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富士電機は“エネルギー・環境”に注力した事業の展開
を目指している。世界的な電気エネルギーの動向は新興国
を中心とした電力需要増大への対応と，一方では社会的要
請である低炭素社会の構築が必須となっている。とりわけ

地球温暖化防止，地球環境保護は世界的な課題になってい

る。富士電機では，創エネルギーへの取組みを強化し，さ

らにその中でも低炭素社会の構築に向けた取組みを進めて

ている。発電機器の高効率化・高性能化に向けた研究開発
を進めるとともに，地熱発電や水力発電などに代表される

グリーンエネルギーの開発に積極的に取り組んでいる。

火力発電分野では，コンバインドサイクル発電やコー

ジェネレーション発電用蒸気タービン・発電機を東南ア

ジア地域や中東，米国を中心に多数納入し順調に運転に

入った。また，2010 年は電力需要が増大しているベトナ

ムから大容量石炭火力発電設備（2 台×300 MW）を受注
し，設計・製作が進められている。コンバインドサイクル

発電では，沖縄電力株式会社 吉の浦火力発電所（2 台×
251 MW）向け蒸気タービンおよび発電機の製作が完了し

た。2011 年は，ガスタービンや蒸気タービンの据付け工
事を 2012 年 11 月の運転開始に向けて本格的に開始する。

地熱発電分野では，ニュージーランドで 3 段フラッシュ

システムを採用し，単機容量で世界最大となるナアワプ

ルア発電所（1 台×132 MW）が 2010 年 4 月に運転を開始
し，自然エネルギーの導入を推進する政府方針に貢献して

いる。また，地熱資源が豊富で地熱発電の開発を積極的
に進めているインドネシアから受注したラヘンドン発電
所（1 台×20 MW）やウルベル発電所（2 台×55 MW）向
け機器の設計・製作を進めている。そのほか，米国向けや

ニカラグア向けの地熱発電設備の設計・製作も進めている。

地熱発電設備のトップメーカーとして，今後も顧客に高効
率で信頼性の高い機器を提供していく。

今後も電力需要が増大する中で，地球温暖化防止のため

に高効率な発電機器の開発を推進するとともに自然エネル

ギーを有効に生かす地熱発電やバイオマス発電，太陽熱発
電に積極的に取り組んでいく。

原子力分野では，日本の核燃料サイクルの鍵となる

MOX（混合酸化物）燃料製造設備を 2010 年に日本原燃株
式会社から受注した。現在，設計および工事の認可取得の

ために耐震設計や機器の詳細設計を進めている。

高速増殖原型炉“もんじゅ”の運転再開に向けて富士電
機は，燃料取扱い設備，廃棄物処理設備の点検・設備更新
工事を担当し，2010 年に再臨界に到達することができた。

今後の高速炉開発のさらなる進展が期待される。バックエ

ンド分野では，日本原子力発電株式会社 東海発電所の本
格的な原子炉解体工事を視野に置き，解体装置・廃棄物処
理設備の設計を推進している。

新しい原子力発電方式として注目されている高温ガス炉
の開発を継続し，2010 年は高温ガス炉の概念設計を米国・

エネルギー省から受託し米国・ジェネラルアトミクス社と

ともに本格的な概念設計を進めている。今後も国内外で高
まる原子力発電設備の需要に対応するために，特長ある技
術を生かした製品・サービスの提供を展開していく。

水力発電分野では，CO2 を排出しない自然エネルギー

として世界的に水力発電の開発が進められ，富士電機
でも海外向け大型水力発電機器の製作や据付けが続い

ている。2010 年度は韓国・チョンピョン発電所（1 台
×62.5 MW）やイラン・シアビシ揚 水 発 電 所（4 台×
300.6 MVA/275.55 MW 発電電動機）向け機器の製作が完
了し据付け工事を開始した。

国内では，山形県企業局新野川第一発電所（1 台×
10.5 MW）が営業運転を開始した。また，富士電機が世界
で初めて開発した大型立軸バルブ水車・発電機を採用する

東北電力株式会社 豊実発電所（2 台×31.2 MW）向け水車
の据付けを開始した。今後も，水力発電機器の高効率化・

高機能化の推進とともに，特徴ある技術開発を進めていく。

これからは，低炭素社会の構築に向けてスマートグリッ

ド技術が進展し，“創エネルギー”“エネルギー流通”“省
エネルギー”を有効に結び付けた技術開発が進む。創エネ

ルギー部門もグリーンエネルギーを中心としてスマートグ

リッドと融合を図り，低炭素社会の構築に貢献していく。

グリーンエネルギー
ソリューション

［エネルギーソリューション］
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　沖縄電力株式会社 吉の浦火力発電所向け発電機の完成

