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展

望

米国の電子工業会が発行した“EIA International En-

今後は，流れ解析技術を駆使した既設ランナの高性能化

ergy Outlook 2011”によれば，世界的に電力需要は年率

および冷却水が不要な新型水潤滑軸受などエネルギーの有効

2.3 % で伸び，先進国で年率 1.3 %，新興国では年率 3.3 %

活用と環境保護を考慮した新技術を積極的に展開していく。

の伸びを示すと報告されている。一方，日本では東日本大

太陽電池分野では，新たな市場展開を目的として，フィ

震災と福島第一原子力発電所の津波による運転停止で，電

ルム基板アモルファスシリコン太陽電池のセル形態での販

気エネルギーのセキュリティに対する課題が大きく取り上

売を本格化した。ユニットセル単位で自由に切断できると

げられた。その中でクリーンなエネルギーに対する期待が

いう特徴があり，寸法だけでなく出力電圧も広い範囲で設

高まり，
「再生エネルギーの全量買取制度」が法制化され，

計できる。顧客が各種の要望に応じてモジュール化を行え

また，地熱発電に対する規制緩和なども検討が始まった。

るため，モバイル機器の充電用電源などの民生用途から，

富士電機は，環境にやさしいエネルギーを創る“創エネル

可搬電源などの一般用途までさまざまな分野で応用できる。

ギー”技術に注力し，高効率火力発電や地熱発電，水力発

燃料電池部門では，東日本大震災の復興の一助として東

電，太陽光発電，燃料電池の各分野の技術開発に取り組ん

北福祉大学に設備一式を寄贈し，キャンパス内にある老人

できている。

福祉施設の安定電源の確保と熱の有効利用に寄与した。

火力・地熱部門の火力分野では，米国のバイオマス発

燃料電池の新しいビジネスモデルとして，燃料電池から

電，中東や西アジアのコンバインドサイクル発電向けな

排出される低酸素空気をデータセンターの室内に供給して

ど，6 設備（合計出力 1,100 MW）を受注した。米国，中

火災を防止するシステムがドイツで構築された。富士電機

国や東南アジア向けに，13 台の火力発電設備（合計出力

では低酸素供給機能付燃料電池設備を製作中である。

2,279 MW）を納入した。

原子力分野では，核燃料サイクル分野に注力し，MOX

地熱分野では，トルコ向けに 60 MW のフラッシュ地

（ウラン・プルトニウム混合酸化物）燃料製造設備を設

熱発電設備を受注し，地熱発電の新たな市場に参入した。

計・製作中である。また，廃炉のために必要な関連技術の

また，米国，中米，インドネシア向けに 5 台（合計出力

開発も進めており，遠隔ハンドリング技術や樹脂減容に有

185 MW）を出荷し，現地で据付け工事中である。

効な IC プラズマ装置などの技術開発を継続的に進めている。

今後は，火力分野では高効率タービンの開発を進め，ア

放射線測定システム分野では，福島第一原子力発電所の

ジア，米国，さらに中近東などの市場をさらに開拓する。

事故による関連地域の放射線監視強化などに対応するため，

地熱分野ではフラッシュ発電に加えバイナリー発電のシ

高感度放射線計ならびに葉菜類，米・穀類，牛肉などを梱

リーズ化を行い，インドネシア，米国などとともに中南米，

包（こんぽう）状態のまま連続的にスクリーニング測定を

アフリカを重点市場として高効率で信頼性のある設備の供

短時間で行うことができる「食品放射能測定システム」な

給を続けていく。

どを開発し，社会的要請に応えてきた。

水力部門では，韓国・チョンピョン発電所向け立軸カプ

今後とも，核燃料サイクル分野に関する技術開発，高機能

ラン水車（1 台×65 MW）とイラン・シアビン発電所向け

放射線監視・管理システムの開発，およびこれから拡大する

発電電動機（4 台× 300.6 MVA/275.55 MW）の 1 号機の据

高度医療分野の放射線管理システムなどを強化していく。

