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コンバインドサイクル発電プラントの水質管理に関する新しい提案 

 

三菱重工業株式会社 総合研究所 化学第三研究室 

なかつち ゆうた 

中土 雄太 

 

１．はじめに 

再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、今後はコンバ

インドサイクル発電プラント（GTCC）の起動停止操作

が増加することが想定される。高頻度な起動停止により、

りん酸塩腐食のリスクや停止時保管操作の作業負荷の増

大が懸念され、その対策としてアンモニアのみで水処理

を行う High-AVT(LO)が注目されている。そこで、本報

では、High-AVT(LO)のメリットを活かした新しい水質管

理手法について検討した。 

 

２．微量海水漏洩の検知手法 

従来の水処理方法である AVT(R)ではボイラ水にりん

酸ナトリウムを添加するのに対し、High-AVT(LO)ではボ

イラ水に含まれる添加薬品がアンモニアのみである。よ

って、High-AV(LO)では、海水が濃縮されるボイラ水の

酸電気伝導率を計測することで、復水よりも高感度に海

水漏洩を検知可能となる。 

High-AVT(LO)適用プラントにて微量海水漏洩が発生

した事例があるが、復水の酸電気伝導率は基準値 0.5μ

S/cm よりも低く、上昇傾向なく安定して推移していた。

一方、ボイラ水の酸電気伝導率には明確な上昇がみられ

ており、ボイラ水では復水よりも高感度に海水漏洩を検

知可能であることが確認された（図 1）。また、高圧ド

ラム水の塩化物イオン濃度と酸電気伝導率には線形の良

い相関がみられており、海水漏洩時はボイラ水の酸電気

伝導率にてボイラ水の塩化物イオン濃度がモニタリング

可能であることが示された（図 2）。 

 

３．二酸化炭素混入時の海水漏洩検知 

プラント起動時は、停止中に溶解した大気由来の二酸

化炭素による妨害を受け、酸電気伝導率の監視による海

水漏洩の検知ができない場合がある。二酸化炭素は溶解

時に酸となるのに対し、海水は中性であることから、各々

が混入した際の酸電気伝導率の上昇に伴う pH の挙動は

異なると考えられる。そこで、酸電気伝導率と pH の関

係から混入成分を判定する手法について検討した。 

二酸化炭素または海水が混入した際の酸電気伝導率と

pH の関係を化学平衡計算ソフト OLI により計算した結

果、酸電気伝導率の上昇に伴って,、二酸化炭素では pH

が低下し、海水では pH がほぼ変化しない挙動となり、

両者が混入した際の酸電気伝導率と pH の挙動が異なる

ことが示された（図 3、図 4）。また、実機にて二酸化炭

素または海水が混入した際の実測値は前述の計算値と概

ね一致しており、本手法を用いることで水・蒸気サイク

ルに混入した成分が二酸化炭素か海水であるかを判別可

能であることが確認された（図 3、図 4）。 

 

４．今後の動向を踏まえた新しい水質監視手法 

4.1 水質監視計器 

High-AVT(LO)向けに創案した水質監視計器の構成を

それぞれ表 1 に示す。ドラム水については、高圧ドラム

水の酸電気伝導率計を追加し、微量海水漏洩の検知を可

能とした。また、シリカがよく管理されたプラントでは、

定期的な手分析でのシリカ濃度の傾向を監視可能と考え、

シリカ計を省略した。蒸気については、High-AVT(LO)

ではドラム水にりん酸ナトリウムを注入しないことから、

りん酸のキャリーオーバー検知のための酸電気伝導率計

を省略した。さらに、復水、給水およびドラム水にて、

酸電気伝導率と pH を同時に計測し、３項で述べた、酸

電気伝導率上昇時に混入成分の判定を行える仕様とした。 

 

4.2 試料採取系統 

水質監視計器管理の省力化のため、計測値の妥当性を

現場計器で確認できる試料採取系統を創案した(図 5)。水

質異常がみられた際、同水質項目を計測する異なる計器

間で流路を入れ替えることにより、現場計器のみで計測 



値をダブルチェック可能となる。 

 

4.3 復水器の海水漏洩発生時の対応 

JIS B 8223 では、High-AVT(LO)の属する AVT(LO)のボ

イラ水の塩化物イオン濃度の管理基準値（上限）は 1mg/L

とされている。海水漏洩が発生したと判断された場合に

は、２項で述べた通り、ボイラ水の酸電気伝導率により

ボイラ水の塩化物イオン濃度を監視し、これが 1mg/L も

しくはプラント毎に設定された基準値を超過しないよう

に運用することが推奨される。 

 

５．まとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

High-AVT(LO)のメリットを活かした新しい水質管理

手法について検討し、二酸化炭素混入時や微量の海水漏

洩の検知手法や、High-AVT(LO)に対応した水質監視手法

について創案した。 

 

(a) 通常時                   (b) 自己診断時 

 

図 5 計測値妥当性を自己診断可能な試料採取装置 

(△：バルブ開、▲：バルブ閉) 

表 2 High-AVT(LO)向けの水質監視計器の構成案 

サンプリング箇所 pH SC*1 CC*2 DO*3 SiO2 N2H4 

①復水 (〇) (〇) (〇) (〇) － － 

②給水 〇 〇 〇 〇 － －*6 

③ドラム水 高圧 (〇) (〇) 〇*5 － －*6 － 

 中圧 (〇) (〇) － － －*6 － 

 低圧 〇 〇 － － －*6 － 

④飽和蒸気*7 － － －*6 － － － 

⑤主蒸気・再熱蒸気*7 － － －*6 － －*6 - 

*1  電気伝導率  *2 酸電気伝導率  *3  溶存酸素 

*4 (    )： 通水する試料を切り替えながら計測する項目。 

切り替える項目の組み合わせは表中にて実線で結んで示した。 

*5 従来から追加した項目 *6 従来から省略した項目 *7 高圧、中圧、低圧を含む 

*4 

*4 

*4 *4 

*4 

*4 
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図 4 海水混入時の pH、酸電気伝導率の計測結果 

(プラント B、High-AVT(LO)、高圧ドラム水) 

図 3 二酸化炭素混入時の pH、酸電気伝導率の計測結果 

(プラント A、High-AVT(LO)、復水) 
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図 2 微量海水漏洩発生時における高圧ドラム水の 

酸電気伝導率と塩化物イオン濃度の関係 

図 1 微量海水漏洩発生時の酸電気伝導率の推移 



機動性に優れる広負荷帯高効率ガスタービン複合発電の要素研究 
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１．背景 

電力系統の周波数や安定度維持のためには、慣性力の

大きい大型同期発電機が不可欠であり、また、近年のCO2

排出量削減に向けた変動型再生可能エネルギーの導入拡大

が進む中、電力系統の安定化を維持するためには、kW、Δ

kWの大きい火力発電の更なる機動性の向上（起動時間の

短縮、出力変化速度の向上、最低出力の低減等）が重要で

ある。第6次エネルギー基本計画（2021年 10月経産

省）」には、「（火力発電は）再生可能エネルギーの更なる

導入拡大が進む中で、当面は再生可能エネルギーの変動性

を補う調整力・供給力としても必要である」と位置付けら

れており、さらに、「負荷変動対応や機動性に優れた火力

技術開発等の取組を促進する」ことが明記されている。 

 本報告では、ガスタービン複合発電設備（GTCC）の更な

る機動性向上に向けた研究開発について報告する。 

 

２．機動性向上の効果 

先行研究では（1）、電力需給シミュレーションにより、

GTCCの機動性能向上によって得られる短時間負荷変化に

対する負荷追従性の効果が評価されている。それによる

と、出力変化速度の増加や起動時間の短縮によって短時間

負荷変化に対する追従性が高まり、需給インバランスが低

下することが示されている。また、2050年想定における

再エネ出力制御率（太陽光・風力の出なり出力に対する出

力制御量の比率）は、現状性能ケースでは50%超の量とな

ったが、性能向上ケースでは再エネ出力制御率が低減する

ことが示されている。GTCCの機動性向上により再エネ抑

制量が大幅に低下したことで、現状性能ケースに対して火

力運用コストが6割程度削減、CO2排出量は4割程度削減

となり、火力運用コストとCO2排出量の双方が低減する結

果が示されている。 

 

３．要素開発およびプラント性能・影響評価 

図1に本研究における実施項目と各項目の成果の意義を

示す（2）。本研究は、系統安定とCO2排出量削減を両立す

る、表1に示すような、機動性に優れ（起動時間の短縮、

出力変化速度の向上、最低出力の引き下げ）、かつ部分負

荷帯も含めて高効率なGTCC（3）を実現するために必要な要

素技術（燃焼、制御、空力、材料等）を開発し、実機の設

計に資する目処を得ることを目的として実施した。 

主な研究成果として、最低出力時においてもCOの排出

を抑制できる高環境型燃焼器の開発、急激な出力変化時の

運転制御技術の開発、高レスポンス化／長寿命化技術の開

発を行い、実機に実装できる目処が得られるなど、所期の

目標を達成した。また、要素開発のみならず、GTCC全体

システム性能や排熱回収ボイラに対する熱負荷の評価も行

った。開発要素を組み込んだGTを想定したGTCC全体の動

特性解析モデルを構築し、GTCCの負荷追従性を確認する

とともに、作動流体温度や圧力等の時間変化を解析した。

この結果を基にして、熱負荷が高くなると考えられる排熱

回収ボイラに対し熱応力解析を行って、図2に示すように

最も熱応力が大きくなる部位を特定し、プラント保守上特

に重要な管理ポイントを明らかにした。さらに、実運転条

件を模擬した熱疲労試験から寿命曲線を取得して寿命評価

を行うと共に、寿命延伸策を示した（4）。 

 

４．まとめ 

本研究では、機動性に優れ、かつ部分負荷帯も含めて

高効率なGTCC技術を実現するために必要な要素技術の開

発ならびにプラント性能・影響評価を行い、所期の目標を

達成した。実機を対象にこれら技術を導入し、実機実装に

移行できるレベルに到達している。本プロジェクトによ

り、再エネ導入拡大時における系統安定化とCO2排出量削

減に貢献する有力な技術が実現に向けて大きく前進した。 

GTCCの機動性向上は、再エネ電源と共存しながらCO2排

出量削減に貢献する。また、同一設備から高効率のベース

ロード電源（kWh）、大容量の再エネバックアップ電源

（kW）、系統安定化（ΔkW）のいずれの価値をも創出可能

であるため、少ない台数で需給調整可能となり、設備投

資・維持コスト低減にも繋がる。 

国内においても需給調整市場や容量市場の運用が段階

的に開始されており、調整力の重要性の認知は進んでい

る。これらの市場が成熟し、プラントユーザにとってさら

にメリットが得られることが期待される。 
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図 1 本プロジェクトの実施項目と成果の意義(2) 

 

表 1 2030 年を想定した発電用大型 GTCC の開発目標(3) 

 
 

 

 

 

 

 
図 2 高圧過熱器出口管寄せ部における急速起動条件での 

ミーゼス相当応力（左）および温度（右）(4) 
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最新技術の適用により既設蒸気タービンの大幅な性能向上を実現した事例紹介 
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１．緒言 

 世界における脱炭素の流れが加速しており、再生可能エ

ネルギーの普及が進んでいる一方で、電力の安定供給の観

点から一定量の火力発電設備は将来も維持されると予想し

ている。特に既設の火力発電設備の延命化、更新の需要は

今後も根強いと考えている。当社ではこれらの需要に対応

するため、高効率、高信頼性、運用性のよい蒸気タービン

の技術開発を継続し、開発された技術は商用機展開前に社

内検証設備にてそのスペックを満足することを確認してい

る(図 1)。 

弊社内に新たに建設した実証設備(以下第二T地点とす 

る)において、最新技術が適用された蒸気タービンが2020

年 7月に運転を開始した(図 2)。第二T地点は、次世代高

効率ガスタービン（JAC形）と新開発の高効率蒸気タービ

ンを組み合わせた最新鋭GTCC発電設備であり、定格運転

状態到達後、発電プラントとしての運用に必要な試験・調

整が実施された後、新開発技術の検証の為に、試運転中は

通常の計器による計測以外に数千点にも及ぶ膨大な計測を

追加しオンラインで監視し、新開発技術の評価が実施され

た。現在では新開発技術の検証と発電プラントとしての機

能確認が完了したため、地域の電力網に接続された状態

で、通常の火力発電所と同じ運用を行いながら、新開発技

術の長期的な信頼性検証を行っている。 

このような当社の取り組みの成果として、これら最新

技術を適用した蒸気タービンが2020年以降順次商用運転

を開始している。今回はその中から既存の蒸気タービンの

延命と合わせて高出力化、高効率化と信頼性向上を実現し

た海外プラントの事例を紹介する。 

 

２．韓国/A発電所向け高中圧タービン内部換装工事 

図3に蒸気タービンの換装実績の概要を示す。本プラン

トは運開後30年以上経過した100MW亜臨界圧汽力向け蒸

気タービンプラントであり、今回高中圧タービン内部換装

工事を完工、1号は2020年 12月に、2号は2021年 3月に

換装後の商用運転を開始した。 

本プラントはベースロードで運用されているため、ター

ビン効率向上による経済効果がより大きいことから、十分

な性能向上量を得るために、既設の衝動段設計を反動段設

計に改造し、最新のシール技術(ACC(Active Clearance 

Control)シール、アブレイダブルコーティングシール、リ

ーフシール)、高性能反動翼、低損失スラスト軸受を適用

した。また、高中圧外部車室及び低圧車室、低圧ロータな

ど、既設から継続使用可能と判断した部品は継続使用し、

少ない換装範囲でも十分な性能向上量を得ることができる

換装設計とした。衝動段から反動段採用に伴い、スラスト

耐力を増加させる必要があったため、高中圧タービン/低

圧タービン間のスラスト軸受の改造も行った。 

 

３．カナダ/B発電所向け低圧タービン内部換装工事 

図4に蒸気タービンの換装実績の概要を示す。本プラ

ントは運開後30年以上経過した400MW級亜臨界圧汽力向

け蒸気タービンプラントであり、今回低圧タービン内部

換装工事を完工、2021年 6月に換装後の商用運転を開始

した。 

本プラントは2012年に高中圧タービンの内部換装によ

る性能向上を当社にて実施済であったが、プラント延命

と更なる二酸化炭素排出量低減のため、今回低圧タービ

ン換装による性能向上を計画した。低圧タービン上流段

については、既設は衝動段2段設計であったが、換装設

計には反動段4段を採用しフローパスを最適化、性能向

上を図った。更に既設の低圧最終翼のサイズを変更し、

フローガイド形状を最適化することで排気損失低減によ

る性能向上を実現した。また、低圧最終翼を綴り翼から

ISB(Integral Shroud Blade)に変更したことで信頼性向

上も実現した。 

 

４．最後に 

 蒸気タービンの高性能化技術を開発し、実機にて目論み

通りの性能を達成したことを確認できた。当社では今後

とも発電設備の更なる高効率、高信頼性、運用性向上を

目指して、新技術の開発及びそれらを適用した蒸気ター

ビンの開発を継続していくことで、温室効果ガス排出量

抑制と電力の安定供給に貢献していく所存である。 



 

図１ 開発設計サイクル                図 2 新たに建設した実証設備と蒸気タービン 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 韓国/A 発電所向け高中圧タービン内部換装工事の概要 

図 4 カナダ/B 発電所向け低圧タービン内部換装工事の概要 
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１．アンモニアを燃料とした社会 

 地球温暖化抑制のために，CO2排出量の削減が強く求め

られている。発電分野では火力発電からの CO2削減が直近

の課題であり，今後は CO2を排出しないカーボンフリー燃

料への転換を進める必要がある。その一つとして有望な技

術がアンモニア燃焼である。アンモニアは直接燃焼するこ

とが可能で，その反応において CO2を排出しない。また容

積あたりの発熱量や液化温度が高いといった特徴から，水

素エネルギーキャリアとして優れている。さらにはすでに

広く用いられていることから製造方法，インフラが確立し

ており早期導入という観点でも優位性がある。 

 IHIは，アンモニアが将来のクリーンエネルギーの一翼

を担うものと考え，図１，図２に示すようなカーボンフリ

ーエネルギーサプライチェーンを描いて各種開発を進めて

おり，今回はその一端をご紹介する。 

 

２．火力発電ボイラにおけるアンモニア燃料利用 

 アンモニアは，メタンなどのガス燃料に比べて燃焼速度

が遅く，火炎温度が低い。また，燃焼時は燃料中窒素分に

よる窒素酸化物（Fuel-NOx）の生成抑制が必要である。燃

料としての利用においては確実な着火，燃焼安定化が重要

であるが，これを実現する燃焼条件は NOx生成とトレード

オフの関係にあり，その両立が燃焼技術開発の課題であ

る。IHIは微粉炭とアンモニアの混焼の数値解析および燃

焼試験設備（図３）による燃焼試験を実施し，アンモニア

混焼率 20%において，NOx排出量と未燃分量が石炭専焼と

同程度となることを確認した（図４）。 

 また，更なる CO2排出量削減を目指し，より高いアンモ

ニア混焼率を目指した開発を行なっており，混焼率 60%で

の燃焼試験において，アンモニアノズル先端部の供給孔配

置と二段燃焼率を調整することで，石炭専焼同等の NOx排

出量と未燃分量が確認された。 

さらに，最終目標であるアンモニア専焼バーナの開発

にも着手しており，バーナの構造やアンモニアの供給方法

を工夫することで，NOx排出濃度を石炭専焼時と同程度に

抑制すると同時に，有毒な未燃アンモニアを抑制するアン

モニア専焼試験に成功した。今後は，バーナ構造の改善や

ボイラ性能に与える影響の評価を実施し，2025年の専焼

バーナの実証試験を目指している。 

 

４．液体アンモニアガスタービン（GT） 

 IHIでは図 5に示す 2MW級 GTを対象としたアンモニア

燃焼技術開発を実施している。最初期はアンモニアガスと

天然ガスの混焼技術開発（熱量基準混焼率 20%）を行なっ

ていたが，CO2排出量削減効果をさらに増大させるため，

大量供給が容易な液体アンモニアを直接燃料利用する高混

焼率化の取り組みを進めている。液体アンモニアを直接

GTで燃焼させることは，アンモニアガスを燃焼させるの

と比較して，①気化器，アキュムレータなどの付帯設備が

不要で，体積が小さく配管なども小型化できる ②流量調

整が容易で DSS運用や負荷変動追従性に優れるといった利

点があるが，燃焼器内で液体アンモニアが蒸発するため，

蒸発潜熱による局所的な火炎温度の低下，失火等の懸念が

ある。 

これまで開発した燃焼器では，混焼率が 70%を超えると

未燃アンモニアや N2Oが発生し，温室効果ガスの削減効果

が得られなかったが，新たに開発した燃焼器では 2MW発電

を液体アンモニア専焼で行いつつ，未燃アンモニア， N2O

の発生をほぼゼロとすることに成功した。その結果，温室

効果ガス削減率 99%以上を達成している（図６）。 

 

５．アンモニア貯蔵タンクの開発 

 アンモニアのサプライチェーンはすでに工業用途にて整

っているが，燃料としてアンモニアを利用した場合にはよ

り大容量の受入・貯蔵インフラが必要となる。そこで IHI

は，これまで培ったアンモニア受入・貯蔵技術を拡充し，

大量のアンモニアを効率的に受け入れるインフラを早期・

低コストで確立するために大型アンモニア受入基地の開発

に着手している（図７）。 

アンモニアを大規模に貯蔵するタンクの型式として

は，LNGで利用されている平底円筒形が有力である。アン

モニアタンクの大型化にはアンモニア応力腐食割れ(SCC)

感受性を把握しつつ、板厚制限をクリアできる新たな内槽

候補鋼材の模索が不可欠である。IHIではタンクの運転環

境を模擬できる低温低圧 SCC試験装置を自社開発し、候補

材の SCC試験を実施すると同時に 10万 Ton超 PC型タンク



（様式２） 

（図表ページ サンプル） 

 

の試設計を完了し，来るべきアンモニア大量貯蔵時代に備

えている。 

 

６．おわりに 

 これら成果は，内閣府総合科学技術・イノベーション会 

議の戦略的イノベーション創造プログラム（SIP) 「エ 

ネルギーキャリア」（管理法人：JST），国立研究開発法人

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の委託業務

の結果得られたものです。ここに記して謝意を表します。

 

 

図１ IHI が目指すカーボンフリーエネルギーサプライチェーン 

 

図２ アンモニア社会実装ロードマップ 

 

図３ 小型燃焼試験設備（IHI 相生事業所内）

 

図４ アンモニア混焼率 20%燃焼試験結果 

 

図５ 2MW 級アンモニア混焼ガスタービン試験設備 

 

図６新規開発燃焼器における GHG 削減率 

 

図７ 大型液化アンモニア受入基地イメージ図 
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北九州市における地域の再エネを活用した 
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１．はじめに 

地域には様々な理由で活用の機会が失われている再エ

ネが存在する。再エネの普及が進む九州では，電力需給バ

ランスの不一致により再エネの出力制御が起きている。ま

た，自治体が出資する新電力の電源の一つであるごみ発電

（バイオマス）は余剰電力（余剰インバランス）の発生と

いう課題がある。このような余剰な再エネから，CO₂フリ

ーの水素を製造し利用することが脱炭素社会の実現にもつ

ながると期待されている。IHIは株式会社北九州パワー，

北九州市，福岡県，福岡酸素株式会社，ENEOS株式会社と

ともに 2020年度より，水素を「つくり」「はこび」「つか

う」実証事業を環境省より委託を受けて実施している。実

証事業の概要を図 1に示す。本事業において IHIは，複数

の余剰再エネ電力を利用し，水電解装置を効率的に動かし

水素を製造するための水電解活用型エネルギーマネジメン

トシステム（EMS）の開発・実証を担当している。本発表

ではこれらの取り組みについて紹介する。 

 

２．実証概要 

本事業においては，大規模な再エネ設備が集積し，今

後余剰電力の増加が見込まれる北九州市響灘地区を水素製

造の実証地とした。ここに水電解装置等の設備を設置し，

周囲の電力特性が異なる複数の再エネ（ごみ発電，太陽

光，風力）を供給することで，再エネ余剰電力の発生状

況，及び水電解活用型 EMSによる水素製造モデルを小規模

に再現するものとした。本実証地で製造した水素はカード

ルに充填、輸送後、実際に地域のパイプライン・水素ステ

ーションを経て、燃料電池を搭載した車やフォークリフト

で利用される。 

2020年度には必要設備の仕様や水電解活用型 EMSの基

本検討を行い，2021年度に設備の設置，試運転を経て 11

月より実証運転を開始，2022年度まで各種検証を行う。 

 

３．水電解活用型 EMSの実証 

 本実証試験においては，試験目的に合わせて，余剰イン

バランスの発生状況等を模擬した，実証地の受送電電力指

令値を作成し EMS に送信する。EMS は受送電電力が指

令値に追従するように，水電解装置の消費電力，蓄電池の

充放電を制御する。実証地の電力潮流の概要を図 2 に示

す。太陽光，風力の電力の急変等，水電解装置の機器の応

答性により吸収できない電力が発生した場合でも，蓄電池

の充放電で吸収することにより，指令値への追従を達成す

ることを狙った。 

追従性の評価については，実際には追従できない電力

も発生すると考えられるため，電力取引の１単位である

30分間で指令に従った場合の消化電力量に対し，未消化

となった電力量の割合を「未消化率」として追従性を評価

した。未消化電力量のイメージを図 3に示す。目標値につ

いては将来的に大規模化した場合の事業モデルにおける未

消化率の必要値が検討された結果から，20％として設定し

た。実証運転においては，ごみ発電からの余剰インバラン

ス指令値，太陽光，風力が同時に変動する状況下にて試験

を実施し，未消化率は表１のようになり，設定した目標値

を達成可能な見込みであることを確認した。また，蓄電池

と組み合わせた制御を行うことで，水電解装置による追従

遅れが解消されることを確認した。蓄電池と併用した場合

の，太陽光や風力の発電が外乱としてあるなかでの，受電

電力指令値への追従状況の一例を図 4に示す。 

 

４．まとめ 

 水電解活用型 EMSにより，余剰電力を活用し,低コスト

での CO2フリーの水素製造につなげられる可能性が示され

た。実証試験は本年度 12月までを予定しており，今後

は，制御調整等によりさらなる未消化率の改善，および追

従性を満たすことのできる蓄電池の必要仕様等の検討を行

う予定である。合わせて，実証運転を通して水電解装置並

びに水素製造プラントとしての運用課題を整理していく予

定である。 

 

５．謝辞 

本発表における水電解活用型 EMS の開発は，環境省「既

存の再エネを活用した水素供給低コスト化に向けたモデル

構築・実証事業（北九州市における地域の再エネを有効活

用した CO2 フリー水素製造・供給実証事業）」の一環とし

て，株式会社北九州パワーのご指導のもと実施しています。

ここに記して謝意を表します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 実証事業の概要 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 実証地の電力潮流図                                   図 3 未消化電力量の評価    

 

表 1 実証試験における未消化率 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 受電電力の指令値への追従状況 

 

つくる・ためる はこぶ つかう

水の電気分解
（10 Nm3/h）

風力 水素

ごみ発電
（バイオマス）

響灘地区 東田地区（北九州水素タウン）

県内各地に広域的に
水素を輸送

北九州水素タウンのパイプラインや水素ス
テーションなどの既存インフラを活用し、
様々な用途で水素を利用

多様な再エネの余剰電力を効率
的に調達し、安価に水素を製造

太陽光

電気

圧縮
水→水素＋酸素

（2H2O→2H2+O2）

福岡市・久留米市

水素ステーション燃料電池フォークリフト
燃料電池自動車

物流施設

太陽光 風力 ごみ発電
発
電
量

⇒ 発電量（出力）の
波が異なる電力を
効率的に利用

水素パイプライン
（1.2km）

燃料電池自動車
水素ステーション

水素燃料電池

水素実証住宅

いのちのたび博物館

時間

エネルギーマネジメント

水電解装置単独 2.7% ± 4.8% 11.3% ± 3.3%

蓄電池併用 -0.2% ± 0.3% 2.2% ± 0.7%

8時間(30分×16回)の平均値を示す(正は未達，負は過剰を示す)

※実際には未達分と過剰分が都度相殺されるためより厳しい評価として示す

30分間における

未消化率

※過剰分を未達分と

して算出した場合



マイクロ波による CO2 吸収焼結体の研究開発（CO2-TriCOM） 
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１．はじめに 

