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　発電の分野では炭酸ガスの削減が大きなテーマであり，

富士電機はこれまでも地熱発電技術などでこれに応えてき

た。最近の動きとして，化石燃料発電が炭酸ガスの大きな

発生源であることと，燃料価格の高騰と供給不安から，原
子力発電見直しの機運が世界的に生まれている。日本に

おいても幾つかの中長期的な推進政策が新たに決定された。

そこでは，核燃料サイクルの確立や高速炉サイクル実用化
への移行などが掲げられ，原子力発電分野を総合的に発展
させる計画になっている。

　2006年の火力部門では，中国ブームが一段落する中で，

東南アジア地区を中心とした市場が順調であった。

　一般火力は石炭だきと廃熱回収が中心となったが，米国
向けに大容量バイオマス発電設備を納入した。また，既存
発電所の長寿命化や効率改善を行い，環境負荷低減や経済
性を追求した国内外でのリハビリ案件にも取り組んだ。

　地熱発電分野では地熱大国であるフィリピン，インドネ

シア，ニュージーランドおよびアイスランドを中心に順
調な納入・受注ができている。また，独立行政法人新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構の援助を受けて開発してき

た地熱バイナリー発電設備が，2006年 9月に安全管理審
査に合格し実証運転に入った。地熱発電製品のラインアッ

プをより充実させ，地熱発電設備のトップメーカーとして，

今後も高効率で信頼性の高い機器を開発していく。

　コンバインドサイクル発電分野では，一括請負形式で

契約した東京ガス横須賀パワー株式会社向け 240MW発
電設備を契約納期どおりに引き渡し，2006年 6月から順
調に営業運転を続けている。また，長期保守契約に基づき

2007年 2月に第 1回の定期検査を予定している。

　原子力部門では，核燃料サイクル分野のこれまでの納入
実績を生かし，MOX燃料製造設備に関する研究開発を進
めている。特に製造設備を構成するグローブボックスは，

施設の安全上重要な位置づけにあり，独立行政法人原子力
安全基盤機構向けグローブボックス閉込め性能試験装置の

製作および確証試験を行い，商用MOX燃料施設の建設に

向けた技術的基盤を固めている。また，日本原燃株式会社
六ヶ所再処理工場向けに納入した諸設備については，現在，

アクティブ試験が順調に行われている。

　開発炉の分野では，原子力大綱に基づき「FBRサイク

ル技術」が国家基幹技術に位置づけされ，この技術開発の

一環として開始された文部科学省公募事業「新型燃料交換
機の開発」などの燃料取扱技術の開発，および実用炉向け

「燃料製造技術開発」に参画し，実用化に向けた取組みを

開始した。

　研究施設分野では，独立行政法人日本原子力研究開発機
構向け J-PARC物質・生命科学実験施設の 2007年度完成
を目指して，ターゲット台車，反射体等遠隔交換装置およ

び放射化機器保管設備の工場出荷を完了し，現在は現地据
付け工事を実施中である。

　国内の新規水力発電所は中小水力が主流になっているが，

中国をはじめとしてアジア諸国，南米諸国においては電力
需要の増加に対応するため大型水力発電所や揚水発電所の

建設が進められている。

　2006年は中国の泰安揚水発電所（225MW× 4）の現地
据付け工事が順調に進められ，1号機から 4号機までの試
験運転が終了し営業運転を開始した。また，張河湾揚水発
電所向け発電電動機（225MW× 4）の 1号機が出荷され

た。また，欧州でも揚水発電所のニーズが高まり，ドイツ

のWaldekⅠ揚水発電所（74MW）向けの発電電動機を受
注し，設計・製作を進めている。

　国内では岩手県鷹生ダム管理発電所向け水力発電設備
（300 kW）が据付け工事と無水試験を終了し，2007年 4月
に営業運転を開始する。また，山形県横川発電所向け水力
発電設備（6.5MW）の現地据付け工事が進められている。

