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※：三菱重工業と日立製作所の火力発電システム事業を統合して2014年2月に誕生した三菱重工グループの事業会社。

表紙、P2-3、5（D-2）、6-7 : ポーランド・コジェニッチェ火力発電所

世界に満 ちる灯りを

私たちの暮らしや経済活動を日々支えている電気エネルギー。
火力、水力、風力、原子力、太陽光など、さまざまな発電方式の中でも、最も多く使われているのが火力発電。
世界の発電量のうち実に約68％が火力発電で賄われています。
三菱重工グループの三菱日立パワーシステムズ（以下、MHPS※）は、機器の設計・調達から発電所建設までを一貫して担う
「火力発電EPC事業」を展開し、世界各国の発電インフラを支えています。

各国の発電インフラを支える 設計、調達、建設を一貫して手がけるEPC

多岐にわたるニーズに応じて、主要機器(ボイ
ラー、タービン、発電機)や配管、制御システム
などの配置や全体計画を決める基本設計を実施
後、構成機器や建屋などの具体的な仕様を決定
する詳細設計を行う。
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設計の品質を満たす機器、素材、部品、装置など
を世界中のパートナー企業から調達する。また、
スケジュールどおりに安全に、できるだけコス
トを抑えながら必要な機器を約束納期どおりに
届けることが重要な任務となる。

建設現場の基礎工事、建設、機器の据付から、試
運転、オペレーター指導までを行い、現地です
ぐに使える状態にして引き渡す。多数の作業者
を統率し、安全かつ効率的にプロジェクトを遂
行する高度なマネジメント能力が必要。

火力発電開始までを 一手に担うEPC事業
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多数の人員を動員し、長期間にわたりプロジェクトを進
めていくEPC事業。お客様の要望に応えながら、社内
外を取りまとめ、火力発電プラント全体の設計から主要
機器の製造、建設工事、試運転に至るすべてを手がけて
います。

巨大プロジェクトを着実にゴールへ巨大プロジェクトを着実にゴールへ
スムーズな運営のカギを握る、きめ細かなマネジメント
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　近年発電プラント市場では、機器単体ではなく発電設備全
体を納めるEPC契約のニーズが高まっています。特に安定し
た発電インフラの整備が急務で、発電事業者に建設経験が
少ない場合には、納入後すぐに現地で稼働が可能な「フル
ターンキー※1」での提供が求められています。
　EPC事業において、計画を着実に遂行する際にとりわけ重
要なのがプロジェクトマネジメントです。プロジェクトマネージャー
を中心に、お客様の要望や複数のパートナー企業を一手に取
りまとめ、起こりうるリスクを回避し、コストやスケジュールをコント
ロールしていきます。そこでは刻 と々変化するプロジェクトを取り

まく状況に適切に対応する、きめ細かなマネジメントが求められ
ます。MHPSでは、数々のEPC事業を実施してきた経験に基づ
く高度なプロジェクトマネジメントによって着実にプロジェクトを遂
行しています。一方で、ICT※2を活用した情報の一元化など、
テクノロジーを利用しプロジェクトのさらなる効率化を推進して
います。また、MHPSでは発電設備の主要機器の製造部門を
自社内に持つことで、発電所の運用ニーズに応じた機器の製
造をスムーズに実施し、優れたプロジェクト運営を支えていま
す。これらすべてが行えるのは世界でもわずか数社であり、国
内では他に類を見ないプロジェクト展開を実現しています。

豊富な実績に基づく管理能力と
自社製造による強みを活かす

D-2

※1 ： 「鍵を回せばすぐに使える」という意味で、設計から建設・試運転に関わる一切を

引き受け、完全に稼働可能な状態で引渡しを行う契約方式。

※2 ： Information and Communication Technologies（情報通信技術）

タービンなどの主要機器を自社製造することで、発電所の
運用ニーズに対する機器の適合など、細かな調整をしなが
らプロジェクトを効率的に推進。

A :

全体の空間設計には3D設計を活用。主要機器、配管ルート、
支持装置、制御装置などを3Dで検証することで機器同士の
干渉などを確認していく。

B :

