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てつゆき）

計画支援では，リスク評価をベースとしたライフサイクル
コストを最小とする保全計画を立案支援するシステムを用

最近のエネルギーソリューション分野では，発電形態や

意した。電機設備における代表的な診断技術を表１に示す。

給配電形態は多種多様に，かつ広域になってきている。ま

以下に最近開発した診断技術を紹介する。

た，エネルギーの供給は重要なインフラであり，長期にわ
たった安定的な運用と維持費低減が求められている。アフ

油入変圧器高精度余寿命診断システム

.

ターサービス部門では，これらの要求に応えるために，予

本システムは，油入変圧器の寿命予測を高精度に推定で

防保全技術については，最適な中長期保全計画を策定する

きる診断システムであり，2005 年度に社団法人日本メン

ための重要な要素技術である，劣化診断や余寿命診断技術

テナンス協会の PM 優秀製品賞（開発賞）と，社団法人

の開発を継続的に行い，電機設備の安定運用に寄与してき

日本電気工業会技術功績者表彰（発達賞）を受賞した。富

た。また，コールセンターを核としたサービス支援システ

士電機独自の構造化ニューラルネットワークとアンサンブ

ムでは，燃料電池向けリモート監視システムを代表とする，

ル手法を用いることで高精度化を実現し，長期稼動の油入

24 時間オンコール体制により，エネルギーソリューショ

変圧器に対し，最適な保全計画と適正な更新時期を提供し

ンの運用安定化支援をしてきた。本稿では，これらの成果

。
ている（図 1）
油入変圧器の余寿命は，非修理系の巻線絶縁紙の機械的

の一部を紹介する。

強度低下によって決まる。JEM1463 では絶縁紙の機械的

電機設備の予防保全技術

強度の指標に平均重合度を適用し，寿命レベルとして 450
（新品は 1,000）を採用している。絶縁紙の主要成分はセル

.

予防保全技術への取組み

ロースであり，グリコース環の連なった構造をしている。

富士電機はライフサイクルにわたる電機設備の円滑な運
用や信頼性向上のため，フィールドデータの蓄積や研究開
発を行い，劣化診断技術および余寿命診断技術を数多く確

表

電機設備予知保全技術の体系

立してきた。

変電所

油入変圧器では，予測の高精度化を図った構造化ニュー
（ 1）

ラルネットワークを用いた余寿命診断システムで適用可能
な機種の拡大と診断実績の拡大を図っている。モールド変

配電設備

情報制御装置
可変速制御装置

回転機

設
備
・
装
置

圧器では，今まで部分放電測定などによる診断を行ってき
たが，エポキシ樹脂の熱劣化現象に着目した劣化診断法を
開発した。回転機では，絶縁診断データによる余寿命予測
やオンライン部分放電測定を行ってきたが，新たに無線セ
ンサを応用した振動診断システムを開発し，簡便で適用が
容易な機械的データに基づく振動診断を実現した。パワエ
レ・情報機器では，環境診断，IC 素子の開封試験やサイ
リスタ素子での気密試験などによる劣化診断を行っている
が，長期に稼動している汎用インバータで装置を停止せず

代
表
的
な
劣
化
・
余
寿
命
診
断

に行う有寿命部品の余寿命予測システムを開発した。保全
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重合度とはこのグリコース環がいくつつながっているかを

