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まえがき

地球温暖化問題などの浮上によりエネルギー問題は「安

定供給」のみにとどまらず，「安定供給，環境保全，効率

化の同時達成」が求められるようになってきている。特に

化石燃料に対する依存度が他の先進国に比べて大きい（例

えば，石油依存度は 52 ％）わが国においては，まさに官

民をあげて取り組まなければならない大きな課題となって

いる。このような状況から国産エネルギーであることも含

め，基本的には二酸化炭素（CO2）の排出量がきわめて少

ないという新エネルギーの積極的な導入が求められている。

しかしながら，エネルギー問題解決の救世主になると期待

されている新エネルギーは一般的に発電コストが高く，自

然条件に左右されるなどの課題も抱えている。これまで国

の支援のもと，低コスト化，高効率化を実現し実用化を図

るための技術開発や導入支援が行われてきている。

新エネルギー導入促進

新エネルギーは，「新エネルギー利用等の促進に関する

特別措置法」（新エネルギー法）において，「石油代替エネ

ルギーを製造，発生，利用することなどのうち，経済面で

の制約から普及が進展しておらず，かつその促進を図るこ

とが石油代替エネルギーの導入を図るために特に必要なも

の」と定義されている。具体的には政令において，①太陽

光発電，②風力発電，③太陽熱利用，④温度差エネルギー，

⑤天然ガスコージェネレーション，⑥燃料電池，⑦廃棄物

発電，⑧廃棄物熱利用，⑨廃棄物燃料製造，⑩クリーンエ

ネルギー自動車，⑪天然ガス自動車，⑫雪氷熱利用が掲げ

られている。

新エネルギーの導入目標については，2001 年に総合エ

ネルギー調査会新エネルギー部会において見直しが行われ

た。官民によるコスト低減努力や導入促進のために最大限

の取組みが行われることを前提に 2010 年度において実現

可能と見込まれる目標量が新たに設定され，その導入に向

けての具体的動きが活発になってきている。表１に新エネ

ルギーの実績と 2010 年度見通しと目標（供給サイドの新

エネルギー）を示す。

新エネルギー導入促進の具体的動きの一つとして，2003

年度から導入される見込みとなっている RPS（Renew-

able Power Portfolio Standard）法案（正式名称：電気事

業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法）が

ある。

これは，電気事業者の新エネルギーの利用促進を目的と

し，エネルギーセキュリティの確保と環境保全を推進する

ための法案である。その手段として，電気事業者の電力供

給の一定割合を新エネルギーで賄うことを義務づけ，さら

に再生可能エネルギー発電者に対して発行される証書の保

有，売買をも合わせて，その義務の達成を図る制度である。

RPSの対象となる電源は，太陽光発電のほかに，風力，

小水力（政令で定めるもの），地熱，バイオマス（有機物

起源のもの），その他（石油以外のもので，政令で定める

もの）を動力源としているもので，具体的には新エネル

ギー発電（太陽，風力，廃棄物，バイオマス），地熱，中

小水力が対象となる。

本稿では新エネルギーのうち RPSの対象となっている

風力発電および中小水力発電の富士電機の取組みについて

概説する。

風力発電

国内における風力発電設備の導入量は，1995 年時点で

は約 3,000 kWであったが，現在では約 30 万kWである。

また，2010 年までの導入目標量は，300 万kWであり，そ

の後は，オフショア（洋上）風力の建設などにより，2030

年には 3,000 万kWの導入が予想されている。

以下に，富士電機の風力発電設備に対する取組みについ

て述べる。

３.１ ウインドファーム用系統連系設備

富士電機は，1995 年に国内初の本格的風力発電設備

（100 kW× 3台）である山形県立川町の系統連系設備を，
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1999 年には国内初の本格的ウインドファーム（1,000 kW