コスト、スケジュール面などを考慮して、海外調達や現地調達
を進めている。 調達先への指導や、グループ会社化などにより
品質を向上させるとともに、安定的な調達を実現している。
〔写真はMHPSヨーロッパ（ドイツ）のグループ会社〕

E :

自社工場で製造した機器は、海上や陸上輸送で発電所建設
現場へ届けられる。

C :

安全に建設現場へ輸送するのも調達の業務。コスト面も考
慮しながら最適な輸送手段を検討し、計画どおりに届ける。

D :

D-1
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Webで
詳しく紹介
Webで
詳しく紹介

多様化する発電設備のニーズ。MHPSは、主要機器や環境装置をはじめとする幅広い製品ラインナップと
高度なマネジメント力をもって、各国の燃料事情や電力需要に合わせた最新鋭の発電所建設に貢献しています。

　人口約4,000万人を抱える中欧の国・ポーランド。石
炭産出国のため電力の8割以上を石炭火力で賄って
いますが、発電所の老朽化や電力需要の増加、さらに
はEU加盟により2016年より厳しくなる環境規制への
対応など、発電設備の更新期を迎えています。その
ポーランドで進行中※1なのが、同国最大級の石炭火力
発電所であるコジェニッチェ火力発電所の蒸気ター
ビンやボイラーなどの主要機器、排煙脱硫装置などの
環境装置の設置を含めたEPC事業です。以前からこ
の発電所で稼働していた排煙脱硫装置の安定性能が
評価され、2012年、11号機の新設プロジェクトを受注
しました。高性能な超々臨界圧発電※2設備に加え、石
炭を燃焼させる際に発生するNOx（窒素酸化物）の排
出量を80％以上削減する排煙脱硝装置やSO2（二酸
化硫黄）を取り除く排煙脱硫装置など、最先端のクリー
ンコールテクノロジーが導入されています。
　MHPSでは幅広い製品群かつ、設計・調達・建設を
カバーする高度なプロジェクトマネジメント力によって、
国ごとに違う燃料事情や電力需要に合わせた発電プ
ラントを提供。より効率的で環境に優しいエネルギーを
世界中の人々に届け、その国の暮らしと経済発展を支
えています。

世界中の人々へ、より安定的に
より環境に優しい電力供給をその国のニーズを満たす力

各地の燃料事情や電力需要に合わせた発電設備を提供

燃料となる石炭を貯蔵しておく発電所内の貯炭場。ここから発電設備まで
の運搬設備の据付もEPC事業の一環となる。

現地で産出される低品位炭も効率よく燃焼させるタワーボイラー。
このボイラーを手がけられるのはMHPSを含め世界で2社のみ。

排煙脱硫装置の内部。この施設で排気から酸性雨などへの影響が懸念される硫化
物を取り除き、クリーンな水蒸気にして大気へ放出する。

ポーランドで最大級の石炭焚き火力発電所
の新設11号機の発電設備。現在ポーラン
ドでは、電力の一部をドイツなどから購入
しているが、発電設備を増強することで、将
来的には他国への売電を見据えている。

MHPSが納入した既設の排煙脱硫装置。安定した稼働実績が評価されて、新設
11号機では蒸気タービンやボイラーなどの機器も手がけることとなった。

※1：2015 年 7月現在
※2：ボイラー内部を大気圧の約 250倍以上、蒸気温度を 593℃以上にすることで高効  
  率に発電する方式

ポーランド
コジェニッチェ火力発電所
ポーランド
コジェニッチェ火力発電所

関連する動画が当社オフィシャルサイト内  「三菱重工グラフ」のページでご覧になれます。 0706 2015 No.179 2015 No.179



火力発電EPCのしくみ
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機器や建屋の設計から、材料の調達、発電設備全体の据付に至るまで一括で提供するEPC事業。
完成までのすべてのプロセスにおいてプロジェクトを適切にマネジメントし、設備稼働へ導きます。

