準ĞčģäľŕĖĠĿŔŋġŎs

精度à有限要素法}FEM~áþā SCAF 構造太陽電池ä

Ŕä一ÚáåhľŕĖĠĿŔŋġŎsŔÂ¸āg図
ä外観Ĉ示Ïg表

雑Ý¸āgÉĂôÝåh二Úä座標系Ĉ組õ合ąÑÕ分布

ŔĈ例áÞĀh従来型Þ新型äŋġŎsŔä仕様Ĉ比較Í

ĠňŎŕsĠŐŜ技術Ĉ開発ÍÕg

ÕøäÝ¸āg新型äŋġŎsŔÝå従来型á比ïÜ約

図

áh従来型Àþé新型äŏĴĬıĤŔä FEM áþ

20 % 出力Ĉ向上ËÑÜºāg次áÓä開発内容Ĉ示Ïg

ā解析結果Ĉ示Ïg図中ä電極åh図

⑴

電極}透明電極h金属電極h背面電極~á対応ÍhÓĂ

ĤŔ発電領域ä拡大

á示ÍÕ 3 種類ä

現行äŀŖĤĢ装置ä改良áþĀh成膜ä均一性Ĉ確保

ÔĂä電位分布Ĉ色Ý視覚化ÍÜºāgÉĂÿä電極åh

Íh有効成膜領域Ĉ約 8 % 広ÈÕgËÿáhŇĢĘ領域ú

ĢŔsńsŔÝÚàÂÙÜºāÕ÷h理想的áå同電位

ŕsğĺĨsĴŜęŒčŜàßä発電á寄与Íàº無効領

}0 V~Ý¸āgÍÁÍàÂÿh実際áå透明電極àßÝä

域Ĉ縮小ÍÕgÉĂÿ二Úä効果Ĉ合ąÑÜhĤŔä発電

抵抗ŖĢÂ¸āÕ÷h最大 0.2 v 0.3 V ä電位差Â発生Í

領域Ĉ約 11 % 拡大ÏāÉÞÂÝÃÕgàÀh 表

Üºāg

á示Ï

新型ľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池ÝåhŏĴĬıĤ

ÞÀĀh新型ÝåĤŔĞčģ変更áþĀŋġŎsŔä長手
方向寸法Â約 8 % 長ÅàÙÜºāg

Ŕä短辺幅Ĉ広ÅÍÜ電流Â大ÃÅàÙÜºāÕ÷h直列

⑵

ńsŔä数Ĉ片側 1 個Áÿ 3 個á増úÍÕgôÕh集電

直列段数ä変更
富士電機äľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池åh 章Ý

ńsŔø 1 列Áÿ 3 列á変更ÍÕg集電ńsŔä面密度å

ø述ïÕþ¼á直列接続構造áþĀ高電圧Ĉ得ÿĂāÞº

従来ä約 1.4 倍á増加Íh集電性向上á対応ÍÜh新型ä

¼ŊœĬıÂ¸āg従来型äŋġŎsŔåhĺŘsĜŜ

方Â透明電極上ä電位分布Â小ËÅàÙÜºāÉÞÂ分Á

İČĠŐĳá直結ÏāÉÞĈ狙ÙÜ表

āgôÕh集電ńsŔä配列áÚºÜåh長手方向ú幅方

á示Ïþ¼á動作

電圧Ĉ高Å設定ÍÕg一方Ýh電圧仕様Â異àā各種 PC

向äĽĬĪĈĺŒŊsĨÞÍÕ検討Ĉ実施ÍÕg図

å検

á対応ÏāÉÞÂ難ÍÅàāÞº¼問題Â¸ÙÕgÓÉÝh
表
図

標準サイズのフレキシブルモジュールの仕様比較

フレキシブル太陽電池モジュールの外観
従来型
セル内直列段数
モジュール内接続
公称最大出力（W）

234（ 44 ）

新

型

68 直列

33 直列

4 直列

4 直列

90

110

公称最適動作電圧（V）

316.9

157

公称最適動作電流（A）

0.284

0.702

公称開放電圧（V）

429

212

公称短絡電流（A）

0.389

0.88

寸法（mm）

460 × 3,399

460 × 3,687

厚さ（mm）

1

1
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従来型および新型太陽電池のユニットセルの FEM による解析
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（a）ユニットセル全体図（従来型）

