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火力発電所で、電力が作り出される。そのとき何が起こっているのか。天然ガス焚火力発電所の心臓部であるガスタービンでは

金属も溶解する1,500℃※1以上の温度に達した燃焼ガスが、膨張しながらタービンブレードと呼ばれる特殊合金の翼に吹きつけられ、

3,000回転／分以上の高速で回転。その強大なチカラが軸の先につながる発電機へと伝わり、電気エネルギーに変換される。

ガスタービン単機での出力は主力のG形ガスタービンで33万kW※2前後。実に約4万世帯の電力をまかなえる計算※3だ。

いったん稼働を始めたタービンは長期間の運用が求められ、究極の堅牢性と信頼性が試される。

電力が湧く泉は、1,500℃を超える熱炎の中にある。

P02-03 ：

表  紙：

※1：主力製品であるG形ガスタービンで1,500℃以上、最新のJ形では世界最高温度である1,600℃以上の燃焼ガスが吹き付けられる。
※2：50Hz向け701G形の場合。　※3：1人当たり2kW使用し、1世帯4人の場合で計算。
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ロータと呼ばれる回転部品が組み上げられる。ガスタービンのロータは複数の

リング状のパーツが積み重って構成されるのが特徴。組立後、タービンブレード

の組み込み作業工程へと移っていく。　兵庫県・高砂製作所

全長11.97ｍ、直径3.4ｍ（最大）、重量約100tの巨大なガスタービンが、タービン

車室と呼ばれるケースにクレーンで収められる。双方のクリアランス（隙間）は

ミリオーダーときわめて小さく、このロータ吊り込み時にはとりわけ慎重な作業

が要求される。10人以上の作業員が向きや水平を目視で正確に確認しながら、

ゆっくりと降下させていく。　兵庫県・高砂製作所



自然エネルギー発電に注目が集まる昨今だが、長らく電力供給を支えてきた火力発電も、目覚しい進化を遂げている。

世界に先駆け、燃焼温度1,600℃級を実現したJ形ガスタービンはその代表格と言えるだろう。

そして、ガスタービンの排熱を利用して蒸気タービンによる二次発電を行う「ガスタービンコンバインドサイクル発電（GTCC）」に、

この新世代機を適用すれば、世界最高水準の熱効率（60％以上）※と、世界最大となる出力46万kWもの発電量を得ることが可能になる。

火力発電の新たな可能性を示すこの成果は、技術へのあくなき探究心と膨大な経験の蓄積なしに成し得ないものだ。
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ものづくりの国の技と精神が築いた、世界最高峰。
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放電加工によってタービンブレードに開けられた無数の穴（翼面冷却孔）が、誤差なく設計どおりに加工されているか

専用工具で一つひとつ入念に確認する。1,500℃以上もの高温・高圧の燃焼ガスに長期間さらされ続けるブレード

には冷却対策が不可欠だが、冷却孔の加工はその有効な手段の一つ。空洞構造のブレードに開けた直径1～2mm

ほどの微細な穴から内部に空気を通し、高い冷却効果を得る仕組みだ。　兵庫県・高砂製作所

A・B ：

C ：

D ：

E ：

※燃焼した燃料の熱エネルギーから、有効に取り出すことができた電気エネルギー（発生電力量）の割合。例えばガソリン乗用車の場合、動力に変換できる熱効率は30％台となる。

