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「リークバスター」による運転支援技術
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　まえがき

復水器は蒸気タービンからの排気蒸気を，海水などの冷
却水によって凝縮し，器内を真空にする機器である。図 1

に復水器の外観を示す。復水器には，サイクル内の非凝縮
ガスのほか，機器や配管のわずかな隙間（すきま）から空
気が漏れ込んでくる。復水器の性能は漏れ空気量の影響を

大きく受けるだけでなく，多量な漏れ空気は低圧タービン

ロータの腐食を誘引する。

実機における漏れ空気部位の特定や漏れ空気量の計測は，

困難な場合が多い。従来は，このような検査技術は検査会
社の範疇（はんちゅう）であったが，機器構造や系統構成
を熟知している富士電機のようなプラントメーカーのほう

が，効率的に試験が行える。また，漏れ箇所の補修も適切
に対策可能である。そこで検知ガスにヘリウムを用いて空
気漏れ部位を検出する技術「リークバスター」の研究開発
に取り組み，商品化した。国内外の発電設備において実用
に供しており，所期の目標を上回る成果を上げている。

本稿では，その概要を紹介する。

　漏れ空気の抽出

真空状態にある復水器には，サイクル内の非凝縮ガスの

ほか，機器や配管のわずかな隙間から空気が漏れ込んでく

る。復水器冷却細管の熱貫流率は空気漏込み量の影響を大
きく受けることから，復水器を有効に働かせるためには，

これらのガスおよび空気を連続的に排出しなければならな

い。

米国の熱交換器機関（HEI）の基準によれば，復水器に

流入してくる非凝縮ガス量は復水器（タービン排気量）の

大きさに比例するとしている。

復水器内に流入する空気やその他非凝縮性気体濃度が高
くなると，真空度が悪くなり熱交換性能が低下する。その

結果タービン効率が悪くなる。

経済性の面から，真空低下による燃料費増加の試算を

実施した。図 2に，復水器真空度と熱消費率の関係を示
す。600MWクラスの石炭を使用したプラントを例にとる

と，熱消費率が 1%悪化（真空悪化が約 11mmHg）する
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図1　復水器の外観図の例
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図2　復水器真空度と熱消費率の影響
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と，年間約 1億円程度の燃料費が増加することになる（燃
料代は，1円/1,000 kcal，稼動率 95%，ヒートレートは，