（c）ユニットセル全体図（新型）
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（b）ユニットセル拡大図（従来型）

図

特 集

電位（V）

（d）ユニットセル拡大図（新型）

集電ホール列数と変換効率の関係

図

熊本工場で生産した太陽電池モジュールの発電特性

10

600

1.2

500

8

7

6

1

2

3

4

5

6

1.0

400

0.8
発電量

300

0.6

200

0.4

100

0.2

規格化発電効率

9
発電量（kWh）

変換効率（%）

規格化発電効率

集電ホール列数（列）
0

5

6

7

8

9

10

11

12

0

（月）

討結果ä一例Ý¸Āh変換効率 10 % ä小面積ĤŔĈøÞ
áĠňŎŕsĠŐŜÍÕ集電ńsŔä列数ÞŏĴĬıĤŔ
変換効率ä関係Ý¸āgÉä結果Áÿh列数 3 以上Ý変換

評価á用ºÕäåh定格電力 22.5 W ä横葺}ì~Ã鋼

効率åñò一定áàāÞ考¾ÿĂāg実際á列数Ĉ変¾

板ĨčŀäŋġŎsŔÝ¸āgÉäŋġŎsŔ 126 枚Ý

ÕĤŔä試作Ĉ行ºh同様à結果Â得ÿĂÕÉÞÁÿ集電

ċŕčĈ構成Íh2009 年 5 月Áÿ発電量Ĉ評価ÍÕg図

ńsŔ数å 3 列á決定ÍÕg

á発電量Àþé規格化発電効率}240 Ńsġ解説 2参
照~ä月変化Ĉ示ÏgÉÉÝh発電量å直流Ý¸Āh実際

フィルム型アモルファス太陽電池の屋外発電特

á電力ÞÍÜ利用ÝÃā交流発電量åhÉä値áĺŘsĜ

性

ŜİČĠŐĳä効率 93 % Ĉ掛ÇÕ値Ý¸āgôÕh規格
化発電効率å発電効率Þ定格変換効率ä比Ý¸Āh屋外Ý

熊本工場Ý生産ÍÕľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池ä

ä発電性能ä指標Þàāg通常ä結晶ĠœĜŜ太陽電池Ĉ

屋外発電性能Ĉ評価ÏāÕ÷h工場内ä屋根áŋġŎsŔ

例áÞāÞh規格化発電効率å年間平均Ý 0.8 v 0.85 程度

Ĉ設置ÍÜ発電量Ĉ評価ÍÕg

Ý¸āgÉĂá対Íh図

ä結果Ýåh規格化発電効率å
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フィルム型アモルファス太陽電池の高出力化技術
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1 付近á¸Āh8 Á月間ä平均å 0.98 ÞàĀh結晶ĠœĜ

ÜºÅgÉĂÿä技術開発Ĉ通ÍÜľČŔŉ型ċŋŔľĊ

Ŝ太陽電池þĀø優ĂÕ値Ý¸āg今後h光劣化áþā若

Ģ太陽電池Ĉ普及ËÑh地球環境á貢献ÍÜºÅ所存Ý¸

干ä低下å考¾ÿĂāÂh過去á実施ÍÕ長期屋外暴露試

āg

⑶

験ä結果Áÿ 0.95 程度Ý安定化ÏāÞ考¾ÿĂāgÍÕ
ÂÙÜh熊本工場Ý生産ÍÕľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽
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及òÏÞ考¾ÿĂā分光感度h変換効率ä温度依存性ú照
度依存性áÚºÜä評価Ĉ完了ÍhÓĂÔĂ従来型äĤŔ
Þñò同ÎÝ¸āÉÞĈ確認ÍÕgÍÕÂÙÜh新型ľČ