本発電所の斜流水車には世界で初めてハイブリッドサーボ

モータによるガイドベーン，ランナベーン駆動方式を採用
し，信頼性・保守性を向上させた。環境負荷の小さい水力
発電の価値をさらに高めるための研究開発を進めていく。

　発電分野の重要なテーマである炭酸ガス削減に対して，

富士電機は地熱・原子力・水力発電技術で応えてきた。

2007年も引き続き環境負荷を軽減する発電設備への取組
みを進め，最高の技術・製品・サービスで社会に貢献して

いく。
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　240MWコンバインドサイクル発電所

　フィリピン・北ネグロス地熱発電所

　インド・バクレシュワール火力発電設備の出荷

図１　横須賀パワーステーション

図2　発電所の建設風景

図3　現地据付け工事中のUnit4

　株式会社東京ガス横須賀パワー向け横須賀パワーステー

ションは 2006年 5月 31日に引渡しを完了し，同年 6月 1
日から営業運転を予定どおり開始した。

　本発電所は，富士電機初のコンバインドサイクル発電所
であり，土日および祝日を除く DSS（Daily Startup and  
Shutdown）運用にて順調に運転中である。ガスタービ

ンはシーメンス社製の V94.2（SGT5-2000E）形を使用し，

発電所全体は富士電機が設計，製作，建設を実施した。燃
料は都市ガスを使用し，発電用冷却水には，近隣の下水
処理場からの下水処理水を有効利用している。本発電所は

15年間，東京電力株式会社へ電力を供給する IPP発電所
である。

　今後とも株式会社東京ガス横須賀パワーと協調して，本
発電所の安定運転を目指す。

　過去 9台（建設中を含め 12台）の地熱発電設備を納
入したフィリピン向けに，2005年 3月，太平電業株式会
社とコンソーシアムを組織した富士電機は，主契約者で

ある兼松株式会社の下で，フィリピン石油公社のエネル

ギー開発会社（PNOC-EDC）から北ネグロス地熱発電所
（49MW）の建設を受注した。

　発電所は地熱蒸気供給設備から蒸気と熱水を受け取り，

蒸気はタービンの入口に，熱水は減圧蒸発により低圧蒸気
を生成しタービンの途中段へと供給される。このような発
電方式は「ダブルフラッシュシステム」と呼ばれる。

　建設は 2007年 1月末の営業運転開始に向けて着々と進
められている。

　富士電機はインド西ベンガル州電力開発公社へ 1999年
から 2001年にかけ，210MW蒸気タービン設備 Unit1〜
3を納入済みである。引き続き 2004年 11月 30日に Unit4， 
Unit5の増設を受注したが，納期短縮のためタービン用部
品の一部を既設納入の予備品から転用する提案を現地で行
い，Unit4は 2006年 2月 28日に，Unit5は 2006年 5月
31日に，川崎工場から予定どおり順調に出荷された。海
上輸送は全船ともに定期船を採用したが，それでも現地工
事開始前に到着させることができた。現在は順調に建設工
事が進み，2007年末〜 2008年初旬の完工を目指して，据
付け工事が進捗（しんちょく）中である。この工事の完工
により，西ベンガル州の電力事情は非常に安定した状態と

