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Leading Player

Meet MHI

人に代わって使命を果たす
遠隔作業ロボットの挑戦

～先覚者に聞く～

「水問題を解決！ 最新鋭水処理プラント」
～MHIのある暮らし～

CO2回収装置 in アメリカ
Our Technologies, Your Tomorrow

遠隔作業ロボットの製作を担うエンジニア
Engineers,  Be Ambitious!
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S P E C I A L
F E A T U R E特 集

※：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。

設計
ngineeringE 調達

rocurementP 建設
onstructionC

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

A

B

CC

E

　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。
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原子力発電所向けのロボットとは？
これまで原子力発電所では、定期検査や監視
点検のために多くのロボットが活躍してきまし
た。その中で私が開発してきたのは、マニピュ
レータと呼ばれるアームを持つロボットです。人
と同じ7つの関節を持つことでアームが人の腕
のように動き、モノをつかんだり、切断したり、
バルブを開閉するなど人に代わってさまざまな
作業を行います。当社では、およそ20年前か
ら原子炉容器内の点検を行う水中マニピュ
レータなどを実用化してきました。

原子力発電所向けロボットに求められる性能とは？
まず遠隔操作ができること、そして高い信頼性が必須で
す。原子力発電所では高放射線下や水が入った原子炉
容器内など、人が入れない場所での作業が少なくありま
せん。一般的な産業用ロボットと違って、原子力発電所
向けロボットは動かなくなってもその場で修理ができない
のです。そのためトラブルが起きても、人が入れる場所ま
でロボットを脱出させる手段を用意しなくてはなりません。

現在、東京電力福島第一原子力発電所で
活躍するロボットは？

MHI-MEISTeR※1というロボットが2014年1月から東京
電力福島第一原子力発電所に投入され、汚染物質の吸
引除染や、建屋内の汚染レベルを調べるために建物表
面のコンクリートのサンプリング作業を行っています。福島
第一原子力発電所内には人が入れませんので、今どんな
状況なのかわからないことがたくさんあります。だからこそ
動きの自由度が高いマニピュレータが向いているのです。
これならば後から少し調整すればさまざまな場面に応用が
利くことが、経験上わかっていたからです。今回対応でき
たのは当社が長く原子力発電所対応のロボット開発に取
り組み、技術を着実に発展させてきたためだと思います。

次に投入するロボットの特徴は？
高所作業ができるように、梯子が8ｍの高さまで伸びる
MHI-Super Giraffe（MARS-C）※2というロボットを開発
しました。障害物に阻まれる現場を想定し、4輪駆動4輪
操舵方式にして、その場での回転や、真横や斜めへの
移動など、足回りに優れた設計です。さらに動力源には
三菱自動車の電気自動車i-MiEV※3のバッテリを使用し
ました。実はMHI-Super Giraffe（MARS-C）の開発期
間はわずか1年。設計開始から4カ月経過してもなかなか
条件に合うバッテリが見つかりませんでしたが、チーム全員
で探し回った末にi-MiEVのバッテリを転用するアイデア

が浮かびました。安定した量産型のバッテリで5時間稼働
できるのは大変心強く、ありがたいことです。

一連の技術は今後どのような分野で貢献できる？
人が近づけない災害現場で非常にニーズが高いと思いま
す。たとえば、引火性ガスが立ち込めるトンネル事故でも、
遠隔操作できるロボットなら入っていけます。石油コンビ
ナートや海底油田のプラットフォームでも役立つでしょう。
消防関係の方からは「火災現場に投入できるものがすぐ
にでもほしい」というお言葉をいただいています。災害現
場での命がけの作業をロボットが少しでも肩代わりできた
ら、開発者としてこんなにうれしいことはありません。

これからの目標を教えてください。
ロボットは機械工学、電気工学、情報工学などを融合さ
せたメカトロニクスの結晶です。そのため、私も事業ドメ
インの枠を越えて、さまざまな分野のエンジニアと協力して
仕事を進めています。今後さらにメカトロニクスを高めて、
ロボットの活躍の場をいろいろな分野へ広く根づかせてい
きたいと思っています。

困難な現場にも果敢に挑む

腕の動きができるロボット
Q.
A.

人の命を救うロボットを！

Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.

Q.
A.

Q.

A.