藤掛

Ŕŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池áÚºÜø良好à発電特性Â

ċŋŔľĊĢĠœĜŜ太陽電池ä開発á従事g現

得ÿĂāøäÞ考¾ÿĂh長期屋外試験áþĀ実証ÍÜº
ÃÕºg

伸二

在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社đĶŔėsĦ
œŎsĠŐŜ本部ęœĬĲĦœŎsĠŐŜ事業部
熊本工場設計部課長g工学博士g電気学会会員h
応用物理学会会員g

あとがき
佐藤

広喜

ľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池ä高出力化ä取組õú

ċŋŔľĊĢĠœĜŜ太陽電池ä開発á従事g現

屋外発電性能áÚºÜ紹介ÍÕg新型ľČŔŉ型ċŋŔ

在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社đĶŔėsĦ

ľĊĢ太陽電池Ýå出力Â約 20 % 向上Íh同時á電圧変
更áþĀhĺŘsĜŜİČĠŐĳîä適合性ø改善ËÑÕg
今後åhËÿàā高出力化検討ÞÞøá生産性向上Ĉ進÷
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富士電機ä太陽電池ŋġŎsŔåŀŒĢĪĬĘľČŔŉ基板ä上á作製ÍÕ太陽電池ĈhĕŒĢĈ使用ÑÐ封止ÍÜºāg
軽量Ý柔軟性á富õh薄Åh割Ăàº特徴Â¸Āh建物ä補強工事ĈÍàÅÜø設置ÂÝÃāg ËôÌôà材料ú曲面Ĉ
持ÙÕ鋼板Þ張Ā合ąÑāÉÞÝh屋根材ú壁材àßä意匠性ä高º建材Þ一体化ÝÃāgôÕh防水Ġsıàßä非建材
Þä一体化ú据付Ç方法Ĉ工夫ÏĂæh設置箇所ú利用方法àßä可能性ú付加価値ä拡大ÂÝÃāg集積型直列構造ÂĤ
Ŕá作Ā込ôĂÜºāäÝh簡単à配線äõÝŋġŎsŔ化Â可能Ýh大面積化Â容易Ý¸āÞº¼利点ø¸āg
Fuji Electricz
s photovoltaic modules are formed by encapsulating solar cells fabricated on a plastic substrate without using glass. These
modules are lightweight, ﬂexible, thin and unbreakable, and can be installed on a building without requiring that the building structure be
reinforced. Laminating these modules to various materials such as a curved steel plate enables the modules to be integrally formed with advanced building materials such as rooﬁng materials or wall materials. Also, integrating with non-building materials, such as a waterproof sheet,
and improving the installation method will expand the range of possible installation sites and usage methods as well as increase the added value. The cells are formed with a series-connection structure that enables modularization of the cells with only simple wiring and facilitates the
fabrication of larger cells areas.

ÂÝÃāg

まえがき

⒝

受光面äĕŒĢú固定äÕ÷äľŕsŉàßĈ排除

ÍhÓä表面Ĉ耐候性樹脂Ý覆¼ÉÞÝ従来áåàºh

太陽光発電åhÉÉ 10 年間Ý生産量Â年率 30 v 40 %
Þ急拡大ÍhÉĂĈÇĉ引ÍÕäÂ世界各国ä環境 ･ đĶ

軽ºh曲Âāh割ĂàºŋġŎsŔĈ構成ÏāÉÞÂ

Ŕės政策Ý¸āg背景áåh温室効果ĕĢ削減Þº¼地

ÝÃāg
⒞

球規模ä課題Â¸āg富士電機Ýå温室効果ĕĢ削減ä一

ËôÌôà材料Þ張Ā合ąÑāÉÞÝh従来ä据置

Úä答¾ÞÍÜh太陽電池ä製造 ･ 販売 ･ 普及á取Ā組ĉ

型ŋġŎsŔá加¾h屋根材ú壁材àßä建材Þ一体

Ýºāg

化ËÑÕ周囲Þ調和ÏāŋġŎsŔÂ実現ÝÃāg

太陽電池áå素材ä違ºáþĀËôÌôà種類Â¸āg
富士電機å 1978 年ÁÿċŋŔľĊĢĠœĜŜ太陽電池ä

.