図 3 　吉の浦火力発電所向け発電機（工場試験中）富士電機は，2007 年に沖縄電力株式会社から 300 MVA
の発電機 2 台を受注した。その後，設計・製作を経て，1
号発電機の工場試験を 2010 年 6 月に無事完了した。2012
年の営業運転開始に向け，2011 年に据付け工事を開始する。

本機は，固定子に全含浸絶縁システムを適用した水素間
接冷却タービン発電機であり，富士電機初の一軸型コンバ

インドサイクル用発電機である。一軸型の場合，発電機両
端にガスタービンと蒸気タービンが連結される。これを実
現するために，両端からの駆動を考慮した特殊な回転子軸
構造や，両端にタービンが配置されている状態で分解やメ

ンテナンスを可能にする新しい固定子構造など，新技術を

数多く採用した。

　タイ向け蒸気タービン・発電機設備の運転開始

図 1 　SIPCO社向けCC発電所用蒸気タービン・発電機韓国・現代エンジニアリング株式会社から受注した

SIPCO 社向けコンバインドサイクル（CC）発電所用蒸気
タービン・発電機設備（1 台×56.75 MW）は，2010 年 12
月のプラント完工を目指し，現地にて試運転中である。本
発電所は出力 160 MW の CC 発電設備であり，近隣の工場
に蒸気供給も行うコージェネレーション設備としても運用
される。

富士電機は，実績が豊富でコンパクトな 1 ケーシング軸
流排気タービン「FET シリーズ」および空気冷却発電機
を適用することで顧客ニーズに応えている。また，本ター

ビンは富士電機として初めて，安全計装機能（SIL）に適
合した PLC を採用したタービン保護設備を装備し，顧客
の安全性に対する高い要求に十分応えた設備である。

火　力

　ベトナム向け大容量石炭火力発電設備の受注

図 2 　ハイフォン向け蒸気タービン・発電機（据付け中）ベトナムは近年の大幅な経済成長に伴い，電力需要も増
加しており，多くの新規発電所建設が計画されている。丸
紅株式会社は，ベトナム国営電力グループ（EVN）から 2
台×300 MW のギソン 1 石炭火力発電設備の建設一式を受
注し，2010 年 6 月 1 日に契約調印した。富士電機は丸紅
株式会社経由で，主機である蒸気タービン・発電機および

タービン建屋内のプラント補機を受注した。

300 MW 大容量機のベトナム国内における富士電機の

実績は，ベトナム・ハイフォン石炭火力発電所（4 台×
300 MW）向けに納入した蒸気タービン・発電機に続き，

合計 6 台となる。

本件は富士電機・川崎工場で製作し，2014 年 3 月に運
転開始を予定している。
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火　力

　沖縄電力株式会社 吉の浦火力発電所向け 1 ケーシング再熱蒸気タービンの出荷

図 4 　吉の浦火力発電所向け蒸気タービン（工場組立中）富士電機は，沖縄電力株式会社 吉の浦火力発電所 1 号
機コンバインドサイクル発電設備新設工事向けの 1 ケーシ

