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展　望

火　力

原子力

水　力

2003 年は東京電力（株）のトラブル隠しにより原子力発

電所の停止に追い込まれ電力危機を招いたが，海外でもア

メリカ北東部からカナダにかけた広範囲にわたる大停電や

イタリア全土の停電など電力供給にまつわる重大な問題が

発生し，近代社会がいかに電気の恩恵を受けているかを改

めて実感させられた。同時に些細（ささい）な事故が次第

に拡大し，巨大なシステムがもろくも崩れさる恐ろしさを

見せつけられた。また，新エネルギー分野では 4 月に RP

S 法が施行され，排出権取引やバイオ発電などの開発が活

発になると期待されたが京都議定書の発効が遅れ，大きな

進展は見られず停滞している。

火力分野の国内市場は相変わらず低迷し，電源設備関係

の投資は冷え込んだままである。原子力発電所停止による

東京電力（株）の供給不安は，休止火力の運用復帰などで乗

りきれたことに表されるように，電源設備の過剰状態は続

いている。IPPの募集は停止されたが最後の IPPが建設

段階にあり，富士電機はコンバインドサイクル発電設備を

含む 4プラントを建設中である。

海外では，アジアの通貨危機とそれに続くエンロン社の

破綻（はたん）に端を発した米国市場激減の後遺症が続い

ているが，中国の電力市場の拡大が顕著である。経済成長

により電力不足が表面化し，上海では 2003 年夏に輪番停

電が実施された。ここ数年は需要の増加傾向は継続し，活

発な電源開発が行われると想定される。現在多くの企業が

大陸への進出を進めているが，不安定な電力供給から生産

設備の多くは自家発電設備を併設する例が多い。ここでは

富士電機が得意とする中容量蒸気タービン発電機が信頼性，

経済性，性能の面で評価されている。

地熱市場は，アジアの通貨危機以降開発が停滞していた

が，フィリピンを中心として回復の兆しが見えてきた。温

暖化ガスの排出がわずかである地熱発電は，今後 RPSを

にらんだ低温熱源を利用した小型の地熱開発も増えてくる

と予想される。富士電機では，小型・低温により適したバ

イナリー地熱発電設備の開発を進めている。

原子力分野では，日本原燃（株）六ヶ所再処理工場向け諸

設備の現地据付けがほぼ終了し，現在，ケミカル試験を実

施中である。石川島播磨重工業（株）から受注し，納入した

「固化セルクレーン」は，高放射線雰囲気下のセル内の機

器を遠隔で分解・組立する機器であり，富士電機が有する

遠隔ハンドリング技術を大いに活用している。また，（財）

原子力発電技術機構向けには，今後の発電所の廃止措置時

代に備えて， 5 年間に及んだ原子炉内構造物の解体撤去の

実規模総合解体試験を当初の予定どおり完了し，大型遠隔

ハンドリング技術の実証と，各種廃棄物の処理・処分にか

かわる広範なデータを取得することができた。

電力市場の変化に伴い注目されてきた小型炉の分野では，

2010 年代での市場投入を狙って，電気出力 10 万 kW級の

直接サイクルガスタービン発電高温ガス炉の開発研究に本

格的に着手し，プラント概念の構築を行った。

その他，廃樹脂の ICプラズマを利用した減容技術や，

遠隔での作業を容易とする YAGレーザを用いた解体・減

容処理技術の開発などに積極的に取り組んでいる。

水力分野では，インド・マハラシュトラ州かんがい局向

けガトガール揚水発電設備 147MVA（G）/150MW（M）

2 台が，富士電機の技術リーダーにて，インド有数の重電

機メーカーの BHEL 社と共同製作された機器が現地に出

荷され，いよいよ本格的に 2005 年運転開始に向け現地据

付け工事が開始された。九州電力（株）向け槇之口発電所

10.6MWは，既設主機 2台を今回の更新で 1 台にして，

設備の運用・保守の効率化を図った。本発電所には，長寿

命で保守が容易となった富士電機独自の製品である電気・