付けが完了した。
国内では，東北電力株式会社 森吉発電所向け立軸フラ

2012 年も“エネルギーと環境”をテーマに，環境にや
さしいエネルギー創造のための高効率な発電設備をはじめ，

ンシス水車（1 台×11 MW）が営業運転を開始し，東北

地熱や太陽電池に代表される再生可能エネルギーや核燃料

電力株式会社 豊実発電所向け立軸バルブ水車（2 台×

サイクル分野に注力し，地球環境負荷を低減する発電設備

31.2 MW）のケーシングの据付けが順調に行われている。

の研究・開発をさらに進め，社会に貢献していく。
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火力・地熱
運転サポートセンターにおける情報処理・情報分析技術
火力部門では“運転サポートセンター”を設置し，納入

図1

運転サポートセンターにおける管理・監視・分析

設備から送られてくる監視情報の処理・分析を行っている。

運転サポートセンター

情報の敏速・確実な処理ならびに蓄積データを顧客設備の

①イベント管理

メンテナンスに活用するための技術開発を行った。
⑴

インターネット

イベント管理：故障情報の変化をデータベース化し，
専用の一致性評価手法で故障を自動的に判定する。

⑵

オンライントレンド比較監視：過去の正常イベント時
のトレンドデータの変化と比較し，異常の確認を行う。

⑶

主成分分析：個々のデータの上下限監視では検知でき
ない異常を，統計的プロセス管理手法を用いて複数デー

②オンライントレンド比較監視

③主成分分析

発電所（海外・国内）
™プラントデータ

（振動・軸受温度・車室
温度ほか）

™警報データ，RAS データ

④長期傾向監視

環境にやさしいエネルギーを創る“創エネルギー”

タから検知し，要因データを抽出する。
⑷

長期傾向監視：過去数年のトレンドデータの傾向から
メンテナンス時期を推計する。

米国向け Burgess Biopower Project の受注
2011 年 7 月に，米国バイオマス発電市場で富士電機と

図2

発電所完成予想図

して 7 年ぶりに Burgess Biopower Project を受注した。
Babcock & Wilcox Construction Co., Inc.（BWCC）社経由
で，米国・ニューハンプシャー州バーリン発電所に軸流式
単気筒復水蒸気タービンおよび空冷発電機一式を納入する。
BWCC 社は，2006 年に運転を停止した既設の黒液回収
ボイラを，木質バイオマス焚きバブリング流動床ボイラに
改造する。富士電機は，スキッド式の蒸気タービンおよび
空冷発電機を採用し，顧客の建設工期短縮への強い要望に
応える。
本発電所は，2013 年末に営業運転開始を予定しており，
発電端出力 75 MW は，比較的容量の大きいバイオマス発
電所が多い米国市場においても最大級の容量となる。

CEBU POWER PLANT 用蒸気タービン・発電機設備の顧客引渡しの完了
2011 年 5 月に，韓国・斗山重工業株式会社経由韓国電

図3

CEBU POWER PLANT用蒸気タービン・発電機設備

力公社のフィリピン現地法人（KEPHILCO）向け CEBU
POWER PLANT 用蒸気タービン・発電機設備（2 台 ×
103 MW）の顧客引渡しが完了した。
この発電設備は，循環流動層ボイラと組み合わせた再熱
再生式石炭焚き火力で，独立発電事業者（IPP）設備とし
てフィリピン・セブ島の電力安定供給に寄与している。
蒸気タービンにはコンパクトな高圧タービンと中低圧一
体型タービンの 2 車室構造を，発電機には実績豊富なブラ
シレス励磁の空気冷却発電機を採用している。タービンと
発電機は，ともに設備の合理化および簡素化が図られてお
り，IPP 事業に適した特徴を持っている。
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火力・地熱
東日本大震災に関連した配電盤復旧工事対応
2011 年に発生した東日本大震災は，太平洋沿岸の各火

