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地熱発電システムの取組みと最新技術
特 集

Fuji Electric’s Recent Activities and Latest Technologies for Geothermal Power Generation
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浩晃 Hiroaki Shibata

富士電機は 1980 年代に地熱発電への取組みを始め，現在では市場で上位のプラントメーカーとして認知されるに至った。
最近完成させたインドネシア ･ ワヤンウィンドゥとニュージーランド ･ カウェラウの二つの地熱発電所の概要を紹介する。
世界で初めて実用化した蒸気性状自動分析装置は，異常診断機能や運転支援機能を備えており，プラント利用率の向上に貢
献している。低温の地熱媒体も利用できるようにバイナリー発電技術の開発を経て 200 kW の実証試験を終了し，2010 年度
内に市場投入する予定である。
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 world’
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.
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まえがき

図₄

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）

地熱エネルギーは再生可能エネルギーであり，CO2 の排

高圧蒸気

出が非常に少ないエネルギーとして知られている。財団法

蒸気タービン

人電力中央研究所によれば，1 kWh 当たりの CO2 排出量
は石炭火力の 975 g，LNG 複合発電の 519 g に対し，地熱

セパレータ

⑴

発電機

地熱流体

発電は 15 g であると試算されている。
富士電機は，1960 年に日本で初めての地熱発電設備を
箱根小涌園に納入した。その後，1980 年にエルサルバド

低圧蒸気

ルのアウアチャパン地熱発電所向けに 35 MW の地熱発

フラッシャ

電設備を納入して，本格的に地熱発電の市場に参入した。

復水器

熱水

1980 年 代 に は 米 国 や フ ィ リ ピ ン 向 け に 30 台， 約 80 万
kW の地熱発電設備を納入し，地熱発電設備のトップメー
カーの 1 社として認知されるに至った。1990 年代には 15
台，約 70 万 kW を納入した。1980 年代に比べて減少した

蒸気井

還元井

かに見えるが，フィリピン向けの 77.5 MW×3 台，インド
ネシア向け 110 MW×1 台の地熱発電所全体を範囲とする
納入実績を含み，地熱発電設備の製造メーカーから発電

システムや世界で初めて実用化した地熱蒸気性状自動分析

所一式の建設を担当するプラントメーカーへと転換した

装置についても紹介する。

時期である。21 世紀に入ってからも順調に実績を伸ばし，
2010 年初頭には単機容量世界最大の 139 MW の地熱発電

2

近年の地熱発電の実績

所の完成に向けて現地で試運転を行っている。
前述の実績は，すべてフラッシュ式と呼ばれる地熱発電

表 ₁ に近年の実績を示す。2007 年から 2009 年までの 3

方式によるものである。フラッシュ式地熱発電は，井戸か

年間に，398 MW×7 台の地熱発電設備を納入 ･ 完成させ

ら取り出した地熱蒸気と熱水の混合流体からセパレータに

た。2010 年以降も 248 MW×4 台を出荷し完成させる予定

より分離した蒸気だけを蒸気タービンへ送って発電する方

である。表₁ に掲載の 11 件のうち，プラント名に※印を

式である。図₁ にフローを示す。最近 10 年間に納入され

つけた 7 件は，前述の地熱発電所全体を契約範囲とするも

たフラッシュ式の地熱発電設備において，富士電機は約

のであり，地元工事業者と協業して取り組んでいる。

40 % のシェアを占めている。

ワヤンウィンドゥ，カウェラウ，ナ アワ プルアは，地

本稿では，富士電機の最近の実績を紹介するとともに，

熱流体を蒸気と熱水に分離するセパレータおよび地熱蒸気

フラッシュ式に加えて新たに開発した地熱バイナリー発電

から不純物を可能な限り除去するスクラビング設備からな
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その結果，タービンおよび発電機は 1 号機と同一設計なが

る蒸気分離設備を含むプロジェクトである。

ら 1 号機の 110 MW から 2 号機では 117 MW へ出力を上

⑵

₂.₁ ワヤンウィンドゥ地熱発電所

ワヤンウィンドゥ地熱発電所は，インドネシアのジャワ
島に位置する。1997 年に 110 MW×2 台からなる地熱発電
所を受注した。アジア経済危機により 2 号機の計画が凍結