難度の高い、ガスタービン用燃焼器の溶接作業。この燃焼器には冷却構造

が仕込まれている。肉厚5mm程度の耐熱金属の板の内部には、冷却用

の蒸気や空気を循環させるための2mmほどの細い溝が張り巡らされて

いるため、複数のパーツをつなぎ合わせる作業には高度な技術を要する。

機械化も不可能な繊細な作業は、厳しい認定試験をパスした熟練溶接者

の手に委ねられる。　兵庫県・高砂製作所

慎重かつ丁寧に進められる、蒸気タービンの翼植え作業。“止翼”と呼ばれる

一枚は、安全上最も重要な位置にあるブレード。この最後の一枚に至るまで

のすべてのブレードが、技術者の手によって寸分の狂いもなく収められる。

長崎県・長崎造船所

三日三晩の時間をかけて、ガスタービンロータの組み上げ作業が行われる。

大きなリング状のパーツが、12本のボルトを使って約600MPa（力で表すと

約4,500t）という想像を絶する圧力で締め付けられる。　兵庫県・高砂製作所

蒸気タービン用のブレードが、熟練の技術者によって一つひとつ丁寧に

検査される。ほんの些細な傷でも大事故を誘発しかねないため、組み上げ

の前後で細心の注意のもと点検が行われる。小さな部品ひとつに携わる

者でも、その仕事の先に広がる「電気を安定供給する」ことへの責任と

誇りを胸に、業務に従事している。　  長崎県・長崎造船所



最先端のガスタービン開発で世界をリードする三菱重工だが、専門領域は広大深遠。プラント開発全域に及んでいる。

GTCCの場合では、ガスタービンから排出される高温ガスの通り道であるガスタービン排気ダクトや高温ガスの熱を利用して

水を蒸気に変える排熱回収ボイラ、その蒸気を受けて二度目の発電を行うための蒸気タービンまで、開発・製造を一手に手がける。

さらに、GTCCの実証設備による製品検証、プラント全域の配管やモジュールの接合、制御までを担うことで、

すべての設備をバランス良く連携・機能させ、より安全な発電に貢献している。この総合力こそ、三菱重工の真骨頂だ。
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プラント全域を知り尽くす総合力が、安全を創る。
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製造工程における度重なる検査・試験を経て、出荷前の最終

点検を受ける蒸気タービン。GTCCプラントでは、伝熱管でつく

られた高温の蒸気が蒸気タービンに吹き付けられ、その回転

力から電気が作られる。納入するGTCCプラントの規模や仕様

に応じ、さまざまなサイズの蒸気タービンが製造されている。

長崎県・長崎造船所

排熱回収ボイラモジュールの内部。高温の排気ガスが通り

抜ける空間には、水を蒸気に変える伝熱管（赤色のチューブ）

が隙間無く設置されている。縦13.5m×横18m×高さ8.5mの

エリアにその数、1万3千本以上。また、チューブの外周には、

熱吸収を高めるためにフィンがびっしりと加工され、チューブ

内の水に熱が無駄なく伝えられる。　長崎県・長崎造船所

ガスタービン排気ダクトモジュールの

内部。ガスタービンから排出された

約700℃のガスがこの筒を通り、排熱

回収ボイラモジュールへと送られる。

筒の外側には断熱加工が施され、外壁

の温度はわずか40℃に抑えられる。

長崎県・長崎造船所
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長崎造船所ではGTCCで使われる蒸気タービンをはじめ、排気ダクトや排熱回収ボイラ