建材一体型

研究開発Ĉ行ÙÜºāgċŋŔľĊĢĠœĜŜ太陽電池

ÉĂôÝ市販ËĂÜÃÕ建材一体型太陽電池ŋġŎsŔ

åh可視光領域Ýä光吸収係数Â大ÃºÉÞÁÿ 1 μm 程

åhĕŒĢÝĔĹsÍÕøäÂ主体Ý¸ÙÕgĕŒĢÝĔ

度ôÝ薄膜化Â可能Ý¸āgôÕh太陽電池ä公称出力å

ĹsÍÕŋġŎsŔåh面積当ÕĀä重量Â重ÅàāgÓ

基準温度 25 ℃Ýä値Ý¸āg実際á屋外Ý使用Ïā場合

äÕ÷屋根ä補強工事Â必要ÞàÙÕĀhĞčģá制限Â

ä動作温度åÓĂþĀø高ºĚsĢÂ多ºg結晶ĠœĜŜ

¸ÙÕĀÍÕg富士電機Ýåh建物h特á大型ä公共 ･ 産

系á比ïÜđĶŔėsĹŜĲėŌĬŀÂ大ÃºÕ÷h高温

業用建物ä屋根îä適用Ĉ目的ÞÍÜhľČŔŉ型太陽電

時ø出力Â落×áÅº特性Â¸āċŋŔľĊĢĠœĜŜ
åh実用性ä高º太陽電池Þº¾āgÉäċŋŔľĊĢĠ

図

フレキシブル太陽電池モジュール

œĜŜĈľŕĖĠĿŔàŀŒĢĪĬĘľČŔŉ基板上á作
製Íh樹脂Ý封止ÏāÉÞÝ{軽ºh曲Âā}ľŕĖĠĿ
Ŕ~
h割Ăàº|ľČŔŉ型ŋġŎsŔÞÍÜh2004 年 10
月á販売Ĉ開始ÍÕg

太陽電池モジュール
図 1 á示Ï富士電機ä太陽電池ŋġŎsŔä特徴å次ä

ÞÀĀÝ¸āgàÀhŋġŎsŔäĨčŀÞÍÜåh建材
Þ一体化ÍÕ{建材一体型|Þ{非建材型|á大別ÝÃāg
⒜

集積型直列接続構造Â製造段階Ý作Ā込ôĂÜºāg

ÓäÕ÷hŋġŎsŔ化Ýå簡単à配線äõÝh大面
積化Â容易Ý¸Āh屋根ú壁面全体ĈĔĹsÏāÉÞ
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横浜みなとみらい