2020 年 10 月に、当時の菅総理大臣が「2050 年にカー

ボンニュートラル、脱炭素社会を目指すこと」を宣言し、

世間では脱炭素への流れが進んでいる。これに伴い、電力

業界では、非効率な石炭火力発電所のフェードアウトに取

り組んでいるが、同時に、高効率石炭火力の研究、CCUS
の研究、CO2有効利用・固定化の研究等、CO2排出量削減

の研究が盛んに実施されており、石炭火力発電所の役割は

依然大きい。 
今回は、CO2 排出量削減の取り組みの中から、カーボン

リサイクルの鉱物化に分類される土木工事用の資材として

再生させるリサイクル技術「通称：CO2-TriCOM（シーオー

ツートリコム）」について報告する。 
 

２．CO2-TriCOM とは 
 CO2-TriCOM（シーオーツートリコム）とは、カーボンリ

サイクルの鉱物化に分類される土木工事用の資材として再

生させるリサイクル技術である。火力発電所から発生する

CO2及び石炭灰（フライアッシュ：Coal ash）に加え、コン

クリート電柱をリサイクルする際に発生する廃コンクリー

ト粉（Concrete waste）を混合し、マイクロ波による加熱で

焼結するとともに、廃コンクリート粉に含まれる酸化カル

シウム（CaO）と CO2 を反応させ、炭酸塩（CaCO3）を生

成、CO2を固定化する。CO2-TriCOM の命名については、3
つの CO を取り込んだ材料という意味から Triple CO 
Material とし、それを略して TriCOM としている。CO2-
TriCOM のイメージを図１に示す。 
 石炭火力発電所で発生する石炭灰は、フライアッシュと

クリンカアッシュに大別される。フライアッシュは主にフ

ライアッシュコンクリート等に使用されるが、クリンカア

ッシュは緑化基盤材、軽量盛土材、排水材などの幅広い用

途がある。本技術により生成された焼結体は、クリンカア

ッシュに近い物理性状を示すため、軽量盛土材、緑化基盤

材等として幅広く利用されることが期待される。本研究に

ついては、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合

開発機構（NEDO）が公募した「カーボンリサイクル・次世

代火力発電等技術開発／CO2 排出削減・有効利用実用化技

術開発／コンクリート、セメント、炭酸塩、炭素、炭化物

などへの CO2 利用技術開発／マイクロ波による CO2 吸収

焼結体の研究開発（CO2-TriCOM）」に、中国電力株式会社、

国立大学法人広島大学及び中国高圧コンクリート工業株式

会社の共同で応募し、2020 年 7 月に採択された。また、中

国高圧コンクリート工業株式会社の再委託先として学校法

人中部大学が参画している。研究実施体制を図２に示す。 

 
３．研究開発の目標とこれまでの成果 
前述の通り、本技術は、石炭灰と廃コンクリートの焼結

に、マイクロ波加熱を利用している。この選定理由は、マ

イクロ波には「短時間での加熱が可能（高速加熱）」「試料

を内部まで速やかに加熱（内部加熱）」「加熱したい部位を

選択加熱が可能」で、熱伝導の悪い物質の加熱効率に適す

る特徴に着目したからである。 
 しかし、研究開発段階での試算では、マイクロ波を使用

しても、消費エネルギーは大きく、CO2排出量は焼結体 1t
当り 453 ㎏となる見通しであった。これでは他の土木材料

と比較し、CO2収支（CO2排出量- CO2吸収量）の面で不利

であった。そこで、焼結体 1t 当りの CO2排出量を半減させ

るとともに、焼結体 1t 当りの CO2 吸収量を 60 ㎏とするこ

とにより、CO2 収支を 167 ㎏/t とすることを研究開発の目

標としている。 

 2020～2021 年度まで、マイクロ波出力 1.5kW～6kW 級の

ベンチスケール試験を実施し、そのスケールアップとして、

マイクロ波出力 30kW 級の小型プラントを設計、製作を実

施した。CO2-TriCOM の CO2収支を図３に、他の土工材と

の CO2収支比較を図４に示す。 

 
４．小型プラントについて 

2022年6月末に中国電力のエネルギア総合研究所に設置

した小型プラントの構成・作業のフローについて図５に示

し、外観を図６、７に示す。マイクロ波加熱炉となってい

る加熱部において焼結体を生成する。 
2022 年 7 月より、焼結試験を開始しており、その際に生

成した焼結体を図８に示す。本小型プラントを用い、2022
年度内に３．に示した開発目標の達成を目指す。 
 

５．まとめ 

本技術により製造する焼結体は、クリンカアッシュ代替

材として、需要は多い。商用化時には 5 万 t/年の製造を目

標とし、2030 年度の商用化を目指し、さらなる研究を継続

していく。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ CO2-TriCOM のイメージ 図２ 研究実施体制 

図３ CO2-TriCOM の CO2収支 図４ CO2-TriCOM と他の土工材の CO2収支比較 

図５ 小型プラントの構成・作業のフロー  

図８ 試作した焼結体 
図７ 小型プラントの外観（２） 

図６ 小型プラントの外観（１） 

（１）反応部 （２）ハンドリフター 

（３）予熱部 

（４）コンベア部 

（５）加熱部 



大崎クールジェンプロジェクトの進捗状況について 
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１．プロジェクト概要 

大崎クールジェンプロジェクトは、革新的低炭素石炭火

力発電の実現を目指して、2012年より経済産業省の補助事

業として開始し、2016年度からは国立研究開発法人新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の助成事業として

実施している。 

 本プロジェクトは 3段階に分けて実施しているが、これ

まで、第１段階として酸素吹石炭ガス化複合発電（IGCC）

の実証試験を行い、第 2段階では酸素吹 IGCCに CO2分離回

収設備を追設して CO2分離・回収型 IGCCの実証試験を実施

した。 

本プロジェクトの最終年度となる本年度は、第 3段階と

して世界初となる CO2 分離・回収型石炭ガス化燃料電池複

合発電（IGFC）の実証試験を 4月より開始するとともに、

第 2 段階として CO2分離回収・液化プロセス実証試験およ

び低温作動型サワーシフト触媒試験を実施している。 

（図 1参照） 

 

２．第 1段階概要 

第 1段階では、酸素吹 IGCC設備として石炭ガス化設備、

ガス精製設備、複合発電設備、空気分離設備、排水処理設

備などを設置し、酸素吹 IGCC の基本性能や発電システム

としての各種実証試験を行い、17 万 kW 級規模の実証プラ

ントとしては世界最高レベルとなる送電端発電効率

40.8％(HHV)を達成するとともに、全ての実証試験項目で目

標を上回る成果を得た。 

 

３．第 2段階概要 

第 2段階では、酸素吹 IGCCに物理吸収法を用いた CO2分

離回収設備を追設し、CO2分離・回収型 IGCCの実証試験を

実施した。CO2分離回収設備の基本性能として CO2回収効率

90%以上、回収 CO2純度 99%以上を達成し、起動停止方法を

確立するとともに負荷変化時の安定運転や性状の異なる炭

種の運転データを取得した。 

また、本年 6月より CO2分離回収設備で回収した CO2を用

いて CO2 分離回収・液化プロセス実証試験を開始した。本

試験のため 5ton/日の製造能力を有する液化 CO2 製造設備

を設置し、物理吸収法と液化 CO2 設備を組み合わせた液化

CO2製造システムの最適化や液化 CO2運用条件に関する検討、

石炭火力由来のCO2性状に関する実証試験を実施している。

なお、製造した液化 CO2 については、助成事業外の取り組

みとしてトマト菜園で有効利用しており、今後、運用性な

どについて検証する予定である。 

さらに、本年度は脱硫前の石炭ガス化ガスを用いた低温

作動型サワーシフト触媒試験を実施している。 

（図 2、図 3参照） 

 

４．第 3段階概要 

 第 3段階では、CO2分離・回収型 IGCCに燃料電池設備を

追設し、CO2分離・回収型 IGFC実証試験を実施している。 

 燃料電池には固体酸化物形燃料電池（SOFC）を採用し、

NEDO「ガスタービン燃料電池複合発電技術開発」で新規に

開発された 600kW級 SOFCモジュールを 2基設置した。SOFC

の基本仕様としては、発電出力 1.2MW(600kW×2基@都市ガ

ス運転時)、運転温度約 900℃、運転圧力 0.6MPaであるが、

高圧運転試験を行うため最大 2MPa で運転できる高圧仕様

としている。 

 実証試験では、H2リッチガスを燃料として SOFCで発電を

行い、発電性能や燃料電池内の温度分布など基本特性を確

認した。また、燃料組成や燃料利用率などのパラメータ変

化時の性能データを取得するとともに、燃料電池モジュー

ルの並列運転や片系運転時の運用性試験を実施した。 

今後、将来の GT との連係運転に向けたデータ取得を目

的に最大 2MPa を目標とした高圧運転試験を実施するとと

もに、信頼性検証のため累積 3,000時間を目標として発電

試験を継続する予定である。（図 4参照） 

  

５．まとめ 

プロジェクト最終となる本年度、安全・品質の確保と環

境保全に万全を期しながら、CO2分離・回収型 IGFC実証試

験、CO2分離回収・液化 CO2プロセス実証試験ならびにサワ

ーシフト触媒試験を着実に実施していく所存である。 
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図１ プロジェクト全体スケジュールと設備構成 
図 1  全体スケジュールおよび設備概略系統 

図 4  第 3 段階燃料電池設備概略構成 

図 2  第 2 段階設備概略系統 

図 3  第 2 段階液化 CO2製造設備概略構成 

図 5  第 2 段階液化 CO2製造設備 図 4 液化 CO2 製造設備概略構成 図 6  第 3 段階燃料電池設備 
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スキッドマウント型小型地熱発電設備 GeoportableTM の開発 
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１． GeoportableTM概要 

 地熱発電には地球のマグマ熱により熱せられた地中の

蒸気を用いるが、その地熱蒸気の特性は地域毎に異な

り、それに付随して発電可能な発電容量も異なる。弊社

は 1966年に国内初となる地熱発電所に 20MWの蒸気ター

ビン・発電機を納入して以降、2MWから 120MWの多種の地

熱発電設備を日本及び世界各国に納入してきた。 

 近年、既設の地熱発電所に使われていたが減衰し使用

され無くなった井戸や、逆に発電設備側の劣化により余

剰となった地熱蒸気など、未利用の井戸/蒸気の有効活用

のニーズが高まっている。また新規に大型地熱発電所を

開発する際の地下資源のモニタリングのための試験的な

設備導入など、地熱開発リスクの低減を目的とした小型

地熱発電設備へのニーズも高まっている。 

 これらの背景から 1～20MW級の小規模な地熱発電向け

に開発されたのがスキッドマウント型小型地熱発電設備

「Geoportable™」である。本発表では GeoportableTMの仕

様および近年の納入事例について述べる。 

 

２． 技術仕様 

２．１ ラインナップ 

GeoportableTMのラインナップを図１に示す。用途およ

び各地域での井戸特性に対応できるように４つの標準機

種を揃えた。GXP-2Bは背圧型で発電容量は 2～8MW。大型

地熱発電所開発中の未利用井戸での暫定的な運用を主目

的としている。GXP-2Cおよび GXP-5Cは上方排気の復水タ

ービンを採用し、発電容量 2MW/5MWと適用する井戸特性

に合わせて選定される。これらは減衰または掘削後に想

定の圧力が得られなかったなどで未利用である井戸へ直

結する坑口発電を想定している。GXP-Xの用途は GXP-

2C/5Cと同種であるが軸流排気型の復水タービンを採用し

た大容量モデルであり、複数の生産井戸を用いての 8～

20MWの発電容量が適用できる発電所へ適用される。 

 

２．２ 技術仕様と特徴 

GeoportableTMは据付期間の短縮による早期稼働を目的

にタービン発電機にスキッドマウント方式を採用してい

る。図２にタービン発電機を構成する各スキッドを示

す。タービンスキッド、油ポンプスキッド、バルブスキ

ッド、発電機で構成され、各スキッドは工場内で配管・

ケーブル・計器類も併せて組付けて一体で出荷される。 

各スキッド間の配管・配線は現地にて施工が必要とな

るが、配管はフランジ接続とすることで現地溶接を不要

とした。このため、タービン軸受油用の配管も現地溶接

不要であり、オイルフラッシングは不要。またスキッド

には後打ちのアンカーボルトを採用し埋め込み金物が不

要など、現地据付工数の短縮が図られている。 

山間部や既存の生産井敷地などの狭隘地に設置できる

様、スキッドのサイズはコンテナサイズに収まる様にコ

ンパクト化している。図３に GXP-5Cの標準レイアウトを

示す。また低 NPSHのポンプを採用することで敷地の掘り

込み深さも抑え、土木コストの低減も図られている。 

この様なコスト低減を図りながらも、発電設備の信頼

性・稼働率を確保するために、これまで当社が地熱向け

タービンに適用し実績を上げてきた技術を採用してい

る。ノズル・羽根への Advanced Flow Pattern(AFP)や全

段スナッバ翼、門型植え込み部の適用などである。また

トラブル予兆診断技術や性能監視など地熱発電所向け IoT

サービスも適用可能となっている。 

 

３． 近年の実案件適用例 

 2021年 7月に商業運転を開始したインドネシア ディエ

ン小型地熱（定格出力 12.6MW）には GXP-Xモデルを採用

している（図４，５）。本発電所は既設の発電設備の余剰

蒸気を有効利用した例となる。 

 またエチオピア アルトランガノ坑口地熱発電所には

GXP-2Bモデルが適用されている（図６）。各スキッドは

2022年 6月に出荷され、現在は現地にて据付中となって

いる。同地域では将来大型地熱発電所を導入する計画があ

り、その開発前段階として試験導入された事例となる。 

 

４．まとめ 

地熱発電は自然由来の二酸化炭素排出量が無く地球環

境への負荷の低い再生可能エネルギー発電であり、かつ

天候に左右されないベースロード電源として期待でき

る。本稿で述べたスキッドマウント型小型地熱発電設備

GeoportableTMの活用促進により、未利用エネルギーを有

効活用し、さらなる地熱発電の普及を図ることができ

る。このことにより、当社は今後もカーボンニュートラ

ル社会の実現と電力の安定供給に貢献していく。 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                図２ タービン発電機 構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ GeoportableTMラインナップ              図３ GXP-5C 標準レイアウト 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図４ インドネシア タービン発電機 3D モデル            図５ インドネシア ディエン小型地熱全景                              

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

                 図６ エチオピア アルトランガノ坑口地熱発電向け主要機器スキッド  

                  （アルトランガノ坑口地熱発電 JICA 無償供与案件）        
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１．はじめに 

イオン交換樹脂は、火力発電プラントや原子力発電プラント

の純水製造、復水脱塩処理、排水処理など、水中に存在する不純

物を除去する目的で広く使用されている。一方、長期間に渡り使

用すると、カチオン交換樹脂が酸化劣化を受け処理水質を低下

させると共に、溶出した有機性不純物によりアニオン交換樹脂

の反応速度を低下させ、水質低下や樹脂交換の原因となる。 

そこで、耐酸化性に優れた高架橋度カチオン交換樹脂を開発

し、様々な酸化性物質を負荷して耐酸化性を調査した。加えて、

溶出した有機性不純物によるアニオン交換樹脂反応速度への影

響について評価した結果を報告する。 

２．試験方法 

①供試樹脂：架橋度 8,10,16%の強酸性ゲル型カチオン交換樹脂

を用いて下記試験を実施した。 

②架橋度によるポリスチレンスルホン酸（PSS）溶出挙動への影

響：カチオン樹脂に触媒として鉄イオンを負荷し、0.5％過酸化

水素水溶液に浸漬し、60℃中で6時間処理して、溶出したPSSを、

GPCを用いて分子量毎に定量分析した。 

③酸化性溶液による影響：鉄イオンを負荷したカチオン交換樹

脂を次亜塩素酸ナトリウム、クロム酸、過ヨウ素酸の濃厚溶液に

浸漬処理した後、60℃の純水に浸漬して、溶出したPSSを分子量

毎に定量分析し溶出高分子PSS量（5000以上）を比較した。 

④PSSのアニオン樹脂反応速度への影響：カチオン樹脂より溶出

した PSS 含有水にポーラス型強塩基性Ⅰ型アニオン樹脂を所定

時間浸漬した後、PSS吸着量をGPCで分析し、硫酸ナトリウム水

溶液を用いてアニオン樹脂の反応速度（脱塩率）を測定した。 

３．試験結果 

図－１に示すように、カチオン樹脂を過酸化水素水に浸漬す

ると、多くの純水装置や復水脱塩装置で使用されている8,10%架

橋度品からは低分子量から5000を上回る高分子量のPSSも多く

溶出するが、16%架橋度品からのPSS溶出は少なく、特に高分子

量のPSSはほとんど溶出しない結果となった。 

また、図－２には種々の酸化性物質水溶液に浸漬した場合の

高分子量 PSS の溶出量を示すが、いずれの酸化性物質存在下で

も16%架橋度品からの溶出は少ないことが確認された。 

また図－３からわかるように、アニオン樹脂の高分子量PSS

の吸着量が増加するにつれて反応速度が低下することが確認さ

れ、高分子量PSS溶出の少ない16%架橋度品は、アニオン樹脂表

面汚染回避の観点で有効であることが確認された。 

 

図－１ 過酸化水素水による劣化挙動比較 

 

図－２ 各酸化剤劣化比較（16%品の溶出量を1に規格化） 

 

図‐３ 高分子PSS吸着量による脱塩率 

 

４．まとめ 

16%架橋度カチオン樹脂は、これまで純水装置や復水脱塩装

置で使用されてきている 8,10%架橋度樹脂と比較して高分子量

PSSの溶出が少なく、アニオン樹脂反応速度への影響も小さいこ

とが確認された。16%架橋度カチオン樹脂は水質高純度化と樹脂

寿命延長の観点で有効な樹脂であると言える。 



CO2 フリー発電プラントの熱物質収支シミュレーション 
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１．緒言 

電源開発株式会社（J-POWER）は、カーボンニュートラ

ルに向けた取り組みの一つとして、石炭やバイオマスな

どの固体燃料をガス化し、CO2を分離回収することにより

CO2フリーの水素燃料を製造して発電するプラントの実現

を目指している。本報告では、様々なプロセスを簡易に

評価するため、これまでの知見を活かして汎用プロセス

シミュレータ Aspen Plusを用いた検討を実施して、一例

を示す。 

 

２．プロセス概要 

今回モデル化を行った CO2フリーのガス化発電プラント

2ケースについて概略系統図を図 1、図 2に示す。ケース

1では、ガス精製にてアミンを用いた化学吸収法による脱

硫まで行い、シフト反応設備にスイート触媒を用いて CO

を CO2に転化したのち、SELEXOLTMを用いた物理吸収法によ

り CO2を除去する。ケース 2では、硫黄分を含むガスをシ

フト反応させるため、サワー触媒を用い、2段式の物理吸

収法にて脱硫と CO2除去を同時に行っている。各々のプロ

セスを個別にモデル化し、ガスや水・蒸気を各モデル間

にて連携することでプラント全体の熱物質収支を算出し

て、比較検討する。 

 

３．結果と考察 

計算の結果、ケース 2の条件において送電端効率が

0.91%有利な結果となった。検討の条件や、主要なプロセ

ス値を表 1 にまとめた。ガス化炉を出た生成ガスは、ベ

ンチュリ等での水洗により、ガス中に水蒸気を多く含む。

ケース 1は化学吸収法の H2S 吸収塔直前にガスを冷却す

る必要があるため、水分は凝縮して除去される。一方、ケ

ース 2のガスは水洗後に、そのままシフト反応設備へ行く

ことに加え、触媒の違いによりシフト反応に必要な水分量

も少ないことから、シフト反応用に添加する水蒸気量を減

らせる等の要因により、蒸気抽気量が少ないため蒸気ター

ビンの出力が大きい結果になった。 

 

４．結言 

CO2フリーのガス化発電プラントの一貫したシミュレー

ションを行うことによって、プロセスの違いを定量的に比

較するとともに、プラント全体のカーボンの収支も把握で

きた。また、カーボンニュートラルなバイオマスを石炭等

に混ぜると、CO2の排出量がマイナスとなる CO2のネガテ

ィブエミッションを達成することも可能となる。 

本モデルを活用することで、様々なプロセスの比較検討

ができるようになった。

                                      表１ 検討条件と計算結果の比較 

 

 

 

 

 

図１ CO2フリーのガス化発電プラント概略系統図（ケース 1：スイート/SeparALL） 

 

 

 

 

 

 

 

図２ CO2フリーのガス化発電プラント概略系統図（ケース 2：サワー/ダブルセレクソール） 

項目 単位 ケース1 ケース2
燃料投入量（微粉炭） t/h 48.6 48.6
生成ガス流量 Nm3/h 112,672 112,672
シフト入口ガス流量 Nm3/h 90,788 100,523
シフト入口ガス中水分濃度 % 0.5 8.6
シフト出口ガス流量 Nm3/h 141,422 143,056
シフト反応器Steam/CO比 ― 1.72 1.6
シフト反応に必要な蒸気量 t/h 71.4 66.5
シフト反応用蒸気添加量 t/h 33.4 27.3
シフト反応設備CO転化率 % 98.6 98.4
CO2吸収塔でのCO2吸収率 % 97.7 96.6
回収CO2ガス流量 Nm3/h 53,191 53,608
回収CO2ガス純度 %wet 99.4 99.6
回収CO2量 t-CO2/h 103.8 104.8
系外へのCO2排出量 t-CO2/h 8.4 7.4
プラント全体CO2回収率 % 92.5 93.4
水素リッチガス流量 Nm3/h 87,787 88,677
水素リッチガス中H2濃度 %wet 86.46 85.87
発電端出力 MW 140.89 144.47
ガスタービン出力 MW 90.72 91.35
蒸気タービン出力 MW 50.17 53.12
所内動力 ΔMW ベース +0.63
送電端出力 ΔMW ベース +2.95
送電端効率（LHV） Δpt% ベース +0.91
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結晶方位解析によるガスタービン高温部品の寿命・損傷評価技術開発 

 

中部電力株式会社 技術開発本部 電力技術研究所 材料化学グループ 
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１．はじめに 

ガスタービン高温部品には、発電時に作用する大きな負

荷および高温環境を考慮し「ニッケル基超合金」という耐

熱強度に優れた材料が使用されている。しかし、その強度

の反面、従来の合金鋼においては損傷の前兆として表れる

クリープボイドが見られないなど材料評価上の課題があり、

管理寿命を高精度に設定することが難しかった。 

この課題を解決するため、単結晶合金を含めた余寿命評

価技術の確立を目指し、革新的技術である「結晶方位解析

による材料評価手法」の開発に取り組んだ。 

 

２．研究内容・成果 

金属の結晶方位は、電子顕微鏡と専用の検出器により、

精密研磨されたサンプル表面について測定できる。測定点

１点はナノスケールの方位情報だが、微小区間ごとに測定

された数十万〜数百万のデータに方位によって色付けする

ことで、マクロ領域の結晶情報が認識できる。 

当初１つの結晶内は単色であるが、劣化損傷によりミク

ロには変化していることを突き止めた。さらに、結晶方位

の変化を偏差マップとして表現したところ、結晶粒内で局

所的に結晶方位が変化し、材料が変形している様子を可視

化できた。また、段階的に損傷（ひずみ）を与えた試験片

について方位偏差を評価したところ、観察領域内の方位偏

差解析値と与えたひずみ量に相関関係があることがわかっ

た。これは、ナノスケールの結晶方位情報からマクロな変

形量を評価できることを示しており、ニッケル基超合金の

損傷・寿命を定量評価できることを実証したものである。 

 

３．まとめ・今後の展開 

革新的技術である「結晶方位解析による材料評価手法」

を考案し、ガスタービン材料の損傷を可視化し寿命を定量

評価可能な技術として確立した。本技術は既に実機の管理

寿命延長等に実用されているとともに、本技術を基盤とし

た X線による非破壊検査技術の開発に取り組んでいる。 

図１ 高価で短命なガスタービン高温部品（ニッケル基超合金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 結晶方位測定：電子線後方散乱回折（EBSD）法          図３ 単結晶超合金の余寿命（損傷）評価 

タービンブレード（動翼）

ニッケル基超合金製タービン（回転部）吸気

燃焼部

タービンブレード（動翼）

ニッケル基超合金製

試験片

試験片

高温耐久試験

イメージ

寿命末期寿命中期

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0 20 40 60 80 100

方
位
差
（
°
）

クリープ寿命比（％）

N500 KAM10th<M1

N500LT N500HT

寿命消費率(%)

方
位
偏
差
解
析
値

(°
)

●条件１、〇条件２

改良方位偏差マップ
：単結晶の損傷の可視化、定量化を実現

寿命初期

ノイズ
キャンセル

通常方位偏差マップ
：凝固時の方位偏差が顕著

観察領域

凝固方向

方位偏差

小 大

荷重方向

寿命初期



石炭火力の運用性改善と CO2削減効果 

 

一般財団法人電力中央研究所 エネルギートランスフォーメーション研究本部 プラントシステム研究部門 
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１．背景・目的 

 電力の脱炭素化に向けて再生可能エネルギー（再エネ）

の導入が進められているが、再エネ電源は電力の周波数安

定化に必要な慣性や調整力を有していない。火力発電はこ

れらの機能を有しており、特に石炭火力は国内にバランス

よく分布していることから、安定供給のためにその機能を

向上させて維持することが有効である。本研究では石炭火

力を対象に、負荷変化率の向上や最低負荷の引き下げに関

する技術開発を行っており、当所はこれらの運用性向上技

術の導入効果の評価を担当している。ここでは、負荷変化

率の向上、および最低負荷の引き下げが電力需給における

燃料費、CO2排出量の削減への効果を分析した。 
 
２．石炭火力の負荷変化率改善の効果 

 負荷変化率向上には、以下の示す負荷応答性と負荷変化

速度の改善が有効で、これらを組み合わせた負荷変化率の

改善効果について需給調整エリアを想定した電源運用を分

析し評価した。 
【負荷応答性の改善】微粉炭の生成の遅れによる応答遅れ

に対し、主蒸気加減弁や復水の絞り運用を適用すること 
【負荷変化速度の改善】ミルの大容量やインバータ化とボ

イラ制御系を改良すること 
図１に石炭火力の負荷変化率（負荷変化指令から 5 分後

までの平均負荷変化速度,%/分）に対し、5 分後のΔMW お

よび需給調整エリアの火力全体の燃料費の関係を示す。石

炭火力の負荷変化率の改善（平均負荷変化速度の向上）に

伴い、燃料費の安い石炭火力の調整力としての稼働が増え、

需給調整エリア全体の燃料費が削減される結果が得られた。 
 

３．最低負荷引き下げと CO2削減効果 

 火力機が電力系統運用において慣性や調整力を維持する

ためには、並列状態を維持することが必要であり、最低負

荷の引き下げは調整用火力の燃料費の削減や CO2 排出量

の削減効果がある。また、出力が抑制されるほど再エネが

発電する場合、火力機の最低負荷の引き下げはその抑制量

を削減し、より多くの再エネを電力系統に導入できるため、

電力の低炭素化に貢献する。図２に、石炭火力の最低負荷

を現状の 30%から究極的に 0%まで引き下げた場合につい

て、対象とした需給調整エリアの再エネ抑制率および需給

調整エリア全体の CO2排出原単位を示す。石炭火力の調整

力をより低い負荷で確保できることで、再エネ抑制率が削

減されるため需給調整エリアにおける電力の CO2 排出原

単位が低下することを定量的に示す事ができた。 
 
４．まとめと謝辞 

本研究では、石炭火力の負荷変化率の向上と最低負荷の

引き下げが電力需給運用における燃料費や CO2 排出原単

位の削減に及ぼす効果を評価した。本研究は、国立研究開

発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

殿からの委託事業「カーボンリサイクル・次世代火力発電

等技術開発／次世代火力発電技術開発／石炭火力の負荷変

動対応技術開発／石炭火力発電システムの運用性向上技術

開発（JPNP16002）」にて、三菱重工業株式会社殿と共同

で実施した内容です。関係各位に感謝の意を表します。 

図１ 負荷変化率とΔMW および火力全体の燃料費 

（負荷変化率：5 分後までの平均負荷変化速度,%/分） 

 