といった大型モジュールの製造が行われる。写真の排熱回収ボイラモジュールは重量

が約4,000tと、モジュール化されたボイラとして世界最大を誇る。モジュールには配管

設備や電気部品などがすべて組み込まれているため、納入先となる発電所での大幅

な工期の短縮や現地管理の軽減化を図ることが可能だ。　長崎県・長崎造船所

次世代ガスタービンへの挑戦で
磨かれる、品質と性能の新次元。
　ガスタービン開発は、「熱」との闘いで

ある。タービンブレードに吹き込まれる燃

料の燃焼温度が上がるほど発電効率は

向上し、これに伴い単位出力あたりのCO2

の排出量も少なくできるからだ。三菱重工

は、1,200℃級のD形の開発を皮切りに、

1,400℃級のF形、1,500℃級のG形へと

挑戦をつづけ、いよいよタービン入力温

度1,600℃級を誇る、最新鋭J形の市場投

入を目前にしている。

　この温度域における100℃の壁は厚い

が、これまでF形、G形の開発で培った高温

化設計技術に、国家プロジェクト1,700℃

級ガスタービン要素技術開発への参画で

得た技術（タービン冷却、遮熱コーティング、

高性能タービン）を適用することで世界一

の熱効率は実現したのである。

　こうして培われたJ形の最新技術は主力

モデルのG形などの既存モデルにも適用さ

れ、性能や信頼性のアップデートが図られて

いる。いわば、すべての三菱重工製ガスター

ビンが進化を止めない最新作なのである。

積極的なグローバル展開で、日本の
高度な発電技術を世界に届けたい。
　先進国や新興国のいずれでも、今後は

GTCCのニーズ拡大が予想される。燃費の

良さはもちろん、安価な非在来型ガス

（シェールガス）の発見や、老朽化した石

炭火力発電の置き換え需要の伸びもその

理由だ。

　火力発電の懸念は環境性だが、最新鋭

のJ形ガスタービンを適用したGTCCでは、

CO2の発生量を従来型石炭火力発電の約

50％に抑制できるほど、環境負荷も小さく

なった。しかし、いかに優れた発電技術であ

れ、世界に広く普及し、活用されなければ存

在しないも同様だ。そこで三菱重工は、世界

の市場向けに現地工場や合弁企業を設立

するなど、グローバル展開を積極化している。

　最近の例でも、北米の需要に応える米

国・ジョージア州の原動機工場、タイでは

アジア市場向けのタービン高温部品補修

工場が順次竣工した。これにより製品の低

コスト化や迅速で行き届いたサービスの

提供が可能になる。日本の高水準な技術

を届ける基盤は整い始めている。

エネルギーのあらゆる未来に
貢献する、三菱重工の発電技術。
　将来、発電のメインストリームには、何が

踊り出るのか。その行方は、それぞれの国・

地域が保有する資源の状況や環境政策

などによって大きく異なることだろう。そん

な中、電力供給の中核をなす火力発電や

原子力発電をはじめ、多様な発電技術に

通じる三菱重工の活躍の場は、ますます

広がることになる。

　例えば、埋蔵量の豊富な石炭をガス化し

て燃料に使うIGCC（石炭ガス化複合発電）

では、世界最高効率を達成している。また、

自然エネルギー発電の分野でも、需要が

拡大する風力発電や、世界シェアでトップ

クラスの地熱発電など、あらゆる発電ニー

ズに対して提案が可能だ。

　こうした広範な製品・技術に取り組む

理由には、ビジネスの側面だけでなく、

人々の営みに欠かせない電力の安定供給

に少しでも貢献したいと願う、社員一人ひ

とりの熱い意志がある。三菱重工はそんな

使命感を抱いて、目の前に広がる発電技術

の未来を見つめている。



欧州拠点のMPSE（Mitsubishi Power Systems Europe）

高砂製作所のRMC（Remote Monitoring Center）

112011 No.16410 2011 No.164

大好評の“おもてなし”サービス
　三菱重工は、ガスタービンを納入した

発電事業者に、6～10年以上にわたる定

期検査、部品交換などをパッケージにした

契約であるLTSAをベースに、長期間・高効

率の稼働を保証するサービスを提供して

いる。契約金額が100億円を超える例も

ある。一見、大層な金額だが、発電事業者

としては｢例えば1日発電が停まった場合

のリスクは計り知れない｣ということから

すれば、十分納得のいく数字なのだ。

　実際、欧米やアジアなど海外を中心に

LTSAは着実に増加、いまや三菱重工原動

機事業本部の一大ビジネスに成長した。

その背景には「電力自由化の波を受け、海

外で保守業務に不慣れなIPP（独立系電力

事業者）が増加した」という市場環境もあ

れば、「ガスタービン1基につき約2,000点

のデータを収集、かつては手作業で分析