図

防水シート型

図

ソーラー筏（いかだ）

図

熊本県庁の駐輪場屋根

特 集

図

フィルム型アモルファス太陽電池モジュールとその適用技術

既設ä屋根ĈĨsěĬıáÍÕ鋼板折Ā曲È型äŋ
池ŋġŎsŔĈ直接鋼板áŒňĶsıÍÕ軽量à建材一体
型太陽電池ŋġŎsŔĈ供給ÍÜºāg通常ä鋼板屋根Þ

ġŎsŔä販売ø行ÙÜºāg
既設建物î太陽電池Ĉ設置Ïā場合h建物ä耐荷重Ĉ超

同Î方法Ý施工ÝÃāÕ÷h低ĜĢıÝ意匠性á優ĂÕ太

¾太陽電池Ĉ設置ÏāÉÞåÝÃàºg耐荷重Â小Ëº建

陽電池付Ã鋼板屋根Â実現ÝÃāgôÕhľŕĖĠĿŔÝ

物ä場合åh補強Ĉ施Ï必要Â¸āg鋼板折Ā曲È型ŋ

¸āÕ÷h図

á示Ïþ¼á鋼板Ĉ湾曲ËÑÜ曲面á設置

ġŎsŔå鋼板Ĉ含÷Õ質量Â 4 v 8 kg/m2 程度Þh他社

ÝÃhĲsŉ上ä屋根úİğčŜ性Â要求ËĂāþ¼à場

ä据置型Þ比較ÍÜ質量Ĉ約半分á抑¾ÜºāäÝh建物

所áÀºÜ高º意匠性Ĉ発揮ÏāÉÞÂÝÃāgôÕ建築

ä補強Ĉ必要ÞÍàº}図 ~
g

防水ä分野Ýåh防水ĠsıĈ用ºÕ工法Â工期短縮j低

モジュールの設置技術

ĜĢıÞº¼点Ý伸éÜÀĀhËÿáĠsı状ä太陽電池
Þ一体化ÏāÉÞÝ高º付加価値Ĉ得āÉÞÂÝÃā}図

太陽電池ä設置場所ÞÍÜh建物ä屋根øÍÅå専用ä

~
g

架台Â一般的Ý¸āgÍÁÍh設置可能面積ä制約Â¸ā
.

非建材型

Õ÷h普及á制限ÂÁÁÙÜºāgÓä問題Ĉ解決ÏāÕ

代表的à非建材型ŋġŎsŔåh標準仕様Ý耐候性á優

÷hþĀ簡便á設置ÝÃāŋġŎsŔä開発h設置ä実証

ĂÕëÙ素系樹脂材料áþÙÜ封止ÍÜºāgľŕĖĠĿ

試験Ĉ行ÙÜºāgľČŔŉ型ŋġŎsŔå樹脂äõÝ構

Ŕ性Ĉ損àąÐh耐久性áø優ĂÕ太陽電池ŋġŎsŔÝ

成ËĂÜºāÕ÷h部分的固定áå適Ëàºg鋼板àßä

¸āg使用者äĴsģá対応ÍÜh設置方法ú端子取付Ç

構造物îä面Ýä固定Â必要Ý¸ÙÕgÍÁÍŋġŎsŔ

ä方法Ĉ提案ÍÜºāgôÕhËôÌôà使º方ä可能性

ä中á固定用ä金属Ĉ埋÷込õh固定用ä穴Ĉ設ÇāÉÞ

Ĉ秘÷Üºāg自動販売機h浄水場被覆h省đĶŔės対

Ý構造物î容易á固定ÝÃāþ¼áÍÕgôÕ約 2 kg/m2

応機器}環境家電àß~
h高速道路ä防音壁h防水Ġsı

Þ非常á軽量化ÍÕg

àß幅広º分野áÀºÜ検討Ĉ行ÙÜºā}図 ~
g
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フィルム型アモルファス太陽電池モジュールとその適用技術

富士電機東京工場のエントランス

ßä使用予定Âàº土地Ĉ有効á利用ÍhŘčōú置Ã石
àßÝŋġŎsŔĈ設置Íh別ä用途á土地ä利用Â決ô
証Ĉ行ÙÜºāg
樹脂äõĈ使用ÍÕľČŔŉ型åh主á海外äĠĢįŉ
čŜįęŕsĨĈĨsěĬıáÍÕ商品Ý¸āg表面ä材
料áåh耐候性á優ĂÕëÙ素系樹脂材料Ĉ使用ÍÜºÜ
長期信頼性á優ĂÕŋġŎsŔÝ¸āg顧客Â希望Ïā被
着体á接着剤Ý固定ÝÃāþ¼h富士電機Ýå接着剤á関
ÏāķďĸďĈ蓄積Íh設置ŇĴŎċŔĈ充実ËÑ顧客á
提供ÍÜºāg

あとがき
ľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池ŋġŎsŔÞÓä適用
図

実証検証中の太陽電池モジュール

技術Ĉ紹介ÍÕgľČŔŉ型ċŋŔľĊĢ太陽電池ä{軽
ºh曲Âāh割Ăàº|Þº¼特長Ĉ生ÁÍhÀ客Ëôä
要求áŇĬĪÍÕ商品ä開発h設置技術ä提案Ĉ行¼ÉÞ
áþĀ太陽電池ä普及Ĉ促Íh地球温暖化防止á貢献Ïā
所存Ý¸āg