図２ 最低負荷と再エネ抑制率およぶ需給調整エリアの CO2 排

出原単位（下げ幅 30MW 確保時を最低負荷 0%とした）



伝熱管の防錆塗装の開発  
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１．背景 

 国内の排熱回収ボイラ(HRSG)経年機の増加に伴い、結露

および排ガス中の腐食成分による伝熱管外面腐食事象も増

加している。伝熱管およびフィンの外面腐食の一例を図１

に示す。図２は伝熱管フィンの腐食による減肉量の事例で

ある。これは減肉量が多い事例であり、排ガス成分や運転

状態によっては、このように腐食環境が高いケースもある。

伝熱管の外面腐食が進行した場合は、伝熱管リークを生じ

て発電運転に支障をきたすリスクがある。一般的な外面腐

食対策としては給水再循環などがあるが、この手法は起動

過程や停止中では効果を得られない。近年、コンバインド

サイクルプラントが給電調整運用を担うことがより強く期

待されているため、外面腐食の面では厳しい条件での運用

が多くなることが考えられる。このような外面腐食の問題

を解決するため、当社は腐食状況の診断～錆および腐食成

分の除去～当社防錆塗料による防錆処理～耐久性診断まで

通した外面腐食対策ソリューションサービスを提案してい

る。本稿では当社防錆塗料について説明する。 

 

２．特徴 

 本防錆塗料は以下の点を特徴としており、HRSG炉内環境

でも高い防錆(腐食抑制)効果を発揮する。 

① 多段階防食 (図３) 

② 多様な腐食性物質に対して腐食抑制性能の発現 

③ 熱交換性能影響がほとんどない(図４) 

④ 経年的な塗膜劣化が少ない 

これらの特徴から、既設・新設および排ガス性状を問わず

多様なプラントに対して適用可能である。また、プラント

起動停止の過渡状態や停止中などの運転状態に関わらず防

錆効果が得られる。 

本防錆塗料は運転後状態からの塗布も可能であるが、伝熱

管状態に応じて、表面の錆・腐食性堆積物を事前除去(前処

理)することでより高い防錆効果を得ることができる。 

 

３．適用実績 

Ａ発電所 節炭器・蒸発器 約 17 ｍ2  塗布後5年経過 

Ｂ発電所 節炭器     約 1000 ｍ2 塗布後1年経過 

図５はＡ発電所の事例である。運開後3年時に前処理なし

で塗布したが現時点(塗布後5年)まで腐食発生および塗膜

の劣化はなく、良好な状態を維持している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 伝熱管フィン減肉傾向 
図１ 伝熱管外面腐食状況 

運転初期 経年後 

(フィンセグメント拡大) 

図３ 多段階防食メカニズム 

図４ 熱伝導率温度特性 

図５ 防錆塗装後経年状態 



石炭火力発電所における燃料運用最適化システムの開発 
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１．諸言 

2021年にデジタル庁が新設され、デジタル社会の実現

に向けた取組みが官民で迅速かつ重点的に推進されてい

る。また、当社においても中期経営計画(2021-2025)の中

で、目指す姿の実現に向けた取組みの柱の一つとして「強

靭な企業体質への改革」を掲げ、エネルギー事業の徹底し

たコスト構造改革やイノベーション、デジタル化の取組み

を推進している。 

火力事業本部は、火力発電所向けの遠隔監視システム

の導入をはじめ、自動走行型ロボットやAIを活用した巡

視点検自動化システムの実証等、火力発電事業へのデジタ

ル技術を積極的に導入し、業務の高度化を図るとともにコ

スト構造改革やイノベーションにつなげるべく取組みを強

く推進している。このようなデジタル技術活用の取組み事

例の一つとして、舞鶴発電所向けに開発した燃料運用最適

化システムがあり、本システム開発の概要を紹介する。 

 

２．舞鶴発電所の設備 

図 1に舞鶴発電所の全景を示す。舞鶴発電所は出力90

万 kWの発電ユニットを2基有する、石炭を燃料とした火

力発電所である。舞鶴発電所は大浦半島（京都府舞鶴市）

の西端、若狭湾国定公園内に位置する。1号機は平成16

年 8月、2号機は平成22年 8月に営業運転を開始し、当

社唯一の石炭火力としてベース電源を担っている。 

表 1に主な燃料設備を示す。世界各地から調達した石

炭を運搬船で運び、石炭桟橋にて荷役を行い、石炭サイロ

で貯蔵した後、ミルで粉砕しボイラで燃焼させることで発

電している。 

 

３．取組みの背景と目的 

発電所が担う燃料運用計画業務には高度な知識と経験

が求められるとともに、多くの労力を要していたことが本

システムの開発に至った背景である。 

燃料運用計画は、サイロ貯炭や払出に関する設備上の

制約、ボイラ燃焼実績を基にした石炭混炭の組合せ等、複

数の条件を総合的に考慮し策定する必要がある。 

また、この計画は燃料調達を行う上での発電所側の前

提条件となるため、4ヶ月程度先までを作成している。 

図 2に示すとおり、組合せ数は10720通りと膨大であ

り、計画作成には多大な労力を要する。 

さらに、ユニット稼働計画の変更や突発的なトラブル

の都度、速やかに計画を見直す必要があるため、必ずし

も、十分な検討時間を確保できているわけではなかった。 

このように、人手で行う運用最適化の限界を感じてい

たため、熟練技術者が持つノウハウの AI 移植について検

討の上、本システムの開発を開始した。 

 

４．最適化システムの開発 

 本システムの開発にあたっては、まず設備制約や熟練技

術者のノウハウを可視化した上で整理し、それらの要件を

システムに組み込むための定式化を行った。表2に制約条

件・ペナルティの一例を示す。各要件の考慮度合いは、需

給状況や時期等の条件によって必ずしも一定ではないた

め、事業者側で変更可能な設計にするべく、制約とペナル

ティに分けて実装した。 

また、今回採用した最適化 AI については、最適解を実

用的な計算時間で発見的に探索することができるヒューリ

スティック手法の１つであるビームサーチ法を用いた。 

なお、最適化システム開発にあたっては、ALGO 

ARTIS 株式会社と協業で実施し、実装と検証を素早く繰

り返すアジャイル手法を用いて開発を行った。 

 

５．成果 

図 3 に本システムにより作成した結果の一例を示す。

最適化に要する時間は約15分と作業時間の短縮に成功

し、机上検討結果ではあるものの、年間数千万円の運用コ

スト削減効果も得られる見込みを得た。 

2022年 1月には本システムが実運用レベルに達したこ

とから、舞鶴発電所での本格運用を開始している。本シス

テムでは、様々な運用条件で複数案の比較検討も可能であ

ることから、更なる効率化を期待している。 

 

６．結言 

熟練技術者が持つ知識やノウハウを可視化し、それら

をアルゴルズムに実装することで石炭火力発電所の燃料設

備運用計画業務へ活用することに成功した。 

今後もAI・IoT技術の活用により、火力発電事業の高

度化に取り組んでいく。



 

 

図１ 関西電力株式会社 舞鶴発電所 

表１ 主な燃料設備概要                   表２ 主な制約条件・ペナルティ

主な燃料設備 主なスペック 

運搬船 85,000 t/隻 

揚炭設備 2,000 t/h × 4 台 

石炭サイロ 10 万 t × 5 基 

ミル 1号機:6 台, 2 号機:5 台 

 

 

図２ 燃料設備運用の組合せ 

制約条件 概要 

1. サイロ上・下限値 貯炭量は 5,000t 以上、95,000t

以下で運用 

2. 混焼マトリクス ボイラで混ぜて燃焼が可能な石

炭の組合せ 

3. 混載マトリクス サイロで 2種類を混ぜて貯炭が

可能な石炭の組合せ 

ペナルティ 概要 

1. 滞船費用 荷役日数が 3日間を超えると加

算される費用 

2. No.1 バースの優先

利用 

可能な限り No.1 バース優先で荷

役を行う 

3. 石炭の混焼比率変

更 

急激に比率を変更しない（一定

割合以上の変更は制約とする） 

 

 

 

図３ 計算結果の一例 



苫東厚真発電所４号機排煙脱硫装置ＣＯＤ上昇対策について 

 

北海道電力株式会社 苫東厚真発電所 環境技術課 

小笠原
おがさわら

 稔
みのる

 

 

１．はじめに 

北海道電力㈱苫東厚真発電所は総出力 1,650MW（1号

機 350MW、2号機 600MW、4号機 700MW）の石炭火

力発電所である。 

このうち 4号機は 2015年頃から脱硫排水処理装置（以

下、脱排）で化学的酸素要求量（以下、COD）が管理値

17mg/Lに対し、最大で 60mg/L程度まで上昇する事象が

発生していた。4号機脱排には亜硝酸ソーダを注入しNS

化合物由来のCODを処理する装置があるが、注入量を増

加してもCODが低減しなかったことから、脱排の下流側

に設置している総合排水処理装置（以下、総排）で希釈す

るなどし対応していたが、希釈できない場合は 4号機の

出力抑制が必要になること、また、総排は発電所全体の排

水を処理しており慎重な運用が必要であることから苦慮し

てきた。 

以下にCOD上昇原因の調査および対策について報告す

る。 

 

２．COD 上昇原因調査 

原因調査のため脱硫装置の吸収液を分析した結果、

CODの上昇原因は、NS化合物由来ではなく、糖由来の

硫黄酸化細菌とその老廃物や死骸によるものであった。当

該菌は亜硫酸イオン（SO3
2-）と炭酸イオン（CO3

2-）や炭

酸水素イオン（HCO3
-）が豊富に存在する吸収液中で増殖

したものと推定する（表 1、図 1）。 

 

３．硫黄酸化細菌の増殖抑制試験 

脱排CODの上昇を防ぐには、吸収液中の硫黄酸化細菌

の増殖を抑制する必要があることから、吸収液において殺

菌効果がある薬液を選定するため、ニッケルや次亜塩素酸

ソーダによるビーカー試験を実施した。試験結果、どちら

も吸収液中の硫黄酸化細菌を殺菌し増殖を抑制する効果を

確認できたが、より効果の大きい次亜塩素酸ソーダを実機

に適用することとした（図 2）。 

 

４．脱硫装置停止中の殺菌 

2019年の脱硫装置停止時に吸収液へ次亜塩素酸ソーダ

を注入し全量を殺菌した。この結果、殺菌から 2ヶ月ま

では脱排CODは管理値 17mg/L未満で推移したが、3ヶ

月以降は 24mg/L程度に上昇し、8ヶ月以降はさらに上昇

し最大 83mg/Lまで上昇した（図 3）。 

この上昇は、一旦殺菌を終えたものの、吸収液の補給

水に使用している工業用水中に存在する硫黄酸化細菌が、

再び 2項のメカニズムのとおり増殖したものと推定する

（表 2）。 

 

５．脱硫装置運転中の殺菌 

脱硫装置停止中の吸収液全量殺菌後に CODが上昇した

ことにより、総排での希釈による運用が厳しくなったこと

から、脱硫装置の運転を継続しながら次亜塩素酸ソーダに

より吸収液を殺菌する必要が生じた。 

しかし、次亜塩素酸ソーダを脱硫装置に直接注入する

と、排ガスとの反応により殺菌効果が薄れる懸念があった

ため、脱硫装置内の吸収液の一部（1割程度）をブローピ

ットに抜き出し、次亜塩素酸ソーダを注入して、一定時間

殺菌した後脱硫装置に戻す作業を繰り返すことで吸収液全

量の殺菌を図る方法を立案した。 

本殺菌方法は、脱硫装置メーカーも経験のない方法で

あったことから、脱硫性能や石膏性状に及ぼす影響に細心

の注意を払って実施し、脱排 CODを管理値 17mg/L付近

に抑制することができた（図 3）。 

 

６．今後の対応 

脱硫装置運転中の殺菌については、当初は人力でブロ

ーピットに次亜塩素酸ソーダを投入していたが、連続的に

投入できないことからCODを低減しきれなかったため、

現在は薬品タンクをリースし仮設配管を敷設して連続注入

できるようにしている。しかし、薬品タンク容量が小さい

ためタンクローリーでの受入回数が多く、また注入量がタ

ンクヘッド圧見合いで変化するため手動弁開度を毎日調節

しており、改善余地があることから、連続注入装置の本設

化に向け検討を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               図１ 硫黄酸化細菌の増殖メカニズム 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATP…微生物の細胞内に存在するエネルギー源で、ATP が

ないと生存することが出来ない。微生物数の計測に

代用できる。 

図２ 硫黄酸化細菌の増殖抑制試験 

 

図３ 脱排ＣＯＤ推移 

 

表１ 吸収液分析結果 

項 目 分析結果 

ＣＯＤ 88mg/L 

ＴＯＣ 70mg/L 

全 糖 83mg/L 

  

硫黄酸化細菌数 

一般細菌全数 

2.2×106個/ml 

2.5×106個/ml 

 

 

 

 

表２ 工業用水分析結果 

単位：％ 

 サンプル① サンプル② 

硫黄酸化細菌 0.05 0.07 

その他の菌 99.95 99.93 

分析方法…菌叢解析：DNA 解析装置で 1 検体あたり数

千～数万本の DNA 解析を行い、同じ種類の

菌類を一つのくくりにして存在比率を 

示すことが可能。 

硫黄酸化細菌 

排ガス中 硫黄酸化物 

…ＳＯｘ 

脱硫反応 

石膏 

石灰石 硫酸イオン 

炭酸水素イオン 

SOx 

菌の増殖に必要 
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P 

 

 
菌の増殖に必要 
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2- 
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石灰石(炭酸ｶﾙｼｳﾑ) 
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火力プラントの高圧、中圧及び低圧タービンにおける不純物の濃縮挙動 

火原協 水質管理技術検討分科会顧問 （（元）（一財）電力中央研究所） 

                                                             ひらの ひでお                                    

平野 秀朗 
 

１．はじめに 

 火力発電プラントにおけるタービンへの不純物の濃縮挙

動については、化学種の気液分配係数を示す Rayダイアグ

ラム、および蒸気の膨張・収縮挙動を表すモリエ線図等を

用いて説明されてきた。しかし、火力プラント全体を水-蒸

気サイクル化学という大きな視点で捉え、タービンへの不

純物の濃縮挙動について体系的に述べた報告は少ない。 

本報告では、水-蒸気サイクル化学という観点からタービ

ンへの不純物の濃縮挙動について述べる。 

 

２．火力プラントにおける不純物の蒸気中への移行 

1) 水-蒸気サイクル化学 

近年、火力発電プラントの水質管理を水-蒸気サイクル化

学（パワーサイクル化学とも言われている）と捉え、復水

系→給水系→ボイラ系→蒸気系→タービン系→復水系へと

繰り返す水-蒸気サイクルにおいて、腐食、スケール付着及

びキャリーオーバによるタービンの損傷問題等をサイクル

化学の観点から解決しようとする動向にある。 
2) 不純物の主な発生源 
▪ 補給水から: SiO2、有機体炭素(TOC : Total Organic Carbon) 
▪ 系統材料からの腐食溶解 : Cu, CuO, Fe, Fe2O3, Fe3O4 
▪ イオン交換樹脂からの再生薬品のリークおよびイオン交

換樹脂の分解成分：NaOH, NaCl, H2SO4,  
▪ 薬品の分解生成物 
▪ 海水リーク：NaCl, MgCl2 等  
3)不純物の蒸気中への混入プロセス 
▪ ボイラ水のキャリオーバ 
▪ ボイラ水蒸発時の揮発 
▪ 温度調節のための過熱器や再熱器への給水の注入 
 
3. キャリーオーバ 

 キャリーオーバとは、ボイラから蒸気が発生する過程

で、ボイラ水中の溶解あるいは懸濁固体物質が蒸気中に混

入する現象であり、機械的キャリーオーバと蒸気性（化学

的）キャリーオーバとがある。蒸気性キャリーオーバは、

ボイラ水中の物質の揮発に伴う蒸気への同伴であり、同伴

する物質の割合は、化学種の気液分配係数を示す Ray図で

表される。 

 

４．タービンへの不純物の濃縮機構 

 ボイラ蒸気中に含まれる不純物の濃度は、μg/L レベルか

それ以下であり、極めて低い。しかし、蒸気がタービン内

を通過する時、過熱蒸気中に含まれる不純物の溶解度は 
圧力および温度の低下とともに減少し、タービンに析出・

濃縮する。タービンへの不純物の濃縮機構については、流

体の熱力学的状態変化を示す h-s 線図（エンタルピ – エン

トロピ線図。モリエ線図）、蒸気膨張線および蒸気中の不純

物の溶解度線を用いて考察されている。タービンへの不純

物の濃縮挙動を説明する概念図を図 1 に、水のモリエ線図

を図 2 に、火力プラント運転時における水-蒸気サイクルの

エントロピとエンタルピの変化を図 3 に示す。 

 
５．高圧、中圧及び低圧タービンにおける不純物の濃縮 

タービンへの不純物の析出は，一般にはモリエ線図上で

蒸気膨張線と不純物の濃度曲線との交点で示される。高圧

蒸気タービンにおいては、図4に示すようにナトリウムが析

出しやすい環境となっている。中圧タービンから低圧ター

ビンにかけては図5に示すようにシリカが，析出しやすい。 
他方、図6に示すようにNaClなどの塩の濃縮液相（約

30%）が、飽和蒸気線の上の非常に狭い領域に存在し、ソ

ルトゾーンと呼ばれている。 
低圧蒸気タービンでは，図6に示すように、飽和蒸気線か

らウイルソンゾーンまでは不純物の析出は見られない。し

かし，理論湿り度4％前後の領域（ウイルソンゾーン）から

凝縮水を生じる。乾湿交番域（ウイルソンゾーンから湿り

度10%前後）では初期凝縮水さらには液膜が形成され，塩

化ナトリウムや硫酸等の酸性不純物が析出しやすい環境と

なっている。動翼の最終段近傍部では水滴が発生しエロ―
ジョンを生じるが不純物の析出は見られない。 
不純物の析出メカニズムは以下のように考えられる。 

 高圧および中圧タービンにおいては、過熱蒸気中の不純

物が、その溶解濃度限界に達すると析出する。 
 ソルトゾーンおよび低圧タービンでは、エントロピが増

加してもエンタルピが低下せず滞留する部位に（例え

ば、動翼テノン、シュラウド、翼固定部近傍等のいわゆ

る仕事をしない部位に）不純物は析出・濃縮しやすい。 
 ソルトゾーンおよび低圧タービンでは、熱せられたター

ビン部材の表面から湿り蒸気が蒸発及び乾燥することに

より、エントロピが増加してもエンタルピが低下せず滞

留する部位が形成され、不純物が析出・濃縮する 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3. 水蒸気サイクルにおけるエントロピ、エンタルピの変化 

 

図 1. タービンへの不純物の濃縮挙動の概念図 

図 2. 水の h – s 線図（モリエ線図） 

図 6. 低圧タービンへの不純物の濃縮挙動を示すモリエ線図 

図 5. 中圧から低圧タービンへのシリカの濃縮挙動 

（出典：IAPWS. TGD5-13 (2013) ） 

図 4. 高圧から中圧タービンへのナトリウムの濃縮挙動

（出典：IAPWS. TGD5-13 (2013) ） 



三隅発電所２号機の建設概要と試運転実績について 

 

中国電力株式会社 電源事業本部 火力建設グループ 

洲本
すもと

 康樹
やすき

 

 

１．はじめに 

 当社は、中国地方における電力の安定供給並びにエネル

ギー源の多様化を図ることを目的として、島根県浜田市三

隅町に三隅発電所１・２号機の設置を計画し、１９９８年

６月に１号機（１００万ｋＷ）の営業運転を開始した。 

２号機は電力需要の伸びの鈍化や低炭素社会実現に向

けた対応など、当社を取り巻く状況の変化を踏まえ着工を

延期していたが、中長期的な電力の安定供給確保、経年火

力発電設備の代替電源として２０１６年に火力電源入札を

経て建設工事計画が決定し、２０１８年１１月に本体工事

を着工した。本稿では三隅発電所２号機の建設概要と試運

転実績について紹介する。 

 

２．主要設備の概要 

 三隅発電所２号機は１号機と同様、１００万ｋＷの発電

設備であり、設備設計にあたっては利用可能な最良の技術

（ＢＡＴ：Best Available Technology）を採用し、高効

率かつ可能な限り環境負荷低減に努めた設備仕様としてい

る。（表１）使用燃料は、石炭および木質バイオマスで、

調達の多様化を目的として亜瀝青炭を含めた様々な種類の

石炭が使用できる設備としており、木質バイオマス混焼に

より、更なるＣＯ２低減にも努めている。 

 

３．建設工事実績 

 表２に建設工事実績を示す。２号機の建設工事にあた

り、２０１８年７月に三隅発電所建設所を現地に設置し

た。建設所設置後、工事エリアの整備等準備工事を開始

し、同年１１月に本体工事の着工、各種基礎工事および諸

建物設置工事を皮切りに、機器の据付および単体試運転を

経て、２０２２年３月に試運転に伴う発電を開始した。現

在は同年１１月の営業運転開始に向け、総合的な試運転を

実施している。 

 

４．発電所レイアウト 

 図１に発電所全景を示す。２号機は限られた敷地の中

で、既設設備との接続を考慮し、１号機の北側（図の左

側）に隣接する形に配置した。また、２号機建設に伴い、

発電所南側に工水タンク、石炭およびバイオマス貯蔵設備

を増設し、発電所入口付近には地域共生施設を整備した。 

 

５．機器据付工事の状況 

 ボイラー・タービン、発電機、主要変圧器およびコンベ

ヤギャラリー等、大部分の機器については設備メーカーの

工場から三隅発電所へ海上輸送し、現地に搬入した。図２

に低圧タービン水切り状況を示す。 

 

６．試運転結果 

 ２０２２年３月に試運転に伴う発電を開始して以降、負

荷遮断試験、燃焼調整等、今後の電力の安定供給に必要な

各種試験を実施した。また、同年８月の性能確認試験にお

いては、計画どおり、排ガス環境規制値とプラント総合熱

効率(発電端・高位発熱量基準)４３．３％を達成してい

る。 

なお、８月末現在は、高水分かつ高スラッギング性を

示す亜瀝青炭の専焼による燃焼調整等の試運転を実施して

おり、今秋以降の木質バイオマスペレット混焼に向けて、

燃料搬送設備の各種調整・試運転を行っている。 

 

７．ふれあいホールのリニューアルオープン 

 ２号機の営業運転開始に先立ち、１号機営業運転開始の

年にオープンしたＰＲ施設「ふれあいホール」を２０２２

年４月に全面リニューアルした。（図３） 

館内には、没入感ある映像と音響で三隅発電所内や石

炭火力発電の技術を紹介している３面シアターのほか、エ

ネルギーミックスやカーボンニュートラルについて学べる

展示を充実させている。また、地域・環境との共生を目指

したデザインとなっており、展示器具には島根県産の木材

と石見地方の伝統工芸である石州和紙が使用されている。 

 

８．おわりに 

 三隅発電所２号機は営業運転開始以降、電力需給逼迫を

避けるための電力の安定供給への貢献と木質バイオマス混

焼拡大によるＣＯ２排出量低減に寄与するものと期待して

いる。また、中国電力として最大の総出力２００万ｋＷの

火力発電所となることから、これまで以上に地域の皆さま

に親しんで頂ける発電所を目指していきたい。 

 最後に、２０１８年１１月から約４年間の長期間に亘

り、建設工事に携わられた全ての請負会社殿、延べ約１２

０万人の工事関係者のご協力とご尽力に感謝申し上げる。 

 



 

表１ 三隅発電所の設備仕様 

項目 ２号機 １号機 

出 力 １００万ｋＷ 

発電方式 超々臨界圧発電方式（ＵＳＣ） 

蒸気条件 
蒸 気 温 度：ＳＨ 600℃／ＲＨ 600℃ 

主蒸気圧力：24.5ＭＰａ 

設計発電効率 43.3％（ＨＨＶ、発電端） 43.0％（ＨＨＶ、発電端） 

使用燃料 石炭、木質バイオマス 

硫黄酸化物 

窒素酸化物 

ばいじん 

22ｐｐｍ以下 

20ｐｐｍ以下 

6ｍｇ／ｍ３Ｎ以下 

102ｐｐｍ以下 

60ｐｐｍ以下 

28ｍｇ／ｍ３Ｎ以下 

                  図１ 三隅発電所 全景          

表２ 建設工事実績 

年度 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

建設工程 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ タービン低圧ロータ水切り状況        図３ 石見神楽の大蛇が出迎える「ふれあいホール」エントランス 

 

 

詳細設計 建設工事 

 

▼建設所設置（2018.7.1） 

営業運転 

 ▲着工（2018.11） △竣工（2022.11） 

土木建築工事 

▲準備工事着手（2018.7） 

機器据付工事 

▼点火（2022.2） 

▼通気（2022.3） 

▼並列（2022.3） 

試運転 
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１．はじめに 

 石炭火力発電所のボイラ上部には、火炉ノーズ壁と呼

ばれる部分があり、燃焼によって発生した灰の一部がそ

の上面に堆積する。通常、堆積する灰は粉体状であり、

スートブロワの使用により除去することができる。しか

し、運転状態によっては、堆積した灰が焼結・固着し、

スートブロワを使用しても除去できなくなる。最悪の場

合は、堆積灰がさらに成長し、大塊クリンカとなってボ

イラ下部へ脱落することにより、発電設備の運転に支障

が出る場合がある。 

 このため、これまでに運転中に火炉ノーズ壁上面で発

生する灰堆積を連続監視することが可能な常設型の炉内

監視カメラを開発し、灰堆積の早期発見とその後の適切

なスートブロワ運用による堆積灰除去を可能とした。さ

らに、灰堆積そのものを回避するため、実際の堆積灰サ

ンプルを用いて、灰堆積の発生原因の解明および原因と

なった炭種の特定に取り組んだ。本発表では、後者の結

果の一部を紹介する。 

 