特 集

げることができた。
⑶

₂.₂ カウェラウ地熱発電所

カウェラウ地熱発電所はニュージーランドの北島の北東

されたため，1999 年に 1 号機発電設備と 2 号機用の基礎

部に位置する。発電所の敷地は滑走路の跡地なので，幅

工事を含む発電所全体の土木建築工事を完成させた。その

150 m，長さ 350 m の長方形の平地である。この敷地に発

後 2007 年に建設が再開された 2 号機は，容量を 117 MW

電設備に加えて，地熱蒸気と熱水の混合流体である二相流

に増強して 2009 年に完成させた。図₂ に地熱蒸気生産井

を受け，タービンに蒸気を供給するダブルフラッシュ式の

と発電所の遠景を示す。

蒸気分離設備も配置した。図₃ にカウェラウ地熱発電所の

前述のとおり，2 号機用の基礎工事は，1999 年の 1 号機

遠景を示す。

の完成時点で同じ仕様で完了していたため，2 号機用の機

蒸気分離設備は，タービンに可能な限り清浄な蒸気を供

器は 1 号機と同じサイズでなければならなかった。そこで

給するための設計を取り入れている。蒸気セパレータに分

この制約のもと，復水器の冷却系の設計を見直すことによ

離効率の高い設計を採用するとともに，発生蒸気に微量に

り，タービン排気圧力を 1 号機に比べて下げる設計とした。

含まれるミストに溶解する可能性の高いシリカなどスケー
ル成分を除去するためのスクラビング設備も採用している。

表₁

最近の地熱発電の実績
国

プラント名

スクラビング設備では，蒸気配管中に水を噴霧して微量の
容量
（MW）

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

ミストを捕捉し蒸気配管途中でドレンとして排出させると
ともに，スクラバにより最終的にミストなどの湿分を系外
に排出させる。図₄ に蒸気分離設備の外観を示す。
カウェラウ地熱発電所では，世界最大級の 798 mm ター
図₃

カウェラウ地熱発電所の遠景

図₄

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₂

ワヤンウィンドゥ地熱発電所の遠景
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ビン最終段翼を持つ大型の地熱タービンを採用し，定格

図₅ に，地熱流体の温度と出力による地熱発電システム

特 集

出力 95.7 MW，最大出力 113 MW を実現した。発電所は

が適用される範囲の概念を示す。温度が高く出力の大きい

2006 年 11 月の契約から 22 か月という短期間で 2008 年 8

発電システムには従来型のフラッシュ式を，温度が低く出

月に完成させ，顧客に引き渡した。

力の小さい発電システムにはバイナリー式を適用する。
地熱バイナリー発電システムは，地熱流体を熱源として

3

地熱バイナリー発電システム

水に比べて沸点の低い媒体を気化させてタービンを駆動し
発電する。沸点の低い媒体を使用するので，比較的温度の

燃料価格の高騰や地球温暖化対策，CO2 排出量抑制など

低い地熱流体を熱源としても発電に十分な圧力を得ること

により再生可能エネルギーの利用推進が注目されている。

ができる。図₆ に地熱バイナリー発電システムの概念図を

再生可能エネルギーの中でも，地熱発電システムは天候 ･

示す。

時間帯に影響を受けにくく安定した発電が可能である。富

富士電機では地熱発電システムの商品シリーズを拡充

士電機がこれまで実績を重ねてきたフラッシュ式地熱発電

するため，地熱バイナリー発電システムの商品化開発を

は高温 ･ 高圧の地熱蒸気が必要であり，発電可能な地熱資

計画し，2006 年 8 月から 2009 年 10 月まで，鹿児島県霧

源の確保が課題であった。

島市の大和紡観光株式会社霧島国際ホテルの協力のもと実
証試験を実施してきた。実証運転の結果，計画どおり定格

図₅

190 kW および最大 220 kW での連続運転を達成した。 表

地熱発電システム適用範囲

₂ に実証試験機の仕様を，図₇ に設備の外観を示す。
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

商品化に際しては市場ニーズの調査結果により，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₇

地熱バイナリー発電システム実証試験設備

表₃

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₆

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₂
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
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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₈
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₁₀

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

階として 2,000 kW を標準出力とする開発を行った。 表 ₃
に主要仕様を示し，図₈ に概観図を示す。
作動媒体は，設備 ･ 配管への充塡（じゅうてん）
，抽出
時の取扱いを容易にするため，常温 ･ 常圧下では液相であ