15 MVA など大容量器の需要も増え国内外からその安定稼

示す値で，平均重合度を求めるためには，絶縁紙を分析す

動に対する期待はさらに高まっている。
JEMA-TR218 ではモールド変圧器の更新推奨時期を 20

るのが最良であるが，運転中でも診断を可能とするために，
絶縁紙の熱劣化の過程で生成されるフルフラールや CO＋

年としているが，これを超えて稼動しているモールド変圧

CO2 の量を，採取した絶縁油を分析し算出する方法をとっ

器が増加している。そのため，長期稼動しているモールド

ている。従来の余寿命推定法は，フルフラールや，CO＋

変圧器の劣化度評価を行い，点検や更新を行う時期を的確

CO2 などの単一の指標だけで行っていたため，精度の高い

に把握する必要がある。

推定が困難であった。

富士電機では，モールド変圧器の劣化度を診断し，保守

本システムでは，稼動年数などの運転状態，設置環境，

点検や更新計画の指標とするために劣化診断技術を開発し

絶縁紙の劣化生成物（フルフラール，CO＋CO2，水分量

たので紹介する。機器構成と劣化プロセスを図 2 に示す。

など）
，設計諸元などの多くの情報を指標に加え総合的に

モールド変圧器の寿命判定基準は，交換不可能なエポキ

判断することで，精度の高い平均重合度の推定を可能にし

シ樹脂が致命的な劣化現象に至る時期であり，エポキシ樹

た。多くの指標から推定するため，独自開発した構造化

脂の質量が初期値から一定量だけ減少した時点としている。

ニューラルネットワークとアンサンブル手法を用いるこ

エポキシ樹脂は熱劣化により質量の減少とともに表面が

とによって，短時間に高精度の推定を可能とした。その結

濃色化して光吸収率が増大する。今回，質量減少と光反射

果，平均予測幅が従来のフルフラール法における“約 15

率の減少との相関関係を管理し，2 波長を用いた光反射率

年”を“約 3 年”へと，大幅に精度改善することができた。

を測定して診断する方式を確立した。現段階では，劣化初

2005 年に診断を開始し，2007 年度までに 342 件の診断実

期，劣化進行期，更新推奨時期の 3 段階劣化度評価方式と

績をあげている。

している。

電力設備の中で重要な機器である油入変圧器の余寿命診

モールド変圧器の従来の劣化診断方法には部分放電試験

断が高精度に実現できたことで，ライフサイクルコストを

があり内部に異常が発生したか否かを判断していた。今回，

最適とした更新計画への活用や最適な保全計画の立案に活

光反射診断方式を用いてモールド変圧器の劣化進行具合の

用でき，ライフサイクルにわたる安定運用を可能とした。

診断を可能とした。
今後は，劣化度評価を連続評価方式に精度を上げるべく

現在，さらなる精度向上と，特殊用途の機種拡大に取り

診断技術の向上を図っていく。

組んでいる。
.

モールド変圧器劣化診断システム

汎用インバータの余寿命簡易診断システム

.

汎用インバータは，電力関連設備の構成機器に多用され，

モールド変圧器は防災性，高信頼性，保守性および小
型・軽量の観点から受変電設備に多く用いられており，富

安定稼動が求められている。そのための予防保全には，構

士電機は 1974 年の販売開始以来約 8 万台を出荷し，本

成部品中の有寿命部品に対して計画的な交換が不可欠であ

年 を 含 め 19 年 間 ト ッ プ シ ェ ア を 続 け て い る。 最 近 は

る。有寿命部品の余寿命診断を行うシステムを開発したの
で紹介する。

図

診断対象機種は長期稼動している富士電機汎用イン

構造化ニューラルネットワークによる余寿命予測

バ ー タ「FRENIC5000G9S/P9S」
「FRENIC5000VG5S」 で
平均重合度推定

ある。フィールド障害データ分析の結果，診断対象部品と

構造化ニューラルネットワーク

フルフラール

して有寿命部品である主回路コンデンサ，プリント板コン

油劣化防止方式

デンサ，冷却ファンを選定した。診断システムを図 3 に示
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構成機器である回転機の劣化診断に対する重要性は高い。

寿命変化に基づいており，電解コンデンサはアレニウスの

その中の回転機振動診断方式にはオンライン型とポータブ

法則（10 ℃半減則）による容量変化，ファンは軸受摩耗

ル型があり，現場の状況に応じて適用されている。特にオ

による寿命曲線を基本としている。診断結果はパソコン画

ンライン型については，機器費や配線工事費が高いため現

〈注〉

面と Excel シートに出力される。図 4 に汎用インバータ余

在までは重要な大型回転機械への限定的な適用に留まって

寿命簡易診断システムの出力結果例を示す。

いた。
本システムの開発により，回転機のオンライン診断対象

以下に特長を記す。
（ 1） 運転したままで，簡単に多数の診断ができる。
（a） 診断結果は瞬時に具体的な時期で表示される。
（b） 1 システムで 1 日に，20 台程度の診断が可能である。