２．結果 

（１）灰堆積発生の原因解明 

ａ．堆積灰サンプル 

 灰堆積の発生場所と堆積灰サンプルの外観を図１に示

す。灰堆積は、火炉ノーズ壁上面付近の吊下げ２次過熱

器とスクリーン管の間で発生した。採取した堆積灰サン

プルは全体的に硬質で、表面の一部は溶融固化した状態

であった。このことから、今回の灰堆積は、灰融点の低

い炭種を消費した、もしくは雰囲気温度が高くなったこ

となどにより生成したものと推定される。そこで、消費

炭種と雰囲気温度の２点に着目して調査を行った。 

ｂ．消費炭種の影響調査 

 消費炭種の影響調査として、まず堆積灰サンプルの灰

組成分析および灰融点分析を行った。その結果（表１）、

至近の消費炭性状と比較して、堆積灰サンプルの灰組成

には明確な特徴が見られないものの、灰軟化点は低いレ

ベルであった。 

 次に、灰付着特性を調査するため、灰付着力測定試験

を行った。その結果、堆積灰サンプルの灰付着力は通常

の堆積灰（粉体状）に比べて約２倍と高い値であること

を確認した。このことから、灰堆積発生原因の１つとし

て消費炭種（灰性状）が考えられる。 

ｃ．雰囲気温度の影響調査 

 堆積灰生成時の雰囲気温度を推定するため、所定の温

度で加熱成形した模擬サンプルを作製し、実際の堆積灰

サンプルと焼結硬さ比較を行った。その結果（図２）、堆

積灰サンプルの焼結硬さ（0.86）は 1,100℃と 1,150℃の

模擬サンプルの間であったことから、1,100～1,150℃付

近で生成したことが推定された。次に、赤外線カメラに

より火炉ノーズ壁上面の温度分布を計測した。その結

果、運転状態によっては、雰囲気温度が先ほどの生成温

度付近まで上昇することを確認した。このことから、も

う１つの灰堆積発生原因のとして雰囲気温度（温度高）

が考えられる。 

（２）原因炭種の特定 

 灰堆積を引き起こした炭種を特定するため、「コサイン

類似度」と呼ばれる手法を用いて灰性状を比較評価する

ことを試みた。その結果、コサイン類似度と灰軟化点の

比較から、灰堆積が発生した時の消費炭種を推定するこ

とができた。 

 次に、灰堆積を引き起こす炭種の事前評価手法とし

て、灰性状を用いた灰溶融シミュレーションに着目し、

評価を行った。その結果（図３）、堆積灰サンプルの灰溶

融挙動は通常の堆積灰（粉体状）と明らかに異なること

を確認した。また先ほど特定した原因炭種も灰堆積を引

き起こした炭種と同様の灰溶融挙動を示すことを確認し

た。 

 

３．おわりに 

 火炉ノーズ壁上面での灰堆積発生を回避するため、実

際の堆積灰サンプルを用いて灰堆積発生原因の解明およ

び原因となった炭種の特定に取り組んだ結果、以下のこ

とが明らかになった。 

・灰堆積発生の原因として「消費炭種」と「雰囲気温

度」を確認した。 

・コサイン類似度を用いた灰性状評価結果と灰軟化点の

比較から原因炭種を推定することができた。 

・灰溶融シミュレーションにより灰堆積発生有無に係る消

費炭種の事前評価が可能であることを確認した。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 灰堆積の発生場所と堆積灰サンプルの外観 

 

表１ サンプル分析結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 模擬サンプルの焼結硬さと加熱温度の関係           図３ 灰溶融シミュレーション結果 

吊下げ２次過熱器 スクリーン管 

火炉ノーズ壁上面 

ボイラ側面図 

堆積灰サンプル 通常の堆積灰（粉体状） 

実際の堆積灰サンプル 

堆積灰 

高さ 3～5m程度 
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１．緒言 

 火力発電所の石炭焚きボイラ内部では、燃焼灰の溶融に 

よる伝熱管付着あるいは飛灰の床面堆積といった現象が、 

常時発生している。付着あるいは堆積した燃焼灰は灰除去 

装置により取り除かれる。または、事前に灰付着が起こり 

にくい炭種組合せを検討することで、通常は問題となる灰 

付着／堆積が発生しない仕組みになっている。しかしなが 

ら、まれに除去設備の能力を超えた異常に大きな灰付着／ 

堆積が起こることがあり、これらは稼働率低下、ユニット 

運転停止すなわち安定供給に影響を与える可能性もある重 

要な課題である。想定外の灰付着／堆積発生の課題解決に 

は、一案としてボイラ内部の当該箇所をリアルタイムに監 

視することで、現象発生を早期発見し、そのタイミングで 

灰除去設備の動作頻度を上げることが考えられる。しかし 

ながら監視作業は所員による点検口からの目視点検が主で 

あり、そのため、リアルタイムでの発見は容易でなく、大 

半の事象は発生後に確認される。さらにボイラ炉内のよう 

な燃焼環境については、火炎の影響で視認性が悪く、高温 

部接触による火傷の危険を伴うことも連続的な監視作業が 

困難な原因であった。 

そこで我々は、サーマルイメージカメラを用いた火炎越 

しの連続撮影が本課題の解決に有効であると考えた。そし

てその適用性ならびに撮影されたデータの分析方法につい

て、当社グループの発電所実機にて試験開発を行ってきた。

本発表では、最近実施した再熱器（以下 RHと呼ぶ）に関す

る灰付着／堆積現象へ前述のサーマルカメラによる炉内可

視化技術を適用しメカニズムの解明へ至った事例について

紹介する。図 1に、石炭焚きボイラ模式図およびサーマル

カメラ撮影位置を示す。 

２．RH灰付着／堆積現象に関する調査 

 過去、図 2に示すような灰堆積が石炭火力発電所ボイラ 

内部の RHで発生しており、ユニット運転に支障をきたす他、 

停止後の清掃作業も課題になっている。我々は上記調査の 

一環で定期検査時のボイラに立ち入り、RH垂直管の灰塊付 

着と RH横置き管での管の隙間への灰塊挟まりを確認した。 

これらの事実から、RH垂直管で成長した灰塊が落下し、直 

下の RH横置き管に挟まり、飛灰がその上に堆積するという 

メカニズムを仮定した。一方で先述の通り、運転中のボイ 

ラは高温で、火炎の影響により視認性が悪く、目視による 

監視は不適である。また、メカニズム解明のためには長期 

間連続撮影が必要と考えられるため、炉内撮影専用のカメ 

ラが求められた。そこで、我々は市販のサーマルイメージ 

カメラを中心に長期間撮影に必要なシステムを構築した。 

これらをもとに灰塊生成箇所である RH垂直管近傍に点検 

口を追設の上、カメラシステムを配置し連続撮影に臨んだ。 

図 3に実際にボイラへ仮設したカメラシステムを示す。 

３．調査結果およびメカニズム解明 

 約 4ヵ月におよぶ RH垂直管連続撮影中に RH横置き管で 

灰堆積が発生し、発生前に推定したメカニズム通り、 

RH垂直管上に成長した灰塊が下方へ落下する様子を撮影 

できた。運転中の RH垂直管の灰付着・脱離の撮影は当社が 

初の試みである。図 4に実際に撮影された RH垂直管の灰付 

着の様子の一例を示す。図中白色部が灰、灰色部は垂直管 

を示しており、灰付着量の多寡が可視化できている。 

 また、RH垂直管での灰塊成および落下時の衝撃で破砕さ 

れないほど硬化する原因について、図 5のグラフで示す通 

り、撮影期間中のユニット運転データおよび使用炭種デー 

タの調査結果から、混炭に用いている炭種のうち Na2O量が 

多い方の Na2O量と RH入口ガス温度高という２つの条件が 

組み合わさっていることを明らかにした。石炭中の Na2O 

量高のケースでは灰付着力が強まり、灰塊が大きく成長し 

やすい。一方で、RH入口ガス温度高のケースでは、灰が焼 

結、硬化し落下時の衝撃にも耐えうる硬さとなる。すなわ 

ち、石炭中の Na2O量高と RH入口ガス温度高により、RH垂 

直管での灰塊が成長／硬化し、その灰塊が落下することで、 

RH横置き管の隙間に挟まり、閉塞を招くと灰堆積が発生す 

るという一連の灰堆積メカニズムを実証できた。 

４．結言 

 石炭焚きボイラにおける灰付着／堆積現象に対し炉内可 

視化技術の適用により、RHの上流にあるノーズ上部垂直管 

上に発生したクリンカが自重または除去設備動作により脱 

落することで、下方の RH横置き管に挟まり閉塞が生じ、そ 

の結果、RH灰堆積が起こるというメカニズムを実証できた。 

 課題解決の手段としては、炭種データや運転データをも 

とにした監視強化や灰除去装置の運転頻度を上げるという 

対策が考えられるため、現場適用に資するべく、引き続き 

調査および研究継続の上、成果を提供したい。 
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図 1．石炭焚きボイラ模式図および試験中の撮影位置            図 2．RH 横置き管上での灰堆積の様子. 
 

 

 
図 3．ボイラに仮設したサーマルイメージカメラシステム      図 4． RH 垂直管上の灰付着の様子 

                                （サーマルイメージカメラでの撮影結果） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5. RH 灰堆積調査期間中の再熱器入口ガス温度および石炭灰中 Na2O 量の推移 
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１．はじめに 

石炭焚き火力発電ボイラでは，石炭の燃焼によって生じ

た灰が伝熱管に付着，成長し，伝熱性の低下や閉塞を引き

起こすことで灰障害が発生する。灰障害の起こりやすさは

炭種によって差があり，これまで灰障害の起こりやすさを

評価する手法として膠着度試験を提供し，定量的に灰障害

を評価してきた。膠着度は，焼結した石炭灰のかたさを調

べて 0から 1の値で表し，数字が大きいほど灰障害の危険

性が高いことを示す。膠着度試験を実施するには，試料の

受け渡し，石炭灰と焼結体の作製およびかたさ測定という

プロセスを踏むが，仮に石炭灰の化学組成情報をもとにシ

ミュレーションで灰障害の起こりやすさを評価できれば，

データの受け渡しのみで評価が可能となる。そこで，熱力

学平衡計算ソフトウェア「FactSage」を用いたシミュレー

ションを行い，計算値と膠着度の相関を検証した。また，

石炭－バイオマス混焼条件における計算値と膠着度の比較

検討も実施した。 

 

２．FactSageにおける液相率 

 FactSageは，多成分系の化学反応をシミュレートできる

ソフトウェアである。物質の分子式や計算温度範囲，雰囲

気ガス組成等を入力することで，各温度で生成する化合物

の様々な情報が得られる。計算シミュレーションの一例と

して，図 1に入力物質を SiO2(50g)，CaO(30g)，Al2O3(20g)

とし，1気圧，空気雰囲気にて 1000から 1500℃で温度変化

させた場合の生成物の種類および量を計算した結果を示す。

1000℃において，CaSiO3や CaAl2Si2O8等の化合物形態で固

体として存在し、1150℃付近からスラグが生成することが

分かる。 

灰障害は部分的に溶融した灰が配管に付着して成長し

た結果発生すると推定される。そこで，石炭灰中に占める

溶融状態となった物質の割合が膠着度と相関があると考え，

この割合をシミュレーションで計算した。スラグ等，溶融

して液相になった物質量と，溶融せず固相として残る物質

量から，溶融した割合を“液相率”として 0から 1の数字

で求め，膠着度との比較検討を実施した。 

 

３．石炭の膠着度と液相率 

図 2 に，今回解析した石炭灰 16 種の液相率と，これま

で取得した膠着度結果を比較した結果を示す。ほとんどの

炭種で液相率の増加とともに膠着度が増加する傾向が見ら

れ，液相率がおおよそ 0.15を超えると，膠着度は灰障害の

危険性が高いことを示す 0.8以上になった。一方，図中左

上付近の領域Ａのように，液相率は非常に低いが高い膠着

度を示す炭種があった。また，図中右下付近の領域Ｂよう

に，液相率は高いが低い膠着度を示す炭種も存在した。こ

こで，領域 A,領域 B以外のデータに対し最小二乗法で算出

した近似曲線を図 2に示す。ほとんどの点が近似曲線近傍

に存在しており，膠着度と液相率の間に一定の相関がある

ことがわかった。また，FactSageにて計算した溶融スラグ

の粘度を図 2に併せて示す。膠着度と液相率の相関が認め

られた近似曲線付近の炭種の溶融スラグの粘度は約

101.7Pa・S であった。一方，領域Ａの低液相率で高膠着度

の炭種の粘度は約 100.2Pa・S で，近似曲線付近と比べ低か

った。領域Ｂの高液相率で低膠着度の炭種の粘度は約

109Pa・Sで，近似曲線付近より高かった。このように，近

似曲線から外れる炭種は粘度の値が近似曲線付近の炭種と

大きく異なる傾向があり，粘度が膠着度に影響を与えるこ

とが示唆された。 

 

４．石炭－バイオマス混焼条件への適用 

 石炭灰にバイオマス灰をカロリーベースで 30%混合し混

焼を模擬した場合の，膠着度と液相率の変化を比較した。

混合するバイオマスは竹および杉チップとした。図 3に竹

灰混合の有無による膠着度の変化を，図 4に液相率の変化

をそれぞれ示す。膠着度および液相率ともに，竹灰添加に

よって増加する傾向であった。図 5に杉チップ混合前後に

おける膠着度の変化を，図 6に液相率の変化をそれぞれ示

す。杉チップを混合しても，膠着度および液相率はほとん

ど変化しなかった。このように，バイオマス灰を混合した

際の膠着度の増減の傾向が，シミュレーションと一致した。 

 

５．まとめ 

 石炭灰において，実験値である膠着度と FactSageによる

シミュレーションで得られる液相率には一定の相関があり，

シミュレーションが微粉炭焚ボイラにおける石炭灰障害評

価に適用できる可能性が示唆された。また，バイオマス混

焼を模擬した際の膠着度と液相率は，変化の傾向が一致し

ており，混焼時の灰障害の検討にシミュレーションが適用

できる可能性が見いだされた。



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図 1 SiO2、CaO、Al2O3混合物の各温度における生成物        図 2 膠着度と液相率の関係 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

          図 3  竹灰混合の有無における膠着度の変化          図 4  竹灰混合の有無における液相度の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図 5  杉チップ灰混合の有無における膠着度の変化     図 6  杉チップ灰混合の有無における液相度の変化 
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１．はじめに 

 2011年の東北地方太平洋沖地震以降、地震の卓越周期や

継続時間が長い長周期長時間地震動への注目が高まってい

る。今後発生が危惧されている南海トラフ地震においても

長周期長時間地震動の発生が想定されており、このような

地震動への対策が求められている。火力発電用ボイラ構造

物は、ボイラの熱膨張を逃がすため支持構造物の上部から

ボイラを吊下げる構造としており、地震で振れやすい。こ

の対策として、従来からボイラと支持構造物の間に鋼製の

振れ止め装置が設置されているが、長周期長時間地震動に

対しては鋼材の疲労損傷も懸念されることから、長周期長

時間地震動や繰り返し発生する大地震に対しても効果を維

持できる装置が求められている。 

 そこで、筆者らは鋼製振れ止めの代わりに長周期長時間

地震にも対応可能なボイラ構造物向けの粘性流体ダンパを

開発した。本ダンパは、実構造物に対してすでに使用実績

のある粘性流体を用いたダンパを基にボイラ用に改良した

もので、大容量、長寿命、温度の影響を受けにくいなどの

特徴をもつ。本発表では、粘性流体ダンパによるボイラ構

造物の耐震性向上の基本概念、シミュレーションによる制

振効果の検証を報告する。 

 

２．ボイラ構造物用粘性流体ダンパ 

 ここでは、図 1のようにこれまでの鋼製振れ止めに代え

て粘性流体ダンパを設置する方法（振れ止めダンパ）、火炉

とケージ間の損傷を抑制する方法（損傷抑制ダンパ）の二

種類を提案する。いずれの方法も既設構造物への適用が可

能である。 

 著者らは、図 2のようなダンパを開発した。開発したダ

ンパの特性を図 3に示す。図 3の通り、本ダンパは熱膨張

のような低速時には小さい速度で稼働し、大地震のような

高速時には大きな抵抗力を発生する。また、環境温度の影

響も小さく、発生する抵抗力も大きいことからから、ボイ

ラ構造物に適切な性能を有している。 

 

３．シミュレーションによる振れ止めダンパの性能の検証 

 図 4のようなボイラ構造物を模した解析モデルを作成し、

振れ止めダンパの効果を検証した。振れ止めダンパは、支

持構造物とボイラの間にダンパを設置することで両者の相

対変形を抑えるとともに、支持構造物の応答も抑えること

を目的としたものである。図 4の通り、振れ止めダンパは

支持構造物とボイラの間に設置される。また、ダンパの復

元力は図 5のバイリニア特性を有するものとした。 

 解析結果の一例として、図 6に Taft EW波 50kineを入

力した際の最下部に設置したダンパの変形（つまりボイラ

と支持構造物の相対変位）、図 7 に同じく支持構造物の層

せん断力を示す。図 6のようにダンパの変形は従来の鋼製

振れ止めと同程度でありながら、図 7のように支持構造物

の層せん断力を抑制することが可能である。なお、本報告

では割愛するが、ダンパの累積変形量は確認されているも

のに比べてはるかに小さかった。また、ダンパの配置やス

ペックなどは実験計画法や遺伝的アルゴリズムなどにより

適切なものを求めることが可能である。 

 

４．シミュレーションによる損傷抑制ダンパの性能の検証 

 実地震でも確認されている火炉とケージの間の損傷を抑

制することを目的とした損傷抑制ダンパの効果を、前節の

解析モデル、方法を用いて検討した。損傷抑制ダンパは図

4の通りボイラの火炉とケージの間に設置される。 

 解析結果の一例として、図 8に Taft EW波 50kineを入

力した際のダンパの容量と火炉とケージの相対変位の関係、

図 9に同じく支持構造物の層せん断力を示す。図 8のよう

に、ダンパにより火炉とケージの相対変位を抑制すること

が可能である。この抑制には、ダンパ接合部に生じる荷重

等を考慮して適切なダンパ容量を選定することが望まれる。

なお、図 9のように、ダンパを設置しても支持構造物の層

せん断力に大差はないことから、ダンパは支持構造物に悪

影響を与えないといえる。 

 

５．おわりに 

 本発表では、ボイラ構造物用の制振装置として、長周期

長時間地震にも対応可能な粘性流体ダンパの適用を提案し

た。シミュレーションにより、ダンパを設置することで支

持構造物やボイラの損傷を抑制できることを確認した。



 

 

 

 

                                        図 2 開発した粘性流体ダンパ 

 

 

 

 

 

 

図１ 粘性流体ダンパ(振れ止めダンパ、損傷抑制ダンパ)の          図 3 開発した粘性流体ダンパの特性 

   ボイラ構造物への適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          図 4 解析モデル                      図 5 解析におけるダンパの特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 最下部に設置した粘性流体ダンパ(振れ止めダンパ)の挙動      図 7 粘性流体ダンパ(振れ止めダンパ)設置時の 

支持構造物の層せん断力 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図 8 粘性流体ダンパ(損傷抑制ダンパ)の効果           図 9 粘性流体ダンパ(損傷抑制ダンパ)設置時の 

支持構造物の層せん断力 
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１.背景 

近年､低レベル放射性廃棄物等のドラム缶内面からの腐

食による漏えいが問題となっており各種事例が報告されて

いる｡一般的な健全性評価手法としては超音波厚さ測定が

用いられているが､接触媒質を必要とすることから検査速

度に対する信号の安定性の問題や接触媒質に起因する 2次

的な腐食の発生が懸念される｡この様なことから､液体の接

触媒質を用いずに高速で健全性評価が可能な手法の開発が

求められている｡ 

本報告では健全性のスクリーニング手法として磁気飽

和型渦電流探傷手法を選定し､当該手法についてシミュレ

ーションソフトを利用しセンサ設計､製作を行い､ドラム缶

の健全性評価手法としての適用性について検討を行った｡ 

 

２.検査手法の概要 

一般的に渦電流探傷手法を強磁性体に適用する場合は､

磁気ノイズの影響や透磁率の不均一の影響等からノイズと

信号の分別が困難である等の課題があるが､今回検討した

磁気飽和型渦電流探傷手法は､これらの影響が低減可能な

ことから適用手法として選定した｡ 

当社では既に内挿型コイルにより磁気飽和型渦電流探

傷手法を原理とした検査技術である FTECT(Ferromagnetic 

Tube Eddy Current Testing)の開発を行い､強磁性体の熱

交換器チューブへの適用を図っている｡ 

本検討は強磁性体のドラム缶を磁気飽和させることに

より磁気ノイズを低減し､上置型コイルにより裏面側の腐

食を高速に検出することを目的としたものである｡ 

 

３.シミュレーションソフトを利用したセンサ設計 

センサの設計にあたり､効率的に試験体を磁化させるた

めの磁極配置についてシミュレーションソフトを利用し､

検討を行った｡シミュレーションは有限要素法の 3 次元静

磁場解析を実施し､試験体中の磁束密度(B)の算出を行った｡

試験体はドラム缶に使用されている材質である SPHC の板

厚 1.6mm とした｡図１にモデルの概念図を示す｡赤点線が

1/2モデルの切断面を示している｡図２に1/2モデルの試験

体部分のみのコンター図を示す｡コンター図表示面は試験

体中心側の面である｡ 

複数の磁極配置(Ⅰ～Ⅲ)を検討した結果､図２からⅠの

磁極配置が最も B が大きく､試験体中心部に均一に B が分

布していることが確認された｡得られた結果より､最も効率

的に試験体を磁化することが可能であるⅠの磁極配置を選

定しセンサの設計を行った｡ 

 

４.平板試験体を用いた検証 

製作したセンサを用いて平板試験体での検証を行った｡

平板試験体の材質はSPHC､板厚1.6mmとし､人工きずとして

直径 3mm,5mm,10mm で各直径に対し深さが板厚の

20%,50%,80%の計 9 個の平底穴と直径 2mm の貫通穴を加工

した｡図３に平板試験体走査時のセンサ写真を示す｡人工き

ず上を走査した結果､全ての人工きずの検出が可能であっ

た｡図４に検証時の波形の一例を示す｡人工きずが深くなれ

ば､波形の振幅値が大きくなることが確認された｡ 

また直径 3mm平底穴の場合におけるセンサの検出限界に

ついて検討を行った｡図５に直径 3mm の深さ 5～80%の平底

穴とベースノイズにおける波形の振幅値及びシミュレーシ

ョンから求めた平底穴中心位置上と健全部の試験体表面上

の Bの差(ΔB)を示す｡ΔBと振幅値の関係から 5%,10%の振

幅値を推定すると､5%はベースノイズより低い振幅値とな

り､10%はベースノイズを超える振幅値が得られ､検出限界

は 10%減肉相当であることが確認された｡ 

                                       

５.ドラム缶を用いた検証 

ドラム缶の塗装や化成処理の信号への影響及びドラム

缶の形状の影響を確認するため､ドラム缶を用いてノイズ

レベルの検証を行った｡ 

検証に使用したドラム缶は低レベル放射性廃物用ドラ

ム缶の新品であり内部は未充填のものである｡曲率や凹凸

に合った走査が可能な治具を用いてノイズレベルの測定を

行った｡図６にドラム缶での検証状況を示す｡その結果､ノ

イズレベルは平板試験体と同等レベルであり塗装や化成処

理の影響は確認されなかった｡これより平板と同様に内面

腐食が検出可能と考えられる｡ 

 

６.まとめ 

シミュレーションソフトを利用しドラム缶仕様に適し

たセンサの設計､製作を行い､低レベル放射性廃棄物等のド

ラム缶の健全性評価としてスクリーニング手法である磁気

飽和型渦電流探傷手法の適用性について可能性を確認する

ことができた｡ 



 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

図１ モデル概念図                                     図２ コンター図(1/2モデル) 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ センサ写真                                         図４ 検証時の波形一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

図５ 振幅値とΔBとの関係(直径 3mm､深さ 5～80%)                 図６  ドラム缶での検証状況 
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１．はじめに 

福島第一原子力発電所（1F）の廃炉を行う作業場所には、

透過力の異なる様々な放射線が存在する。放射線管理の現

場では、法令で求められている実効線量および等価線量の

管理のため、γ線による 1cm 周辺線量当量（H*(10)：表面

から 1cm 深さの線量率）、β線による 3mm 方向性線量当量

（H'(3)：同 3mm 深さ）・70μm 方向性線量当量（H'(0.07)

同 70μm深さ）を測定している。 

作業環境の線量率を測定するサーベイメータでは、従来

これら深さ別の放射線量を同時に測定できるものはなく、

複数台、複数回の測定を行う必要があった。 

当社は、これら深さ別の放射線量を同時に測定できる

β・γ同時弁別型線量計を、世界に先駆け実用化すること

ができた。 

本発表では、当社で開発したβ・γ同時弁別型線量計の

開発の概要を報告する。 

 

２．背景と課題 

放射線管理の現場ではβ線量当量率をβ＋γ線とγ線

の 2回の測定結果の差分により求めている。 

通常、β＋γ線とγ線を測定する際には電離箱に専用の

フィルタを装着して測定するが、1Fのような高汚染環境下

ではフィルタの着脱時の機器汚染リスクがあり、当社では

β＋γ線、γ線測定用としてあらかじめフィルタを装着し

た複数台の電離箱を準備し測定している。（図 1、図 2） 

電離箱は衝撃に弱く取り扱いに注意が必要であり、複数

台の携行は現場の放射線管理要員（放管員）にとって多大

な負担であるとともに、高線量率下での複数回の測定は放

管員の被ばく増加の一因となっている。 

 

３．放管員による要望により開発開始 

放管員からの強い要望を受け、当社グループ内の放射線

管理・計測技術開発部門が連携し開発を行った。測定器の

仕様の策定にあたっては、放管員の意見も取り入れ、現場

で無理なく運用可能な大きさ・重さ・稼働時間であること

を目標とした。 

 

４．測定器の構造 

β線とγ線の弁別測定にあたり、β線は軌跡に沿って連

続的にエネルギーを付与するがγ線は確率的反応で二次電

子を生成する、という違いに着目し、複数の異なるシンチ

レータを発光させその波形を弁別する手法を新たに考案し

た。開発に伴う技術的ポイントを以下に示す。 

 

① 四層フォスイッチ検出器の構成の決定 

β線を検出する 1,2層目はγ線混入率の低下を目的と

して薄い層とするとともに、1,2 層目とγ線を検出す

る 3 層目の間には 90Sr/90Y の高エネルギーβ線を止め

るのに十分な厚さのエネルギーダンパ層（0 層目）を

設け、3層目にはγ線のみ届く構成とした。（図 3） 

シンチレータの種類と厚さはシミュレーションおよ

び実線源での試験により決定した。 

② 信号処理アルゴリズムの確立 

異なるシンチレータ 3 種類の発光を弁別するために、

得られた波形データの微分処理を行い、傾きや最大値

から単独発光や同時発光を弁別するアルゴリズムを

完成させた。（図 4、図 5） 

③ 得られたデータを線量率に換算する処理 

H'(0.07)、H'(3)については、1層目単独発光、1,2層

同時発光の計数率から、H*(10)については、3層目単独

発光の計数率と波高値の和から ICRP のテーブルを使

用して算出している。 

④ 不感時間の補正 

波形弁別において波形が重なった場合、不感となる。

これは従来の不感時間補正が適用できないが、事象の

把握から補正式を算出し、測定上限まで直線性を保証

することができた。 

 