ング再熱蒸気タービン（出力：89.2 MW）の工場組立およ

び出荷前の試験・検査を無事完了した。

1 ケーシング再熱蒸気タービンは，高圧・中圧・低圧
タービンを 1 個のケーシングに収めたコンパクトなタービ

ンである。さらに，本タービンをクラッチを介してガス

タービンと発電機に直結する“一軸型コンバインドサイク

ル”とすることによって，建屋面積を小さくすることがで

きた。

本工事は，富士電機初となる国内事業用コンバインドサ

イクルプロジェクトであり，現地据付け・試運転・営業運
転開始に向けて，総力を挙げて取り組んでいる。

　米国・中米向け地熱蒸気タービン・発電機設備の出荷

図 5 　サンハシント4号機用タービン米国や中米は環太平洋火山帯に属し，火山活動が活発で

あり，再生可能エネルギーである地熱発電がますます注目
されている。

富士電機は，2010 年 1 月に出荷した 3 号機に続き，ニ

カラグア・サンハシント 4 号機（38.5 MW）を米国・ラム

パワー社から 2010 年 1 月に受注した。さらに，米国・ハ

ドソンランチパワー社向け 55 MW 機も設計し，製作を進
めている。この 2 件は 2011 年 2 月の出荷に向けて製作中
である。

さらに多くの地域で地熱発電プロジェクトが計画されて

いるため，富士電機も継続して受注できるように活動して

いる。

　地熱バイナリー発電設備の販売開始

図 6 　標準2,000 kW地熱バイナリー発電設備富士電機は，注力事業の一つであるエネルギーソリュー

ションにおいて，地熱を利用したバイナリー発電設備の販
売を 2010 年度から開始した。

従来の地熱発電は，一般的に 150 ℃以上の地熱蒸気で

タービンを駆動して発電する。バイナリー発電は，これよ

り低い温度の蒸気や熱水を熱源として，沸点の低い二次媒
体でタービンを駆動して発電する。

これにより，従来利用できなかった低温度地熱エネル

ギーを利用できる富士電機の地熱バイナリー発電設備が，

低炭素社会実現に向けたエネルギーの有効利用に貢献する。

低温熱源用バイナリー発電設備を商品機種に加えること

で，従来の地熱発電方式と併せた地熱トータルソリュー

ションの提案・提供が可能となった。

タービン・発電機

電気・制御室
（コンテナ室）

蒸発器
予熱器

媒体計量タンク

44m
29m

凝縮器

関連論文：富士時報 2010， vol.83， no.0， p.000.3 196

地　熱
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原子力

地　熱

　MOX 燃料加工施設

図 8 　MOX燃料工場鳥瞰（ちょうかん）図と設備概要富士電機は，日本原燃株式会社向け MOX（混合酸化
物）燃料工場の原料粉末受入，粉末調整，ペレット加工な

どの主要工程設備を受注し，製作設計を推進している。原
子力発電所の使用済燃料は，青森県六ヶ所村の再処理工場
で，ウランとプルトニウムの粉末に処理される。この粉末
は，MOX 燃料に加工され，再利用される。

原料粉末は，気密構造のステンレス鋼製のグローブボッ

クス内で混合，調整，圧縮成形された後，焼結炉で高温に

加熱され，セラミック状のペレットになる。さらに，外周
研削した後，外観などを検査し製品ペレットとなる。

富士電機は，粉末の混合からペレット検査設備までの主
要工程設備と MOX 燃料工場全体の管理システムを担当し

ている。

MOX燃料工場の規模
　最大加工能力
　　130t-HM/ 年
　建屋規模：約85×85ｍ
　　（地下3階，地上2階）

MOX粉末
混合原料MOX

粉末
プレス成形 焼結 外周研削 ペレット検査

ペレット成形工程粉末調整工程
再処理
工場

二酸化ウラン
粉末

梱包・出荷工程 燃料集合体組立工程 燃料棒加工工程

ペレット

再転換
工場

原子力
発電所

　日本原子力発電株式会社 東海発電所サンプリング装置

図 9 　炉内構造物サンプリング装置富士電機が建設した日本原子力発電株式会社 東海発電
所は発電の役目を終え，原子炉解体の準備段階にある。富
士電機は，原子炉の解体方法と廃棄物処理設備の検討を

行っている。これには，原子炉使用部材の放射化レベルを

精度良く把握する必要があるため，高線量の炉内構造物か

ら遠隔操作によって金属試料を採取する装置を完成した。

本装置は，ドリルなどの工具を備えたアームを原子炉内
につり降ろし，アームの屈折・旋回により試料採取対象に

位置決めし，炉内構造物を切削加工して切粉を吸引回収す

るものである。主な仕様は次のとおりである。

⑴　寸法：φ310×3,000（mm），昇降ストローク約 12 m
⑵　自由度：全体昇降，旋回，アーム昇降，屈折
⑶　先端工具：ドリル，ホールソー，小型ディスクソー

　地熱発電に関わるソリューション

図 7 　出光大分地熱株式会社蒸気発生井とオペレータコンソール世界的な低炭素社会の構築が求められている中，再生可
能なエネルギー源として，地熱発電システムが注目を浴び