▶▶▶Pick Up Pioneer 

Prof ile エネルギー・環境ドメイン
原子力事業部
機器設計部　装置設計課
主席技師

大西 献（おおにし けん）
1986年三菱重工に入社後、新型炉設計
部などを経て、メカトロ開発・設計に携
わる。マニピュレータの開発を手がけ、
さまざまな自動化ロボットを設計。その
技術は原子力発電所などの災害対応にも
広く応用されている。

～先覚者に聞く～

Leading
Player

人が立ち入れない災害現場で活躍するロボットが今、注目を集めている。
大西 献は、原子力発電所で活躍する遠隔作業ロボットを多数手がけてきた。
その脈々と培ってきたロボットの知見をもとに、
原子力事故などの災害に対応するロボットの開発プロジェクトを率いている。
大きな社会的使命のもとで業務に臨む大西に、遠隔作業ロボットへの想いと取り組みを聞いた。

※1：MHI-MEISTeR
1999年、茨城県東海村の核燃料加工施設での臨界事故を受けて開発した災害対応ロ
ボットを、原子力施設で培った多くのメンテナンス技術を活用して改良したロボット。

※2：MHI-Super Giraffe（MARS-C）
人が近づけない場所を自由に移動し、伸縮梯子の先に搭載したロボットアームで高
さ8mまでの高所作業ができる遠隔作業ロボット。

※3：電気自動車i-MiEV
三菱自動車工業が2009年7月より量産を開始した電気自動車。リチウムイオン電
池を動力源とし、100V・200Vの家庭用電源で充電が可能。

人の腕のように関
節（軸）を持ち、手
作業を代行する装
置。動きの自由度が
高く、先端工具を替
えることで、さまざ
まな作業に従事す
ることができる。

遠隔作業ロボット（マニピュレータ）とは？

MHI-MEISTeR

人に代わって使命を果たす
遠隔作業ロボットの挑戦



3段階の RO（逆浸透）膜を通し
て塩分を除去し、水の純度を高
めていくと、1ℓあたりの残留物
が 5mg（海水を加熱・蒸留して
淡水を得る「蒸発法」の5分の1）
という高純度水が精製される。

サウジアラビア・ラービクほか

多様な水の供給で水問題を解決!
最新鋭の海水淡水化プラント

世界的な人口増加や経済発展に伴い、水問題はますます
深刻化、顕在化してきている。この解決策のひとつに挙げら
れるのが、地球の表面積の約7割を占める「海」、すなわち
海水という水資源の活用だ。例えば中東諸国は、国土の大
半が砂漠であり、地下水枯渇という問題に直面していること
から、水資源においては海水への依存率が極めて高い。実
際にサウジアラビアのラービクでは、1日あたり19万2,000kℓ
の工業用水を製造する海水淡水化プラントが稼働している。
このプラントでは独自に開発した「3段直列逆浸透膜法」が
採用されており、従来の方法よりもはるかに高純度の水を製
造することができる。三菱重工では、淡水化技術以外にも、
用水・排水処理や水再生・再利用関連のテクノロジーを
長年にわたって蓄積してきた。こうした技術を組み合わせた、
広範なニーズに応えるウォーターソリューションが、世界中で
水の安定供給を支えている。

1 8

世界中の海洋や港

効率性と安全・信頼性を両立する
新型蒸気タービン機関UST

暮らしを支えるエネルギー資源である液化天然ガス（LNG）。
それらを運ぶ船の動力源には従来、主に蒸気タービン機関
が採用されてきた。その安定性や保守性に加え、液体LNG
から発生するボイルオフガスを燃料として使用できる点が評
価されている。その後、この液体LNGを直接焚くことができ
るディーゼルエンジンが登場。その省エネ性が評価され、
LNG船の動力源は一気に多様化した。三菱重工グループ
が開発した再熱舶用推進蒸気タービン（UST）は、従来型
と比べ約15%の燃費改善を達成し、メンテナンスや安定稼
働の面でスムーズな海上輸送を支えている。最新の技術で
省エネニーズ、CO2、NOx、SOxの排出規制にも対応し、
今日も世界の海で躍進している。