５．さいごに 

放管員としての問題意識や放射線安全への思いから世

界に類のない測定器の開発が始まり、γ線・β線を分離し

ながら、各々線量当量率をリアルタイム測定することので

きる JISに準拠した新型サーベイメータを製品化した。（特

許出願済）（表 1、図 6） 

本測定器は、水晶体の等価線量限度引き下げを背景に、

廃炉作業の進展に伴いβ線管理の重要性が増す 1F での現

場管理に大きく貢献するものであるととともに、定置式の

β線・γ線モニタや高 BG のγ線下での汚染サーベイメー

タへ応用することができ、今後の放射線管理の省力化に資

するものである。 



 

  

図 1、図 2 複数台の電離箱を携行する様子 

 

 

図 3 四層フォスイッチ検出器の構成 

 

  

図 4 出力波形と微分波形                図 5 波形弁別アルゴリズム 

 

  

表 1 測定器仕様                     図 6 測定器外観 



放射性汚染水処理吸着材の発泡性の検討方法 

 

東京電力ホールディングス株式会社 経営技術戦略研究所 

○水田
みずた

 祐司
ゆうじ

・梅田
うめだ

 陽子
ようこ

 

 

１．緒言 

 福島第一原子力発電所の放射性汚染水の浄化処理におい 

ては、ゼオライト系・チタン酸塩系吸着材など、様々な種 

類の吸着材が用いられている。これまでに我々は、吸着材 

の吸着性能の評価 1)だけではなく、吸着材の脱離 2)・脆化 

3)といった運用上のリスク評価も実施してきたが、今回新 

たに発泡によるリスクがあることがわかった。吸着材に発 

泡性成分が含まれていると吸着材の洗浄液が発泡し、通 

水・吸着の阻害となる他、差圧の上昇により汚染水処理に 

支障をきたす可能性がある。更に、系統内に混入した発泡 

水除去のため、設備停止を余儀なくされる。こうした運用 

リスクを避けるため、実規模(m3オーダー)での吸着材の発 

泡性の有無を小規模（mLオーダー）で確認する方法につ 

いて、検討したところ、吸着材の発泡性を数値評価できる 

目途を得たので報告する。 

 

２．試験方法 

 実機の前洗浄処理で発泡が確認された吸着材 Mを用い、 

発泡性の確認試験として、以下 4種類の方法を検討した。 

Ⅰ．デカンテーション洗浄した吸着材 5 mLをカラムに充 

填し、55 mL/minで汚染水を模擬した液（以下、模擬液） 

を通水し、カラム内及び出口水の発泡性を確認した。 

Ⅱ．50 mL遠沈管に吸着材 2.5 gと純水 2.5 mLを添加、 

10 cm幅、2回/秒で 10回上下に手で振とうし、発泡性を 

確認した。 

Ⅲ．デカンテーション洗浄した吸着材 2.5 mLと水道水 10  

mLを 50 mLガラス容器に添加し、撹拌機によって、5秒間 

撹拌し、発泡性を確認した（図１）。 

Ⅳ．吸着材 2.5 mLと水道水 10 mLを 50 mLガラス容器に 

添加、5分間の真空超音波脱気により洗浄した。その後、 

液を 10 mLの模擬液に置換して、30分間浸漬後、撹拌機 

によって 5秒間撹拌し、発泡性を確認した（図２）。 

 

３．結果と考察 

 吸着材 Mについて、試験ⅠからⅣの発泡性確認試験にて 

以下の結果が得られた。 

 実機の通水を模擬した試験Ⅰは、通水中のカラム内及び 

カラム出口水に発泡は確認されなかった。（図３）。 

試験Ⅰより発泡しやすいように撹拌した試験Ⅱは、撹 

拌後に若干の発泡が確認されたが、発泡量が少ないことか

ら、発泡性を数値評価することは難しいと判断した（図

４）。 

前処理洗浄を模擬した条件に強撹拌を組み合わせた試 

験Ⅲでは、発泡が確認されたものの、撹拌後 5～10分程 

度で消泡した。実機での発泡状況は数分で消泡すること 

はなく、模擬が不十分であると考えられた。そこで、実 

機ではカラム充填から前処理洗浄までにある程度の滞留 

時間があることを想定し、24時間静置後に再撹拌したと 

ころ、発泡層が確認された（図５）。 

通水工程を模擬した条件に強撹拌を組み合わせた試験 

Ⅳでも高さ 0.7 cmの発泡層が確認された。更に、24時間 

後に再撹拌した場合については、高さ 1.1 cmの発泡層が 

確認された（図６）。試験Ⅲ・Ⅳで 24時間後の方がより発 

泡した理由については、吸着材 M内に水が浸透し、界面活 

性剤の成分が吸着材から模擬液に溶出したためと考えられ 

る。 

試験Ⅲ及びⅣについて、吸着材 A、B、Cでも実施し 

た。その結果、吸着材 A、Bでは発泡が確認できず、吸着 

材 Cでは発泡が確認されたことから、少量の吸着材で、発 

泡の度合いを数値評価することができた。 

 

４．結言 

試験Ⅲ及びⅣの条件で、それぞれ前洗浄処理工程、吸 

着工程を模擬した吸着材の発泡性を数値評価する目途を得 

た。実機においては、吸着材中の発泡性成分の含有量が微 

量であっても、発泡リスクが顕在化する可能性があり、汚 

染水の浄化処理に影響を及ぼすことから、今後もこうした 

検討を継続することで、汚染水処理設備に新規吸着材を適 

用する際の運用上のリスク低減につなげていきたい。 
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図１ 試験Ⅰの概略 

 

図２ 試験Ⅱの概略 
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           図５ 試験Ⅲの結果              図６ 試験Ⅳの結果 
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１．緒言 

 福島第一原子力発電所では、原子炉建屋に地下水が流れ

込むことで放射性物質を含む汚染水が増加しないように、

建屋近傍に複数のサブドレンピット（地下水汲み上げ井戸）

を設け、地下水の汲み上げを実施している。しかしながら、

この汲み上げの継続に伴い、サブドレンピット内には鉄酸

化物や微生物由来の粘着物質などが集積していき、経時的

にポンプが詰まりやすくなるという問題がある。このため、

適宜、清掃やポンプ交換を行っているが、サブドレンピッ

トの場所によっては、2～3か月毎の頻繁な交換が必要であ

るため、安定した運用やコスト低減の観点から、汚れが付

着しにくい清掃方法や管理を行うことが求められている。  

この解決策の一つとして、サブドレンピットへのナノバ

ブルの添加を検討している。ナノバブルは浮遊物質に吸着

し、配管などへの付着を防止する効果や、スケールの剥離

効果があるとされ、水質浄化設備や給湯設備などへの適用

例が知られているため、サブドレンピット内においても汚

れ付着防止の効果が期待できる。しかしながら、ナノバブ

ルがサブドレンピットや周辺の集水配管内で消費しきらな

かった場合には、その下流にある、サブドレン他浄化設備

に流入する可能性があり、この設備内にあるセシウム・ス

トロンチウム用吸着材への阻害影響が懸念される。そこで、

まずはラボ試験を行い、ナノバブルの有無による吸着性能

の差異を確認することとした。 

 

２．試験方法 

 試験方法の概略を図 1に示す。サブドレン他浄化設備で

使用しているセシウム・ストロンチウム用吸着材 30mLを、

充填層の上下をスペーサーで固定した状態で直径 2cmのカ

ラムに充填し、ナノバブル水（ナノバブル濃度 0.5～１億

個/mL）で調製したサブドレン模擬液（塩化ナトリウム

0.051%、カルシウムとマグネシウムを各 50ppm、セシウム

とストロンチウムを各 2ppm添加したもの）を、190ｍL/min

の流量で連続通水した。なお、対照試験には、水道水で調

製したサブドレン模擬液を使用した。 

一定時間毎にカラム出口水中のセシウム・ストロンチウ

ム濃度をＩＣＰ－ＭＳで測定し、吸着が破過終点に達した

段階で通水試験を終了した。さらに試験後の吸着材は、充

填部位ごとに回収し、乾燥した後、外観観察を行った。 

 

 

３．結果と考察 

３．１ セシウム・ストロンチウム吸着性能への影響 

ナノバブル水条件と水道水条件によるセシウム・ストロン

チウムの吸着グラフを図 2に示す。試験の結果、セシウム

の吸着が破過終点に達したのは、ナノバブル水条件では

6000L通水時点、水道水条件の場合は 10000L通水時点であ

ったことから、ナノバブルによってセシウムの吸着が若干

阻害されることが確認された。一方、ストロンチウムの破

過終点は、ナノバブル水条件、水道水条件とも 2500L通水

時点であり、顕著な阻害影響は認められなかった。このこ

とから、セシウムのみが阻害を受けたのは、ナノバブルの

泡沫分離作用によるものと推定した。すなわち、セシウム

はイオンサイズが大きく、水和しないため、マイナスに荷

電しているナノバブルにも吸着してしまい、カラム出口に

逸脱してしまったと推察される。一方ストロンチウムは、

セシウムほどイオンサイズが大きくないので、水和した状

態で存在し、全体として荷電は±0 の状態となっているた

め、ナノバブルのマイナス荷電には影響を受けなかったと

推定した。 

 

３．２ 吸着材の外観観察 

試験後の吸着材の外観を図 3に示す。ナノバブル水条件の

カラム上流側のみ、吸着材の表面に、研磨されたような光

沢が見られた。吸着材は通水時の微小な振動により、ごく

僅かに擦れ合って微粉末が発生（脆化）することが分かっ

ているが、ここで発生した微粉末がナノバブルによって積

極的に下流へ運ばれることで、吸着材充填部の上流側に空

隙ができ、吸着材が流動しやすくなって、より多くの微粉

末が発生し、これらと吸着材の粒が擦れて、きれいな球体

に研磨された状態になったと推定した。また、これに関連

して、カラムの流量は、水道水条件では試験中終始一定し

て 190mL/minを保っていたのに対し、ナノバブル水条件で

は試験終期に 180mL/minまで減少することが確認された（

表 1）。このことから、ナノバブル水条件では、上流側で発

生した微粉末が中～下流側に蓄積し、目詰まりを起こした

ものと推定した。 

以上のことから、ナノバブルが残留した場合、セシウム

の吸着性能が若干低下すると共に、脆化しやすい吸着材に

ついては脆化促進と目詰まりのリスクがあることが分かっ

た。こうした知見を関係部署と共有し、今後も、汚染水処

理の安全確保と効率化を目指した検討を継続していきたい。 



（様式２） 

（図表ページ サンプル） 

 

図１ 試験方法概要 

 

  

図２ 破過終点までの通水量の比較 

 

 

                                  表１ 試験初期と終期のカラム流量の比較 

                       

 
ナノバブル水 水道水 

試験初期 

試験開始 1 週間平均 
189.3 189.5 

試験終期 

9～11 週目平均 
180.4 189.8 

 

図３ 試験後の吸着材の外観（実体顕微鏡）       
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1. はじめに 

沸騰水型軽水炉（BWR）では，炉心に装荷される燃料集

合体内を冷却水が流れ，核分裂による発熱で沸騰二相流が

生じ，その蒸気によりタービンを回して発電する。BWRは

沸騰二相流の蒸気の体積率であるボイド率に応じて原子

炉出力を制御しており，効率的な原子炉の運用には，ボイ

ド率の空間分布を精度良く予測することが重要である。

BWRの原子燃料は，燃料棒の細径化，燃料棒数の増加，部

分長燃料棒及びウォーターロッドの導入等により，高燃焼

度化や熱的裕度を向上させてきたが，形状も複雑になり

縦・横方向ともに非均質性が増してきた（図 1）。そのため，

従来の燃料集合体内の断面平均のボイド率で代表させる

核・熱水力設計は限界に近付きつつあり，今後は燃料棒ス

ケールでの評価が望まれている。その評価のための解析手

法も発展してきているが，それらの手法の妥当性確認には，

同等の解像度の原子炉内ボイド率の空間分布の実測デー

タが必要である。そのようなデータは計測が困難であるた

め，炉心の入口から出口までの高解像度のボイド率分布は

得られていなかった。そこで本研究では，種々の燃料集合

体の条件におけるボイド率分布を X線 CTで計測してデー

タベースを構築し，シミュレーションによる予測性を向上

させる手法を開発することを目的に取り組んだ。 

 

2. X線 CTによる燃料集合体内の 3次元ボイド率分布の高

解像度計測 

通電加熱による模擬燃料集合体を高温高圧熱流動試験

設備 SIRIUS-3D に設置し，BWR の炉内流動条件（7 MPa, 

約 290℃, 定格熱出力）を再現した上で，X線 CT を用いて

ボイド率の空間分布を 70 μmの高解像度で計測した。部分

長燃料棒の配置の影響，スペーサグリッドの旋回羽根の影

響など，複数の影響因子の影響を総合的に評価する試験デ

ータを取得したことで，バンドル内のサブクール沸騰やク

ロスフローなどに関するモデル提案やサブチャンネル解

析コード等の妥当性確認に資する二相流データベースを

構築することができた（図 2左）。[1] 

 

3. データ同化によるシミュレーションの予測性の向上 

機械学習と類似の「データ同化」を活用し，実測データ

との差異を学習させてサブチャンネル解析コードの数理

モデルを適正化する手法を開発した。この手法を用いて，

シミュレーションの予測性は大幅に向上し，従来難しかっ

た部分長燃料棒が複数本集中配置することでボイド率分

布が大きくひずむような燃料集合体内の二相流の予測性

も改善された（図 2右）。[2] 

 

4. 今後の活用 

本研究成果の活用により，安全裕度の適正評価が可能と

なる。具体的には，炉心の出力分布（ピーキング）を 8%適

正化できる見通しであり，その結果，取出燃焼度を約 5％

向上でき経済性が向上するとともに，使用済燃料の体数も

減少できる。また，取得した二相流データベースは，手法

やモデルの妥当性確認に利用できることから許認可にお

いて説明性を高めるので，10×10燃料等の熱的裕度の高い

新型燃料の導入に活用できる。熱的裕度が高い燃料が採用

されると現行炉，新設炉ともに原子炉増出力が容易となる。 

 

5. まとめ 

BWR の高温高圧の炉内の沸騰二相流を試験装置で再現

し，燃料集合体内のボイド率の 3次元空間分布を，X 線 CT

を用いて高解像度で計測することにより，種々の燃料集合

体の形状に対する二相流データベースを構築した。 

機械学習と類似の「データ同化」を用いた予測性向上手

法を開発し，従来難しかった二相流シミュレーションを発

展させた。 

このデータベースと開発した手法を活用すれば，BWRの

安全裕度の予測性が高まり，経済性向上が達成できる。 
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図 1 沸騰水型軽水炉（BWR）の燃料集合体の開発の変遷 

 

 

 

図 2 種々の部分長燃料棒の配置でのボイド率の高解像度計測，データ同化による予測性向上，及び今後の効果 
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１．電子版事前消火計画導入の経緯 

火災発生時は迅速かつ安全な対応が求められることか

ら，火災エリア毎の詳細な消火戦略（事前消火計画）を

定める必要がある。事前消火計画は一般的に紙で作成さ

れ，以下の情報が記載される。 

・火災エリアへのアクセスルート 

・使用可能な消火設備 

・火災エリア内のハザード情報（高電圧機器，油内包

機器，薬品，放射線量等） 

・火災エリア内の火災防護対象設備の情報 

しかしながら，事前消火計画を紙で作成した場合，大

量の紙資料を作成・保管する必要があるとともに，火災

発生時の検索性や可搬性に課題があることから，島根原

子力発電所においては電子版事前消火計画を導入した。 

 

２．電子版事前消火計画(PRISM)の概要 

電子版事前消火計画は，必要な情報を入力した専用ソ

フトウェア(PRISM)をタブレット端末に搭載して使用す

る。タブレット端末は，火災対応に係る要員が消火戦略

を共有できるよう表１のとおり配備している。 

火災が発生した場合，タブレット端末上で火災エリア

を選択すると当該エリアにおける火災対応に必要な情報

（アクセスルート，指揮所の位置，使用可能な消火設

備，ハザード情報等）が表示される。電子版事前消火計

画には消防隊の安全や消火設備の配置を考慮してアクセ

スルートを決定するロジックが組み込まれており，火災

が拡大した場合やアクセスルートが使用できない場合に

おいても，それらの情報を入力することで現場状況に応

じた最適な消火戦略に更新することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．電子版事前消火計画の利点 

電子版事前消火計画を紙の事前消火計画と比較した場

合以下の利点があり，消防訓練においてもその有効性を

確認している。 

・タブレット上で火災エリアを選択すると必要な情報

が即座に表示されるため，火災対応の迅速化に繋が

る。 

・搭載できる情報量が多く，必要な情報を適宜簡単に

取り出すことができる。 

・火災の拡大，複数火災，通路の閉塞等が発生した場

合でも，現場状況に合わせて消火戦略を変更するこ

とができ，柔軟な対応が可能である。 

・耐衝撃および防水のケースを装着したタブレットを

使用するため，保管・運搬が容易であり，雨等の悪

条件下でも問題なく使用できる。 

・建物や設備の変更等により更新が必要となった場

合，電子版の場合は該当部分を 1回修正すれば更新

が完了するため，更新作業が容易である。 

 

４．今後の展望 

電子版事前消火計画を導入したことにより，火災対応

において大きな改善効果を得ることができた。今後，電

子版事前消火計画の拡張性を活かした更なる改善とし

て，以下の機能拡張を予定している。 

・火災による安全停止機能への影響確認 

プラントの安全停止に必要な機器およびケーブルの

配置情報を電子版事前消火計画に反映することによ

り，火災により影響を受ける可能性のある安全停止

機能を特定する。 

・消防設備停止情報の反映 

消防設備停止情報を他システムで管理する予定であ

り，システム連携により消防設備停止情報を電子版

事前消火計画に自動反映する。これにより消防設備

停止情報を考慮したアクセスルートや消防設備の選

定が可能となる。 

 

上記の改善を実施するとともに，消防訓練や火災教育

において継続的に習熟度の向上を図り，電子版事前消火計

画の強みを生かして火災対応を強化することを考えてい

る。 

 



 

表 1 事前消火計画の配備場所および使用者 

配備場所 使用者 

中央制御室 当直長，当直員 

中国電力事務所 
自衛消防隊長 

自衛消防隊副隊長 

委託消防隊執務室 委託消防班長 

火災対策本部 
火災対策本部要員 

（所長他） 

 

 

 

図 1 事前消火計画用タブレット端末 

 

 

 

図２ 消防訓練における電子版事前消火計画の使用状況 
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１．背景・課題 

国内原子力発電所では、福島第一原子力発電所の事故を

契機に制定された新規制基準への適合に向けた安全対策工

事が進めてられている。その多くは機器、配管、電路、ダ

クトやそれらの支持構造物の追設であり、互いに干渉しな

いように、限られたスペースの建屋内に配置する必要があ

る。安全対策設備の設計・施工が複数の企業により実施さ

れる場合、日々変化する現場状況や互いの設備の配置計画

を認識出来ず、施工段階で設備同士の干渉が発覚し、再検

討となる懸念がある。この懸念の解消には、複数の企業が

日々の現場状況や互いの設備の配置計画を認識することが

出来、円滑な改造工事推進に向けたコラボレーションを可

能にする環境が求められる。 

 

２．コラボレーションを実現する環境の提供 

２．１ ３次元空間情報共有Webアプリの概要 

上記の環境を提供するため、建屋内の現場情報（３６

０°画像・レーザースキャンによる点群データ）と設計情

報（３ＤＣＡＤモデル）とを任意の視点で閲覧できるプラ

ットフォームである、３次元空間情報共有Webアプリを提

供している。図１に当該Webアプリの画面構成を示す。画

面左側の「キープラン操作エリア」に、配置図と３６０°

画像の撮影位置やレーザースキャンの計測位置を表示し、

撮影位置や計測位置を選択することで、その位置での視点

に対応する現場状況、設備敷設計画が画面右側の「ビュー

操作エリア」に表示される。電力事業者、協力会社を含む

複数企業が Web ブラウザで閲覧できる環境を整えており、

遠隔より現場や設備の敷設計画を相互に把握することが

出来、設備の干渉の防止や配置調整が可能である。 

 

２．２．撮影位置を推定した３６０°画像の登録 

３次元空間情報共有Webアプリには、点群データの他、３

６０°画像をデータベース化して表示する機能がある。

３６０°画像には点群データのような奥行などの座標情

報はないが、鮮明な画像を容易に撮影出来るという利点が

ある。また、３６０°動画の撮影位置推定技術の活用に

より、撮影位置情報を有する３６０°画像を容易に抽出

すること（当社開発）が出来るという利点もある。この撮

影位置推定技術は、被写体の特徴点の位置の変化から相対

的な撮影軌跡を自動推定することが出来る技術である。被

写体の特徴点は周囲との輝度の違い等から抽出される。図

２（１）に撮影位置推定処理の様子を示す。 

自動推定された相対的な移動軌跡は、撮影開始及び終了

箇所などの撮影位置情報があれば、配置図上に実スケール

の移動軌跡を割り付けることができる。図２（２）に配置

図に割り付けた移動軌跡を示す。軌跡上の任意の位置の

360°画像と位置情報を抽出して３次元空間情報共有 Web

アプリに登録する。撮影者は歩きながら動画を撮影し、撮

影開始及び終了箇所を記録するだけで良い。歩きながら動

画を撮影する手段の一例として、図３にヘルメットに装着

した３６０°カメラを示す。GPS 等を利用できない建屋内

においても、撮影軌跡を記録する必要はなく、撮影者の作

業量が少ないため、日々の現場状況の変化を関係者に共有

することが可能である。 

 

２．３．空間情報とリンクした企業間コミュニケーション 

３次元空間情報共有Webアプリは３Ｄ空間内におけるコ

ミュニケーションも可能である。３Ｄ空間内へ直接コメン

トタグを付けたり、表示画面を再現するリンクが付いた連

絡票を送付することで、空間情報と紐づいた企業間の情報

発信、連絡、企業間コラボレーションを支援可能な環境と

なっている。図４に当該Webアプリの表示画面を再現する

リンクが付いた連絡票を示す。このリンクを読み込めば、

当該Webアプリ上に同じ視点の３６０°映像や３ＤＣＡＤ

モデル、点群データを表示することができ。複数の関係者

で同じ視点で現場の３次元情報を共有できる。 

 

３．まとめ 

複数企業による円滑な改造工事推進に向けたコラボレ

ーションを可能にするため、建屋内の３６０°画像、点群

データ、３ＤＣＡＤモデルを任意の視点で閲覧でき、３Ｄ

空間内でコミュニケーションが出来るプラットフォーム、

３次元空間情報共有Webアプリを提供している。３６０°

動画の撮影位置推定技術を活用することにより、撮影位置

情報を有する３６０°画像を容易に抽出することが出来

る。現場の情報を容易に共有することが可能となることか

ら、同様な技術課題を抱えている事業者に当該技術を提供

して発電業界全体の課題を解決していきたい。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ３次元空間情報共有 Web アプリの画面構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図２（１） 撮影位置推定処理の様子         図２（２） 配置図に割り付けた移動軌跡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ ヘルメットに装着した３６０°カメラ 

 

図４ 表示画面を再現するリンクが付いた連絡票 
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１．はじめに 

 原子力規制庁(NRA)による原子力規制検査が施行され，設

計管理の検査ガイドにて，原子力プラントの設計や運用変

更等の場面で変更の影響評価とインプットとアウトプット

の設計妥当性確認，変更の管理が行われている事を確認す

ることとなっている。発電所の各設備・機器が設計で要求

したとおりに製作・設置され，運転・維持（保全）されて

いることを常に確認，保証するためには，設計要件・根拠

の整理・把握と設計管理・構成変更管理プロセスの構築が

必要となっている。 

２．課題 

構成管理では，設計情報の一元化と変更の影響評価，変

更の反映状況の管理が重要であるが，設計根拠や変更影響

の網羅的な把握や，過去の設計履歴の短時間での収集は困

難となっている。また，設計情報は，個別に種々のデータ

ベースで管理されており，評価や解析で扱うインプットの

妥当性を都度確認している。設計根拠や変更影響を網羅的

かつ具体的な確認や，改造が繰り返されたプラントの現在

の状態を把握する際，過去の設計履歴を手作業で収集する

ため時間が掛かり，完全な把握も難しい。情報収集の時間

を削減して顧客が期待する速度・品質で情報提供するため

には，設計根拠や変更影響を速やかに特定する必要がある。 

３．構成管理支援システムの概要 

上記の課題を解決するべく，設計情報の整合を維持する

方法をいくつかのサブテーマ分けてシステムの開発を行っ

た。下記に開発したシステムの概要と効果を示す。 

① CADファイルと出力データ，設計図書を組み合わせた

CM機能 

CMシステムに必要なDBは，各システムに分散して格納

されている状態であり，全てのDBを一度に統合するこ

とは困難な状況となっているが，GraphQLを利用し，複

数DBに分かれたデータにアクセスして連携動作させる

システムを試作・検証を行った。これにより各システ

ムが保有する情報の保有の有無をリスト上で識別し，

詳細情報へはリンクを通じてアクセスすることが可能

となった。（図1） 

② 図書間の連携情報を用いた構成管理システム 

設計変更の管理や変更に伴う影響評価において，設

計図書や関連法規，根拠書等をデータという観点で捉

え，関連する図書同士の連携だけではなく，設計値な

どの具体的な記載部同士を連携させてることで，デー

タの流れや接続性が担保できると考え，システムの開

発・検証を行った。これにより設計根拠や変更影響を

網羅的かつ具体的に把握することが可能となった。

（図2） 

③ 空間情報の取扱い機能の実装 

発電所の設計においては，空間情報も構成管理上重要

なもの取り扱うことを目指している。直面している課

題として，各所評価や解析等で躯体の面積・容積を求

める場合，図面から手拾いで寸法拾い計算する機会が

多く，算定や品質確保に時間を要している。改善策と

して，BIMデータを拡張し，建屋内の指定した対象室の

床・天井・壁の躯体厚や，位置関係を踏まえて，面積

や容積を算定するシステムを開発した。（図3） 

４．今後の予定 

構成管理として管理すべき図書の識別及び，変更時の影

響範囲の特定とその管理，その他品質や工事記録などの更

新される情報の収集を業務プロセスに組込むための改良に

取り組む。 



 

 

図1 DB連携システム 連携サンプル 

 

  

図2 図書の情報を連携させてシステムの利用画面 

 

 

図3 空間構成管理情報から容積を算出するアドインソフトの利用画面 



火力・原子力タービン発電機向け点検ロボットの開発 
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１．はじめに 

火力・原子力発電所に設置されるタービン発電機は、

定期点検によって維持管理されており、点検前後の発電機

の分解・組立に工期を要することから、稼働率向上のため

に、点検周期延長と点検工期短縮のニーズが高まってい

る。弊社では発電所の稼働率向上にあたり、点検工期短縮

及び点検周期延長に寄与する精密点検ロボットの開発を進

めており、弊社が持つ点検ロボット技術について取組みを

紹介する。 

 