中村
（a）熊本大学屋上

（c）阿蘇ファームランド

哲郎

ċŋŔľĊĢ太陽電池ŋġŎsŔä開発á従事g
現在h富士電機ĠĢįŉģ株式会社đĶŔėsĦ
œŎsĠŐŜ本部ęœĬĲĦœŎsĠŐŜ事業部
熊本工場設計部課長g

横山

尚伸

燃料電池発電装置ä開発hċŋŔľĊĢ太陽電池
äŋġŎsŔ化開発á従事g現在h富士電機ĠĢ
įŉģ株式会社đĶŔėsĦœŎsĠŐŜ本部ę
（b）熊本大学壁面

（d）阿蘇ファームランド据置型

¸āg軽量ÝÁÚ薄ºŋġŎsŔÝ¸āÕ÷壁Þ一体化Ý
Ãh周囲Þ調和ÍÕ自然à外観áàāg
東京工場Ýä試験設置Ĉ受Çh現在h国äŀŖġĐĘı
á参画ÍhÅôøÞįĘķ産業財団ú熊本大学Þ連携Íà

œĬĲĦœŎsĠŐŜ事業部熊本工場設計部課長g

柳瀬

博雅

太陽電池ŋġŎsŔ樹脂材料ä開発á従事g現在h
富士電機ĠĢįŉģ株式会社đĶŔėsĦœŎs
ĠŐŜ本部ęœĬĲĦœŎsĠŐŜ事業部熊本工
場設計部g

Âÿ設置ä実証検証中Ý¸ā}図 ~
g休田地h遊休地à
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説

⑴h⑵

解説 1 発熱量〔高位発熱量（HHV：Higher Heating Value）
，
低位発熱量（LHV：Lower Heating Value）
〕
⒞ đĶŔėsä使用ä合理化á関Ïā法律
}省đĶ

¸ā一定量ä状態á置ÁĂÕ単位量ä燃料Â断熱的á完

解 説

法~Ý使用Ïā発熱量

全燃焼ÍhÓä燃焼ĕĢĈ元ä温度ôÝ冷却ÍÕÞÃá放

⒟

散ËĂā熱量Ĉ{発熱量|Þº¼g発熱量áå高位発熱量
}HHVkHigher Heating Value~ Þ 低 位 発 熱 量}LHVk

日本ä CO2 排出量計算á使用Ïā発熱量

低位発熱量Ĉ使用Ïā主àøäåh次äÞÀĀÝ¸āg

Lower Heating Value~Â¸āg
燃焼過程áÀºÜh水素Þ酸素ä反応Ý生成Ïā水蒸気

⒜

ŅčŒ設備ä熱効率

⒝

İČsĥŔđŜġŜhĕĢđŜġŜhĕĢĨsļŜ

Àþé燃料中ä水分Â蒸発ÍÜ発生Ïā水蒸気ä蒸発潜熱h

àßä原動機ä熱効率

燃焼ĕĢ中ä生成水蒸気Â凝縮ÍÕÞÃá得ÿĂā凝縮潜

⒞

ĜsġĐĶŕsĠŐŜĠĢįŉä性能表示

熱Â放出ËĂāgÉĂĈ含÷Õ熱量Ĉ{高位発熱量}高発

⒟

IPCC}気候変動á関Ïā政府間ĺĶŔ~ä CO2 排

熱量ôÕå総発熱量~
|
h含÷àº熱量Ĉ{低位発熱量}低

出量計算á使用ËĂā発熱量

発熱量ôÕå真発熱量~
|Þº¼g
熱量計算á使用Ïā基準発熱量åh国ú統計¸āºå機
器áþÙÜ異àāÉÞÁÿh使用áÀºÜå注意Â必要Ý
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¸āg
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. 日本冷凍空調学会ńsŉŃsġ. http://www.