図を図₁0 に示す。自動分析できる項目は次の六つである。

るペンタン系とした。実証試験設備ではイソペンタンを採

⒜

pH

用した。真夏日 ･ 猛暑日に充塡 ･ 抽出を実施する場合に気

⒝

シリカ濃度

温が沸点を超えることから取扱いが難しく，2,000 kW 商

⒞

塩化物イオン濃度（計算値）

品機ではより沸点の高いノルマルペンタンを採用した。地

⒟

電気伝導率

熱熱源が得られる場所は山間部などで冷却水の確保が困難

⒠

酸導電率

⒡

非凝縮性ガス濃度

なことが多いため，空気冷却式とした。
この地熱バイナリー発電システム商品機は 2010 年度中

⑵

診断機能

に初号機を市場投入できるように計画している。今後，海

地熱蒸気性状の診断に統計的手法を採用して，異常診断

外市場での大容量化の方向に対応した出力のシリーズを増

に加えてスケール付着可能性の予兆診断を行う。自動計測

やす計画である。

したデータを用いて，その時点の蒸気性状を評価する。
⑶

4

地熱蒸気性状自動分析装置

運転支援機能
タービン内のスケール付着や腐食の防止策として，蒸気

性状改善や運用改善に必要なガイダンスを提供する。ガス
地熱発電所の蒸気には，例えば塩化物イオン，シリカな
どの熱水を起源とする溶存成分が多く含まれ，タービン腐

量のオンライン計測によって，ガス抽出装置において運転
すべき系列のガイドラインを提供する。

食やスケール付着の最大の要因になっている。地熱蒸気中
の溶存成分の計測は，数か月に 1 回行われていることが多

₄.₂ 地熱蒸気性状自動分析装置の効果

蒸気性状自動分析装置を導入し，スケールや腐食成分の

い。この場合，蒸気性状の悪化に気付いたときには既に
タービンスケールの付着が進行し，発電出力に影響を及ぼ

常時監視をすることで次の効果が期待できる。

していることが多い。また，近年では，坑内洗浄や熱水の

⑴

プラント利用率の向上

pH 調整に使用する薬剤の蒸気中へのキャリオーバによっ

プラント運転支援レポートを提供し，蒸気発生設備の状

て蒸気性状が悪化することもある。そこで，地熱蒸気中の

態把握ができる。さらに，スケール抑制対策の実施やター

溶存成分濃度を高頻度でモニタリングすることによって，

ビンスケール付着度合いの予測を行うことにより，タービ

タービンの腐食抑制やスケール生成速度を予測して，腐食

ン開放点検の間隔が延伸できる。

やスケール付着などの不具合発生の前兆を診断するシステ

⑵

ム開発を行った。

ガス抽出装置の経済的運用
ガス量の変化に応じた運転すべき系列を富士電機が提案

することにより，蒸気消費量や消費電力量の削減が可能に
₄.₁ 地熱蒸気性状自動分析装置の概要

この装置は図₉ に示すように，自動分析装置と診断装置

なる。
本装置は，国内地熱発電所において 6 か月の実証試験を

から構成されている。その機能は次のとおりである。

経て，第 1 号商用機をニュージーランド・ナ アワ プルア

⑴

地熱発電所に納入し，2010 年 1 月から試運転を開始した。

自動分析機能
タービンが必要とする蒸気性状に対する管理項目をリア

ルタイムで計測できる。地熱蒸気性状自動分析装置の系統

さらに，アイスランドの地熱発電所にも 2010 年に納入す
る予定である。
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⑶

5

あとがき

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

特 集

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

富士電機は，これまでに 60 台，2,324 MW の地熱発電
設備を納入し，地熱発電プラントメーカーとしても市場に
認知されるに至った。この実績に加え，低温地熱資源を発

山田

電利用できる地熱バイナリー発電システムを商品ライン

地熱発電プラントのエンジニアリング業務に従事。

アップに加えることにより，幅広い顧客のニーズに応えて
いくことができるものと確信している。
世界に視点を移すと，従来の地熱資源の発電利用に加え
て，EGS（Enhanced Geothermal System：高温岩体発電

茂登

現在，富士電機システムズ株式会社エネルギーソ
リューション本部グリーンエネルギーソリュー
ション事業部グリーンエネルギーソリューション
統括部火力・地熱技術部主席。日本地熱学会会員。

システム）と呼ばれる人工的に地熱蒸気を生成するシステ

牧元

ムの研究が，米国，オーストラリア，ドイツなどで進めら

地熱発電プラントのエンジニアリング業務に従事。

れている。富士電機は，この新しい地熱資源の発電利用に
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