EPC事業をとおしてエネルギーの
安定供給と環境問題の解決に貢献

人と地球の
未来を見据えて

事業統合によって互いの強みを融合しながら、
人々の安全で豊かな暮らしを支えていきます。

火力発電EPC事業の長年にわたる経験の中で、つねに進
化しながら時代のニーズに対応するMHPS。その一例を
紹介します。

©JAXA/NASA

唯一の公営電力会社である台湾電力が進める
林口火力発電所の1～3号機の建設プロジェクト
を現地パートナー企業とともに受注。ボイラー、
蒸気タービン各3基の製作・供給を担当する。

バンコクの北方約70kmに位置するGulf JP 
UT社が進めるウタイGTCC※発電所の建設プロ
ジェクトを現地パートナーとともに受注。経済
成長に伴い増加するタイの電力需要を支える。

東北電力が進める仙台火力発電所のGTCC※発
電設備の新設プロジェクトを受注。既設の石炭
火力発電と比べCO2の排出量を半分に低減し、
東北の電力需要の担い手となる。

MHPSの火力発電EPC事業は今、世界各地で発電インフラを支えています。

日本
仙台火力発電所

タイ
ウタイ火力発電所

※：ガスタービンと蒸気タービンによる発電を組み合わせた複合型高効率発電システム。

進化するEPC事業

世界に貢献するMHPS

海外で設計することにより各国の規格に柔軟に対応。また調達
先を海外に拡大することで選択肢が広がり、輸送コストの低減
を実現。

・高品質ながらコストを抑えた設計・調達

ICTを活用したプロジェクト全体を一元管理できるツールを用
いて、迅速かつ正確に進捗を把握し、未然にリスクを防止。早期
に対策を施すことで、プロジェクトをより着実に遂行。

・リスクを未然に防ぐ、スムーズな状況把握

あらゆる国のスタッフを考慮して作業手順を３Ｄにし「見える
化」。３Ｄで示すことで言語を問わず理解可能に。

・作業指示を見える化することで効率アップ

ワルシャワ市街の夜景

台湾
林口火力発電所
リン コウ

　電力業界では今、新興国の経済成長に伴いエネルギー市
場が拡大しています。その一方で、発電時におけるCO2排出
量など、環境問題に対する関心も高まっています。持続可能
な社会を支える発電として、再生可能エネルギーの開発ととも
に、石炭や天然ガスを燃料とした火力発電においても、より高
い燃料効率や環境負荷低減などが求められています。
　そのような中、2014年2月に三菱重工業と日立製作所の火
力発電システム事業を統合して、MHPS が誕生しました。アジ
アや中南米で多数の実績を持つ三菱重工、ヨーロッパやアフ
リカ、北米などで数々の事業展開をしてきた日立。火力発電シ
ステムに長く携わってきた両社が有するマネジメント経験豊富
な人材や、それぞれが技術を追求してきた高性能なガス・蒸
気タービン、ボイラー、環境装置などの幅広い製品ラインナッ
プ。EPC事業においてもこれら両社が持つ強みを融合して事
業を拡充し、安定した発電インフラの整備を心待ちにしている
世界の国々へ着実に発電設備を提供していきます。
　MHPS は、これまで両社が築いてきた強みを生かしつつ、
変化する世界各地の発電ニーズに応えながら、今後もエネル
ギーの安定供給と環境問題の解決に貢献し、持続可能な社
会の発展を支えていきます。

プロジェクト
マネジメント
スケジュール、コスト、リ
スクなど全体を管理し、
契約どおりに計画が進む
ようにコントロール。 

設計

主要機器から発電設備全体に
至るまで、プロジェクトごと
の仕様に応じて設計。

Engineering

製造
プロジェクトごとに異なる
発電ニーズに合わせて、主
要機器を自社工場で製造。

Manufacturing

建設Construction

パートナー企業

試運転

調達Procurement
設計の仕様に合った機器や部品
を揃え、安全・確実に現地へと
輸送。

建屋の建設、輸送された機器や部
品の据付を実施。完工後の試運転
も担う。