２．ロボットの適用に関して 

発電機は、固定子と回転子から構成されており、点検

ロボットは両者の間隙から発電機内部へ挿入され、固定子 

又は 回転子上を走行し内部点検を行う。（図１） 

発電機は、容量と冷却方式で分類することができ、容

量の小さい空気冷却方式では発電機のサイズが小さく、点

検ロボットはより小型のものが求められる。 

一方、大型の水冷却発電機では、内部に通風冷却の効

率を高める事を目的としたセグリゲーティングバッフル

（図２）が設置されており、これに対応して機内を走行す

ることが求められる。 

弊社では小型発電機に対応可能な薄型点検ロボット

と、バッフル乗越えを可能とする高機能型ロボットの、2

種類のロボットを開発し、幅広い発電機構造の点検を可能

とした。（図３） 

 

３．薄型点検ロボット 

 薄型点検ロボット（図 4）の特徴を以下に示す。 

（１）固定子鉄心表面を磁力吸着にて走行する 

（２）外形寸法：長さ 325mm、幅 172mm 

厚さ 10mm（突起を含まないフレーム厚さ） 

   質量：0.75kg 

（３）従来ロータを引抜き専門検査員により実施していた

詳細検査と同等の品質検査項目を実施可能 

①固定子 及び 回転子の目視検査 

②固定子コイル楔緩み検査 

③固定子鉄心欠陥検出検査 

④回転子コイル通風孔目視検査 

（４）自動走行、自動検査、自動診断機能による専門検査

員不要の高品質な検査、及び検査時間の短縮 

４．高機能型点検ロボット 

高機能型点検ロボット（図５）は以下の特徴があり、

薄型点検ロボットの検査メニューに加え、以下の機能が実

装されている。 

（１）固定子鉄心、回転子間で姿勢保持し回転子上を走行

する。 

（２）外形寸法：長さ 700mm、幅 315mm 

厚さ 33mm（アームを畳んだ状態のフレーム厚さ） 

質量：4.7kg 

（３）前記①～④の検査メニューに加え、 

   ⑤回転子非破壊検査 の実施が可能 

（４）バッフル（図２）付き大型発電機の点検が可能 

 

５．点検ロボット適用による効果 

点検ロボットを用いる事で、詳細検査のための回転子

の引き抜きが不要となり、分解・組立作業の大幅な簡略化

により、全体の点検工期を従来の約 1/2程度に短縮するこ

とができる。（図６） 

また、詳細点検周期の間に設定する簡易点検時にも、

ロボットにより詳細点検時と同様の検査を実施することが

できるため、短期間かつ高頻度での発電機詳細点検が可能

となり、従来の時間を基準とした保全計画ではなく、点検

データを活用した状態監視に基づく保全計画を行うこと

で、計画外停止の回避や点検周期延長といった発電所の稼

働率向上に寄与できる。 

 

６．おわりに 

薄型点検ロボットは海外原子力発電所において初適用

しサービスを開始しており、高機能型は 23年度から点検

サービスを開始予定となっている。 

今回開発した 2種類の点検ロボットにより、幅広い発

電機と、点検のニーズに対応する事ができ、点検工期の短

縮のみならず、点検データを活用した故障予兆診断や適切

な点検プログラムの作成により、将来の点検周期延長に寄

与することが可能となる。 

タービン発電機点検の効率化を目指し、発電所の稼働

率向上に貢献していく。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ タービン発電機構造（固定子と回転子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ セグリゲーティングバッフル               図３ 発電機タイプとロボット適用範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図４ 薄型点検ロボット                図５ 高機能型点検ロボット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   図６ 点検ロボット導入による詳細点検の工期短縮事例 

 



固定子および回転子点検ロボットによるタービン発電機の点検技術 
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１．はじめに 

 近年，電力小売自由化や需給調整市場の開設などの電力

取引市場の環境変化により，発電事業者にとって保全投資

と発電機故障リスクのバランスの追求がより重要となって

きており，タービン発電機の定期点検は延伸もしくは省略

される傾向にある。 

三菱電機では，それらの故障リスク低減と保守コスト合

理化の両立を目的に，発電機内の狭いスペースに進入可能

な発電機用薄型点検ロボット（ＧｅｎＳＰＩＤＥＲⓇ）の

開発に従来から取り組んできた。今回，既に市場展開済み

の固定子点検サービスに加え，新たに開発した回転子用薄

型点検ロボットにより，従来は回転子引抜工事に伴い長期

間を要したタービン発電機空隙部の回転子の重要部品の点

検を回転子挿入状態で短時間で実施可能としたため，本発

表ではそれら詳細について紹介する。 

 

２．タービン発電機空隙部の重要部品の点検 

 タービン発電機が求められる性能を十分に安定して発揮

し続けるためには，計画的な点検および保守が必要不可欠

である。点検・保守が必要な部品のうち，発電機運転中に

常に機械的・電気的ストレスに晒される空隙部の重要部品

については，点検のために回転子引抜工事を要するものが

ある。例えば，固定子コイルを機械的に保持する役割を持

つ固定子ウェッジの緩みの点検，固定子鉄心の層間短絡の

点検，回転子・固定子の冷却通風路の閉塞の点検，回転子

コイルを機械的に保持する役割を持つ回転子ウェッジのき

裂の検査などである（図１）。 

上記の代表的な点検項目のうち，回転子ウェッジのき裂

の検査を除く固定子側の点検項目については，２０１７年

より市場展開している固定子用薄型点検ロボット（図２）

により，回転子挿入状態での点検を既に実施可能としてい

る。固定子用薄型点検ロボットは，薄さ１９．９ｍｍで構

成され，磁力により固定子鉄心内面に吸着し固定子と回転

子の間の空隙部を軸方向に移動でき（図３），特に固定子ウ

ェッジ緩みについて「固い」～「緩い」の５段階で精密な

評価を実現したことで，顧客の合理的な保全計画策定への

貢献を可能としたことを特長としている。 

 

３．回転子用薄型点検ロボットの開発 

 タービン発電機の空隙部の重要部品のうち，特に回転子

ウェッジについては，機能面から一部に非鉄材料を適用し

ており，長期運用に際しき裂が発生，もしくは最悪の場合

には破断・飛散し発電機故障に繋がるリスクがあるため，

一般に定期的な点検が推奨されており，それには回転子引

抜工事を要していた。このため当社は，回転子挿入状態で

の回転子ウェッジを検査したいという市場ニーズに応える

べく，新たに回転子用薄型点検ロボットを開発した（図４）。 

回転子用薄型点検ロボットも，固定子と回転子の間の狭

い空隙部を軸方向に移動する必要があるため，対象機の規

模と搭載部品サイズを勘案し薄さを３０ｍｍ以下と設定し

た。また，固定子用薄型点検ロボットの走行機構を流用し

磁力により固定子鉄心内面に吸着しながら走行できる構成

とした。回転子ウェッジのき裂の検査には従来と同様に，

既存技術である超音波探傷検査を採用する。ただし，従来

は検査員の手による探触子の精細な走査により一次元での

探傷を実施していたが，これをわずかな薄さで実現するこ

とは難しいため，回転子用薄型点検ロボットにはフェーズ

ドアレイ式の探触子を搭載した。これにより，二次元的な

探傷を可能とすることで機能要求の複雑化を回避し，検査

の高精度化と装置の高信頼性を実現した。回転子用薄型点

検ロボットは点検対象の回転子ウェッジ位置近傍まで軸方

向に移動し，探触子を径方向に昇降させ回転子ウェッジに

押し当てることでき裂を検査する。吸着する固定子鉄心と

点検する回転子ウェッジの周方向の位置関係は発電機の設

計によって異なるため，位置調整のために探触子を周方向

に移動させる機構も搭載し，様々な発電機での検査を可能

としている（図５）。 

 

４．今後の発電機状態監視保全への取り組み 

 現在は４年に１度の回転子引き抜きを伴う発電機点検を

標準的に推奨しているが，各部品で損傷リスク・重要度も

異なることから，昨今の市場環境も考慮すると，発電機故

障リスクの低減と保守コストの合理化を両立するリスクベ

ースの保全計画へ移行していくことが今後重要になってい

くと考えている。当社が開発した薄型点検ロボットを用い

た回転子引抜工事を伴わずにタービン発電機の空隙部の重

要部品の点検を行う技術は，この目標達成に向けた有用な

手段の一つであり，関連する技術開発に引き続き取り組み，

発電機状態監視保全の実現・高度化による顧客価値の最大

化に貢献する。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ タービン発電機空隙部の代表的な点検項目            図２ 固定子用薄型点検ロボット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図３ 固定子用薄型点検ロボットの空隙部での配置           図４ 回転子用薄型点検ロボット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図５ 回転子用薄型点検ロボット探触子昇降および位置調整概略図 

【固定子】 

・固定子ウェッジの緩み点検 

・固定子鉄心の層間短絡点検 

・固定子通風路の閉塞の点検 

【回転子】 

・回転子ウェッジのき裂検査 

・回転子通風路の閉塞の点検 
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火力発電所のプラントデータを活用した予兆検知／性能向上ソリューション技術の適用 
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１．はじめに 

天候によって出力が大きく変動する再生可能エネルギ

ーの増加に伴い，電源構成におけるベースロード電源とし

ての役割を担っていた火力発電は，太陽光発電や風力発電

の変動を吸収する調整用電源としての役割が大きくなり，

より一層高効率で信頼性の高い運転が求められるようにな

ってきた。すなわち，調整用電源として急峻な負荷変動運

転においても予期せぬ故障によるプラントトリップを未然

に防ぐ管理が最重要課題の 1つに挙げられてきている。さ

らに，石炭火力においては脱炭素化社会に向けて，より高

効率な運転を推進する事が求められている。 

東芝エネルギーシステムズ(株)は，エネルギーIoTサー

ビス ”TOSHIBA SPINEX for Energy”ソリューションを提

供することで，火力発電プラントの安定運転，運用効率化

に寄与するべく取り組んでいる。本ソリューションによ

り，大量のプラントデータをビッグデータとして取り扱う

ことができ，プラントの性能向上に向けた運転支援や，機

器異常の予兆を捉える故障予兆診断を可能としている。 

本稿では北陸電力(株)の火力発電所に納入した製品の

適用・運用を実例として上記ソリューションを紹介する。 

 

２．TOSHIBA SPINEX for Energy 

図 1に TOSHIBA SPINEX for Energyのソリューション

の全体概要を示す。当ソリューションでは，「最適発電計

画」「性能分析」「異常予兆検知」などの各種マイクロサー

ビスを組み合わせ「統合ダッシュボード」上で情報を一元

管理することにより，火力発電設備のあらゆる情報を可視

化することを可能としている。これにより機器の稼働状態

や故障予兆情報をタイムリーに把握することで，既存設備

の稼働率を高めるための運用方針やメンテナンス計画など

の経営判断に役立てることができる。 

 

３．予兆検知ソリューション 

火力発電所にある多くの機器の故障予兆検知は，当社

の EtaPROTMの APR(Advanced Pattern Recognition)機能を

用いて実現している。本ソリューションでは,監視対象機

器に関連する各種センサ(温度，圧力，流量など)をグルー

プ化し，各センサの正常時データを登録する。登録した正

常時データから，AI(Artificial Intelligence)による近

傍法アルゴリズムを用いて，各センサが取り得る期待値を

算出する監視モデルが構築される。この期待値と実測値の

乖離を運転員や保守員のユーザ PC上にオンラインで表示

し，この乖離がしきい値を逸脱した場合には警報通知する

ことにより，その機器の異常予兆として事前に捉えること

ができる(図 2)。また，誤検知や過検知を防ぐために，監

視するタイミングや条件をユーザで定義できる警報抑止を

設定したり，海水温などの入力点をグループに追加するこ

とで季節変化に追従させたりすることで，プラントの運転

条件に適した監視を実現することができる。 

 

４．性能向上ソリューション 

火力発電所の従来の性能計算や損失計算は，プラント

監視用計算機などで行われ，その結果を運転日誌(ログ)と

して運転員が運用・管理しているが，プラントの高効率運

転，効率低下要因の検証などを行うためには，リアルタイ

ム情報に基づくより細かな効率変動要因の分析と可視化が

必要である。 

当社は EtaPROTMの Virtual Plant機能を用い,エンジニ

アリングデータから発電プラントの熱効率モデルを構築

し，この熱効率モデルベースの性能値と実データによる性

能値をリアルタイムに比較することで，性能劣化度合いと

その要因を可視化できる。Virtual Plant機能では当社で

納入したタービン発電機および関連補機だけでなくボイラ

ーや環境設備などプラント全体の性能劣化要因も分析して

提示することができる(図 3)。 

また，熱効率モデルをオンラインデータと切り離して

オフラインでの分析に使用することも可能であり，機器更

新・改善を行った際のシミュレーションを行うことで改善

効果の事前検証等が可能である。 

 

５．まとめ 

2021年 3月より，敦賀火力 1，2号機および七尾大田火

力 1，2号機に順次導入し運用を開始している。 

今後も運用向上・改善を実施しながら，順次他プラン

トへの適用拡大による課題解決を目指す。 
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図 1 SPINEX for Energyの提供ソリューション 

図 2 予兆検知ソリューションの運用フロー 

図 3 性能向上ソリューションの設定・表示概要 
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インフラサービスへの取り組みと Toshiba SPINEX for Energy（IoTプラットフォーム） 

 

東芝エネルギーシステムズ株式会社 インフラサービス開発・設計部 インフラサービス開発グループ 

沼波
ぬなみ

 宰
つかさ

 

 

１．はじめに 

近年，カーボンニュートラルへの対策として運転の効

率化が求められている。また検査・点検といったメンテナ

ンスの面においても，電力設備の安定を支えるための異常

予兆のような高度な分析機能が求められている。東芝エネ

ルギーシステムズ(株)ではこれらの問題に対し，従来培っ

てきたインフラシステムを基盤としつつ，デジタル技術を

駆使した高度な監視やデータ分析を実現するための IoTソ

リューション”Toshiba SPINEX for Energy”にて各種サ

ービスを開始した。本稿では，そのソリューション概要

と，それを支えるプラットフォームの特徴，および，適用

事例について説明する。 

 

２．TOSHIBA SPINEX for Energy 

TOSHIBA SPINEXは東芝グループ全体として担う事業領

域のインダストリアル IoTサービスの総称であり，

TOSHIBA SPINEX for Energyでは発電所や変電所の運用デ

ータ見える化をサポートするダッシュボードをはじめと

し，エネルギー領域で活用できる各種サービスをリリース

した。このサービスの基盤となるプラットフォームは，

CPS（サイバー・フィジカル・システム）テクノロジーを

駆使し，インフラシステムから収集したデータを有効活用

できる仕組みを実現している。 

 

３．プラットフォームの特徴 

TOSHIBA SPINEX for Energyプラットフォームの特徴を

図 1に示す。 

マイクロサービスとは，予め可能な限り小さな機能単

位でサービスを作成しておき，それらのサービスを選択式

で組み合わせてシステムを構成できるようにすることで，

課題解決型でニーズに沿ったソリューションを提供する手

法である。この手法を実現するために重要な特徴として分

散データベースがあり，これは必要なサービス間をシーム

レスに連携可能とするためのものである。1つのマイクロ

サービスは単一機能が独立性を持って動作できることが前

提であり，それぞれが専用の単一データベースを持つ設計

としている。これらの仕組みにより，初めは小さな単一機

能で運用を開始し，必要な機能を後から追加する運用であ

っても，それらが一体となり機能連携可能なシステムを構

築可能で，大きな複合機能を容易に実現可能としている。

ハイブリッド構成では，発電所の中に計算機を設置して運

用するオンプレミス型，より他サービスとの連携の可能性

が広がるクラウド型の両方にサービス適用可能としてい

る。情報モデルは，例えば機器(ポンプ等)の実態を一度抽

象化したモデルとして定義した上でデータを紐付けしてお

き，その定義を使ってデータへのアクセスを行うことで簡

単に必要な情報にアクセスできる特徴を持つ。オープン

APIは公開インターフェースを意味しており，各マイクロ

サービスがその機能のインターフェースを公開しあうこと

でサービス間の連携を容易にし，共創の輪を広げる役割を

持つ。UXデザインでは，予め用意された画面部品を自由

に選択・配置し，そこへモデル化したデータを指定するこ

とで簡単に監視画面を構築できるための機能を実現してい

る。シングルサインオンは認証技術の一つであり，単一機

能であるマイクロサービスを組み合わせた複合機能のそれ

ぞれを利用する場合でも，その都度ログイン操作をせずに

利用できる仕組みを実現している。 

 

４．サービス適用事例 

プラットフォームの特徴であるマイクロサービスとし

て，分析・診断サービスを適用したソリューション事例を

紹介する。それぞれのソリューションにおいては，初めに

サービスを運用する準備として，機器やプラントをモデル

化し，通常の運転監視や保守保全を通じて得られる現場デ

ータをそのモデルへ紐付けして蓄積することで当社のプラ

ットフォーム上でデジタルツインを構成している。 

運転監視で収集されたセンシング数値データを使った

異常予兆検知のサービス事例を図 2に示す。当社の

EtaPROTMの技術を用いた統計処理と相関関係による異常予

兆検知サービスを適用し，運用開始している。また，東芝

の AI技術(2段階オートエンコーダ)を用いた異常検知サ

ービスも試運用を開始した。次に点検画像データを利用し

た AI診断によるサービス事例を図 3に示す。点検時に撮

影した写真から異常検知 AIを用いて，ひび割れ・変状・

さび等の異常個所を検出し，診断結果をユーザに提示する

サービスの試運用を開始した。 

 

５．まとめ 

今後，収集データを活用した分析機能，当社独自の AI

を活かしたサービスの更なる拡充を目指す。 



 

 

図 1 TOSHIBA SPINEX for Energyプラットフォームの特徴 

図 2 数値データによる異常予兆検知ソリューション事例 

図 3 点検画像データの AI診断によるソリューション事例 
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１．背景 

最新のデジタル技術はIoT 技術を用いて膨大な運転デー

タを収集し，その内容を分かりやすく画面に表示したり，

機械学習やディープラーニングといったAIを活用して運

転状態を評価・分析したりと，火力発電所のような膨大な

データを確認しながら運転している設備に対し，運転・保

守に役立つ情報をタイミングよく提示できるようになって

きている。 

IHIでは遠隔監視センター(図1)を有しており，お客様

設備の稼働率向上・効率向上するために各発電所の運転デ

ータをリアルタイム集約し，専門家による監視・分析を使

ったソリューションを提供している。しかし，監視・分析

は人手によるため，対応できる時間や対象設備数に制限が

あることが課題であった。 

また，火力発電所は，従来のベース電源の役割に加えて，

2050年のカーボンニュートラルに向けた脱CO2のための再

生可能エネルギー電源構成比率拡大に伴い，自然条件で電

力供給が増減する再生可能エネルギーに対する補完電源の

役割も担っており，責務がさらに広がっている。また，一

部の発展途上国では，電源設備の計画外停止が頻繁に発生

しており，電力供給の不安定性が課題となっている。さら

に，発電効率の低下により石燃料使用量が増大する場合が

あり，地球環境への高い負荷も問題視されている。 

そこで，IHIとして火力発電所の運転が安定して運転継

続できるようにデジタル技術を活用し，お客様が行うボイ

ラ運転の支援システム，ボイラ設備の定期検査計画等の保

守の支援システムを開発・構築し，現在実証中である。 

２．MEDICUS NAVI 

MEDICUS NAVI は IHIの運転・保守支援サービスを用い

て，お客様に寄り添い課題解決の道のりを案内することを

目的としたシステムの総称である。また，MEDICUS NAVI は

「異常診断システム」，「ボイラカルテ」，「コミュニケーシ

ョンツール」，「運転支援システム」，「E-learning」,「耐圧

部/部品寿命診断システム」「保守高度化システム」の機能

(図２)を開発・運用中である。さらに，これらの機能をお

客様のニーズに合わせてカスタイマイズし提供し，稼働率

向上・効率向上のソリューションの基として提案している。 

２-1. 異常診断システム・運転支援システム

運転データをリアルタイム集約することで運用中のボ

イラの異常・最適化を自動診断するシステムであり，機械

学習，統計的手法，物理モデル等を用いた17項目のアルゴ

リズムを開発した。また，プラント全体および各アルゴリ

ズムに紐づいた運転データを表示させる機能も開発した

（図３）。 

２-２. ボイラカルテ

損傷・検査・補修などに関する履歴は，適切な保全を行

う上で根幹を成す情報であるが，紙媒体での記録管理とな

ることが多い。そのため，検索や整理には多大な労力を要

すると共に，見落としの恐れもある。そこで，情報を電子

化し一元管理するためのボイラカルテを開発した（図４）。

本システムでは履歴のデータベース化により検索性・網羅

性が向上したが，現在は履歴管理のメッシュをより細分化

し，故障分析への応用を検討している。 

２-３. コミュニケーションツール/E-learning

お客様からの問合せ・IHI からの提案は担当者のみに情

報が集約され，会社全体に情報共有されにくい状態だった。

そこで，ウェブプラットフォーム上でお客様の問合せ，IHI

からのアドバイスを受けることができる仕組みを構築した。

また，ウェブプラットフォームにて蓄積された情報を集約

し，お客様のニーズ・専門家のノウハウを見える化するシ

ステムを開発中である。 

さらに，ウェブプラットフォームにてボイラ運転に関す

るE-learning を閲覧できる機能も開発中である（図５）。 

３．今後の展開 

IHIはマレーシアの火力発電所でMEDICUS NAVI の機能を

開発・構築・実証し，異常診断システムの機能ではお客様

から好評をいただいた。今後は，実証中にウェブプラット

フォーム上に集まったお客様のニーズやナレッジに併せて，

新規機能と機能改良を実施していくとともに， MEDICUS 

NAVI の需要がある火力発電所に展開していく。また，2050

年のカーボンニュートラルに向けて，稼働率向上・効率向

上によるCO2排出削減に貢献していきたい。 



図１. 遠隔監視センター（左：マレーシア，右：豊洲）

図２. 機能マップ 図３. 異常診断システム 

図４. ボイラカルテ 
図５. コミュニケーションツール 
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１．はじめに 

火力発電プラントの調整制御系に機械学習を適用する

検討を行い、実用化のめどが立ったので報告する。 

再生可能エネルギー電源の増加に伴い、系統安定化のた

め火力発電ユニットには多様な運転や運用パターンが要求

されており、精度の高い制御の実現が必要となっている。 

当社は発電所等のエネルギーインフラにおける長年の

機器、Ｏ＆Ｍサービス供給を通じて蓄積してきた豊富なド

メイン知識にデジタル技術を掛け合わせ、これまでにない

当社ならではのインフラサービスの提供に注力している。

このための共通プラットフォームとして TOSHIBA SPINEX 

for Energy（図 1）をリリースし、このプラットフォーム

上で様々なサービスの提供、開発を進めており、本稿で紹

介する技術も機械学習の学習部は本プラットフォーム上

（サイバー）へ、予測部は制御装置側（フィジカル）へ実

装し CPS(*1)のループを効率的、安定的に回して運用する

システムを計画している。 

２．機械学習に対応した制御装置の開発 

調整制御系に機械学習を適用するために、以下の課題

を解決する必要があった。 

（１）予測部の制御装置組み込み 

演算量の学習機能を別置きとし、予測部である制御系

NN（Neural Network）を C言語で記述し、制御装置にパ

ッケージ化（マクロ化）して搭載する。この方式によ

り、制御演算速度は従来同等を確保しつつ、機械学習に

対応した高度演算対応を可能とした（図２）。 

（２）最適解の更新手段 

制御装置では他の制御も平行して行われるため、パラ

メータ更新時もそれ以外の制御継続が必要である。前述

の制御系 NNを C言語で記述したパッケージ部分に対し、

定数（パラメータ）のみ更新可能な仕組みを構築した。 

これらの開発により、機械学習に対応した制御装置を

構築することが可能となった。 

３．機械学習による高度制御の実現 

アンモニア活用による燃料種別の多様化や、ひんぱんな

負荷変動による燃料投入量などの変動で燃焼状態が変わり、

NOx発生量が変動する。発生するNOxを低減化するために、

排ガス中にアンモニアを注入し触媒上で NOxを分解する排

煙脱硝が広く用いられている（図 3）。NOx発生量を理論解

析的にモデル化することは難しい。また ppmオーダーで変

動する NOx発生量の計測信号には 2分程度のむだ時間を含

む計測遅れが生じる。NOx 発生量の変動は管理すべき NOx

排出量に大きく影響するが、その計測信号を用いても応答

遅れが生じてしまうため、良い制御性能を得る事が難しい。 

 そこで今回、機械学習を適用することにより、制御性能

向上を図ることを試みた。機械学習適用は以下の 3ステッ

プで実現可能なシステムを開発済みである。 

A) プラントの全運転データ（アナログ 3,000点程度、デ

ジタル 15,000点程度）から、発生 NOx量に影響が大

きい信号を 20ないし 100点程度抽出する。 

B) 得られた重要信号を NNに入力し、運転状態に応じた

発生 NOx量変動を学習させる。 

C) 学習の結果得られたパラメータを TOSMAP-DS ™/LX 

(*2)に転送し、TOSMAP-DS ™/LX上で発生 NOx量予測

を行い、フィードフォワード制御に使用する。 

 図 4に、真値と NNの予測値の誤差のグラフを示す。従

来技術に比べて誤差の小さい予測結果が得られており、良

好な学習が行われたことが確認できる。 

 発生 NOx量予測値を用いたフィードフォワード制御を、

最適レギュレータを用いたフィードバック制御と組み合わ

せた時の制御応答シミュレーション結果を図 5に示す。図

5から、発生 NOx量予測が改善されることによって制御系

全体の制御応答が改善されることが確認できる。 

４．おわりに 

 本報告では、機械学習を火力プラント制御装置に組み込

んだシステムを紹介し、排煙脱硝制御への適用検討例を示

した。この結果、運転データのみから発生 NOx量を精度良

く予測計算することが可能となること、および、得られた

NOx発生量予測値を、フィードバック制御と組み合わせる

事で、より一層精度の高い制御性能が実現できることを、

シミュレーション検証で確認した結果を示した。 

 今回報告した機械学習はデータ活用の一手段である。こ

うしたデータ活用を可能とする制御装置の DX化により、

多様な運転運用状態に柔軟できる環境を提供し、再生エネ

ルギー増加状態においても系統安定化に大きく寄与するこ

とができる。

(*1)CPS: Cyber Physical System の略。実世界(Physical 空間)の多種、大量のデータを IoT 技術により収集し、Cyber空間で AI などの先端技術を駆使して分析／予測等を行