なることを西ベンガル州電力開発公社は期待している。

火　力
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　アイスランド・抽気式地熱タービン

　汎用PLCを採用したデジタル式タービン保護装置

　株式会社クレハ新4号発電設備の設置工事

図4　スバルトセンギ地熱発電所の遠景

図5　デジタル式タービン保護装置盤

図6　NP-4新 4号タービン・発電機（43MW）

　富士電機は，アイスランド地域暖房公社スバルトセン

ギ地熱発電所向けに既設 3号機，5号機に続いて，6号機
（出力 30MW）タービン発電機設備を受注し，2007年 3
月の出荷に向けて工場製作中である。

　6号機は地熱タービン初の抽気圧力制御方式を採用し，

6号機の抽気を 5号機の入口蒸気，3号機の排気を 6号機
の低圧入口蒸気としてそれぞれ使用し，地熱資源の有効利
用を図っている。

　同発電所は，6号機の新設によって発電効率がさらに向
上し，より一層地球環境に優しい設備となる。

　発電所に隣接する「ブルーラグーン」は，地熱水を利用
した温泉設備であり，同国の代表的な観光地の一つである。

　これまで，大・中容量発電設備の蒸気タービン用保護
装置は，信頼性向上および高機能化のために大容量 PLC
（Programmable Logic Controller）を使用した三重化デジ

タル保護装置を採用し，小容量発電設備の蒸気タービン用
保護装置は電磁式を採用してきた。

　しかし，最近，小容量発電設備おいてもデジタル保護装
置が採用されるようになってきた。一方，小容量発電設備
では，電気・計装設備のプラントコストに占める比率が高
くなり，経済性の向上を図らなければならない。

　そのため，過速度およびスラスト保護を専用装置に分離
し，その他の保護装置を汎用 PLCの三重化システムで構
成したデジタル式保護装置を開発した。

　初号機は 2005年 11月に出荷し，2007年 4月に運転予
定である。

　富士電機は，老朽化自家発用火力発電設備の延命・再生
ニーズに応えるプログラムとして，最小建設コスト・最短
工期・高品質の最新鋭高効率化蒸気タービンの置換工事を

実施した。本設備は，限られた既存発電所のスペースと発
電機および周辺機器を有効利用しながら，最新技術とベス

トエンジニアリングにてこの工事を完遂させることができ

た。

　蒸気タービンは，既設 2車室型蒸気タービンを最新鋭の

1車室型蒸気タービンとしてコンパクト化し，制御装置は，

機械式ガバナからデジタル式ガバナ制御装置および電気式
保安装置の採用により，制御監視装置の更新と併せ，操作
性および信頼性を高め，また，設備のメンテナンス性につ

いても大幅な向上を実現した。

火　力
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　核燃料サイクル分野

　開発炉分野

　研究施設分野

図7　グローブボックス閉込め性能試験装置

炉心
上部機構

炉心上部機構

炉心
炉心

原子炉容器

実用ナトリウム冷却高速炉
プラントシステム

新型燃料交換機 冷却系配管

図8　新型燃料交換機の概念

図9　反射体等遠隔交換装置および放射化機器保管設備

　わが国では，ウラン資源の有効利用に向けて商業軽水炉
によるプルサーマル計画が進められており，青森県の六ヶ

所村で再処理施設の建設が順調に進展している。さらに，

商用MOX燃料（ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料）

製造施設，低レベル廃棄物処理施設などの建設が計画され

ている。一方，富士電機は，MOX燃料製造に係る原子力
関連機関への納入実績を生かし，これまでMOX燃料製造
設備に関する研究開発を進めている。特にMOX燃料製造
設備を構成するグローブボックスは，施設の安全上重要な

位置づけにあり，富士電機は，独立行政法人原子力安全基
盤機構から，グローブボックス閉込め性能試験装置の製作
および確証試験の請負業務を遂行し，商用MOX燃料施設
の建設に向け，技術的基盤を固めている。

　開発炉分野においては FBRサイクル技術の中核施設で

ある FBR原型炉「もんじゅ」の再立上げ（2008年度初め

臨界予定）に向けた，担当設備である燃料取扱設備の設備
改善工事を進めている。一方，2005年に策定された原子
力大綱に基づき「FBRサイクル技術」は国家基幹技術の