を大きく広げることができ，回転機の安定運用に貢献でき
る。
（ 1） システム構成

システム構成要素は以下であり，システム構成を図 5 に

（ 2） パソコンを用いて，現地で診断できる。
（ 3） 対象機種の温度環境や運転条件に合わせた機器寿命診

示す。
（a） パソコン管理ソフト

断ができる。
本システムの診断結果により，有寿命部品の交換推奨時

機器登録機能，振動データ収集・簡易診断機能，保守
機能およびマンマシン機能

期が明確になり，交換部品の入手状況や設備運用計画を考
慮して，最適な部品交換時期や更新時期を取り入れた保全

（b） LAN アダプタ

振動情報を TCP/IP でパソコンに送信するアダプタ

計画を提示できる。今後は，このシステムの増強機能とし
て，塵埃（じんあい）や環境ガスなどの環境評価による劣

（c） 送受信器

無線センサから振動情報を受信し，LAN アダプタに

化診断技術の開発を行っていく。

送信
.

RFID を用いた回転機振動診断システム

（d） 無線センサ

振動情報の取込みと送信

回転機の振動を検出して，オンラインで機械的劣化を診
断するシステムであり，RFID 技術を用いて無線化を実現
した。無線化・小型化・低コスト化を初めて実現し，2007

（ 2） 診断機能
（a） 傾向管理

振動加速度，振動速度，振動変位の長期的傾向を監視

年度に社団法人プラントメンテナンス協会から PM 優秀
商品賞（開発賞）を受賞した。分散型電源など重要なイ
ンフラに対しては，特に安定的な運用・維持が必要であり，
〈注〉Excel：米国 Microsoft Corp. の商標または登録商標
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RFID 回転機振動診断システム
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する。
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診断結果出力：
画面，Excel
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余寿命予測
主回路コンデンサ
プリント板
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LAN アダプタ
（LANA）
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（LAN アダプタ 1 台に対して，
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（特定小電力無線）
無線センサ

無線センサ

（送受信器 1 台に対して，
センサ最大 20 台）

診断年月

図

汎用インバータ余寿命簡易診断システムの出力結果例
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振動速度データによる機械的な異常，軸受診断評価値

ら設備の安定運用が重要となっている。
富士電機では，これらに応えるために，図 6 に示すよう

による転がり軸受異常，振動変位データによる据付・支

特集
1

持系などの機械的な異常の判定をする。

にコールセンターを中心としたサービスインフラを構築・
強化してきた。富士電機が提供する保守サービスを有機的

（ 3） 無線センサの特性

，高周波（1 k 〜
（a） 計測範囲：低周波（10 〜 500 Hz）

に結合しており，最近開発した代表的な 3 システムを以下

10 kHz）で，2 方向（垂直，水平）同時計測可能

に紹介する。

（b） 電池寿命：約 3 年（週 1 回のサンプリング時）
（c） 無線通信距離：約 20 m

グローバルコールセンター

.

（ 4） 本システムの導入効果

富士電機コールセンターは 1999 年の運用開始以来，迅
速対応，グローバル対応に向けてコールセンター顧客支

システムの無線化・小型化を実現し，従来型と比べ機器
回りの配線が不要となるなど以下の効果を発揮できる。

援 シ ス テ ム「CRM24（Customer Relationship Manage-

（a） 設備費と工期を大幅に低減

ment 24）
」の機能強化を図ってきた。

（b） 既存設備への適用や変更・拡張を容易に実現

CRM24 は，運用実績を元に商品化して外販しており，

（c） ポータブル診断器による人為的測定方法に代わって

プラントメンテナンス協会から 2007 年度 PM 優秀商品賞

オンライン診断が容易に導入でき，診断の安全性・省

（実効賞）を受賞した。

力化・診断精度向上が可能

以下に最近機能強化した 2 例を紹介する。
（ 1） 中国版 CRM24

以上，本システムは評価システムとして適用を開始した

エネルギー需要が確実に増大する中国国内に中国版

が，さらに機能・性能の改善・拡張を図っていく。

CRM24 を設置した。このシステムには“日中・中日言語

コールセンターを核としたサービス支援システ

変換機能”を付加している。言語変換率は情報登録の様式

ム

規定や専門辞書の登録により，汎用ソフトが 45% 程度の
翻訳率に比べ 95 % の高精度を実現した。この結果，分散

.