環境に優しい
推進機関として最高の
パフォーマンスを

提供

実現困難なために
「夢の技術」と

言われてきたIGCCが
ついに実現！

あらゆる排ガスに
威力を発揮。

経済的で高効率な
集じん装置

1 9

安定稼働への信頼性が高い蒸気タービンに、大幅な低燃費という新
たな強みが加わったUSTが、今日もLNG運搬で活躍中。

※：MHPSはガス化炉設備と複合発電設備、三菱重工はガス精製設備、三菱重工メカトロ
システムズは排水処理設備設計をそれぞれ手がける。

国内外の発電所など

50年来の技術が裏打ちする
集じん装置で大気汚染防止に貢献

大気中に浮遊しているさまざまな粒子。排煙・排ガスなどに
含まれる微小な煤じんや粉じんはヒトの呼吸で肺に沈着しや
すく、喘息や気管支炎など、呼吸器系に影響を及ぼす可能
性があると考えられている。こうした粒子を分離・捕集する
のが三菱重工メカトロシステムズの集じん装置だ。電気集じ
ん装置は、静電気によりガス中の粒子（ダスト）を帯電させ
て電極に付着・分離捕集する装置で、集じん性能の高さと
運用・運転の簡便さが高く評価されている。近年では、地
球規模で環境対策が重要視されるのに伴い受注が伸びて
いるほか、経済発展が進むインドなどのアジア各国でもプラ
ントをはじめとした生産施設向けの需要が見込まれている。
その技術は、世界中の大気から微小粒子を除去して汚染を
防ぎ、人々の健康を守るために日々活躍している。

1 7 海水から
塩分を除去して
工業用水をつくる
技術で地域に貢献

抜群の耐久性を誇る電気集じん装置の設計、製作、据付からアフター
サービスまで一貫して提供。

福島県・いわき市

 「夢の技術」IGCC実現で
福島の経済・産業を後押し

石炭をガス化し、ガスタービンと蒸気タービンを回す次世代の
火力発電システムが石炭ガス化複合発電（IGCC）。世界屈
指のパイオニアである三菱重工グループでは、1980年代か
らこの技術の研究・開発を推進している。30年以上におよ
ぶ研究を経て、2013年には常磐共同火力が福島県いわき
市で運営する勿来発電所での営業運転にこぎ着けた。同
年、東京電力が福島県内に50万kW級の大型IGCCを2基
建設する「世界最新鋭の石炭焚き火力発電所プロジェクト」
を始動。2014年9月には、三菱日立パワーシステムズ
（MHPS）を幹事会社とする共同企業体が設計業務を受注
し※、プロジェクトに着手している。「夢の技術」が福島県の
経済再生の「夢」を後押しする。

2 0

ガスタービンと蒸気タービンを組み合わせたコンバインドサイク
ル方式で発電する IGCCでは、石炭を燃料としながら発電効率の
飛躍的向上とCO2低減が可能。

なこそ

活躍の舞台を、陸へ、海へ、空へ、そして宇宙へと広げている三菱重工。その技術・製品は、
意外にも私たちのそばでも常に息づいている。そんな“MHI”の活躍を日本や世界の日常からピックアップ。

～ MHI のある暮らし～ エネルギー・環境編
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防衛航空機やロケットなど、陸・海・空・宇
宙を舞台に統合防衛システムと宇宙関連サー
ビスを提供し、安心、安全の構築に貢献。

防衛・宇宙 

 http://www.mhi.co.jp/discover/graph/ 
本誌の内容は、Webでもご覧になれます。 三菱重工グラフ 検 索

Our Technologies,Your Tomorrow

　地球温暖化の主因とされている温室効果ガス。世界で1、2を争うエネ
ルギー消費国のアメリカは二酸化炭素の排出量も多く、連邦政府は火力
発電所における温室効果ガス排出規制の強化策を打ち出している。
　この状況を受けて2014年7月、三菱重工グループのCO2回収装置が、
日米共同※で進める原油増進回収（EOR）プロジェクトに採用された。テ
キサス州の石炭焚き発電所に併設されるプラントにおいて、発電過程で
発生する二酸化炭素を回収。CO2回収能力は世界最大の4,776t／日、
CO2回収率は90％。回収した二酸化炭素は圧縮して油田に送り込み、原
油回収を増進する。地球環境とエネルギーの課題に対応する先進のソ
リューション型プロジェクトが、低炭素社会の実現を加速する。