× 20 台）である（株）トーメンの苫前グリーンヒルウイン

ドパーク向け系統連系設備を，また 2001 年には国内最大

容量のウインドファーム（1,300 kW× 25 台）である（株）

トーメンの岩屋ウインドファーム向け系統連系設備を納入

し，順調な運転を行っている。これらの記録的ウインド

ファームをはじめとし，現在設計中および提案中のウイン

ドファーム用系統連系設備の主な特徴は次のとおりである。

コンパクトな GIS

高効率変圧器

最適な制御・保護・監視システム

多機能型ディジタルリレー

苫前グリーンヒルウインドパーク（図１）に設置した風

力発電装置の概要を以下に述べる。

３.２ 風力発電所全体システム

プロペラ風車の制御方式を大きく分けると表２の区分と

することができる。

高圧配電線または特別高圧電線路に連系する風力発電プ

ラントにおいては，要求仕様として，

系統並入時の電圧変動抑制

有効電力変動（周波数変動）抑制

無効電力変動（電圧変動）抑制

低風速時の発電電力量増大

など，電力系統との共存性と発電電力量の増大による収益

性の向上とが挙げられている。

富士電機は，表２の区分で①に該当する DeWind 社製

風車を提案している。この 600 kW，1,250 kW，および

2,000 kWの風車は，三相交流励磁方式同期発電機（巻線

形誘導発電機＋超同期セルビウス方式による二次励磁）を

適用し，風力発電機自身で電圧調整機能を有することから，

電力系統との共存性を保つことが可能である。また，可変

速運転機能と可変ピッチ機能を有することに加えて大型の

ロータ径を採用していることから，他方式の風力発電機に

比して年間発電電力量の増大（収益性の向上）を図ること

が可能である。

なお，要求仕様の 項に対しては，風車のみでは完全に

満足することができないので，必要に応じて「風力発電設

備用電力安定化装置」の併設を提案している。図２に

DeWind 風車の概観を示す。

３.３ 風力発電設備用電力安定化装置

電力系統の末端などに連系する風力発電設備は，風速・

風向変動に伴う有効電力および無効電力の変動により，高

圧配電線または特別高圧電線路の電圧変動を引き起こす場

合がある。また，離島など比較的系統容量が小さい地点に

おいては，風速・風向変動に起因する有効電力変動により，
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連系方式：1回線受電（66kV，20kA，50Hz） 
納入設備：C-GIS（72kV，800A，20kA，50Hz），25MVA昇圧 
　　　　　変圧器（OLTC付き），構内配線用スイッチギヤ，風車サイト用 
　　　　　変圧器，風車サイト用スイッチギヤ 

図１　苫前グリーンヒルウインドパーク

表２　プロペラ風車の制御方式 

制御方式 
区分 

可変速度 

固定速度 

ー 

③ストール＆固定速度 

ストール 

①可変ピッチ＆可変速度 

②可変ピッチ＆固定速度 

可変ピッチ 

表１　新エネルギーの実績と2010年度見通し・目標 

年度別区分 
現行対策維持ケース 

1999年度実績 
2010年度見通し・目標 

原油換算 
（万kL） 

5.3 

3.5 

115 

5.4 

98 

4.1 

4.4 

ー 

457 

693 
（1.2％） 

約5.9億kL

分　類 

発
電
分
野 

熱
利
用
分
野 

太陽光発電 

風力発電 

廃棄物発電 

バイオマス発電 

太陽熱利用 

未利用エネルギー 
（雪氷冷熱を含む） 

廃棄物熱利用 

バイオマス熱利用 

黒液・廃材など 

新エネルギー供給計 
（一次エネルギー供給/構成比） 

一次エネルギー総供給 

設備容量 
（万kW） 

20.9 

8.3 

90 

8.0 

ー 

ー 

ー 

ー 

ー 

ー 

 

原油換算 
（万kL） 

62 

32 

208 

13 

72 

9.3 

4.4 

ー 

479 

878 
（1.4％） 

約6.2億kL

設備容量 
（万kW） 

254 

78 

175 

16 

ー 

ー 

ー 

ー 

ー 

ー 

 