図4

常磐共同火力株式会社 勿来発電所向け配電盤

図5

沖縄電力株式会社 石川火力発電所2号機タービン

力発電所に甚大な被害をもたらした。その中には，富士電
機が配電盤類を納入している発電所も含まれ，夏場の電力
供給不足が予想される状況で，火力発電所を早期に復旧す
るために，納入設備の早急な復旧対応が求められた。
東京電力株式会社 広野火力発電所に納入の 5 号貯運炭
メタクラ，同 1 〜 4 号非常用ディーゼル発電装置用制御盤，
常磐共同火力株式会社 勿来発電所に納入の所内配電盤な
ど，設計・製造部門の総力を挙げて，過去に経験したこと
のない津波で浸水した電気盤の復旧に取り組んだ。いずれ
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も 1.5 か月から 4 か月という短期間で現地試験まで完了さ
せ，各発電所の早期復旧に貢献した。なお，引き続き，他
納入設備の復旧や新設設備への機器対応を行っている。

長期休止火力の運転再開工事
沖縄電力株式会社 石川火力発電所 2 号機は 1978 年に運
開後，設備の老朽化により 2004 年から長期の計画停止と
なっていたが，電力需要の観点から“石川火力 2 号機運転
再開工事”が計画された。長期保管による想定できない
設備ダメージの見落としを回避するため，ユーザ・メー
カー・協力会社のノウハウを結集し，細密な検討と事前調
査を行い，1 年に及ぶ工事期間を経て 2011 年 6 月に無事，
竣工（しゅんこう）した。富士電機は，高圧タービンの更
新をはじめ，発電機固定子コイルなどの絶縁更新，配電盤
の更新や最新のデジタル制御機器を適用した制御装置への
更新，ヒューマンマシンインタフェースの構築など，広範
囲にわたる大規模改修工事を行い，火力発電ユニットの延
命や耐力強化，信頼性向上，近代化を図った。

水

力

ゲサン発電所 1・2 号機およびチョンピョン発電所 3 号機
水力発電は再生可能エネルギーとして見直されてお
り，韓国では老朽化した水力発電所の更新案件が増加して
きている。富士フォイトハイドロは韓国水力原子力会社
（KHNP）から，ゲサン発電所 1・2 号機向けプロペラ水車
（2 台× 1.57 MW）およびチョンピョン発電所 3 号機向け
プロペラ水車（1 台× 42.3 MW）の更新案件を受注した。
両発電所とも，吸出し管，ケーシングなどの既設埋設部
を流用し，その他の老朽化した水車部品や発電機一式を更
新するもので，更新に合わせて出力アップならびに保守の
合理化を図っている。水車性能は流れ解析により予測し，
チョンピョン発電所 3 号機では模型試験による検証を行っ
た。それぞれ，2012 年 6 月と 2013 年 6 月の運転開始に向
けて，鋭意設計・製作を進めている。
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図6

ゲサン発電所向けプロペラ水車の流れ解析結果の例
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水

力

東北電力株式会社 森吉発電所の完成
東北電力株式会社 森吉発電所向け立軸フランシス水車

図7

森吉発電所の発電機

発電機（1 台× 11 MW）の現地据付け工事が完了し，2011
年 10 月末から営業運転を開始した。
本発電所は，国土交通省が建設した森吉山ダムの共用取
水設備から取水し，延長 1.5 km の水圧管路を経て発電す
るダム水路式発電所である。
水車発電機の主要機器のほとんどは中国で製作し，水車
機器の要であるランナにはドイツ・フォイト社の最新技術
のモデルを採用して，高効率と年間発生電力量の増加を実

環境にやさしいエネルギーを創る“創エネルギー”

