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インドネシア初の亜瀝青炭焚き超臨界圧プラント稼働開始 

（Paiton Energy 社向け 815MW 増設プロジェクト） 
Indonesia’s First Super Critical Subbituminous Coal-Fired Power Plant Commences Operation

(815MW Expansion Project for PT Paiton Energy)  
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  ここ数年の目覚ましい経済成長を続けるインドネシアにおいて，成長を維持・向上するためイン

フラ整備は不可欠であり，インドネシア政府は，電力エネルギーの安定的な供給体制の整備，エ

ネルギー源の多様化，電化率の向上等を政策目標として掲げている。このような背景の中，当社

がインドネシア国内で初めて納入した超臨界圧プラントの商業運転が現在続けられている。 

  

   

 
 
|1. はじめに 

本発電所の設計は日本国内で培った近年の超臨界圧石炭焚きプラントの技術をベースとし

た。出力は送電端で815MW以上になり，インドネシア国内で産出される亜瀝青炭を専焼とする超

臨界圧ボイラと，タンデムコンパウンドタイプとしては最大級の超臨界圧蒸気タービンから構成さ

れる，インドネシア初の超臨界圧プラントである。当社はボイラ・タービン主機及び BOP（Balance 

of Plant ） 機器 も 含 め ， FTK （ Full Turn Key ） ス コ ー プ （ 一 部 工 事 は コ ン ソ ー シ ア ム ） の

EPC（Engineering Procurement Construction）契約者として同設備を契約納期どおり，平成 24 年

４月に無事引き渡した。ここにプラント及びプロジェクト管理の概要を紹介する。 

|2. プラント概要 

2.1 概要 

送電端出力 815MW，亜瀝青炭専焼超臨界圧プラントの主要構成を表１に示す。 

 

表１ プラント主要構成 

ボイラ １缶 運炭装置 １式 

蒸気タービン １基 取放水設備 １式 

発電機 １基 海水淡水化装置 １式 

電気集塵機 １式 水処理設備 １式 

脱硫装置（海水スクラバ） １式 電気設備 １式 

煙突 １基 制御装置 １式 

灰処理装置 １式   

 

2.2 主な特徴 

(1) 亜瀝青炭焚き 

亜瀝青炭を専焼とする超臨界圧ボイラを有し，計画時に考慮した亜瀝青炭は合計６炭種に

なる。 
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(2) インドネシア初の超臨界圧プラント 

海外においても環境適合性の観点より高効率な発電所のニーズが近年高まっており，インド

ネシア国内において初となる超臨界圧プラントを採用した。 

(3) 狭隘地への増設 

インドネシアの経済危機により空き地となった，既設２号機及び５号機に挟まれる狭隘地に設

置した増設発電所である。お客様が所有する７号機及び８号機の灰貯蔵サイロ，排水処理設

備，石炭設備，軽油設備及び燃料荷揚げ岸壁等を既設発電所との共通設備として設計した。

2.3 プラント性能と構成 

環境適合性を考慮した超臨界圧プラントを導入しており，蒸気条件は 24.4MPa(g)×538/566℃

で，計画値を上回る優れた性能を確認している。プラントの主要仕様を表２に示す。 

 

表２ プラント主要仕様 

型式 超臨界圧変圧貫流垂直管火炉型放射再熱式（屋外型） 

蒸気流量 2695 t/h 

主蒸気圧力 25.8 MPa(g) 

主蒸気温度 542 ℃ 

ボイラ 

再熱蒸気温度 568 ℃ 

型式 一軸形４流排気式再熱復水形 

定格出力 865.9 MW 

主蒸気圧力 24.4 MPa(g) 

主蒸気温度 538 ℃ 

再熱蒸気温度 566 ℃ 

蒸気 

タービン 

回転数 3000 min-1 

|3. ボイラ 

図１にボイラの外観を示す。 

 

図１ ボイラ 

 

3.1 亜瀝青炭専焼対応 

灰分及び硫黄分が少ないため環境負荷が小さく，かつ埋蔵量が豊富なことから近年，需要が

高まっている亜瀝青炭を専焼する設備として本ボイラを計画している。亜瀝青炭は瀝青炭と比べ

て，水分が多い，スラッギング/ファウリングの傾向が強い，発火性が高いという特徴がある。本プ

ラントで使用される亜瀝青炭の石炭中水分は約 30wt%(到着ベース)であり，通常の竪型ミルによる

熱空気粉砕・乾燥にて対応可能である。スラッギング/ファウリングについては，適正な火炉体格，

伝熱面配置及びスートブロワ設置により抑制している。また，高い発火性に対しては適正なミル出

口空気温度の選定が重要であり，かつ蒸気を用いたミルイナートシステムを設置している。本プラ

ントの設計で考慮した計画石炭性状を表３に示す。 
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表３ 計画炭の石炭性状 