目標ケース 

原油換算 
（万kL） 

118 

134 

552 

34 

439 

58 

14 

67 

494 

1,910 
（3％程度） 

約6.0億kL

2010年度/ 
1999年度 

約23倍 

約38倍 

約5倍 

約6倍 

約4倍 

約14倍 

約3倍 

ー 

約1.1倍 

約3倍 

設備容量 
（万kW） 

482 

300 

417 

33 

ー 

ー 

ー 

ー 

ー 

ー 
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系統全体の周波数変動を引き起こす場合がある。

したがって，主に風力発電機自身で電圧調整機能を有さ

ない「かご形誘導発電機」を適用している風力発電設備に

おいては，電圧安定化装置として，一般産業や電力会社に

数多くの納入実績を有する静止形無効電力補償装置（SV

C）を併設する場合がある。

なお，周波数安定機能と電圧安定機能との両方を必要と

する地点においては，主に数百msから数分周期の有効・

無効電力変動に応答し，変動成分の逆位相で有効・無効電

力を吸収・放出する「運動エネルギー（フライホイール）

活用型電力安定化装置」の併設を提案している。なお，周

期が数十分から数時間の有効電力変動も抑制する必要があ

る場合は，さらにバッテリー活用型電力安定化装置を併設

するとともに，電力会社の周波数制御装置〔AFC（Auto-

matic Frequency Controller），LFC（Load Frequency

Controller），EDC（Economic Dispatching Controller）

など〕との協調も検討している。

富士電機の「超高速フライホイール電力安定化装置」の

主な仕様を表３に，外観と構造を図３に示す。

本電力安定化装置は，超高速遠心分離機の技術，イン

バータ技術，系統解析技術などを融合させた製品であり，

永久磁石発電機の外側回転子（アウタロータ）を磁気力で

つり上げ，かつ真空中を回転させることにより，回転部お

よび軸受部の損失を低減し，システム全体の高効率化を実

現している。

フル充放電 1千万回を保証する超高速フライホイール電

力安定化装置 FFW-150，FFW-300の外形寸法は，とも

に D600 × W600 × H1,500（mm）と非常にコンパクトで

ある。

この電力安定化装置を，必要な変動抑制容量（最大電力

および貯蔵電力量）に応じて並列接続することにより，数

分から数十分周期の電力変動成分も抑制することが可能と

なる。

３.４ 小型風力と太陽光とのハイブリッドシステム

富士電機は，高圧配電線に連系される風力発電設備の空

きスペースに太陽光発電設備を併設する場合に加えて，商

用電源がない山間部などにおける浄化槽用電源や通信設備

用電源として，また新エネルギー普及や啓発を目的とした

小型風力と太陽光とのハイブリッドシステムを納入してい

る。富士電機が納入した仙丈ケ岳避難小屋ハイブリッドシ

ステムの概要は，以下のとおりである。

用　 途：トイレ（合併浄化槽）用電源，管理用電源，

情報設備用電源

納入設備：風力発電機（16×400W），太陽光発電設

備（屋根 7.7 kW，壁 3.08 kW），インバータ（2×5 kVA），

蓄電池（48V，800Ah），監視・データ記録装置

図４に仙丈ケ岳避難小屋の概観を示す。

富士電機は，風車の特性を理解するのに役立つという目

的も兼ねてツリー状配置としたマイクロ風車も納入してい

る。ツリー状配置は，下方より上方の風車が，また風下よ

り風上の風車が強い風を受け，発電電力が多くなることを

回転数の比較（強い風を受けると回転数が高くなる）で判

断できるようにしたものである。

なお，発電電力量の増大を目的とする場合は，各風車を

（2）

（1）
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図２　DeWind 風車の概観

表３　超高速フライホイール電力安定化装置の仕様 

型式 
項目 

有 効 電 力 

貯蔵電力量 

無 効 電 力 

システム容量 

最大回転数 

0～±100kW 

3,000kW・s 

0～±100kvar 

150kVA 

36,000r/min

FFW-150

0～±200kW 

9,000kW・s 

0～±200kvar 

300kVA 

48,000r/min

FFW-300

図３　超高速フライホイールの外観と構造

図４　仙丈ヶ岳避難小屋の概観
DeWind46/600 600kW DeWind80/2000 2,000kW
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ロータ直径の数倍以上の間隔で個別設置することが望まし