い、その結果を再び実世界にフィードバックすることで社会課題を継続的に解決していく枠組み。(*2)TOSMAP-DS ™は東芝エネルギーシステムズ株式会社の商標です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 当社の DX 化の取り組みと CSP 対応 TOSMAP-DS ™/LX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ NN の TOSMAP-DS ™/LX への実装                図３ 排煙脱硝プロセスの構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ NOx 発生量予測誤差の比較           図５ 制御性改善のシミュレーション結果 

 

 



デジタルテクノロジーを活用したフィールド業務合理化技術 
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１．緒言 

 当社フィールド部門では従来よりフィールド業務合理化 

を進めてきたが、近年のデジタル化の流れを受け今回はデ

ジタルテクノロジーを活用したフィールド技術について紹

介する。デジタル化についてセンシング、コミュニケーシ

ョン、ＤＸ据付という３つのテクノロジー視点で合理化技

術開発状況を紹介する。（図 1、2） 

 

２.フィールド業務合理化への取り組み 

２－１ センシングテクノロジー（図 3、4） 

 発電ユニット分解・組立では各種計測器による計測／監 

視を行っているが、当社では現地計測作業のデジタル化を 

積極的に取り組んでいる。今回は３次元レーザー計測装置 

活用とワイヤレス通信技術を採用した多チャンネル変位計 

測装置の開発について紹介する。３次元レーザー計測装置 

活用により蒸気タービン車室の変形状況、内部構造物並び 

にロータのアライメント状況を３次元座標上で表現・把握 

する事により組立工法の合理化を実現した。２つ目はワイ 

ヤレス多チャンネル変位計測装置の開発である。デジタル 

変位計測器と当社で開発したデータ伝送及び収集システム 

の組み合わせによりワイヤレスにて多点同時計測可能な変 

位計測システムを実現した。また、タービン本体や主要弁 

の計測/調整にて、無線接続と LANケーブルによるデータ 

転送方法により遠方からの計測監視体制構築を進めている。 

２－２ コミュニケーションテクノロジー（図 5、6） 

 建設・定期点検工事においてはメーカーから指導員が派 

遣され現地作業を指導している。指導員は現場作業状況・ 

トラブル等を工場側と共有し、必要に応じて工場側から支 

援する体制となっているが、現地指導員と工場側で情報共 

有は電話やメールが主な為、伝えられる情報量が限られる 

事や、１対多人数のリアルタイムコミュニケーションが困 

難であるという課題があった。当社では現地-工場間のコ 

ミュニケーション向上を目的とした映像共有ツールとして 

マクロ視点とミクロ視点の双方から開発を進めている。マ 

クロ視点では高画質、低遅延、低容量の長時間配信を可能 

とする遠隔カメラシステムを開発に取組みフレームレート 

やエンコード処理の最適化により低容量でも十分な動画視 

認性を確保した映像監視ツールを実現した。ミクロ視点で 

はスマートグラスと汎用ソフトの組み合わせによる細部詳 

細映像のリアルタイム双方向コミュニケーションツールを 

確立した。これらのマクロ・ミクロ視点映像ツールの導入 

により、24時間現場状況監視からリアルタイムでの細部 

詳細映像まで、１対多人数で共有することが可能となっ 

た。現地状況を全体的かつ俯瞰的に監視する技術、双方向 

コミュニケーションによるリアルタイム詳細情報共有技術 

というミクロ・マクロ視点の２つの技術であらゆる状況を 

相互補完し最大限に現地状況の見える化に取組む事により 

現地とのコミュニケーション向上を実現した。 

２－３ DX据付テクノロジー（図 7、8） 

前述にて紹介した３次元レーザー計測で得られた３次 

元データを活用し、組立プロセスが開始される前に事前バ

ーチャル組立を実施する事で組立時の不必要な調整や確認

作業を省略することが可能となる。以下に示す３工法の適

用により工程短縮を実現できた。１つ目は３次元レーザー

計測器により車室組立時の内部間隙変化量を見積り値とし

て把握し、従来上半車室仮組締付にて実施されていた内部

間隙変化量計測を省略可能とする技術である。２つ目は従

来隣接ロータを仮組・回転させカップリング部計測データ

（芯差・面開き）と設計値の乖離量から軸受調整量を算出

しロータ吊り出し後に軸受調整を実施するというアライメ

ント調整作業に対して、軸受位置を直接レーザーで計測し

設計軸受位置に対する乖離量から調整量を算出しロータ仮

組レスで軸受調整完了させる技術である。３つ目は分解時

左右方向間隙実測値/３次元レーザー計測値に加えて、前

述２つ目の技術の軸受調整量から組立時間隙を予測し、ま

た１つ目の技術から求まる間隙目標値に基づき組立プロセ

ス開始前にノズル位置を調整し間隙調整を完了させる事

で、組立プロセスでの間隙調整を省略し工期短縮を実現

し、且つタービン性能を維持できる技術である。 

 

３．結論 

当社のフィールド業務のデジタル化の取組みをセンシ 

ング、コミュニケーション、ＤＸ据付の３つのカテゴリー

に分け紹介した。現地作業に対してデジタルテクノロジー

を積極的に導入・活用する事により、更なる現地作業の合

理化が可能であり、本技術を活用する事で発電ユニットの

稼働率向上、定期点検工期の短縮、トラブルへの迅速な対

応を実現している。今後も引き続きデジタル技術を活用し

た技術開発を行い、現地作業合理化を進めていきたいと考

えている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ フィールド業務                 図２ フィールド業務合理化の視点 

 

 

 

 

 

 

 

図３ レーザ計測装置              図４ 多チャンネルワイヤレス変位計測装置 

 

 

 

 

 

 

 

図５ マクロ・ミクロ視点の概要               図６ 遠隔カメラ通信量の比較 

 

 

 

 

 

 

図７ 通常工程 

 

 

 

 

 

 

 

図８ DX据付工法適用による工程短縮効果 

低容量実現 



労働災害防止に向けた研究 ～ＡＩによる安全対策の自動提案技術の開発～ 
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１．はじめに 

 当社は中長期ビジョンに「安全最優先の企業文化の構

築」を掲げ，労働災害のゼロを目指し，各種安全対策を講

じているものの，労働災害は根絶に至らない現状である。 

そのような中，労働災害の防止に向けた新たな切り口

として，ＡＩ等のデジタル技術と長年蓄積している労働災

害事例データ等を組み合わせることで，作業者へ当該作業

に類似する災害事例ならびに適切な安全対策を自動提案す

るシステムの実現を目指し，２０１９年度から本格的な研

究に取り組んでいる。 

 

２．取り組み概要 

 現状，作業前のＴＢＭ－ＫＹにて，現場状況を確認する

のは勿論のこと，類似災害の事例も活用し，複合的に作業

に潜む危険の洗い出しを実施しているが，膨大な災害事例

から適切な事例を選定するためには，多くの時間を要する

と共に，作業者の経験に依存するため，見落としによる類

似災害の再発リスクが潜在している。 

そこでＡＩ等を活用し，入力された作業内容等の情報

をもとに，予め学習した災害事例から適した事例を自動提

案するツールを開発することにより，事例選定時間の簡素

化を図りつつ，類似災害事例の見落としを防ぐことでより

効果的なＴＢＭ－ＫＹが可能となり，労働災害防止に繋が

ると考えた。（図１） 

 

３．ＡＩを用いた災害事例抽出モデル構築 

本件は，災害事例の文章データを処理し，目的の文章

を得る「自然言語処理」が必要となる。 

今回は，あらかじめ定義された複数のカテゴリ等に分

類するために用いられる「識別器」を応用し，入力された

作業内容から適切な災害事例を予測するモデルを開発し

た。（図２） 

ここで，識別器と類似度計算の組合せに注目する。 

当初は，類似災害事例そのものを分類・出力するモデ

ルとしたが，入力情報に対して多くの事例が該当した場

合，ＡＩ出力パターンが多くなり過ぎ，思う様な精度が出

せなかった。 

そこで，災害事例を事故の型（災害区分）毎に整理し

入力情報に対し適正な出力パターンに絞り，識別器で事故

の型を予測させ，その事故の型に該当する災害事例から

「ＣＯＳ類似度」計算で予測する段階的なフローにするこ

とで，精度の向上を図ることができた。（図３） 

なお，識別器を用いず類似度計算のみによる出力もで

きるようにし，また，確度順に予測結果を複数表示できる

ようにすることで，予測範囲に幅を持たせた。 

 

４．試運用とベテランの思考法構築 

 実運用を想定した要件を整理し，開発したＡＩモデルを

組み込んだプロトタイプを構築した。（図４） 

プロトタイプは，Ｗｅｂアプリケーションとして動作

する形態としており，使用する端末のＯＳを問わず利用可

能とした。また，サーバー環境として，ＡＷＳが提供して

いるクラウドサービスを利用することで経済性を確保し，

ＶＰＮ接続とすることで，セキュリティ対策も徹底した。 

 当初，構築したモデルの初期状態では，入力情報に関連

した災害事例は抽出するものの，経験上抽出して欲しい事

例が優先的に出力されなかったり，腹落ちしない出力がみ

られた。そこで，２０２１年度に原町火力発電所の実業務

におけるプロトタイプの試運用にて，作業員に良いと思わ

れる出力に対し「イイね」タグ付けをしてもらい，ベテラ

ンの感覚をモデルに学習させた。 

 この学習させたモデルとオリジナルモデル双方の出力を

表示することで，「ベテランの思考法」と人の固定観念に

捕らわれない「作業に潜在的なもの」のどちらの事例出力

も可能となった。（図５） 

 

５．おわりに 

 本ツールを浸透させるためには，現場に負担なく親和性

の高いものにしなければならない。そのためには，音声や

ＴＢＭボード映像による入力方法改善は勿論のこと，業

務・作業フローおよび様々なシステムがあるなかで，ソフ

ト・ハード共に組み込みやすいシステム・ツールとする必

要がある。また，最終的には災害事例の抽出だけでなく，

有効な安全ポイントを提唱できるものとし，作業員にとっ

て容易で納得感がある情報を提供できるものにしたい。 

 これらを実現させるため，２０２２年度は新仙台火力発

電所にて試運用を重ね，これまでのシステムをブラッシュ

アップすると共に，さらなる改良を重ね，２０２３年度に

本格運用ならびに外販を目指す。 

 



 

 

 

 

 

 

 

図１ 開発ツールイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 識別器の改善イメージ 

 

 

 

 

 

 

図４ プロトタイプ構成                 図２ ＡＩモデル全体フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図５ 災害事例出力例（作業情報「足場組立作業」を入力） 
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１．はじめに 

配管システムの加工・待機・保管・輸送時等における 

配管・フランジ保護は、世界中の造船・機械・石油・ガス

産業のプラント保守、各種発電プラントの建設・メンテナ

ンスなどさまざまな現場で長い間課題とされてきた。 

配管・フランジ保護は安全で効率的なインフラ保全の

ための重要な課題であるにも関わらず、その危険予知が難

しく、問題が顕在化するのに時間がかかること、ひとたび

それが顕在化した際は、復旧対策の緊急性が高いため現場

の判断に任され暫定対策に終始してしまいがちなことなど

から、これまで抜本的な対策が検討されてこなかった。 

２．現状 原因と課題 

 現在現場では、独自に工夫し改良されたフランジ保護材 

が使用されているが、耐候（耐光）性・耐食性・密着性な 

どの物性ばかりでなく、作業性・安全性・コストに問題を 

抱えている例が未だ散見されている。 

近年は気候変動幅の拡大、輸出入の停滞を背景とした

スケジュール遅れの常態化など、配管施設の保管を取り巻

く環境は厳しさを増している。このような環境下にありな

がら適用されている保護材は、課題や必要物性について十

分な議論のないまま継続使用され、作業標準の完成度が低

いことと相まって発生する事故が後を絶たない。各保護材

の問題の原因物性と課題をまとめた。（表１） 

また、フランジと配管システム内のトラブルは保護材

に起因するものばかりでなく前工程である洗浄・塗油・配

管内部の処理を含めた防錆包装の工程全体に原因があるこ

とも少なくない。経験のある作業者・管理者の不足が加速

するなか、工程全体を俯瞰した適切で、誰にでも簡単にで

きる配管施設の品質維持・保全のための作業マニュアル整

備の必要性が増してきている。（表２） 

３．P3のフランジ保護パッケージシステム 

Precision Piping Products(P3)社は エネルギー資源

が豊富で石油ガス産業の盛んな米国テキサス州ヒュースト

ンで2014年に設立された。地域企業のニーズの高まりを

受け開発されたP3社のフランジ保護製品は、従来の保護

材の問題を解決する特徴を備えた 磁石型、自己粘着型、

閉止フランジ型、テーパー付きナット、カバー型などのパ

ッケージシステムで構成されている。（写真１） 

 主力製品である自己粘着（貼り薬）型フランジ保護材 

flangeDOTS（フランジドット）はその粘着剤に高性能の腐

食抑制剤（VCI）を含有し強い粘着力など基本性能に加え

防錆効果を強化することに成功した。 

４．コーテック気化性防錆剤 

CORTEC CORPORATION（コーテック）社は、世界シェア

25％の有数の気化性防錆剤メーカーであり、世界中の電力

航空機・軍事・石油ガス産業など特に高い信頼性が必要と

される業界で同社製品が使用されている。前述のフランジ

ドットに添加のVCIは同社製のものである。 

同社のVpCI（ブイピーシーアイ)シリーズを始めとする

500種類以上の製品群は、洗浄・一時防錆・包装という防

錆包装の工程他、さまざまな場面で必要とされる製品を網

羅している。その防錆製品は脱脂洗浄剤、水性・油性防錆

剤、粉状･カップ入り･小袋入り･気化性防錆剤、気化性防

錆フィルムなど多岐にわたり、世界各地の石油ガス産業の

プラント開発プロジェクトでも総合的に採用されている。 

 米軍規格MIL-PRF-16173 Grade1 対応するコーテック 

の防錆油はフランジシート面に、同Grade2,Grade4 に対応

する防錆油は機械の金属加工面に適用され、十分な保護防

錆効果と易剥離性を両立させている。またMIL-I-22110C

対応の小袋入り気化性防錆製品は配管内部・圧力容器内部

など塗油のできない空隙部に使用され、従来の乾燥剤・窒

素ガス置換に代えて腐食損失事故を改善する。(写真２) 

コーテックの防錆製品とP3社のフランジ保護製品の高

い水密・気密性能による相乗効果は、防錆保護効果をより

確かなものとし品質・信頼性向上が可能である。 

５．実績と展望 

P3の配管､フランジの新しい保護パッケージシステムは

費用対効果が抜群であるばかりでなく見た目も美しい。

（図1）導入企様業の製品品質の信頼性・ブランドイメー

ジの向上が顕著であることから、世界中のEPCサプライ

ヤ・発電事業者ほか様々なものづくりの現場で支持いただ

いている。沿岸部や気候変動が厳しい地域での配管施設の

品質維持・腐食抑制対策は、プロジェクトの工期・コスト

面での喫緊の課題である。P3とコーテックの両社製品の

組み合わせ使用による相乗効果は、その改善に大きく貢

献・寄与することが期待できる。



表１ 保護材の問題の原因物性 表２ フランジ損傷の原因 トップ 10 

写真１ P3 のフランジ保護製品群 

写真 ２ コーテックの気化性防錆製品  図１  効果のイメージ 

保護材 原因物性 課題 

フィルム 耐候・光性 

接触防錆性 

素材劣化・ 

サビ・作業性

合板 耐食性 

密着性 

加工手間 

反り・腐食 

樹脂ｷｬｯﾌﾟ 密着性 

水密･気密性 

外れ・サビ 

大口径品の価格 

テープ 作業性 熟練度･脱脂･ 

洗浄性･安全性 

油脂類 防錆性 

脱脂性 

異物・キズ防止洗浄

性・安全性 

金属閉止板 比重(重量) 

耐食性 

価格・作業性･安全性 

工程・環境 原因 

洗浄 異物・防錆剤の除去不足 

不適切な工具・研磨材の選択 

防錆油剤 

気化性防錆剤 

選択の誤り 

適用方法の誤り 

保護材 耐候性・耐光性不足 

耐食性不足 

密着性不足 

環境 悪天候 

スケジュール遅延

その他 作業マニュアルの不備 



負荷変動を考慮する高クロム鋼のクリープ寿命評価法の検討 
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１．緒言 

これまで高温で運転される火力発電プラントの寿命管

理・健全性評価においては、定常運転時機器に生じるクリ

ープ損傷を主体に実施されてきた。しかし、再生可能エネ

ルギーが大量導入される中、出力調整用に多くのプラント

が頻繁な起動・停止や部分負荷運用を余儀なくされ、これ

らの運転形態変化に伴う負荷変動がクリープ寿命に及ぼす

影響を考慮する必要性が高まっている。 
本研究では改良9Cr-1Mo鋼の新材および長期使用材を対

象に、プラントの長期使用中に受ける負荷変動がクリープ

変形および破断特性に及ぼす影響を明らかにするとともに、

負荷変動の影響を考慮するクリープ寿命評価法を検討する。 
 

２．試験方法 

本研究で用いた供試材は、改良 9Cr-1Mo 鋼の新材および

2 種類の長期使用材（A2 プラント材、Q2 プラント材）で

ある。表 1 に各材料の化学成分および新材の熱処理条件を

示す。なお、新材の場合溶接後の熱処理を考慮し、焼なら

し焼戻し後 PWHT 相当の熱処理を施した。長期使用材は二

次再熱器出口管寄（621℃/4.3MPa/運転時間 114,000h）およ

び高温再熱蒸気管（602℃/3.9MPa/運転時間 151,000h）の直

管の母材である。なお、ここで蒸気温度/圧力は設計値であ

る。 
図 1 に、本研究で用いた負荷変動の波形の模式図を示す。

同波形はプラントが停止するごとに負荷が 0 または圧縮側

まで除荷される解析結果[1]に基づき設定した。一般に、負

荷変動の影響は変動頻度、負荷変動の大きさに依存するが、

ここでは影響を顕在化しやすくするため 0.1h と 1h ごとに

反転負荷を与え、その大きさは引張応力と同様である。な

お、負荷反転時の応力速度は 50MPa/s である。 
図 2 に、本研究で用いた平滑丸棒試験片の形状および寸

法を示す。同試験片の平行部長さは 16mm、標点間距離 12.5 
mm であり、伸び計で標点間の軸ひずみを計測した。試験

は 600 ℃、大気中で実施しており、試験応力は通常クリー

プ破断時間が 3000~5000h となる（新材：140MPa、長期使

用材：100MPa）ように設定した。 
 

３．試験結果および考察 

図 3 に、代表例として新材の反転負荷下でのクリープ変

形挙動を通常クリープ試験の結果と合わせて示す。なお、

反転負荷試験におけるクリープひずみは応力一定時に生じ

るひずみの累積値である。同図(a)をみると、反転負荷での

クリープ変形は通常クリープ試験より速く、且つ負荷反転

の間隔が短い程、早期に破断することがわかる。図(b)にお

けるひずみ速度は遷移領域では負荷反転の影響が小さいも

のの、早期に加速し始めた。図示は略すものの、長期使用

材 A2 および Q2 も新材と同様な傾向を示した。 
図 4 に、反転負荷の周波数に伴う各材料のクリープ寿命

比（trRL/tr0）の変化を示す。ここで、寿命比は反転負荷での

クリープ破断時間（trRL）を通常値（tr0）で割った値である。

いずれの材料も周波数の増加に伴いクリープ破断時間が短

くなり、0.00028Hz で 0.3~0.7，0.0028Hz で 0.1~0.3 まで寿

命が低下した。 
本研究で実施した反転負荷下での試験は荷重制御のク

リープ疲労試験と見なすことができる。従って、ここでは

既存のクリープ疲労損傷評価法の中、最も簡単な時間消費

則を試験結果に適用した。図 5 に、クリープ疲労損傷図を

両対数軸で示す。実線は Df + Dc =1 を示し、破線は ASME 
Code Subsection-NHにおける9Cr-1Mo-V鋼[2]の評価線（(0.1, 
0.001)を通る 2 直線）である。疲労損傷は 0.1 より小さく、

クリープ損傷が支配的であるとともに、ほとんどのデータ

は破線の内側に整理された。このことは、破線では反転負

荷下での損傷を適切に評価できず、危険側になる可能性を

示唆している。 
 

４．結言 

(1) いずれの材料も一定応力下でのクリープ試験中頻繁に

負荷が反転されると、クリープ変形速度は通常クリープよ

り速くなり、クリープ破断時間が短くなった。また、反転

負荷の頻度が高い程、早期に破断することがわかる。 
(2) 既存の応力ベースのクリープ疲労損傷則（時間消費則）

では反転負荷下での累積損傷値が小さく、現状の ASME の

評価線以内で整理され、危険側に評価された。 
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図１ 試験に用いた負荷波形                 図２ 試験片の形状および寸法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) クリープひずみと時間の関係               (b) クリープひずみ速度と時間の関係 

図３ 600 ℃/140MPa における反転負荷下での新材のクリープ変形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 反転負荷での寿命比と反転周波数の関係                   図５ クリープ疲労損傷図 

 

通常クリープ

反転負荷、1hごと

反転負荷、0.1hごと

通常クリープ

反転負荷、1hごと

反転負荷、0.1hごと

表１ 供試材の化学成分(wt%) 

 C Si Mn P S Ni Cr Mo V Nb Al N 
新材 0.09 0.24 0.44 0.005 0.001 0.04 8.78 0.94 0.21 0.08 0.013 - 
A2 0.11 0.37 0.43 0.008 0.002 0.12 8.65 0.97 0.19 0.08 0.005 0.060 
Q2 0.09 0.27 0.44 0.005 0.003 0.07 8.55 0.97 0.19 0.08 0.008 0.050 

新材の熱処理：焼ならし 1060 ℃×90min→焼戻し 760 ℃×60min→740 ℃×504min (PWHT 相当) 
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ボイラーチューブ材余寿命評価技術の AI化に関する研究 
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１．背景・目的 

  当社が構築した火力発電ボイラーチューブ材の余寿命評

価手法に、金属組織の劣化・損傷度合いを標準化した写真

(標準組織写真)と実機の金属組織写真を比較して余寿命を

評価する組織対比法やクリープボイドによる損傷評価法が

ある（図 1、図 2）。これら評価手法では、金属組織の劣

化・損傷度合いを評価する者の技能差によって、異なる評

価結果になりうることが従来がら懸念されている。また、

ボイラー定期事業者検査の時期延伸対応に伴い、余寿命評

価の機会が減少したため、余寿命評価に必要な技術力の維

持・継承が喫緊の課題となっている。そこで、組織対比法

、クリープボイドによる損傷評価法において、どの評価者

であっても同じ評価結果が得られ、また余寿命評価技術を

維持・継承することを目的に、金属組織の劣化・損傷度合

いを判定するAI の学習モデルを作成した。また、このモ

デルによる判定結果を用いて余寿命を算出し、その結果を

示す報告書を自動作成するプログラムも開発した。 

 

２．研究成果概要 

（１）学習モデルの対象鋼種  

 組織対比法、クリープボイドによる損傷評価法を適用し

ている鋼種のうち、当社が保有する火力発電所の主力ユニ

ットで使用している鋼種を学習モデルの対象とし、2021

年度は火 STBA24J1 を選定した。 

（２）学習モデルの作成 

一般的に学習モデルの作成には、大量の訓練データと

膨大な学習時間が必要となる。そこで、本研究では、少な

いデータ量且つ少ない学習時間でモデルを作成可能な転移

学習を適用した。この学習手法は、汎用の画像分類モデル

に種類の異なる新たな画像を学習させ、その画像を識別で

きる学習モデルを作成する手法である。この転移学習を用

いて、汎用の画像分類モデルに、金属組織の劣化・損傷度

合いを識別する分類器を実装し、金属組織を劣化・損傷さ

せた模擬材から採取した金属組織観察写真を学習させるこ

とで、金属組織の劣化・損傷度合いを判定する学習モデル

を作成した。 

（３）学習モデルの検証 

 検証データを用いて、作成した金属組織の劣化・損傷度

合いを判定する学習モデルの精度を確認した結果、正解率 

は 96％以上であった。 

 

（４）学習モデルの妥当性検証 

作成した学習モデルは、金属組織を劣化・損傷させた

模擬材から採取した金属組織写真を用いて作成している

ため、実機の金属組織に対して十分な精度を有している

か懸念された。そこで、当社が保有する火力発電所で、

火 STBA24J1 を使用している部位から金属組織を採取

し、この組織写真を用いて、学習モデルによる金属組織

の劣化・損傷度合いの判定結果と熟練者の判定結果を比

較した。その結果、学習モデルの判定結果と熟練者の判

定結果は同じとなり、学習モデルの判定が妥当であるこ

との確証を得た（図 3）。 

（４）余寿命の自動算出及び報告書の自動作成 

 余寿命の算出及び余寿命評価報告書の作成は、実機から

採取したレプリカを顕微鏡で観察し、その結果から以下の

手順で行っている。 

① 観察写真毎に金属組織の劣化・損傷度合いを判定

し、個々の判定結果を勘案して、余寿命評価部位の

金属組織の劣化・損傷度合いを総合判定 

② ①の総合判定結果及びチューブの使用条件等から寿

命消費率を計算し、その結果から余寿命を算出 

③ 過去の報告書を参照して、①、②の結果を取り纏め

た余寿命評価報告書を作成 

そこで、本研究では、余寿命評価の迅速化、効率化を

図るべく、余寿命評価部位の金属組織写真及びユニット

の運転時間等を取り込むことで、余寿命を算出し、金属

組織の劣化・損傷度合いの判定結果、寿命消費率及び余

寿命算出結果を記した報告書を自動作成できるプログラ

ムを作成した。 

 

３．まとめ 

 ボイラーチューブ材の火 STBA24J1 に対して、金属組

織の劣化・損傷度合い判定の AI 化及び余寿命評価報告書

作成の自動化ができたことで、どの評価者であっても同じ

余寿命評価結果が得られ、且つ余寿命評価に要する日数を

短縮することが可能となった。 

今後は、組織対比法、クリープボイドによる損傷評価

法を適用している他鋼種にも展開し、余寿命評価技術の維

持・継承を図り、コスト削減・電力の安定供給に貢献して

いきたい。 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 余寿命評価フロー 

 

 

図２ 標準組織写真との比較（例：クリープボイドによる損傷評価法） 
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図３ 学習モデルの妥当性検証結果（例：組織対比法） 
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発電用火力設備への改良テンパービード法溶接補修適用に関する研究 
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高原 雅敏 

 

１．背景および目的 

 火力設備の高経年化が進む中、設備の更新時期適正化は

重要な課題の一つである。蒸気タービンケーシングおよび

主要弁ケーシング等の大型の鋳鋼品は、材料の経年劣化と

損傷によりき裂等の欠陥が発生するケースが増えている。

現状では、き裂進展を防ぐために欠陥部を研削除去するこ

とで対応し、残肉厚が必要最小値に近づいた場合に設備更

新に至る。 

一方、このような部材の延命化策として欠陥部の溶接補

修が考えられるが、通常の溶接補修方法では残留応力等に

起因する溶接割れ防止のために後熱処理が必要となる。ま

た、後熱処理およびそれに伴って発生する変形箇所の修正

加工は、現場での施工が難しく工場での実施となることか

ら、多大な費用と工期を要する。 

そこで、本研究では、設備更新時期延伸によるコストダ

ウンを図るため、工場での後熱処理を必要としない溶接補

修方法の確立を目的として実験的検討を行った。 

 