ている。

富士電機は，出光大分地熱株式会社 滝上事業所向けの

運転制御監視システムに，オープン統合化制御システム

「FOCUS-Jupiter」を採用し，更新した。

本システムは次の機能を持ち，地熱発電プラントの管理
を容易にし，グリーン電力の安定供給に貢献している。

⑴　蒸気発生井からの蒸気流量や圧力などを一定に保ち，

安定してタービン施設に供給する機能
⑵　発信器の故障時には代替信号を選択できる機能
⑶　E-Mail 自動送信機能の付加により，夜間無人運転時に

もプロセス異常などを速やかに待機者へ通知する機能
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　山形県企業局 新野川第一発電所向け水車発電設備の完成

図 11　新野川第一発電所向け立軸斜流水車発電機山形県企業局 新野川第一発電所向け立軸斜流水車（1 台 
×10.5 MW）および立 軸 三 相 同 期 発 電 機（1 台 ×10.8 
MVA）は，2008 年 6 月に水車の据付けを開始し，2010 年
5 月の最終調整試験を経て，同年 6 月に営業運転が開始さ

れた。本発電所は，最上川水系置賜野川の上流に設けられ

る長井ダムから水圧鉄管を経て取水し，水車発電機 1 台で

最大 10 MW の発電を行うダム水路式発電所である。発電
電力は，66 kV に昇圧され東北電力株式会社に売電される。

本発電所では，ランナ羽根の操作に，軸端に設置した可
逆ピストンポンプにより，水車軸内のサーボモータに直接
操作油を送り込む電動直接加圧方式を採用し，圧油装置を

省略している。現地試験の結果，従来の圧油操作方式と同
等の特性が確認できた。

　東北電力株式会社 豊実発電所向け立軸バルブ水車の吸出し管の現地据付け開始

図 12　吸出し管据付け位置東北電力株式会社 豊実発電所向け立軸バルブ水車（2 台 
×31.4 MW）の吸出し管据付け工事が開始された。本発電
所は新潟県東蒲原郡阿賀町豊実に位置し，阿賀野川水系阿
賀野川の豊実ダムに併設する発電所を改修する工事である。

特徴としては，既設の老朽化した立軸フランシス水車・

発電機 6 台を立軸バルブ水車・発電機 2 台に置き換え，既
設の取水口を流用できることと，建屋敷地面積を小さくで

きることである。新設工事に比べ土木費を低減するととも

に，高効率の立軸バルブ水車を採用することにより，10%
程度の発電所として出力の増加を図ることができる。

今後は，2011 年 6 月にケーシングの据付け，2012 年 10
月に水車発電機本体の据付けを行い，2013 年 9 月の運転
開始を計画している。

　高速炉用 MOX 燃料ペレット仕上検査設備（２号機）の製作

図 10　FBR用MOX燃料ペレット仕上検査設備（2号機）富士電機は，わが国唯一の高速炉（FBR）用 MOX 燃料
製造施設を持つ独立行政法人日本原子力研究開発機構へ燃
料ペレットの製造・検査設備を多数納入している。

このたび富士電機は，燃料ペレットの品質を保証する上
で重要な設備である“仕上検査設備”の 2 号機を，短期間
で設計・製作・現地据付けを行い納入した。

本設備では，“FBR サイクル実用化研究開発（FaCT）”

の要素技術として，設備の一部を遠隔モジュール化し，太
径中空ペレットを対象とした画像処理によるペレット外観
検査の自動化・中空内径測定などの新機能を採用してい

る。さらに，1 号機における燃料ペレット搬送などの課題
を，機器の選定や配置の見直しなどにより改良し，設備停
止時間の短縮を図った。
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水　力

　韓国水力原子力発電株式会社 チョンピョン発電所 4 号機の現地据付け開始

図 13　下部吸出し管据付け完了韓国水力原子力発電株式会社（KHNP）チョンピョン発
電所 4 号機（1 台×65 MW）向け立軸カプラン水車および

71 MVA 立軸三相同期発電機の主要機器の出荷が完了した。

本発電所は，ハン川水系の中流に位置する既設チョンピョ

ンダムから水圧管路を経て最大 299 m3/s を取水し，水車
発電機 1 台で最大出力 65 MW の発電を行うダム水路式発
電所である。発電した電力は 154 kVに昇圧され送電される。

現地では，2010 年 9 月から水車の据付け工事を開始し，

吸出し管の据付けが完了した。今後は，2011 年 1 月から

のケーシングの据付けに引き続き，4 月から発電機の固定
子および回転子の現地組立，6 月から水車発電機本体の据
付けが行われる予定である。本発電所の運転開始は 2012
年 1 月を予定している。



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