サービスインフラを含めた全体概要

化や多様化が進む設備情報を詳細に管理できるとともに，
顧客との情報連携が強化できる機能を実現した。

エネルギー供給分野は，きわめて多様化しており，近年

（ 2） FAQ システム

は環境を考慮した太陽光発電・燃料電池・風力発電などの
分散型電源が増加している中で，社会的影響度の高いこれ
図

顧客からの問合せに対し迅速かつ正確な回答を行う目的

サービスインフラの全体概要
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エネルギーソリューションを支えるライフサイクルサービス

で FAQ システムを開発した。この FAQ システムは回答

営を確実なものとするため，ロジスティクスシステムを独

精度を高めるために，日々蓄積される情報を元に Q&A が

自開発し運用してきた。

ることなく適切な回答ができる仕組みになっており，回答
所要時間を約 45% 短縮できる。
（ 2）

リモート監視システム

.

多様化する電力供給システムでは，ライフサイクルにわ
たる安定稼働とメンテナンスコストの削減が求められてい

最近再構築したシステムの主な特長と効果を以下に示す。
（ 1） 緊急時の部品出庫作業の迅速化

緊急部品を顧客にいち早くお届けすることを目的に，社
内外のパソコンや携帯電話から在庫部品の検索，出庫操作
機能を充実し，いつでもどこからでも部品出庫できる体制
を構築した。
（ 2） 受入検査機能強化による部品品質の向上

る。富士電機では，燃料電池，発電設備，UPS，DCS な

部品受入時は，外観写真や試験成績表をビジュアルデー

ど約 550 の顧客設備に対しリモート監視を行ってきたが，

タ化し，承認機能による内部統制を実現した。受入後は，

コストダウン要求に応え，多機種に応用できる中小規模向

個々の部品単位に新規取得から廃棄に至るまでの入出庫，

けのリモート監視システムを開発した。

使用実績，修理などの履歴を管理する機能を持っている。

本システムは，対象設備の構成要素である監視端末（パ
ソコンなど）を通して設備の異常や稼働状態を通報する。
故障を検出した場合は，関係者へ電子メールで通知され，

緊急用保守部品は，特に品質が重要であり，本システム
により供給部品の品質向上に大きく貢献できる。
（ 3） 予備品管理代行サービスの提供

収集した情報は，①故障履歴，②トレンド，③日報・月

顧客設備内に保管している予備品管理の煩雑さを解消

報・年報などを Web 閲覧・ダウンロードすることができ

するために，予備品の管理を代行するサービスを開始した。

る。

暗号化などのセキュリティ技術を用いてデータが管理され

特長としては，①規定した電子メール通信方式の採用に

ており，システム利用が安全に行える。また，顧客の予備

よる安価で短納期な導入，② 24 時間稼動するコールセン

品を一元管理することで，品質維持に向けた予防保全に関

ターとロジスティクス機能の連携による迅速な障害対応，

する提案もでき，長期稼動設備の安定化に貢献できる。

③セキュリティとコストに応じた利用回線の適用（イン
ターネット，VPN，ダイヤルアップ，専用線など）がある。

あとがき

ASP サービスとして提供されるため，設備投資を行わず
に導入することができ，維持管理の品質向上と省力化に貢
献する。
今後は，富士電機全製品をターゲットに，①製品異常部
位の特定，②予防保全，③プラント安定運用支援，④現地

最近の電機設備予防保全技術とサービス支援システムの
取組みを紹介した。今後は，エネルギーソリューションへ
の応用開発を加速し，ライフサイクルにわたる安定運用と
維持効率の向上に貢献していく所存である。

作業支援をねらいとしたリモート監視の標準化を図り，診
断技術との融合による高機能なメンテナンス環境を確立す
る考えである。
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進化する機能を保有している。この結果 Q&A が陳腐化す
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