い。図５にツリー状配置マイクロ風車の概観を示す。

３.５ 啓発表示板

自然エネルギーの導入を促進するためには，地域住民の

理解が必要であり，見学者（最近は観光客が多い）へ風力

発電および太陽光発電の様子を，子供たちにも分かりやす

く表示する必要がある。発電電力はもちろん，風速，風向，

温度，日照量に加えて，自然エネルギーで発電した電力量

が，CO2 削減で何トンに相当するか，また原油削減量がド

ラム缶で何本に相当するかなど身近な換算値での表示を

行っている。図６に啓発表示板の概観を示す。

マイクロ水力発電装置の開発状況

国内の水力開発状況を振り返ってみると，100 kW以上

の包蔵水力（1,350 億 kWh）は約 70 ％がすでに開発され

てきた。

1 年間に地表に降った雨や雪が蒸発・浸透で失われるこ

となくすべて海に注ぐものとしたとき，海面に対して持っ

ている位置エネルギーの総和を理論包蔵水力（理論賦存量

ともいう）という（7,180 億 kWh）。この理論包蔵水力の

中で，河川へ流れ込む割合（平均流出率という）が 70 ％

程度といわれている。これから上記 100 kW以上の包蔵水

力を差し引いた数値がマイクロ水力の賦存量となり，これ

は現在国内の原子力の年間発生電力量に相当するといわれ

ている。したがって，国内ではいまだマイクロ水力の開発

地点が多数残されている。このような背景により，これか

らのマイクロ水力の市場に合わせた富士電機の最新の技術

開発の概要を述べる。

４.１ マイクロチューブラ水車

マイクロ水力の開発地点は，比較的低落差であることが

多い。したがって，水車型式としては，小型化が可能な軸

流機である横軸チューブラ水車を選定した。水車の基本形

状は，富士電機の得意機種であるバルブ水車を基本とした。

構造は簡素化と製作費用を低減する目的で，ランナで得ら

れたトルクを発電機に伝達する装置は，効率の高いタイミ

ングベルトを採用した。これにより，水車の回転速度は発

電機に関係なく，対象地点に最適なものを選定することが

できる。また，軸受は汎用品であるころがり軸受を採用し，

潤滑はグリース方式とすることで油が流水中に漏れにくい

構造としている。図７にマイクロチューブラ水車・発電機

の断面図を示す。水は左から右へ流れ，軸流機なので入口

と出口が同軸上にあることから，実物機は配管途中に容易

に据付けが可能となる。ランナベーンとガイドベーンは運

転中に調整することができないので，流量と落差は一定の

地点に適用される。したがって，規格 JEC4001「水車お

よびポンプ水車」に準じた正式な水車の名称は，横軸固定

羽根プロペラ水車となる。

図８に開発された水車の適用範囲を示す。横軸は水車流

量，縦軸は有効落差を対数で表示してあり，図中の斜めの

線は発電機出力を示す。水車は，適用地点を調査した結果

から 3 種類のランナ径（290mm，500mm，760mm）で

シリーズ化している。本図は，ランナ羽根枚数 5枚の適用
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図５　ツリー状配置マイクロ風車