āg
⒜

総合đĶŔės統計ĈåÎ÷ÞÏā統計類

⒝

日本ä火力発電所ä発電効率

.
jsrae.or.jp/annai/yougo/153.html,}参照 2010-05-12~

解説 2 規格化発電効率
太陽電池ŋġŎsŔä屋外Ýä発電性能Ĉ示Ï指標ÞÍ

¸āg発電効率å定格変換効率þĀø低Åàāg屋外Ýåh

Üh発電効率Â用ºÿĂāg発電効率åh一定期間}月h

基準状態þĀø高温hÁÚh低照度ÞàāÉÞÂ主因Ý¸

年間àß~ä積算日射量á対ÏāŋġŎsŔ単位面積当

āg

ÕĀä発電量ä割合Ĉ示Ïg通常hŋġŎsŔä性能åh
定格変換効率Ý評価ËĂāg定格変換効率åh基準状態

Éä屋外Ýä効率ä変化Ĉ表Ï指標ÞÍÜ規格化発電効
率Ĉ導入ÍÕg

注

}25 ℃h1 kW/m2h分光分布 AM1.5~áÀÇā変換効率Ý
注ＡＭ}đċŇĢ~å太陽ä光Â地上á入射ÏāôÝá通過Ïā

規格化発電効率 = 発電効率/定格変換効率
太陽電池ŋġŎsŔä規格化発電効率åh発電層ä種類

大気ä量Ĉ表Ïg

úh使用環境}ŋġŎsŔ温度h照度~á依存Ïāg国内

AM1 k真上Áÿ太陽光Ĉ受ÇÕÞÃg

ä標準的à使用環境áÀÇā通常ä結晶ĠœĜŜ太陽電

AM1.5 k光ä通過距離Â AM1 á比ï 1.5 倍h太陽高度 42 度á

池Ĉ例áÞāÞh年間Ĉ通ÍÜä規格化発電効率å 0.8 v

相当Ïāg光ä通過距離Â増¾āäÝh青º光Â吸収

0.85 程度Ý¸āgôÕhċŋŔľĊĢĠœĜŜ太陽電池ä

ËĂh赤º光Â多Åàāg

方Â結晶ĠœĜŜ太陽電池þĀø高º値Ĉ示Ïg
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主要事業内容
エネルギーソリューション
再生可能エネルギーを利用して電気エネルギーを創る。電気エネルギーをスマートグリッドで賢くマネジメントする。こうした
エネルギーにかかわる最適なソリューションを，富士電機グループが培ってきた技術を駆使して地球社会にお届けします。

グリーンエネルギーソリューション ... 世界トップクラスの地熱発電設備や高い技術力を誇る火力発電設備などを通じて，
安全で安定したエネルギー供給を環境に配慮しながらグローバルに展開しています。

グリッドソリューション ...................... 太陽光発電，風力発電，電力安定化，エネルギー最適運用などのキーテクノロジー
をベースに，グリッドソリューション事業を展開しています。

環境ソリューション
産業・輸送・社会のインフラ構築で培ってきたグループのコア技術，人材，サービスのノウハウを結集し，パワーエレクトロニ
クス技術をベースにさまざまなシーンで低炭素社会に貢献するソリューションをお客様にお届けします。

産業ソリューション .............................. 受変電技術，エンジニアリング技術，パワーエレクトロニクス技術によって幅広
い産業や社会インフラ分野を支え，省エネに配慮した最適なソリューションサー
ビスをご提供します。

輸送ソリューション .............................. 鉄道や電気自動車，ハイブリッド車などの環境対応車関連などにパワー半導体，
インバータ ･ モータを組み込み，高効率化と省エネに貢献します。

社会ソリューション .............................. ビル，店舗，IDC（インターネットデータセンター）などの総合的な省エネソリュー
ションをご提供します。

デバイス・器具・自販機
さまざまな産業機器や環境対応車の環境負荷低減に貢献する半導体や，情報機器の記録媒体として活躍するディスク媒体，ソ
リューションを支えるコンポーネント器具，環境に配慮した自販機など，あらゆるシーンでお客様のお役に立つ製品をご提供し
ます。

半導体・感光体 ...................................... 主要製品［パワー IC/IGBT モジュール / パワーディスクリート / 複合デバイス /
圧力センサ / プリンタ・複写機用感光体 / 画像周辺機器］

ディスク媒体 .......................................... 主要製品［アルミ媒体 / ガラス媒体 / アルミ基板］
器 具 ..................................................... 主要製品［電磁開閉器 / 操作表示機器 / マニュアル ･ モータ ･ スタータ /
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 / エネルギー監視機器］

自販機 ..................................................... 主要製品［自動販売機 / 飲料ディスペンサ / 自動給茶機］
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