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  新日鐵住金(株)室蘭製鐵所 125MW 副生ガス焚き発電設備は，鉄鋼製造プロセスの副生物と

して発生する BFG（高炉ガス），COG（コークス炉ガス），LDG（転炉ガス）を燃料とした再熱式発電

設備で，発電のほかに高圧主蒸気を減圧減温し製鐵所内へ送気運用するプラントである。本プ

ロジェクトでは，フロントローディング活動及び当社独自のプロジェクト管理ツール活用による一元

管理を行うことで高い製品品質を確保できた。その結果，2013 年３月 31 日に 35 ヶ月の短納期で

引渡しを行うとともに，試運転での昼夜連続運転開始時期を前倒しすることで2012年度末の北海

道電力(株)の電力需給ひっ迫状況改善に貢献した。 

  

   

 
 
|1. はじめに 

本プロジェクトは，小規模で老朽化した既存設備を再熱方式・高蒸気条件を採用した大容量高

効率発電設備にリプレイスすることで製鐵所内の自家発電比率を高めることを目的として計画さ

れたものであり，副生ガス専焼で化石燃料（重油，石炭）を使用しないことで CO2 削減を図ってい

る。当社は三菱重工プラント建設(株)と三菱電機(株)との乙型 JV（Joint Venture）体制にて本プロ

ジェクトをエレクションターンキー工事として受注し，厳冬期に据付け工事及び試運転を行い，35

ヶ月の短納期で工事を完了した。本稿では本プロジェクトへの取組み内容を紹介する。 

|2. プロジェクト概要 

本プラントは，発熱量及び圧力が一定しない副生ガス燃料にて発電量や工場送気量を工場デ

マンドに応じて制御する設備である。ボイラは，BFG 加熱器採用による余熱回収にて高効率化を

図り，窒素酸化物低減のための環境対策として再循環ガス混合燃焼方式を採用している。また，

制御装置としては発電設備に最適な当社製 DIASYS Netmation を採用している。ボイラ及び蒸気

タービンの外観を図１に，設備概要を表１に示す。 

図１ ボイラ（左）及び蒸気タービン（右） 
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表１ 設備概要 

ボイラ主要仕様 

(1) 型式 三菱強制循環ボイラ単胴放射再熱型 

(2) 数量 1 缶 

(3) 最大連続蒸発量 400 t/h 

(4) 最大工場送気流量 100 t/h 

(5) 主蒸気圧力 17.1 MPaG 

(6) 蒸気温度 569/541 ℃ 

(7) 燃料 
BFG（高炉ガス），COG（コークス炉ガス）， 

LDG（転炉ガス），Ａ重油【バックアップ用】 

(8) 燃焼方式 旋回燃焼 

(9) NOx 低減対策 再循環ガス混合燃焼方式 

タービン主要仕様 

(1) 型式 三菱串型二車室衝動式軸流排気型再燃復水タービン 

(2) 数量 1 台 

(3) 定格出力 125MW 

(4) 主蒸気圧力 16.6 MPaG 

(5) 蒸気温度 566/538 ℃ 

(6) 回転数 3000rpm 

(7) 排気圧力 -97.5 kPa (731 mmHg) 

(8) 冷却方式 海水 

制御システム (1) 型式 DIASYS Netmation 

 

 

図２ プラントの概略系統 

 