していたものを、主要な150項目以上を

5分周期で自動診断するシステムを創り上

げた」という三菱重工独自の技術もある。

　だが、LTSA成長の理由はほかにもある。

“おもてなし”の精神だ。遠隔監視担当の三

上尚高は「異常の要因にはいろいろあり

ますが、当社の場合、プラント関係はもと

より、送電や燃料など周辺部分にまで目配

りし、おかしいと思うことが起こればすぐ

に通報、手を打つよう要請しています」と

語る。納入した設備以外にも監視の目を広

げ、発電事業をつつがなく遂行できるよう

支援しているのである。

軸受部分に異常高温を発見
　一昨年、欧州にある発電所のガスター

ビンが停止した。原因はメンテナンス時に

現地の作業者が圧力計の操作を間違えた

ことだった。それは修復したのだが、高砂

製作所のRMCで停止までの一連のデータ

をチェックしていた三上が、深夜、不審な

信号を発見した。1分にも満たないごく短

時間だが、シャフトの軸受部分に異常高

温が発生していたのだ。それを見逃さず、

「このまま動かせば危ない。大事故の可能

性もある」と判断した三上は、その発電所

の部長に、さらに所長に電話し、再起動

を見合わせるよう強く求めた。

　同時に三上は、迅速に手を打った。欧州

拠点のMPSE（Mitsubishi Power Systems 

Europe）に緊急点検のための要員派遣を

依頼、国内の設計や工事の担当部署にも

緊急連絡した。この報を受け、欧州に出張

中だった永江龍哉が、その日の夜に現地

に急行。「すぐに軸受部分の分解点検を

行い、部品の損傷を確認しました。早速、

交換に取り掛かったところ、発電所からは

再発防止のための調査もそこそこに運転

再開を要求されました。その説得は本当

に大変でした」と永江は振り返る。

　国内では、プロジェクト取りまとめの

今北浩司が中心となり解決策を協議、設

計と製造の担当者を現地に送り出した。そ

の根底には永江との緊密な連携があり、

また現地の事情に精通したコーマック・

マイヤースからのアドバイスも役立った。

「結局、修理に4日間かかりましたが、異常

高温に気付かず再起動していたら、復旧

に1年間ぐらいかかる大事故になってい

たかもしれません」という事態だった。

発電所とその先のお客さまのために
　この発電所とのLTSA遂行を今北から

引き継いだ安部克彦は「入社以来ガス

タービンの設計とサービスを行き来し、

それぞれ10年程度担当しましたが、この

仕事は営業、技術、工事などさまざまな部

署の連携なしには成り立ちません」とチー

ムワークの重要さを強調する。海外サー

ビス営業の池田千尋も「周囲の協力を得

て、お客様のニーズを踏まえたサービス

の充実を図りたい」と前向きだ。

　三菱重工は今年の4月1日、原動機事業

本部のサービス部門を事業部として位置

づけた。これは、ハードとソフト、つまり

プラントとサービスを事業の2本柱とする

意思表示にほかならない。現在、24時間

365日、世界の天然ガス焚火力発電所の

稼働状況を監視し、顧客との接点となる

拠点を日本、米国、欧州に展開している。

それはLTSAの相手、電力事業者のため

であると同時に、その先の企業や家庭な

どに安全確実に電力を送り届けるためで

もあるのだ。

世界中の
天然ガス焚
火力発電所に
高稼働率を保証するサービス
24時間365日監視が起点のチームワーク

写真左から、海外ガスタービン技術推進グループ コーマック・マイヤース／
三菱重工プラント建設（株） 海外統括部 企画･戦略グループ 主任 永江龍哉／
海外プロジェクト推進グループ 主任 今北浩司／遠隔監視グループ 主任チーム統括 三上尚高／
高砂サービス部 主席プロジェクト統括 安部克彦／海外営業一グループ 池田千尋

原動機事業本部 サービス事業部 高砂サービス部

じくうけ

三菱重工は、天然ガス焚火力発電所で高稼働率を長期間保証する
ビジネスモデルを構築、基幹事業に育て上げた。

高砂製作所のRMC（Remote Monitoring Center）を拠点に24時間365日、
海外に納入したプラントも遠隔監視するシステムによってである。
すでに幾多の予兆から、事故を未然に防止することに成功し、

顧客から高い評価を得ている。
LTSA（Long Term Service Agreement）をベースに、
「                」（顧客満足度第一）を合言葉に
奮闘するチームワークをみてみよう。
CS First!
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北米のフォークリフト事業で
協業によるシェア拡大戦略が 奏功
MCFA、ユングハインリッヒ製品を販売