項目 設計レンジ 

全水分 約 30wt% 

高位発熱量（AR ベース） 最小 4500kcal/kg 

灰分 最大 3.0wt% 

灰融点（IDT 還元雰囲気） 最小 1150℃ 

 

3.2 垂直管火炉方式の採用 

当社が開発し，多くの実績を持つ垂直管火炉方式を採用している。本方式には以下の利点が

ある。 

(1)低い圧力損失 

低い火炉質量速度により圧損が小さく，給水ポンプ運転動力が節減できるとともに給水系統

の設計圧力を低減できる。 

(2)簡素な構造 

火炉支持が容易で付着金物が少なく，信頼性・据付けしやすさ・保守性に優れる。 

(3)温度均一性 

蒸発管の全圧損に占める加熱部摩擦損失の割合が少ないため，火炉熱吸収変動時の流量

変化が少なく，温度の均一性が維持される。 

(4)少ない灰付着 

管配列が鉛直方向であるため，石炭焚きボイラではスラグの脱落が容易で火炉付着灰量が

少ない。 

3.3 燃焼装置 

低 NOx 燃焼装置の A-PM バーナ及び主バーナ部に十分な NOx 還元域を確保した後，燃焼

用空気を投入する炉内脱硝システム(A-MACT)により，低 NOx，低未燃分を達成している。試運

転において，NOx 排出量及び灰中未燃分は極めて良好な結果であり，亜瀝青炭専焼ボイラでも

当社の低 NOx 技術が効果的であることが確認された。 

|4. 蒸気タービン 

図２に蒸気タービンの外観を示す。 

 

図２ 蒸気タービン 

タービンは高圧，中圧タービンを一体フレームとした高中圧コンバインド車室と低圧タービン２

車室を一つの軸でつないだタンデムコンパウンド型式であり，当社にとって３車室構造の最大容

量機となる。高圧タービンは単流設計，中圧タービンは高圧タービンの対向の単流設計である。

従来，この出力クラスのタービンは高圧，中圧タービンが別車室であったが，先行機である東京

電力（株）広野５号機で確立された技術と実績により，高中圧コンバインド車室が可能となり，コン
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パクトな設計を実現している。低圧タービンは複流設計で，最終翼は 35.4 インチ ISB（Integral 

Shroud Blade）を採用している。反動翼列には三次元設計翼を適用し高性能化を図っている。 

4.1 設計上の特徴 

高中圧タービンは，コスト競争力向上を目指してモジュール設計した 50Hz 機向け 600～

900MW 用超臨界圧標準高中圧一体フレームを採用している。本標準フレームは主蒸気/再熱蒸

気温度 600℃級までを想定し，大物素材の設計は極力形状変更をせず，材料のみの変更で対

応することで，今後の設計リードタイムの短縮，素材転用を可能としている。また本プロジェクトで

は主蒸気圧力特性を完全変圧運用として，高圧タービンの調速段を廃止し，全周噴射挿入方式

として性能向上を図っている。 

4.2 運転実績 

運転開始後，軸振動を始めとする各運転監視値は許容値より十分低く，安定した運転が達成

されている。また，タービン効率は計画値を上回る性能を達成していることを確認した。 

|5. 脱硫設備 

図３に脱硫装置の外観を示す。 

当社液柱塔方式の海水スクラバとして約 300万 Nm3/h の排ガスを一塔処理しており，世界最大

クラスである。 

スクラバ塔内でガスと液を接触させる装置のコアパーツには多数の実績がある石灰石膏法脱

硫設備と同じものを使用し，性能確保を確実にした。 

簡便な構造かつ高性能を特徴とし，計画値を上回る高脱硫率を確認している。 

 

図３ 脱硫設備 

 

|6. まとめ 

これまでインドネシア国内での IPP （Independent Power Producer）案件が軒並み納期遅延を

起こしている中，最大クラスのコンベンショナルプラントを納期どおり，かつ予想を上回る性能でお

客様へ引き渡すことができた。インドネシア国内電力需要に貢献したことはもちろんのことである

が，併せて事業主に利益をもたらした。当社としては，お客様の満足を得られたことに加え，大型

プロジェクトを遂行できる能力をインドネシア国内で示すことができたのは非常に有意義であっ

た。需要の伸びる同国において，これからも電力供給の一翼を担っていきたい。 

 