２．試験方法 

 火力発電所のタービンケーシングに多く使用されてい

る 1Cr-1Mo-0.25V鋳鋼を対象材とした。異なる Cr量（1.25

～9wt％）の溶接棒を候補とし、各溶接棒でテンパービード

法（ビード削り領域が半分であるハーフビード法）、リメル

ト法および通常溶接手法による溶接継手を製作した（表１

に試験条件）。溶接ままの状態で各継手の残留応力測定（X

線法）と硬さ試験を行い、溶接の健全性を比較した。その

後、溶接線が中央部となるように採取した試験片のクリー

プ試験、高温低サイクル疲労試験から各手法による溶接部

強度を評価した。これらの実験結果に基づく最適溶接条件

による溶接補修を実機タービンケーシングに適用し、開発

手法の有効性を検証した。 

 

３．結果と得られた成果 

３．１ 残留応力・硬さ測定結果 

表２に測定結果を示す。通常溶接に比べテンパービード

法およびリメルト法は残留応力の低減効果があり、T2と T3

の比較からリメルト法はより効果が大きいことが確認さ

れた。また、T3と T4の比較から、Cr成分の少ない（試験

材成分に近い）溶接棒を用いた方が、残留応力・硬さ共に

低くなることが確認された。 

 

３．２ クリープ試験 

 試験条件および試験結果を表３に、クリープ試験結果の

ラーソン・ミラー・パラメータ線図を図１に示す。各溶接

試験材の破断位置は HAZ部であり、どの溶接部も母材部よ

りクリープ強度が低下することが確認された。また、溶接

試験材でのクリープ強度を比較すると、 T3(9Cr)＞

T5(2.25Cr)＞T4(1.25Cr)であり、溶接棒の Cr 量が多いほ

ど溶接部強度は高かった。近似曲線から実機運転条件（温

度 566℃、応力 25MPa）の破断時間を推定すると最もクリー

プ強度の低い T4 でも 25 万 hr 程度となり、どの補修溶接

条件によっても実用上十分なクリープ強度を有すること

が確認できた。 

３．３ 高温低サイクル疲労試験 

 試験条件および試験結果を表４、図２にそれぞれ示す。

破断繰返数は、母材＞T4(1.25Cr)＞T5(2.25Cr)＞T3(9Cr)

であり、最も破断繰返数の大きかった T4 溶接材は母材に

対して 8割程度の疲労強度を有することが確認できた。 

３．４ 実機廃材への溶接補修施工試験 

実機タービンケーシングの損傷要因は主に疲労である

ことから、上記試験結果から総合的に判断し、テンパーは

リメルト法、溶接棒は 1.25Cr溶接棒を採用した。また、確

実に残留応力の低減させるために簡易的なピーニングお

よびバーナ加熱も追加することとした。本手法を用いて実

機適用の前段階として実機廃材へ溶接施工試験を行った。

試験条件および試験結果をそれぞれ表５、図３に示す。本

研究で得た最適条件での溶接は通常溶接に比べて残留応

力を大幅に低下させ、圧縮側へ好転させることを確認した。 

 

４．実機施工 

 上記条件で当社タービンケーシングに溶接補修を施工

した状況を図４に示す。現場では残留応力測定が出来ない

環境であることから PT 検査、UT 検査、硬さ測定により健

全性の確認を行ったところ、き裂などの欠陥は認められず、

また、硬さは 350HV以下と良好な溶接補修であることが確

認できた。 

 

５．今後の予定 

 本溶接手法の適用をより大きなき裂が生じているター

ビンケーシングへ展開する予定である。予め溶接熱による

ひずみ等の影響を数値解析により検討し、健全な溶接補修

実施につなげる計画である。 



 

表１ 補修溶接試験条件               表２ 溶接後の残留応力・硬さ 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ クリープ試験条件および破断時間・位置 

 

 

 

 

 

 

 

                           図１ 各溶接継手のクリープ破断試験結果(LMP線図) 

表４ 高温低サイクル疲労試験条件および結果 

 

 

 

 

 

 

図２ 高温低サイクル疲労試験結果 

表５ 実機廃材溶接試験条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図４ 実機ケーシング内面への溶接補修適用（施工前後の外観） 

 

図３ 実機廃材溶接試験結果 

前 後 



画期的なコヒーレンスイメージング技術の超音波探傷試験への適用 
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１．はじめに 

医療分野の超音波診断において、伝搬経路の差異に基づ

き補正した受信波形間の干渉のしやすさ（可干渉性）を利

用した単純なアルゴリズムによって、大幅にノイズを抑制

できるコヒーレンスイメージング（Coherence Imaging, CI）

が開発されている。非破壊検査の分野において、欧米では

フェーズドアレイ超音波法で CI が利用され始めているが、

国内では原理や効果は認知されているとは言い難く、研究

開発の取り組みは皆無である。そこで、本発表では開口合

成法の一種である Full Matrix Capture / Total Focusing 

Method (FMC/TFM)と CI による断面像を比較する。 

 

２．代表的な CI 技術 

超音波探傷試験において一般的に用いられているフェ

ーズドアレイ超音波法では、各素子に印加されるパルスの

時間 遅延を予め設定して超音波を送信し、受信される波

形の合成にも同じ時間遅延を用いる方式（フォーカルロー）

が一般的に用いられてきた。一方、超音波探傷試験の分野

へも空間分解能を向上させるため開口合成法も導入されて

いる。 

再構成された断面像の各画素において、受信波形の振幅

を乗じ、加算した強度は可干渉性がある欠陥に対しては大

きくなり、ノイズ源と見做されることが多い、可干渉性が

低いアーティファクトや結晶粒界によるエコーに対しては

小さくなる。受信波形の乗加算に基づく画像化手法は

Delay Multiply and Sum (DMAS)(1)と呼ばれる。また、Phase 

Coherence Factor (PCF)や Sign Coherence Factor (SCF）と呼ば

れる方法も提案されている(2)。これらの手法では、各画素

における受信波形の瞬時位相や符号の標準偏差が可干渉性

の指標となり、それに基づく重み係数が開口合成処理によ

る各画素の強度に乗じられる。重み係数の求め方を工夫す

ることにより、欠陥とノイズの強度の相対関係を制御でき

る可能性がある。なお、海外では DMAS、PCF および SCF

を改良した方法、性能評価、適用事例などが多く報告され

ている。 

 

３．測定例 

実験体系は、探傷システム、アレイ探触子および試験体

で構成される。受信波形の取得には、Eddyfi 製の探傷器

EMERALD および同社の制御・解析ソフトウェア

Ultravision 3.11、ならびに公称中心周波数 5 MHz および

素子寸法 10 mm×0.6 mm、ピッチ 0.7 mm の 64 素子のリニ

アアレイ探触子を用いた。試験体には SUS304 ブロックの

9 箇所に直径 3 mm の横穴を施工したものを用いた。 

FMC/TFM、DMAS および PCF の適用後の断面像を比較

して図 1 に示す。横軸はリニアアレイ探触子の素子の並び

方向（x）、縦軸は試験体の厚さ方向（z）である。FMC/TFM

の図中には横穴の識別名を記載している。使用したソフト

ウェアでは、DMAS および PCF はデータ取得後、後処理で

断面像が再構築され、画素に割り当てられた強度を対数表

示した場合、-80 dB が下限となっている。アレイ探触子で

送受信を行う開口部の中心を x=40 mm としてフォーカル

ローによるセクタースキャンを行うと、横穴 0-20 および 0-

30 は横穴 0-10 で超音波の多くのエネルギーが反射される

ため明瞭な指示は得られない。一方、同図では横穴 0-20 お

よび 0-30 の指示強度は低くなっているが、すべての横穴の

指示を確認できる。アレイ探触子側の横穴の影響が少ない

横穴 30-30 に対する強度が最大となる z 座標における x 方

向の強度分布を図 2 に示す。同図で示した範囲における横

穴の指示とノイズの最大値(x=23 および 31 mm 付近の破線

部)から DMAS では 12 dB、PCF では 20 dB 程度 S/N 比が

改善していることが判る。図 1 および 2 から、DMAS およ

び PCF による処理により結晶粒界での散乱などによるバ

ックグランドノイズが大幅に抑制されていることを確認で

きる。 

 次に、応力腐食割れを有する SUS304 溶接継手に対して

縦波斜角探傷を行った事例を図 3 に示す。DMAS および

PCF では FMC/TFM よりもき裂先端の指示のコントラスト

比が改善され、視認性が向上している。このことから、CI

は機械加工により付与した人工欠陥のみならず、実際の応

力腐食割れといった自然き裂に対しても有効であり、今後、

国内においても急速に普及することが予想される。 
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１．はじめに 

  ライニング機器配管の健全性調査を運転中に外側から実

施したいというニーズがあり、弊社は「超音波多重反射エ

コーを用いた剥離試験技術（JIS-Z-2357(2019)として制定）」

を開発し、既に多くの現場でご利用頂いている。 

健全性調査の主な目的は図１に示す①腐食減肉による

漏洩の防止、②ライニング材の膨れ剥落による流量減少の

防止、及び③剥離部の検出である。今回の発表では、母材

とライニング材の接合境界部に腐食性の液体が浸入して

生じる①と②の腐食部に対しても、超音波多重反射エコー

を用いると高い精度で検出判別ができることを紹介する。

以下、この試験を「剥離腐食試験」と呼ぶ。 

２．剥離腐食試験の原理 

図２に示すように、健全部、剥離部及び腐食部の試験体

に入射した超音波は母材の裏面（接合境界部）と表面で反

射を繰り返し、反射回数が大きくなる程、それぞれの反射

信号の強さ（エコー高さ）等の小さな違いが拡大される。  

剥離腐食試験は、この多数回反射した個々のエコーの高

さと間隔、波形、減衰曲線及び評価に用いる反射回数Ｎの

エコー高さに着目して、健全部を基準とする判別基準を設

定し、剥離部と腐食部を検出判別する試験である。 

反射エコーと波形の特徴について次に示す。 

① 剥離部のエコー：健全部と同じ平らな面からの反射

であり、明瞭な波形のエコーが板厚の間隔で現れ、

滑らかに減衰する。ただ、健全部では超音波の一部

が反射する毎にライニング材に伝達し損失するが

（図２-a）、剥離部では接合境界部でほぼ全反射する

ので健全部よりエコー高さは大きくなる（図２-b）。 

② 腐食部のエコー：超音波は凹凸面で散乱するので、

健全部より減衰が大きく、歪んだ波形のエコーが不

規則な高さと間隔で現れる（図２-c）。 

次に、評価に用いる反射回数の選定方法について示す。

図３は、剥離部のエコー高さを基準にして健全部と腐食部

の相対エコー高さを示したものである。図３中の反射回数

Ｎ’より大きな反射回数Ｎのエコー高さに着目して評価す

ると、変動が±ＡdB あってもそれぞれは重ならないので、

精度良く検出判別できる。又、Ｎ回目の健全部のエコー高

さは剥離部よりβdB減衰する。尚、ライニング材の種類に

より健全部の相対エコー高さは異なるので、反射回数Ｎ’

及び評価に用いる反射回数Ｎも異なる。 

３．剥離腐食試験に影響を与える因子と健全部の特定 

剥離腐食試験は試験体と同じ仕様の対比試験片がなく

ても適用できるが、剥離部と腐食部の検出判別に影響を与

える因子に対して対策を行い、健全部の特定が必要である。 

① 塗装の厚さと変動： 同じ種類の塗装では厚さが異なっ

ても減衰曲線の減衰率は同じであるので、図５に示す健

全部の基準線（基準 DAC 及び補助 DAC）と試験部位の減

衰曲線が同じであれば健全部である。又、一部塗装を除

去し、除去前後のエコー高さの差αdBを求めておく。 

② ライニング材の種類：図３で示した反射回数Ｎを適切に

選び、評価に用いる。又、βdBを求めておく。 

③ 表面粗さと曲率：２項①、②より腐食部ではないと推定

される部位 B を求める。次に、JIS に規定する対比試験

片 RB-E（平面）のＮ回目のエコー高さを 40%に設定した

時の感度に、上記αdBとβdB分足す。この感度で平板の

健全部はエコー高さ 40%となるが、部位 B が健全部なら

表面粗さと曲率で 40%より低下し、健全部と特定できる。 

４．軽微な深さの腐食部の検出能力  

 ライニング材が全面膨れ剥落した 8Ｂの配管において、

接合境界部の凹凸状の腐食の深さが全周で最大0.4mm程度

の差しかない事例がある。膨れ剥落による腐食部を検出す

るにはこの軽微な腐食部を検出できる能力が必要である。 

図４は、平坦な試験体と深さ 0.1～0.3mm の軽微な凹凸

状の腐食が密集した試験体に対して、一般の超音波厚さ測

定と剥離腐食試験を適用した結果である。超音波厚さ測定

は 1回目又は 1回目と 2回目のエコーに着目するため、軽

微な腐食の有無の判別が困難である。しかし、多重反射エ

コーを用いると軽微な腐食でも明瞭に検出判別ができる。 

５．運転中の海水配管への適用事例 

  運転中の海水配管に剥離腐食試験を適用した事例を図５

に示す。適用に当たり健全部の減衰曲線を用いて基準線を

作成し評価基準とした。結果、1回の試験で剥離部、健全部

及び腐食部を明瞭に検出判別できる。 

  図６に目視検査との比較を示す。目視検査ではわからな

い接合境界部の情報が入槽せずにわかるので、安全面、品

質面、工程面及びコスト面ともに非常に優れている。 

６．おわりに 

  剥離腐食試験の実績を表 1に示す。火力原子力発電設備

を始め多くの実績があり、今後、更に多くのお客様のお役

に立てることを願っている。           以上 

超音波の多重反射エコーを用いたライニング剥離腐食試験技術について 
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   図２ 超音波の入射伝搬反射と多重反射エコー 

基準線 基準線 基準線 

評価に用いる反射回数Ｎ N 
N 

図５ 運転中のライニング海水管の剥離腐食試験結果 

ａ．剥離部            ｂ．健全部             ｃ．腐食部 

表１ 剥離腐食試験の実績 （期間：2016/9～2022/4）

～      ） 

横軸：反射回数、縦軸：エコー高さ％(0～100%) 

図３ 剥離部と腐食部の相対エコー高さ 
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目視：目視検査で得られる情報（内表面のみの情報） 

ＵＴ：剥離腐食試験で得られる情報（接合境界部の情報） 

図６ 目視検査と剥離腐食試験の結果の比較 

評価 特　　徴 評価 特　　徴

中小口径の配管の検査 × ・十分な検査が困難／不可　👈 貝等により識別性低下 ◎ ・配管径の大小は関係なし　👈　貝、異物の影響なし

補修計画の立案 × ・事前計画は不可   👈 開放して初めて補修の要否判明 ◎ ・運転中に補修計画の立案可能

①　ライニング材の内表面の状態（注①）に限定される ①　接合境界部の状態（注②）が判る

　　(注①）ａ．ライニング材の損傷（図１） 　(注②）ａ．腐食減肉の有無と範囲、最小板厚（図１）

　　　　　ｂ．ライニング材の膨れ（図２） 　 　　 ｂ．剥離と膨れを含む範囲（図２）

②　必要な補修範囲が不明な場合が多い。 ②　必要な補修範囲を事前に把握できる。

③　貝、異物の付着のため、識別性が低下 ③　試験結果は、付着した貝、異物の影響を受けない。

Ｎｏ． 比較する項目
目視検査 ＵＴ試験

(5) 品質面

検査で得られる情報 △ ◎

評価 特　　徴 評価 特　　徴

(1) × ・運転停止　➡　開放　➡　清掃　➡　入槽入管して検査 ◎ ・外面からの検査であり、運転中を含め、いつでも検査可能　　

(2) 安全面 入槽入管 × ・劣悪な環境（酸欠、腐敗ガス） ◎ ・入槽入管に伴う安全面の問題なし

中小口径の配管の検査 × ・十分な検査が困難／不可　　　👈 貝、異物により識別性低下 ◎ ・配管径の大小の問題なし　👈　貝、異物の影響なし

補修計画の立案 × ・事前計画は不可              👈　開放して初めて補修の要否判明　　　　◎ ・運転中に補修計画の立案可能

・ライニング材の内表面の状態（注①）に限定される ・接合境界部の状態（注②）が判る

　　(注①）ａ．ライニング材の損傷のみ（図１） 　　(注②）ａ．腐食減肉の有無及び範囲、最小板厚（図１）

　　　　　 ｂ．ライニング材の膨れのみ（図２） 　　　　　 ｂ．剥離と膨れを含む範囲（図２）

検査時期 × ・設備の操業を考慮することが必要 ◎ ・運転中を含め、いつでも検査可能　👈　追跡調査も可能

検査期間 × ・運転停止から復旧までの期間が長い ◎ ・開放検査に比べ短い期間

(5) コスト面 工事・検査等の費用 × ・開放・復旧及び清掃工事費、産廃等の費用発生 ◎ ・検査費用のみ

△ ◎

表１　目視検査と超音波（ＵＴ）検査で得られる情報の比較

超音波（ＵＴ）検査

品質面

工程面

(3)

(4)

Ｎｏ． 比較する項目
目視検査

検査方法と検査時期

検査で得られる情報

海水の浸入 腐食減肉

接合境界部

塗装

母材

ライニング材

ＵＴ：ＵＴ検査の情報（接合境界部の状態）

目視：目視検査の情報（内面の状態）
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図４ 超音波厚さ測定と多重反射エコーの比較 
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注① 板厚＝Ｂ２－Ｂ１ 注②：超音波厚さ測定の値（同じ個所で多重反射エコー採取） 
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①超音波厚さ測定の結果 ②多重反射エコーによる結果 
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ガイド波によるプラント配管損傷スクリーニング技術の開発 

 
三菱重工業株式会社 浦田幹康 石本雄介 和田貴行 大山博之 寺嶋宏次 

 
１． 背景 

プラント配管においては，配管内面に発生する

FAC(Flow Accelerated Corrosion：流れ加速腐食)や配管

外面に発生する CUI(Corrosion Under Insulation：保温

材下腐食)などによる腐食減肉が懸念されるため，定期的

な検査が必要である。例えば，火力発電設備のプラント

配管については，日本機械学会から減肉管理技術規格 1)が

発行されており，主要水管や主要二相流配管は，定期的

な検査と腐食減肉の傾向監視が求められている。 

現状のプラント配管の検査方法では，主に超音波による

肉厚計測や外観目視検査が実施されている。しかし，検

査部位によっては足場架設や保温材の撤去が必要になる

など，検査のための付帯工事に多大な時間を要してい

る。また，昨今の定期点検期間の短縮が進められる中，

検査範囲は必然的に限定されるため，選定した検査箇所

が必ずしも最大損傷部位であるとは限らない。これらの

ことから，配管の腐食減肉検査において配管の広範囲を

効率的に検査可能な手法が求められている。 

そこで当社では，長距離配管を効率的に検査可能なガイ

ド波によるプラント配管のスクリーニング技術を開発し

た。本報ではそのシステム概要および実機プラントによ

る検証試験結果について述べる。 

 

２．ガイド波による検査システム 

図 1にガイド波によるスクリーニング技術のシステム構

成を示す。ガイド波は，配管長手方向に長距離伝搬可能

なモードの超音波であり 2)，配管に発生した腐食減肉のス

クリーニングに有効である。減肉検出原理は一般的な超

音波探傷技術(UT: Ultrasonic Testing)と同様であり，

センサから配管長手方向に送信されたガイド波が，減肉

などの配管断面形状変化部で反射し，その反射波をセン

サが受信して減肉有無を評価する。 

図 2に開発したガイド波センサを示す。本センサは，リ

ング状であり，リング周方向に複数の送受信チャンネル

を有するマルチチャンネルタイプである。また，複数の

受信チャンネルで得られた信号を FMC/TFM (Full Matrix 

Capture and Total Focusing Method)処理することで，

SNR(Signal-Noise Ratio)の改善に寄与するとともに，従

来ガイド波技術では適用が難しいとされていたエルボ部

の欠陥検出を可能とした。また，本検査結果は，FMC/TFM

にて処理された 2次元画像にて表示されるため，減肉や

断面形状変化といった反射源の位置情報を視覚的に理解

することができる。検査結果の出力例は，次章の検証試

験結果に記載する。 

 

３．モックアップ配管による検証試験 

図 3にモックアップ配管による検証試験結果を示す。モ

ックアップは，Φ216.3mm(200A配管)の直管であり，溶接

部を含む長さ 11mの長尺配管である。なお，モックアップ

の端部から 5m位置の外面にはピット状の腐食を模擬した

人工欠陥(断面欠陥率 1%)を，端部から 10mの位置の外面

には広範囲な減肉を模擬した人工欠陥(断面欠陥 1.7%)を

付与した。ここで，断面欠陥率とは，配管健全部横断面の

面積に対して欠陥の投影面積が占める割合のことである。

試験の結果，いずれの欠陥付与位置にも反射エコーを検出

した。図 4にエルボを有したモックアップ配管による検証

試験結果を示す。本モックアップのエルボ部外面には，断

面欠陥率 1.5%の人工欠陥を付与した。試験の結果，エル

ボ部の人工欠陥を十分な SNRで検出可能であることを確認

した。 

 

４．実機プラントによる検証試験 

開発したガイド波検査システムの実機プラント配管への

適用性を評価するため，保温材が設置された実機主要水管

による検証試験を実施した。図 5に検証結果の一例を示

す。検証の結果，ガイド波では顕著な減肉は見られなかっ

たものの，配管付帯物の影響を確認することができた。具

体的には，本配管の周溶接部・保温ラグ等であり，図面情

報と比較することで欠陥とは識別可能であることを確認し

た。また，10m先の付帯物からの反射エコーを検出出来て

おり，センサから片側 10m（両側送信可能なため 20m）の

範囲を検査可能であることを確認した。 

 

５．まとめ 

 プラント配管の減肉スクリーニング技術として，ガイ

ド波検査システムの概要および検証試験結果を述べた。

本技術を適用することで，足場架設や保温材撤去範囲を

最小限に抑つつも，広範囲の配管を検査可能となる。引

き続き，信頼性の高い検査システムを構築していく。 
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図 2 ガイド波センサ 

図 3 モックアップ配管検証結果(直管) 

図 4 モックアップ配管検証結果(エルボ) 

図 5 実機プラント配管検証試験結果 

図 1 システム構成 
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１．はじめに 

昨今、火力発電プラントは、再生可能エネルギーの出力

変動を調整する役割を負っている。そのため起動停止時や

負荷変動時に生じる燃焼不安定(偏流)による異常過熱によ

って伝熱管にクリープ破断が生じやすくなり、リアルタイ

ムでのホットスポット検出が望まれているが、既存の高温

用センサーは、計測精度等が低く、高温設備の温度分布を

リアルタイムで把握することは困難であった。そこで

750℃以上の高温下で 10cmの分解能での安定したリアルタ

イムを実現するため Au を光ファイバにコーティングし、

保護管(SUS304、外径 0.81 mm、内径 0.6 mm)に通したセン

サーを開発した(図 1)。 

本講演では、開発技術の概要と、伝熱管を模擬した環境

での数値流体力学(CFD)解析と実際の試験による温度計測

の妥当性確認結果を紹介する。 

 

２．燃焼ガス中保持試験による耐久性と計測精度の確認 

 内側に溝を設けた半リング形状のフランジカバー

(SUS304、内径 60.5 mm、厚み 2 mm)に光ファイバ温度セン

サー1本と K熱電対(クラス 1、シース直径 1.6 mm、シース

長さ 300 mm)3 本を埋め込んで、SUS 箔(SUS304、厚み 0.1 

mm)を巻き付けスポット溶接固定することで、実機ボイラ伝

熱管を損傷させずに温度センサーを取り付けることを可能

とした(図 2)。伝熱管を模擬した円管試験片(SUS304、直径

60.5 mm、厚み 4 mm、長さ 200 mm)をプロパンバーナー燃焼

ガス中に保持し、750℃から 950℃まで 50℃刻みで温度を

上昇させ、各温度で 1時間保持した際の温度分布を計測し

た(図 3)。温度計測結果を図 4 に示す。各ステップにおい

て問題なく出力が得られたことから、さらに 950℃で 10時

間(計 11 時間)保持を行った結果、断線することなく温度

を計測できたことから、高温用光ファイバ温度センサーが

750℃換算で 16年間相当の耐久性を有することが示された。 

光ファイバ温度センサーをガス流に対向するように円

管試験片表面に直接固定した場合も、センサーの断線なく

温度計測可能であった。930℃では熱電対平均温度に対する

誤差が±7.5℃となり、光ファイバセンサーは JIS C1602 K

基準熱電対クラス 2(±5.6℃以下)よりも低い精度であっ

たが、750～900℃では平均温度 774.2℃で光ファイバ温度

センサーの精度は±2.9℃となり、JIS C1602 K基準熱電対

クラス 1(±3℃以下)と同等の精度であった。 

 

３．CFD解析による検証 

実験の検証のため微粉炭ボイラの燃焼ガスが伝熱管の

正面から当たる場合を想定し、保護管(SUS304、外径0.81 

mm、内径0.6 mm)内にファイバを保持する構造の光ファイ

バ温度センサーを設置し、温度計測の妥当性をCFD解析に

よって検証した。解析は、汎用流体解析ソフトである

ANSYS FLUENT 2020R1を用いて圧力ベース陰解法による定

常解析を行った。温度(熱伝導、熱伝達)を考慮し、輻射は

考慮せずに解析を行った。図5に解析モデルを示す。燃焼

ガスの流入温度と流入速度はそれぞれ1,100℃ と15 m/s、

蒸気の流入温度と流入速度はそれぞれ700℃ と32.5 m/s 

とした。図6に燃焼ガスに対するセンサーの位置関係(各ケ

ース)を、図7に温度の解析結果を示す。ケース1(従来通り

の何もしない)とケース3(フランジカバ―を巻く)の温度を

比較すると、ケース3 ではケース1 に比べて温度が若干高

くなっており、伝熱管中央付近(-30 mm～+30 mm)に着目す

ると温度差は最大で1.3℃ 程度、平均で1.1℃ 程度となっ

た。高さ方向の温度差(平均値)は、-30 mm 地点と-20 mm 

地点で0.87℃ 程度となった。伝熱管中央付近で温度差が

大きく、+10 mm 地点で1.3°C 程度であった。おおむね

前述の実験と近い結果を算出した。 
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図１ Au コートファイバと保護管          図２ フランジカバーの構造 

 

  

図３ 燃焼ガス中保持試験の様子             図４ 保持中の温度計測結果 

 

 

図５ 燃焼ガス中解析モデル(外観)  

  

図６ 燃焼ガス中の解析ケース(ガス・伝熱管・蒸気断面)   図７ 各ケースについての温度の解析結果 
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