なお，プロジェクトの特徴は以下のとおりである。プラントの概略系統を図２に示す。 

2.1 高蒸気条件による高効率化 

高効率な設備とするため，自家発電用火力設備としては最高レベルの蒸気条件である

17.1MPa×569/541℃の再熱サイクルを適用した。高蒸気圧力の適用に伴い，ボイラの火炉壁管

には少ない循環水量でも安定した沸騰形態を維持できるライフル管を採用し，ボイラ循環ポンプ

の動力軽減を図っている。 

2.2 BFG 加熱器採用による高効率化 

プラント効率向上のため，排ガスの余熱で BFG を加熱する BFG 加熱器を採用した。BFG 加熱

器は排ガスクーラと BFG ヒータで構成され，節炭器とガス式空気予熱器の間に配置した排ガスク

ーラで循環水を飽和蒸気化し，その飽和蒸気を熱源として BFG ヒータにて BFG を昇温するもの

である。 
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2.3 工場送気運用 

本プラントでは発電だけなく，高圧主蒸気の一部を減圧減温して製鐵所内に送気供給するシ

ステムを採用した。送気時は，ボイラ出口の高圧主蒸気流量に対し再熱低圧主蒸気流量が減少

し主蒸気・再熱蒸気の流量バランスが変化するため，ボイラでの再熱蒸気温度制御に特別な配

慮が必要となる。本ボイラでは工場送気運用に配慮し，排ガス再循環量や再熱器スプレイ水注入

量の調整範囲を大きく設定し，最適な制御ロジックを構築することで，再熱蒸気温度の制御範囲

を拡大した。 

2.4 タービンバイパス設備 

電力系統事故により北海道電力(株)と解列された場合，本発電設備は製鐵所の構内負荷に対

応し 50％まで電力供給を急減させる構内単独運転へ移行する。この負荷変動に対応するため，

高圧及び低圧タービンバイパス設備を設置し，余剰蒸気を復水器へ逃がしている。また，シミュ

レーション解析によりバイパス設備の操作性を検証した。 

|3. 125MW 副生ガス焚き発電設備完工 

本プロジェクトの厳しさは契約納期 35 ヶ月での完工のため，北海道の厳冬期に屋外での据付

け工事及び試運転を遂行することにあった。厳冬期の工程遅延は全体工程に与える影響が多大

であり，これを避けるため設計・工事・試運転の各ステージで様々な工夫を凝らし，各ステージの

接点管理，品質管理及び工程管理を実施した。 

3.1 設計・調達・製作 

プロジェクト開始よりフロントローディング活動を行い，短期間で各種の基準書及び設計仕様を

確定させ詳細設計への展開を実施した。これに伴い調達に関しても早期発注が可能となり，土建

及び建屋の設計データを６ヶ月で確定させたことで，お客様より計画通りの日程で土建及び建屋

の引渡しを受けることができ，据付け工事の順調な立ち上りに繋がった。また，設計段階で品質

向上活動を実施し図面精度の向上及び工場検査の徹底により不適合の未然防止を図り，厳冬

期の鉄骨設置工事を工程どおりに完了した。また，プロジェクト開始から試運転を見据えた運用

モードに係る打合せを重ねて試運転確認項目及び運転パターンを確定させ，試運転工程の最

適化が図られた。 

3.2 据付け工事 

据付け工事は三菱重工プラント建設(株)が担当する JV 体制のプロジェクトであるが，プロジェク

ト立ち上がりの配置計画段階から図面協議・打合せを重ね，重機配置等を考慮した計画を行うと

ともに据付け工程を確立させ，この工程に合わせ部品納期も確定させた。また，この協議では

3D-CAD を活用した設計と工事の接点管理，つまり工事内容の詳細を明確にした（図３）。 

工事期間中には小口径配管の干渉による改造工事が発生したが，設計者を現地常駐させ設

計側と工事側が一体となって工程を確保し，結果として据付け工事は計画より前倒しで完了で

きた。 

 

 

図３ 3D-CAD 活用例 
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3.3 試運転 

試運転は，鉄鋼製造プロセスで発生する副生ガスの発生状況に合わせ，試運転項目を消化

するためのロスのない緻密な試運転工程の構築と遂行が必要であったが，設計初期段階で確認

項目を明確にできていたことでお客様の協力も得られ，混乱なく試運転工程を消化できた。 

(1) 本プラントは通常の負荷変化試験だけでなく，BFG・COG・LDG・重油と燃料種類が多い中，

各燃料の組合せで工場送気量の変化試験も実施した。発電出力・工場送気量の変化に対し

て再熱蒸気温度を含めてプラントが安定的に運転できる制御ロジックが構築できたことを確認

した。 

(2) 特殊運転時の模擬試験（工場単独移行運転試験，復水器片系運転試験，BFG 加熱器１ユ

ニット停止試験，高圧/低圧給水加熱器停止試験，高炉吹抜模擬試験）については，試運転

確認項目を短縮工程で完了させ，確認試運転工程内での実施を実現し，特殊な環境におい

ても安定的に運転継続が可能なことを確認した。 

(3) 上記のとおり試運転メニューを効率的に消化できたことは，フロントローディング活動や品質

向上活動の成果であるといえる。厳冬期の試運転で最も懸念された凍結については，一部の

ドレン集合管でのドレン吹き出しによるツララ発生はあったが，プラント起動や連続運転に支障

を来すような不適合は発生せず，上述の各活動の成果を得た。 

結果として，据付工事前倒し完了の成果に伴うボイラ火入れ前倒しもあり，１月７日には計画

より約 1.5 ヶ月前倒しで 100％負荷到達を達成，３月５日にはプラント引渡性能試験を実施し，

３月６日からお客様による習熟運転期間（24 日）を確保できた。さらに，北海道電力(株)から最

大限の電力供給要請に基づき試運転員体制を増強の上，年末より昼夜連続運転を実施し，冬

季北海道地区のひっ迫した電力需給に貢献している。 

 この実績工程概要を表２に示す。 

      