From Hamburg 
DIRECT

Jungheinrich AG CEO
ユングハインリッヒ社 CEO
Hans-Georg Frey
ハンス・ゲオルク・フライ

　世界のフォークリフト市場は、2008年に

起こったリーマン･ショックによって大きな

打撃を受け、2009年の世界の販売台数は、

前年比で一挙に39%も減少した。しかし、

この1年の間に市場は回復。2014年は104

万台以上の需要が予測され、2008年を

12%以上も上回る販売を見込めるまでに

なっている。先進国の景気回復、新興国の

経済発展を背景にしてのことだが、今後、こ

の市場を巡る争奪戦が激化するのは必至

の情勢だ。

先進国と新興国で異なる市場
　先進国と新興国の市場では、求められる

車両の仕様や能力が異なる。その要因に

は、まず法律上の規制や技術的な制約が

ある。さらに、経済発展段階を反映した違

いも見られる。工場などの建設工事が活発

で、重化学工業化が進んでいるアジアや中

南米などの新興国では取り扱う積荷も大

きく、重量物を運搬しやすい大型のフォーク

リフトが需要の中心になる。このニーズに

対応するのが「カウンターバランス式」と

呼ばれるもので、電動もあるものの大半は

エンジン駆動である。　

　一方、工業化が一段落し、サービス経済

化が進んでいる北米や欧州などの先進国

では、物流システムの高度化が進展。倉庫

や配送センターなどでの利用が主体なの

で、小型のフォークリフトが需要の中心に

なる。このニーズに対応するのが「屋内物

流機器」と呼ばれる車両で、駆動方式の主

流は電動である。またこれらの国々では、環

境保全意識の高まりを受け、燃費効率向上、

CO2排出量削減などの配慮が不可欠に

なっている。

　「欧州や北米では、フォークリフト市場の

回復を実感しており、今後も好調なレベル

を維持しそうだ。一方、アジアや中南米に

は新たな成長機会を見出せると思ってい

る。ただし、国際的なフォークリフトメー

カーとして成功するには、それぞれの市場

のニーズを満たす広範な製品を揃えること

が非常に重要だ」。ドイツに本社を置く世

界で第3位のフォークリフト企業、ユング

ハインリッヒ社のハンス・ゲオルク・フライ

CEOはこう強調する。

北米でフルライン体制確立
　品ぞろえを充実し、多様なニーズに対応

するために三菱重工は北米市場で提携戦

略を採用した。2009年8月、ユングハイン

リッヒ社から屋内物流機器を中心とした北

米での独占販売権を得ることに成功したの

である。三菱重工は北米市場において、

エンジン駆動車両のラインナップが中心で、

電動車両、ことに屋内物流機器の充実化を

模索していた。一方のユングハインリッヒ

社は北米市場での販売強化を課題として

いた。それらをお互い補完し合い、売り上

げ増大を目指そうという戦略である。

　北米で三菱重工のフォークリフトを販売

しているのは、米国キャタピラー社との合弁

企業、Mitsubishi Caterpil lar Forkl i ft 

America（MCFA）である。MCFAは、三菱

重工が得意とするエンジン駆動車両を軸と

した事業展開を行ってきた。そこにユングハ

インリッヒ社の小型の電動車両が加わった

ことで、フルライン体制を確立し、系列の販

売店はさまざまなユーザーの幅広いニーズ

に対応できる品ぞろえを実現したのである。

　欧米のような先進国では、カウンター

バランス式車両から屋内物流機器へ、エン

ジン駆動から電動への移行が顕著になっ

ている。カウンターバランス式車両のほぼ

60%は新興国で販売され、屋内物流機器

のほぼ80%は先進国で販売されたという

2010年の数字は、それを示すものだ。そ