温室効果ガス排出規制の強化が進む米国で
石炭火力発電によるCO2を回収する技術

たゆまぬ技術力の強化と研鑽により、地球的な課題にソリューションを提供している三菱重工グループの事業を紹介します。

三菱重工のCO2回収技術は他の方式に比べてエネルギー消費
量が大幅に少ない。世界最高性能で業界をリードし、地球環境の
保全に貢献する。

世界一の経済大国・アメリカ。一方で抱えている、エネルギー消費による二酸化炭素排出量の課題に、CO2回収装置が貢献。

民間航空機や交通システムなど、陸・海・空の
先進的な交通・輸送システムを提供し、品質と
信頼性で社会の交通・物流インフラをサポート。

今回の
ドメイン 火力・原子力・再生可能エネルギーなどのエネルギー分野、

水処理・排煙処理などの環境分野、化学プラントなどの産業
インフラで社会を支える最適なソリューションを提供。

エネルギー・環境

今号で取り上げた「エネルギー・環境ドメイン」のほかにも、三菱重工では各ドメインの事業・製品が世界中で活躍しています。

交通・輸送 

工作機械や空調・冷凍機器など、社会、産業を
支える広範囲なサービスを提供。ものづくり企
業の技術力で人と人、企業と企業をつなぐ。

機械・設備システム

MHPSは、スペインの電力会社イドロカンタブリコ社か
ら、アボニョ火力発電所2号機と、ソト デ リベラ火力発
電所3号機向けの排煙脱硝装置を受注した。NOx排
出量を80％以上削減する高性能システムで、運転開
始予定はそれぞれ2016年と2017年となる。

三菱重工、三菱商事、ギャップ・インシャート社（トルコの建
設会社）は、国営化学公社が建設する大規模アンモニア・
尿素肥料製造プラントのEPCC（設計・調達・建設・試運
転）契約を共同受注した。同国産出の天然ガスを原料とし
た同プラントの運転開始は、2018年6月を予定している。

Fromアメリカ合衆国

三菱日立パワーシステムズ（MHPS）は、イラク電力省からハルサ火力発電所（ガス・
油焚き）4号機向けの大規模な改修工事を受注した。前機は1980年に三菱重工が
納入した発電設備で、同地域への電力供給で重要な役割を果たしてきたが、戦争に
より一部が破損。設備の老朽化も進行していた。今回の工事では、ボイラーや蒸気
タービン、発電機の主要部品の更新などを担い、計装装置には最新の分散型制御
システム（DCS）を導入し、設備の信頼性を高める。工事完了予定は2017年5月。
また、現在の4号機は定格出力の4割程度に落として運転しているが、工事後は20
万kWの定格運転が実現可能。電力の供給機能の復旧、安定供給、発電効率化を
通じて同国の経済・社会復興に貢献する。

ハルサ火力発電所の改修工事を受注
電力供給を通じて復興に寄与   イラク

テキサス州

欧州の排出規制をクリアする高性能
石炭発電向け排煙脱硝装置 スペイン

GLOBAL CHALLENGE NEWS TRENDING

※：JX日鉱日石開発（株）と米国大手IPPのNRG Energy社の合弁会社 Petra Nova社に納入する。

※：完成予想図

トルクメニスタン
国営化学公社が手がける肥料プラント
建設の一翼を担う

調印式の様子

Solution
CO2回収装置CO2回収装置CO2回収装置

温室効果ガスの削減
Topic

三菱重工がオマーンに建設した大規模肥料プラント三菱重工がオマーンに建設した大規模肥料プラント

排煙脱硝装置（SCR）
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http://www.mhi.co.jp/discover/graph/ 

当社オフィシャルサイト内
「三菱重工グラフ」のページでは動画もご覧になれます。

本誌に対するご意見・ご感想などがございましたら
当社Webサイトまでお寄せください。
Webサイト  ht tp: //www.mhi.co. jp/ inquiry/ index.html

三菱重工グラフ 検 索
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飯田 大輔

エネルギー・環境ドメイン
原子力事業部 原子力工作部 機械電機工作課

私の気分転換

休日はマウンテンバイクで
自宅近くの山へ出かけ、森
林浴を楽しむ。心地いい汗
を温泉で流すと気分をリフ
レッシュできる。

彼は遠隔作業ロボット※などの製作・調整・保守の現
場を取りまとめる副作業長。特注品であるロボット
の組立は1つとして同じものはない。複雑な図面を
熟読して、組立手順を考え、後戻りなく形にする作
業はロボットひと筋のエンジニアがなす熟練の技。
人が立ち入れない場所で活躍するロボットだから
こそ、信頼性の高いものづくりに精魂を傾ける。

※遠隔作業ロボット：P10参照