一つとして位置づけされ，実用化研究に対して今後大規模
な投資が行われる予定である。この技術開発の一環として

文部科学省の公募研究（原子力システム研究開発事業）が

2006年度下期から開始されている。富士電機はこの開発
の中で，「新型燃料交換機の開発」などの燃料取扱技術の

開発，および実用炉向け「燃料製造技術開発」に参画して

いる。これらの開発を通じて，FBR技術の蓄積を図ると

ともに，FBR実用炉と FBRサイクルの実現に向け貢献し

ていく。

　富士電機は高温工学試験研究炉（HTTR），大強度陽子
加速器計画（J-PARC）など，国の研究施設に遠隔ハン

ドリング機器や電気設備などの供給を行っている。現在，

J-PARC物質・生命科学実験施設の 2007年度完成に向け

て，ターゲット台車，反射体等遠隔交換装置および放射化
機器保管設備の現地据付け工事を実施中である。ターゲッ

ト台車は総質量 300トンに上る大型機器で，これに搭載さ

れる各社の機器を工場に集合させて総合組合せ試験を行い，

据付け後の性能発揮に万全を期した。反射体等遠隔交換装
置および放射化機器保管設備は，同一セル内に据え付けら

れて減速材配管などを交換したり使用済機器を切断するの

で，各機器を実際の配置に設定して動作確認を行い，期待
される遠隔操作性能が発揮されることを確認した。

原子力
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　中国・泰安揚水発電所の営業運転開始

　中国・張河湾揚水発電所向け発電設備

　山形県横川発電所向け発電設備の据付け工事

図10　発電所内の様子（手前：2号機，奥：1号機）

図11　製作中の回転子センタ

図12　据付けを完了した水車ケーシング

　中国・山東泰山揚水発電所有限責任公司（STPC）泰安
揚水発電所向け揚水発電設備（発電所出力：250MW× 4
台）が順調に営業運転を開始した。

　本発電所は，山東省泰安市に建設されている純揚水式発
電所である。富士・フォイトハイドロ株式会社は，4台×
278MVA（G）/274MW（M）立軸三相同期発電電動機お

よび電気設備の製作・納入を担当している。

　2006年は 1〜 4号機の据付け工事と現地試験が順次並
行して行われ，1号機は 6月に実施された 30日間の信頼
性確認運転試験を無事に終了し，7月から営業運転に入っ

た。また，2号機，3号機もそれぞれ 10月と 12月に営業
運転に入った。

　現在，2007年 3月の発電所完成に向けて 4号機の現地
試験が進められている。

　中国・河北張河湾揚水発電所有限責任公司（ZHW）張
河湾揚水発電所向け揚水発電設備（発電所出力：250MW
× 4台）は富士・フォイトハイドロ株式会社が 2004年 2
月に受注し，機器設計・製作を経て，2006年 8月から出
荷を開始した。

　本発電所は中国・河北省石家荘市の南西およそ 70 km
に位置し，既存のダムを改修して下ダムとし，上ダムを新
設した 720万m3の水を使用する純揚水式発電所である。

　このプロジェクトはフランス・Alstom社とのコン

ソーシアム案件であり，当社は 4台× 278MVA（発電）

/268MW（揚水）立軸三相同期発電電動機および主回路
設備，始動装置など電気設備の設計・製作・納入を担当し

ている。2008年 2月の初号機運転開始に向け，今後据付
け工事・調整試験が進められていく予定である。

　山形県企業局横川発電所向け 1台× 6,500 kW立軸斜流
水車および 6,650 kVA立軸三相同期発電機の据付け工事が

開始された。

　本発電所は荒川水系横川の上流に設けられる横川ダムか

ら水圧鉄管を経て最大 13m3/sを取水し，水車発電機 1台
で最大 6,300 kWの発電を行うダム式発電所であり，この

発電電力は，66 kVに昇圧され送電される。

　現地では，2006年 6月から水車の組立が開始され，吸
出し管，ケーシング，入口弁などの静止部の据付けを完了
した。今後は，2008年 4月の営業運転開始に向けて，水
車本体，発電機などの据付けを鋭意進めていく予定である。

　本発電所ではランナ羽根の操作にハイブリッドサーボ方
式を採用し，圧油装置の省略を図っている。

水　力
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