表２ 工程概要  

 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年  

月 4 5 … 12 1 … 11 12 1 … 3 … 11 12 1 2 3 4  

主
要
マ
イ
ル
ス
ト
ー
ン 

   ▽(5/1)設計着手     

        ▽(11/1)据付工事着工  

          ▽(3/30)ドラム揚げ  

         ▽(11/15)ボイラ火入れ  

          ▽(12/28)75％負荷到達 

           ⇔年末始連続運転 

        ▽(1/7)100％負荷到達 

         ▽(2/13～3/1)特殊試験及び一定負荷運転

        ▽(3/2～5)性能試験 

         ▽(3/6～30)習熟運転 

          ▽(3/31)引渡し 

  ←―――――――――――契約納期：35 ヶ月―――――――――――→  

(4) なお，プラント引渡性能試験では下表（表３）の性能計画値に対して良好な結果が得られ，高

効率で環境負荷の低い高性能なプラントを納入することができた。 

 
表３ 性能計画値 

 単位 計画値 

発電機出力 MW 125 

ボイラ最大蒸発量 t/h 400 

主蒸気圧力（タービン入口） MPa 16.6 

主蒸気温度（タービン入口） ℃ 566 

再熱蒸気温度（タービン入口） ℃ 538 

 窒素酸化物 ppm (５％O2) 60 

排ガス性状 煤塵濃度 mg/m3N (５％O2) 50 

 硫黄酸化物 Ｋ値 － 3.7 



三菱重工技報 Vol.50 No.3 (2013) 

 41 

 

|4. 当社プロジェクト管理の特徴 

本プロジェクトを 35 ヶ月納期で完工するために当社で行ったプロジェクト管理の特徴を以下の

とおり紹介する。 

4.1 工程管理（設計・製作・調達） 

設計・製作・調達にかかわる工程管理は当社独自の工程管理システムを用い，計画に対する

進捗管理を行っている。本プロジェクトではフロントローディング活動を行い，図４に示す垂直立ち

上げを図った。進捗が遅れた場合には担当部署のみならずプロジェクト宛にも自動で遅延アラー

ムを通知させ，担当部署とプロジェクトが一体となって進捗管理を行うことで業務の整流化を図っ

た。 

図４ 工程（図面）管理カーブ 

 

4.2 品質管理 

本プロジェクトは，ボイラ・タービンともに実績を重視し，できる限り先行類似プラントからの流用

設計を行う方針としたが，更に工場からの不適合製品の未然防止を主目的とした品質管理活動

を行った。 

(1) 真の不適合の要因分析と新たな取組み 

過去の不適合再発防止を図る場合，通常は個別項目に対する検討を行い，根本にある真

の要因を見落とすことがある。そこで本プロジェクトでは，不適合を発生させる真の原因を究明

するため，先行プラントの代表不適合事例を，設計・製作・検査・工事・試運転の業務ステージ

ごとに分類，原因を管理体制・管理ツール・技術力・初品変更品・海外調達品・コミュニケーショ

ンのアイテムに分けてマトリックスに再整理した。その結果，主に“変更点管理の強化”及び“検

査内容及び項目の強化”を行うことが不適合流出を防止できる有効な品質管理手法であること

を再認識し，この部分の管理強化を行った。（図５） 

図５ 新たな管理ツールの一例 
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(2) 新たな取組みの成果 

特に購入品に関しては，ベンダーの協力のもとにプレインスペクションミーティング（PIM）を

実施し，変更点の有無確認及び検査項目の更なる充実について検討会を合同で実施した。

工場検査においては，一部の機器で更なる検査項目の充実により不適合を未然に発見し，出

荷前に是正対策を行った後，品質の高い製品を現地へ出荷することができた。この不適合を

工場で発見できず現場にて手直しを行った場合，工場での数倍の手間と時間が掛かり工程に

及ぼす影響は大きかったものと考えられ，据付け工事及び試運転の工程短縮に対して大きく

寄与することができた。 

4.3 お客様との図面管理/メール管理 

お客様への図面提出及びお客様からの図面返却は，電子メールをベースとした当社独自のシ

ステムを活用し，ペーパレスとするとともに紙面送付の時間ロスを削減し効率化を図っている。ま

た，お客様との書信類についても同じシステムを活用，プロジェクトで一元管理することで書信類

の内容に対する高い設計品質の均質化を維持することができた。 

4.4 現地工事との接点管理 

現地工事を担当する三菱重工プラント建設(株)とは，当社独自の図面管理システム及び現地

不適合案件システムを共有することで情報の一元管理を行った。現地工事で発生した不適合を

同じシステムを使用することで情報の共有化・進捗状況管理が図られ，早期の不適合解決に寄

与した。 

|5. まとめ 

短納期でのプラント完工に向け，厳冬期に屋外での据付け工事及び試運転を実施する工程で

あったが，更に工程を前倒して，年末には 75％負荷到達後の連続運転を行い，2013 年１月には

計画より 1.5 ヶ月早く 100％負荷に到達させ，引渡しまで連続運転を行うことができた。今冬の北

海道内の電力需給に貢献し，お客様より感謝のお言葉を頂いた。これは，当社を含めた JV 各社

の品質管理・工程管理の結果のみならず，ベンダー・業者の全関係者が工期通りに品質の高い

製品を納入するという目標を共有し一体感を持って取り組んだ成果であり，感謝申し上げたい。

 

 