油圧複合形ハイブリッド式電動サーボモータシステムが採

用されており，従来の 2.2 kW容量から一気に 7.5 kW容量

に大幅にアップされた最大容量品が納入されて何ら問題な

く運用されている。今後さらなる容量アップを行い，本製

品の適用範囲を拡大させてますます運用されることを期待

している。東北農政局向け安積疎水管理用発電所 2.34

MWは，横軸両掛フランシス水車で運転範囲を広げた幅

広い運用を行っている。本発電設備は，農業用水路の落差

を利用して建設された発電所であり，今後工業・農業用水

路を利用した発電設備がますます計画，適用されることを

期待している。
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1988 年７月に（株）ユービーイーパワーセンターから 216

MWの石炭だき IPP 火力発電設備をフルターンキーで受

注した。富士電機はタービン・発電機をはじめプレボイラ

系の設備・変電設備・各種電気品を，石川島播磨重工業

（株）がボイラおよび環境設備を，JFEエンジニアリング

（株）が主に土木建築設備をおのおの納入する。発電所建設

エリアや資材置き場が狭い中でのプラント建設であるため

円滑に工事が推進できるよう，十分な事前検討を行い

2001 年 10 月に土建工事を着工した。その後，2002 年 9 月

に立柱式，同年 11 月にはタービン・発電機の据付けを開

始し，2003 年 9 月に火入れ，同年 10 月に通気を行い，そ

の後の試運転は，計画工程どおり順調に進み，2004 年 3

月 1 日の営業運転開始に向け，現在最終調整試験に取り組

んでいる。
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火　力

（株）ユービーイーパワーセンター向け発電設備の建設

富士電機初のコンバインドサイクル発電設備

大容量空気冷却発電機

図１　建設中の発電所全景（2003年 9月現在）

富士電機では，（株）東京ガス横須賀パワーから，240

MW級ガスタービンコンバインドサイクル発電設備を

2003 年 6 月に受注した。

本発電設備は 2006 年から 15 年間東京電力（株）へ電力を

供給する IPP 発電所である。ガスタービンはシーメンス

社製の V94.2 形を採用し，発電所全体は富士電機が設計・

製作する。発電用冷却水には，近接の下水処理場からの排

水を適切に処理し再利用する。燃料は都市ガスを使用し，

冷却塔には白煙防止機能付きの乾湿併用形冷却塔を採用す

る。

2003 年に環境アセスメントの手続きを終え，現在詳細

設計中である。2004 年 2 月からは土木建築工事が開始さ

れ，機器製作・据付け工事・試運転を経て，2006 年 6 月

の営業運転開始を目指し，現地工事が本格化する。

図２　コンバインドサイクル発電設備の完成予想図

富士電機では，水素冷却発電機に比べて，据付けと運

転・保守が簡便である空気冷却発電機の出力範囲の拡大に

取り組んできた。富士電機の空冷発電機の特徴としては，

全含浸絶縁システムを採用した固定子ならびに DSS 運転

への対応可能な強固で堅ろうな回転子による高い信頼性が

あげられる。これまで 5 台の 200MVAを超える大容量空

気冷却発電機を納入し，1 台を製作中である。海外向けに

おいては，280MVA級の発電機が 2002 年に営業運転を開

始し，高い性能で運転されている。また，国内向けにおい

ても国内最大級の（株）ユービーイーパワーセンター向け

240MVA発電機の現地での性能試験が完了し，2004 年 3

月の営業運転開始に向け，試運転を順調に実施中である。

図３　試運転中の240MVA空気冷却発電機
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島嶼（とうしょ）の発電所は小規模のものが点在してい