現した。
本発電所の実績を生かし，今後さらなる出力アップに向
けた高効率技術の向上につなげていきたい。

韓国水力原子力会社 チョンピョン発電所 4 号機の現地据付け完了
韓国水力原子力会社（KHNP）チョンピョン発電所 4 号

図8

発電機固定子つり込み

図9

フィルム基板太陽電池セル

機向け立軸カプラン水車（1 台× 65 MW）および立軸三相
同期発電機（71 MVA）の主要機器の据付けが完了した。
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。水車ランナには水ボスを採用し，河川へ
の油の流出を防止している。発電機には傘型の軸受配置を
適用し，スラスト軸受を水車上カバーで支持することによ
り，発電機軸を省略している。また，スラスト軸受には樹
脂軸受を採用し，保守の簡素化を図っている。
現地では，有水試験が完了し，2011 年 12 月に運転を開
始した。

太陽電池
フィルム基板太陽電池セル
富士電機は，アモルファスシリコンを使ったフィルム基
板の太陽電池モジュールに加え，フィルム基板の太陽電池
セルの形態での販売を本格化した。セルは 68 直列接続構
造からなり，定格出力は 23 W，動作電圧 80 V である。こ
のセルは，次の特徴を持つ。
⑴

軽量，フレキシブルな形態のモジュールを実現できる。

⑵

ユニットセル単位で自由に切断でき，直並列の組合せ
で所望の電圧（数 V 〜数百 V）のモジュールが得られる。
現在，面積を約 9 % 拡大した高出力タイプの太陽電池セ

ル（74 直列，26 W）を開発中である。このセルをモジュー
ル化することで，特殊 BIPV のほか，民生品や可搬電源な
どのさまざまな形態の PV 製品を顧客と協力して市場展開
していく。
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太陽電池
薄膜シリコン太陽電池の高速製膜技術
富士電機の太陽電池「FWAVE」はアモルファスシリコ

図 1 0 シラン流量と放電電力による製膜速度の変化

ン薄膜を発電層として使用しており，このシリコン薄膜を

120

高速で製膜する技術を開発した。

測定点

速度の関係は，プラズマ中で分解されたシランがガス流れ
によって基板へ達することで説明でき，この関係を定式化
することで高速製膜領域を特定できた。さまざまな測定点

放電電力（W）

シリコン薄膜はプラズマ CVD 法で形成している。原料
であるシランのガス流量や放電電力などの製膜条件と製膜

製膜速度（nm/min）
60

1.5 倍
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において太陽電池の特性を検証することにより，放電電力

30

をある範囲に限定するとともにシラン流量を増やすことで，

20
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従来の 1.5 倍の製膜速度で同等の発電効率を得た。

0

この研究の一部は，独立行政法人 新エネルギー・産業

10
0

30
シラン流量（cm3/min）

技術総合開発機構（NEDO）の共同研究によるものである。

燃料電池
下水消化ガスタイプ燃料電池の冬季寒冷地実証試験の完了
山形市浄化センターで，下水消化ガスタイプの 100 kW

図 1 1 冬季寒冷地実証試験中の100 kW燃料電池

燃料電池を 2010 年 12 月に設置し，2011 年 1 月から屋外
での冬季寒冷地実証試験を行った。本実証試験は，寒冷地
での耐寒性，耐雪性および冬季のパターン運転性能の実証
が目的であり，設計どおりの性能を確認できた。
また，2011 年 3 月 11 日の東日本大震災に際しては，仮
設状態であっても系統電力停電時に待機運転状態で運転を
継続し，復電後すぐに系統へ連系して既設の 2 台とともに
送電を開始することができた。
消化ガス発電は，再生可能エネルギーによる発電であり，
今後の普及拡大が期待される。