して三菱重工は、ユングハインリッヒ社の

製品を加えたことも功を奏し、2010年に、

北米市場でのシェアを上向きに転換する

ことに成功した。

世界初のハイブリッド式発売
　三菱重工とユングハインリッヒ社との

10年間にわたる協業契約は、販売面だけ

ではなく、開発面にも及んでいる。ユング

ハインリッヒ社が屋内物流機器を中心と

する新製品開発に取り組み、それをMCFA

が製造、販売する。新製品には、定評のある

MCFAの販売・サービスのネットワークから

汲み上げた市場ニーズが反映され、より

高機能で高品質なユーザーにとって魅力

ある製品になることは間違いないだろう。

　今後、フォークリフト市場で競争力を維

持するためには、使い易さ、効率のよさと

ともに、燃費効率や環境特性も重要にな

る。そこで、三菱重工はリチウムイオン電

池を装備したハイブリッド・フォークリフト

を、世界で初めて市場に送り出した。この

電池は自社開発したもので、最新の電池

を搭載するハイブリッドあるいは電気車

両の開発は、環境問題の解決に寄与する

ものと期待されている。

　現在、世界のフォークリフト市場で第7

位にランクされている三菱重工にとって、

その地位を向上させることが中期的な目

標だ。欧州やアジアにも拠点を持ち、それ

ぞれの市場特性をにらんだ柔軟な対応を

取り進めることにより、グローバルに事業

を拡大する戦略である。三菱重工が今後、

さらなる飛躍を目指し、いかなる策を講じ

るのか、注目される。

北米市場で共存共栄目指す
　2004年以来、三菱重工をパートナーとして事業
を推進しています。三菱重工からパワートレイン
（動力伝達装置）とフォークリフトの技術を供与して
もらう一方、屋内物流機器のソリューションを三菱
重工に提供したのが第一歩でした。それ以来、両社
は、高品質の製品、優れた技術とサービスを提供し
合う信頼関係を維持してきました。　
　2009年、三菱重工グループのMitsubishi Caterpillar 
Forklift America（MCFA）と北米市場における10年
間の製造・販売契約を結びました。米国、カナダ
およびメキシコにおいて、MCFAを当社製品の独占
販売企業とするもので、関連するすべてのサービス
活動も委ねています。それと同時に、これから北米
市場向けに開発する新製品はMCFAによって製造
されることになっており、そのいくつかは来年登場
する予定です。
　現在、我が社はフォークリフトの供給会社として世
界で第3位とされています。世界のフォークリフト市
場のおよそ20%は北米ですから、ここは極めて重要
な地域です。MCFAの強固な、かつ広範な販売網が、
しっかりとビジネスチャンスを捕捉し、両社の協力に
よって北米事業が大きく伸びることを期待していま
す。そのためには、環境問題やエネルギー問題との
関係に配慮し、電力消費の低減を推進していきます。
　地域によって異なる屋内物流機器のニーズに合
わせ、我が社は製品を開発・販売するために、
MCFAと緊密な協力関係を構築していきます。北米
市場で成功するには、バラエティーに富んだ製品を
揃え、顧客を十分に満足させるサービス体制を確
立することが重要です。その実現が、10年間にわた
る製造・販売契約を結んだ狙いであり、MCFAは北
米事業で成功するために、欠くことのできない役割
を担っているのです。
　相互の信頼と価値観の共通理解をベースに、
三菱重工と共存共栄の道を歩んでいけるものと確
信しています。同時に、三菱重工およびその関連会
社との関係が長期間にわたって維持され、さらに
発展するものと信じています。最後になりましたが、
三菱重工とその社員およびご家族の方々、そして日
本の皆様が、東日本大震災から急速に復興される
ようお祈りし、将来も繁栄し続けていけることを望ん
でいます。