るため，電力会社は維持・運営に大きな負担を強いられて

いる。このようなことから運転業務の効率化・省力化のた

めに，1か所で遠方監視制御が可能なシステムの導入が求

められている。富士電機は，九州電力（株）新種子島発電所

（制御側）・種子島第一発電所（被制御側）向けにコン

ピュータによる遠方監視制御システムを受注した。システ

ムは最新の ITを適用したコンピュータ二重化による

CRTオペレーションに加えて，直接操作卓，情報配信

サーバ，および遠方監視制御装置（親局）を制御側に設置

して，運転員の負担を少なくしている。また，被制御側は

遠方監視制御装置（子局）と現場信号入出力装置間の信号

の授受を伝送で行い，既設改造に適応したコンパクトな構

成となっている。
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島嶼発電所向け遠方監視制御システム

単汽筒最大容量タービン

火力発電設備の計測制御システム

アジア地区の電力市場においては，台湾や日本企業を中

心とした積極的な海外展開に伴い，自家発電設備の新規建

設が増加している。こうした中，これまで富士電機が数多

くの発電設備を納入してきた FPCグループ（台湾）から，

中国の寧波地区とベトナムでの新設工場向け自家発電設備

用蒸気タービン 3ユニット受注した。このユニットには，

最新の三次元設計反動翼と 31.4インチ新型長大低圧翼を

採用しており，これまで富士電機が台湾市場にて築きあげ

てきた高い信頼性に，最新の高効率性能をプラスしたもの

で，単汽筒では世界最大容量となる出力 162MWの記録

品である。今回の受注をきっかけに，今後のアジア地区で

の新たな自家発電設備市場展開への布石とすべく，鋭意製

作中である。

火力発電設備の計測制御装置は，自動化範囲の拡大，制

御機能の高度化，運転支援・保全支援を含めた CRT装置

のインテリジェント化など，一層の安全性向上と運転員負

荷軽減が進められている。富士電機は，これらのニーズに

応え，コストパフォーマンスの高いシステムを提供してき

た。石川島播磨重工業（株）経由にて（株）ユービーイーパ

ワーセンターに納入した IPP 宇部発電設備主幹制御装置

は，起動準備以降から定格負荷までの起動および停止操作

の自動化を備え，運転員の負担軽減を実現している。また，

高効率エンジニアリングツールである「HEART」を採用

し，仕様書（計装ロジック図，計装フローシートなど）か

ら直接プログラムを自動生成する機能により，従来に比べ

て効率的に設計を行った。

図６　IPP宇部発電設備主幹制御装置

図４　CRT制御装置と直接操作卓

図５　製作中の最大容量機ロータ
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電力自由化と電力需要鈍化により，小型でより安全性の

高い原子力発電需要が起きつつある。富士電機では 2010

年代の市場投入を目指して，①将来型大型軽水炉と同等の

経済性，②分かりやすくより高い安全性を有する小型ガス

タービン発電高温ガス炉を開発中である。本原子炉では高

温ガス炉の固有の安全特性を積極的かつ最大限に活用しな

がら可能な限り出力増加を図って熱出力 22 万 kWとし，

高効率ヘリウムガスタービンとの組合せで電気出力 10 万

kWを達成している。原子炉は万一の事故時にも自然にと

まる，冷える，放射能を閉じ込めるという高い固有の安全

特性を有し，発電系はガスタービンの高速回転で物量低減，

経済性向上を図っている。また小型原子炉の基数を調整し

て電力需要に柔軟に対応し，投資リスクを低減できる。
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原子力