100 kW 燃料電池の国内大学向け納入および米国スマートグリッド実証試験向け出荷
富士電機は，2011 年度に 100 kW 燃料電池を国内の大学
向けに 2 台納入し，米国スマートグリッド実証試験向けに
1 台出荷した。
2011 年 3 月 11 日の東日本大震災の復旧支援のため，1
台を東北福祉大学に納入し，電源の確保と老人保健施設へ
の熱供給を 8 月より開始した。
2011 年 10 月には新設実験棟の熱源機器用として，東京
工業大学大岡山キャンパスに 1 台を出荷した。
2010 年度から開始した日米共同のスマートグリッド実
証試験向けにも，商業ビルの熱源機器として 1 台を米国・
ニューメキシコ州アルバカーキー市に出荷した。
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図 1 2 東北福祉大学に納入した100 kW燃料電池

60

技術成果と展望

原子力・放射線
イットリウム系超電導変圧器の研究開発
富士電機は，
“イットリウム系超電導電力機器技術開発”

図 1 3 イットリウム系超電導変圧器

として超電導変圧器の研究開発に取り組んでいる。これ
は，独立行政法人 新エネルギー ･ 産業技術総合開発機構

収納物（巻線）

（NEDO）からの委託を受けた，九州電力株式会社，財団
法人 国際超電導産業技術研究センターなどとの共同プロ
ジェクトである。
本開発は，安定的かつ効率的な電力供給システムの実
現を目指し，目標仕様 66/6.9 kV 20 MVA 級の超電導変
圧器の実用化を見通す技術開発を行うものである。超電
400 kVA モデルを試作して実証した。巻線技術などの機
能検証は，部分モデルで実施するとともに，2 MVA 級の

（b）66 kV/6.9 kV，
2 MVA 級変圧器モデル

（a）400 kVA 限流機能検証
モデル試験

変圧器モデルを製作して総合評価を行う。

次世代型遠隔ハンドリング技術
原子力分野ではさまざまな取扱物を遠隔で安全に取り扱

図 1 4 触覚を付加した遠隔ハンドリングのイメージ

う技術が求められ，現状はカメラ映像やアナログメータ値
などの視覚情報と運転員の熟練度を頼りに実施している。
富士電機は，運転員の負担軽減や操作性の向上を狙って，
触覚を付加した遠隔ハンドリング技術を開発している。
具体的には，周辺物との接触状態に伴う荷重信号を，

ジョイ
スティック

ることで，運転員が視覚に加え，触覚としても取扱物のハ
が期待できる。これまでの開発で，ハンドリング機器と反
力の生成パターンを組み込んだ制御装置とを組み合わせた

ハンドリング
機器

昇降指令
コントローラ

操作員

ジョイスティックなどの操作器具にその反力として伝達す
ンドリング状況が把握可能となり，容易かつ効率的な作業

昇降駆動モータ

操作
入力

荷重計

荷重信号
荷重の解析
™荷重変化速度
™荷重振動特性
など

昇降動作
当たり

取扱
対象物

触覚による
確認
振動・反力
の指令

操作システムを試作し，本技術の有効性を確認した。

こすれ

今後は，大型システムによる検証データを取得する。

ふげん廃止措置への取組み
富士電機は，独立行政法人 日本原子力研究開発機構“原

図 1 5 ふげんに納入した仕分・分別処理装置

子炉廃止措置研究開発センター”
（ふげん）の安全かつ合
理的な廃止措置の実現に向けた活動を推進している。
廃止措置の実施に当たっては，貯蔵スペースの確保や廃
棄物発生量および廃棄コスト低減のための減容技術の導入，
ならびに廃棄物の放射能レベルを考慮した合理的かつ適切
な搬送ルートや解体手順の計画などが重要な課題である。
富士電機はこれまでに，切断および圧縮による減容機能
を備える固体廃棄物の仕分・分別処理装置を納入，廃樹脂
の処分費低減と廃棄体適合性を得るための減容安定化処理
装置設計や廃棄体適合試験を実施してきた。解体基本方針
策定に関するエンジニアリングにも参画しており，引き続

（a）仕分・分別テーブル

（b）圧縮装置

きの協力を通して廃止措置に貢献していく。
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環境にやさしいエネルギーを創る“創エネルギー”

導変圧器の特徴である限流機能ならびに低損失について，

＊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。