　2011年6月2日、ポーランド初のPTAを

生産する化学プラントが竣工した。このプラ

ント建設プロジェクトにおいて、三菱重工は

主要機器の供給および、詳細設計・機器調

達・現地据え付け指導を担当。PTA製造技術

には三菱化学のプロセスが導入されている。

同プラントのPTA生産能力は年産60万トン

で、これは欧州の総生産の約2割に相当す

る。原料を製造するプラントを含め総事業費

は約10億ユーロ。2008年7月に工事を開始し、

約3年の工期を経て、本プロジェクトは竣工

の日を迎えた。

　人と技術を取りまとめる ― プロジェクト全体をまとめるダイナ

ミックな業務が、三菱重工が手がけるEPC（設計・調達・建設）事業

です。「ものづくり」だけではなく、さまざまな技術や機械をまと

め、人材・資金・設備・物流や輻湊して行われる作業を一元管理

し、工期通りに完成させるというプロジェクト管理も得意としてい

ます。今回のPTAプラントでは発注主のオーレン社はじめ、PTA製

造プロセスのライセンスを持つ三菱化学、建設を担当した現地

ポーランドの事業者などとの連携でプロジェクトを進めました。

私たちは、過去にPTAプラント建設をインド、中国、中東で経験

し、スケジュール管理・コスト管理に加え、追加仕様や不適合対応

　PTA（Purified Terephthalic Acid）とは、高

純度テレフタル酸の略名で、ポリエステル繊

維やペットボトルなど、石油化学製品の原料

となる白色粉末のことである。近年、経済成

長が著しく、これら石油化学製品の需要が伸

びているポーランド。これまで、PTAは輸入に

頼っていたが、今回のプラント竣工により、さ

まざまな製品の国内生産が可能となる。例え

ば、飲料製品の容器は瓶からペットボトルへ

と変わるだろう。

「PTAプラント」の設計と
調達を三菱重工が担当

PTA生産に高まる
ポーランドの期待

大平 宏

PTAプロジェクトマネージャー：
機械・鉄構事業本部
環境・化学プラント事業部
副事業部長兼新事業開発部長

ポーランドの石油化学業界が
待ち望んだPTAプラント

プロジェクトの成功には“ものがたり”がある

　竣工翌日、ポーランドの各新聞に「Orlen」と

いう文字がヘッドラインを飾った。今回のPTA

プラントの発注主である「PKN - オーレン社」

のことだ。竣工式には、ポーランドのドナルド・

トゥスク首相も出席。報道では、首相が「この

プラントの安全基準は最高のもので、ここ

で働く人々と環境に優しい」、「オーレン社の

発展は国内の燃料価格の安定につなが

る」と同社とプラントの今後の発展に期待

ワルシャワ
ヴォツアベック

バ ルト 海

ドイツ

チェコ

スロバキア

ウクライナ

ベラルーシ

リトアニア
ロシア
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ポーランド初の
PTAプラント竣工
経済成長を続けるポーランドの新しい石油化学産業の柱として、
6月2日、PTAプラントが運転を開始した。

プロジェクト関係者

オーレン社クラヴィエッツ社長と当社社長大宮をはじめ、
プロジェクト関係者が竣工式を共に祝った

竣工式を取り上げたオーレン社
広報誌。中央はトゥスク首相

今回竣工したPTAプラント

PTAプラントはヴォツアベック
（首都ワルシャワから西北西約160km）に建設された

　また、石油精製を本業とするオーレン社に

とっては、PTAプラント竣工により同社の石油

精製産業をより効率的に展開できる。原油を

精製すると、ナフサ（粗製ガソリン）とディーゼ

ル（軽油）ができるが、この「ナフサ」がPTAの

原料となる。現在、ディーゼルが自動車燃料

の主流である欧州では、ガソリンの需要が低

く、ポーランドにおいて、ナフサからガソリン

を精製するメリットは少ない。しかし、ナフサ

からPTAを精製すれば、その需要は格段と増

える。ディーゼルを生産しながらナフサの有

効利用が可能というわけだ。現在、中欧・

東欧でのPTAの需要が大きく期待されている。

など、不測の事態の最適解を導き出す経験を積んできました。

それら経験値を活かすことで、冬は気温が－30℃近くになり、

3カ月は屋外作業ができないという自然環境にあるポーランド

において、大幅な工期短縮を図ることができました。お客様の

ご要望であるチャレンジング・スケジュールに基づき、プラント

が無事竣工できたことを誇りに思います。

　親日家の多いポーランドの人々とヒューマンな関わりで迎

えた竣工の日。そこには経験値だけでははかれない私たち一

人ひとりの「ものがたり」がありました。EPC事業の「ものづくり」

から、さまざまな「ものがたり」が生まれたと実感しています。

PTAプラントが建設されたヴォツアベックの街。手前は
バルト海から重量機器貨物を輸送したビスワ川で、冬場
は凍ってしまうため輸送ができなくなる。

を寄せていることが伝えられ、この事業が

ポーランドにおいて、いかに重要であるか

を物語っていた。

　竣工式には三菱重工社長大宮英明も出

席。有名ピアニストによるショパンリサイタル

が開かれ、通常、コントラクター（請負人）と

いう立場の当社が「ビジネスパートナー」

であると言われるまでになっていた。この

プロジェクトで築いた信頼関係をもとに、

三菱重工はオーレン社のさらなる発展を

支援できるだろう。

ふくそう
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