図６　啓発表示板

①発電機　　②ベルトプーリ　　③タイミングベルト 
④ランナ　　⑤ガイドベーン　　⑥ステーベーン 

① ② 

② 

③ 

④ ⑤ 

⑥ 

⑥ 

図７　水車・発電機断面図



新エネルギーソリューション

範囲を示しており，低い有効落差に適用する場合には，3

枚・ 4枚羽根も採用可能である。

マイクロチューブラ水車が適用可能な落差は，ランナの

強度面から 20m 以下であり，落差の制約が大きい。そこ

で高落差対応として直列配置方式を考えた。すなわち，

チューブラ水車を直列に配置することで，20m ×台数の

高落差地点への適用が可能となる。この方式は，上流側水

車の出口旋回流れが下流側水車に流入するため，性能への

影響が予想される。

図９に 2 台直列配置された模型水車の実験中の写真を示

す。実験はブースタポンプで水を循環させる閉ループで行

い，マイクロ水車のランナは 5 枚羽根，基準径 290mmで

ある。実験では図９に示すように，任意の運転が行えるよ

う発電機の代わりに水動力計が配置されている。水車トル

クは，水動力計に取り付けられたアームを，ロードセルを

介して固定することで測定している。このため，測定され

るトルクは，軸受損失とタイミングベルトの損失を含んで

いる。回転速度および水車流量は，それぞれ電磁ピック

アップおよび電磁流量計で測定している。また，有効落差

の測定は，水車入口と出口位置の圧力をディジタルクォー

ツマノメータで測定した。実験は，上下流水車のランナ

ベーンとガイドベーン角度を同じになるよう固定して，有

効落差が一定の状態で回転速度を変えて実施した。なお，

２台の水車の回転速度は，水動力計の負荷を調整すること

により同じ回転速度としている。ガイドベーン開度は，入

口キャビテーションが発生しない運転点のオンカム開度に

て実施した。また，単位回転速度の範囲は，入口キャビ

テーションの発生しない単位回転速度の 65 ％から無拘束

速度までとしている。

図 は，直列配置方式における水車効率特性を示す。横

軸の単位回転速度および縦軸の単位水車流量，効率は，最

高効率点におけるそれぞれの値で除して無次元化されてい

る。本図から，定格範囲においては（1.15 ≦ n11/n11opt ≦

1.25），単位水車流量と効率は上下流水車とも大きな違い

が見られない。これは，水車上流の流れが旋回を有してい

ても単位水車流量に及ぼす影響は少ないことを表している。

水車効率は，単位回転速度が大きくなるに従い上流側に比

べ下流側が高くなっている。また，下流側水車のオンカム

運転点が上流側に比べ単位回転速度の大きい方に移動して

いることが分かる。これは，上流側水車の旋回流れによる

影響であると考えられる。

以上の試験結果から，水車単体でも高性能の特性を示し，

直列配置においても上下流水車はほぼ同じ特性を示したこ

とから，今後は実用機への適用が期待できる。

４.２ 可変速水車

水車はランナ入口のキャビテーション特性から変落差範

囲は制限され，有効落差と最高有効落差の比（以下，変落

差率という）が 60 ％までしか運転できない。変落差の大

きい地点として，ダム直下に設置される維持放流用水車や

長大管路を有する水道設備が考えられる。ダムは季節によ

り流量が変化するので，利用水深により貯水量を調整して

いる。他方，長大管路は総落差が一定でも流量の変化によ

り，管路の摩擦損失により有効落差は大幅に変化する。こ

のような変落差水車に適する技術として，可変速水車が考

えられる。水車は一般に定速機であるが，可変速機を適用

した例は極数変換発電機以外に揚水発電所の自動周波数制

御を目的に開発された二次側励磁制御の大型機しかなかっ

た。しかし，可変速揚水機は膨大なコストがかかる。

他方，省エネルギーを目的に送風機などに汎用品のイン

バータやコンバータを組み合わせた可変速機が普及してき

ている。この技術を応用して，変落差対応のマイクロ水力

の可変速システムを開発した。

図 にこのシステムの概念図を示す。実験では市販のか

ご形誘導電動機を発電機として使用した。すなわち，すべ

り s＜ 0での運転となる。図 に示す富士電機の可変速マ１１
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図９　マイクロチューブラ水車模型試験
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図１０　水車プロペラ特性
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イクロ水力のインバータは誘導発電機の励磁用コンバータ

として利用し，回生コンバータは出力用インバータとして

利用する。一次側励磁周波数を F，一次側励磁電圧を V

とすると，発電機の特性上磁気飽和防止のため，Fを制御

する場合は V/F= 一定となるように Vも同時に制御する

必要がある（V/F一定制御）。定格電圧 200V，定格周波

数 50Hzに設定したときの V/F比を 1.0と表示し，周波数

は定格に固定，電圧は定格電圧の 0.4 ～ 0.9 倍に設定した

ときの V/F比をそれぞれ 0.4 ～ 0.9と表示する。

図 は，横軸に変落差率，縦軸には回転速度比（回転速

度/定格回転速度）と最適 V/F比を示したものである。こ

の図から，落差が低下すると最適 V/F比と回転速度は低

下する。

図 に定速機と可変速機の落差変化に応じた効率の比較

を示す。可変速機は，上述の最適 V/F比制御を行った試

験結果である。この図から変落差の大きな地点においては，

本システムが有効であることが理解できる。ただし，実験

に用いた水車，発電機，汎用インバータ，汎用コンバータ

の定格容量は，試験設備の都合上，1.5 kW，3.7 kW，5.5

kW，7.5 kWと水車容量に比べて大きいものを用いたので，

システムの最適設計点からはかなり離れたところで運転し

ている。したがって，電力変換装置の損失も相対的に大き

く，全体的に低い効率を示している。実物機では，開発地

点に合った最適な容量の選定が可能となるので，各性能は

大幅に改善されると考えられる。

本システムは，全体の価格が大幅に上昇しないだけでは

なく，一次側周波数を制御することにより非常に広い範囲

で回転速度の調整が可能となる。しかし，汎用機のコン

バータを用いるので容量はおよそ 400 kW以下にしか適用

できないが，マイクロ水力だからこそ実現できた技術であ

る。

あとがき

日本では，2003 年 4 月から「電気事業者による新エネ

ルギー等の利用に関する特別措置法」（いわゆる RPS）の

施行が予定されている。この法律の新エネルギーの中に含

まれる風力発電や小水力発電は RPS 事業が実現できる発

電装置として期待されている。日本は太陽エネルギー，風

力，水力資源に恵まれた国であり，これらの資源を有効活

用することによって CO2などを排出しない環境に優しい

発電システムが，さらに普及促進していくことを願ってい

る。
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富士電機の可変速マイクロ水力 

インバータ 系統 発電機 回生コンバータ 

AC→DC周波数 
制御 

水車 

DC→AC

省エネルギーの可変速送風機 

インバータ 電源 電動機 

AC←DC周波数 
制御 

送風機 

DC←AC

図１１　可変速システム制御方式
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