実用高温ガス炉技術

廃止措置技術

固化セルクレーン

図７　原子炉系・発電系の縦断面図

役割を終えた原子力発電所などが放射能の減衰のための

一定の冷却期間をおいて解体される時代に入った。富士電

機はこれまで，解体に必要な遠隔解体装置を重点に技術開

発を推し進めてきた。特に，（財）原子力発電技術機構から

受託し勝田工学試験所で 5 年間（解体装置など据付け期間

を含む）にわたり実施してきた原子炉内構造物の解体撤去

を実規模で確証する一連の総合解体試験が，当初の計画ど

おりの成果をあげ終了した。また，金属ドロスや黒鉛など

の高βγ廃棄物を遠隔で取り扱いモルタル充てんする廃棄

物処理技術なども含む広範囲なデータが得られ，数年後に

迫った実機の解体工事に反映すべく成果の集大成を図って

いる。一方で大量に発生するクリアランス廃棄物を判定す

る測定関連技術も引き続き開発中であり，解体に必要な技

術のラインアップが整いつつある。

富士電機は，日本原燃（株）六ヶ所再処理施設のホットセ

ル内機器を石川島播磨重工業（株）から受注して開発を進め

てきた。「固化セルクレーン」は，高レベル廃液ガラス固

化施設の中枢部に設置され，高放射線雰囲気の機器を遠隔

で分解・組立するクレーンである。このクレーンの特徴は，

次のとおりである。①すべて耐放射線性機器で構成してい

る。②つり上げ荷重 22.5 tの巻上装置２台を搭載し，フッ

クを制御して遠隔での共つりを可能にしている。③故障時

に保守エリアまで退避するための後備駆動系を備えている。

④動作範囲拡大のため，給電装置を上部室に設け， 8 連の

動滑車でクレーンの走行にケーブルを追随させる新方式を

採用し，自主技術で開発した。本クレーンは，プラントの

総合試験を経て実運転に移行する予定である。

図８　廃止措置技術

図９　固化セルクレーンの工場組合せ試験
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九州電力（株）槇之口発電所向け 1 台× 10.3MW立軸フ

ランシス水車発電機の現地据付け試験が完了し，2003 年

11 月に営業運転を開始した。

本発電所は既設建屋を流用して，既設機器である 2 台×

5.88MW立軸フランシス水車および発電機を撤去して，1

台の水車発電機に更新した発電所である。

既設建屋を流用するため，機器配置スペースに制約があ

ることから，次のような技術を採用し補機の縮小化，簡素

化を図っている。

ガイドベーンサーボモータにハイブリッドサーボを採

用することによる機器の縮小化

水車および発電機軸受の空気冷却化ならびに無給水ラ

ビリンス封水方式採用による給水装置の省略化

（2）

（1）
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水　力

九州電力（株）槇之口発電所向け1×10.3 MW立軸フランシス水車発電機の営業運転開始

東北農政局安積疏水管理用発電所

インド・ガトガール揚水発電所の現地据付け工事

図１０　立軸フランシス水車発電機

東北農政局安積疏水（そすい）管理用発電所向け 1 台×

2.34MW横軸両掛フランシス水車，2.35MVA横軸三相同

期発電機および付帯設備の現地据付け・試験が完了した。

本発電所は猪苗代湖から農業用水路に導水される 5.921

m3/sの水量のうち最大 3.2m3/sを取水し，用水路の落差

を利用して最大出力 2.23MWの発電を行う。発電した電

力は土地改良施設の管理用に供給されるとともに，余剰電

力は電力会社に売電される。

また，用水路に設置されることから，下流への定流量の

放流責務があるため，用水路の水量が 3.2m3/s 以上の場合

には放流弁との並列運転を行うとともに，水車・発電機停

止時には放流弁への振り替え放流を行う流量制御機能を有

している。

図１１　水車・発電機設置状況

インド・マハラシュトラ州かんがい局（GOMID）ガト

ガール揚水発電所向け 2 台× 139MW（T）/149ＭＷ（P）

立軸フランシス形ポンプ水車，2 台× 147MVA（G）/150

ＭＷ（M）立軸三相同期発電電動機および電気設備の現地

据付け工事が開始された。

本発電所はインドのボンベイから東に約 130 kmの地点

に位置している。貯水量 520 万 m3の上池と 35 万 m3の下

池を使用し，日曜日を除く 6 時間を発電，夜間の 7 時間を

揚水のために運転を行う発電所として計画された完全地下

式の発電所である。

現在工事は，水車機器据付け工事中で，2004 年以降に

発電機および電気品の据付け工事を予定しており，2005

年の運転開始に向けて鋭意据付け指導を推進している。

図１２　吸出し管工事
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