1,900 kcal/kwhと仮定した）。

一方，技術的な問題点としては，多量の空気漏れは O2
や CO2を伴うので，次の弊害をもたらす。

（a） 　低圧タービンロータの焼ばめディスクの応力腐食割
れを誘引する大きな可能性がある。

（b） 　給水の溶存 O2や CO2濃度が増加するので，系統構
成機器の鉄分溶出を促進する。

（c） 　蒸気やボイラ給水は酸導電率を純度の指標としてい

るが，CO2は酸導電率の計測値を押し上げる。

（d） 　蒸気性状にも大きく影響する。

米国の運転実績によると，応力腐食割れが生じたプラ

ントの多くは，空気漏れ量が 20 kg/hを超えており，一方
で漏れ量が 20 kg/h以下のプラントでは問題が発生してい

ないとある
（2）

。したがって，空気漏れ量は許容値内に抑える

必要がある。また，実機においては，定期的な空気漏れ量
の計測とリーク量の確認試験の実施が必要である。さらに，

ドイツ VGB基準には，許容される空気漏れ量は，図 3に

示す値以下に制限するとある。

　復水器空気漏れの検出方法

代表的な方法は以下のとおりである。

（a） 　水漲り（みずはり）試験：従来用いられている耐圧
試験方法である。

（b） 　石けん泡試験：石けんの泡をリーク検出に用いる試
験である。

（c） 　フィルム試験：フィルムをリーク検出に用いる試験
である。

（d） 　検知ガス試験：空気漏れ箇所に検知ガスを吸い込

ませて，部位や漏洩（ろうえい）量を検出する方法で

ある。わが国では，フロンガスが代表的なものである。

一方，検知ガスにヘリウムを用いることにより，フロ

ンガスに比べて 100倍から 1,000倍に感度を上げられ

る。

表１に各検出方法の精度の比較を示す。

　ヘリウムガス検出試験

4.1　フロンガス検出方法の課題

フロンガスを使用した検出方法においては，次の課題が

あった。

（a） 　フロンは環境安全の規制対象物である。

（b） 　フロンは空気より重く，検出感度が十分ではない

ので，わずかな隙間から漏れ込む空気を発見できな

い。600MWの汽力発電設備を例にすると，対象機
器・弁などは数千点以上に及び，真空域となる容積は

2,200m3にもなる。

（c） 　フロンは，漏れの有無のみを判断するため，リーク

箇所ごとの漏れ空気量の測定ができない。

4..2　ヘリウムガスの検出方法の特長
（1）

ヘリウムガスは，化学的に不活性で，通常の状態では他
の元素や化合物と結合することはない。燃焼や爆発の危険
性はなく，毒性もない。ヘリウムガスは空気の 0.14倍と

軽く，拡散性が高いことから空気漏れの検出に適している。

検出ガスにヘリウムを使うことにより，次の利点が生まれ

た。

（a） 　真空部位の空気漏れ位置の特定が高い精度で検知で

きる。

（b） 　漏込み空気量の概算量が計測できる。

（c） 　配管・機器は保温したまま測定できる。

（d） 　機器が運転中でも計測できる。

（e） 　実績により 5日間以内で試験できる。

（f） 　ヘリウムガスは無毒なガス特性である。

（g） 　ヘリウムガス試験は，空気抽出器が真空ポンプのみ

ならず蒸気エジェクタでも，適用可能である。

図 4にシステム構成，図 5に装置の外観を示す。
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図3　空気漏れ量設計基準（VGBによる）

表1　各検出方法の精度

試験方法

水漲り試験

フレオンガス試験

ヘリウムガス試験

mbar･L/min

40

8×10－4

8×10－6～8×10－7

水漲り試験を
1とした感度

1

5×104

5×106～5×107
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図4　システム構成
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4.3　ヘリウムガスの特性

空気漏洩の疑いのある部位の外側にヘリウムガスを吹き

付けると，ヘリウムが漏洩部に流入しヘリウム分圧の上昇
が発生する。分析計でヘリウム分圧を測定し，漏込み量が

計測できる。また，保温を取り外さなくても，配管の溶接

線からの漏洩やひび割れなども検知できる。従来の検知ガ

スを用いた方法では，保温材の取外しに，多額な費用を必
要としていた。また，発電所の運転時においてもテスト可
能である。漏洩検知に要する期間は，これまでの実績から

5日間以内で可能である。実施工程例を図 6に示す。

4..4　ヘリウムガス検出方法の精度

ヘリウム漏洩検出器は非常に高感度である。定量分析計
と真空のポンプから構成されており，入口圧力が 2mbar
まで作動する。定量分析計の検出感度は，10－8mbar・L 
/minから 10－11mbar・L/minである。検知精度を別な表
現にすると，漏洩率 10－8mbar・L/minとは，10Lの密閉
容器の圧力が 30年以上を経て 1mbarの低下に相当する。

4..5　試験の要領

試験は，試験実施プラントのヘリウム反応感度を計測す

るために，真空領域の任意の点から図 7の注入試験用器具
を使用して強制的にヘリウムを一定量注入する。この試験
によって得られた，図 8に示す特性曲線に基づいて概略の

漏込み空気量を算出する。

4.6　漏洩箇所特定試験

ヘリウムは空気より非常に軽いため，試験は上部（ター

332（24）

図5　装置の概観
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図8　ヘリウム応答試験から作成した特性曲線

図9　ノズルによるヘリウム噴霧

図7　注入試験用座
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ビンフロア）から，中二階，一階，地下の順番で検査を

行っていく。持運びが便利な 10Lのヘリウムボンベを使
用し，噴射ノズルを約 10mのホースに接続して検査を行
う。高さ 3m程度までなら，足場を作らず延長した噴霧
ノズルにより検査が行え，足場施工の範囲を大幅に減少す

ることができる。図 9は，ヘリウムを噴霧している実施例
である。漏洩部位のサイズを特定する手段として，漏洩検
知された部位にヘリウムを噴霧し，質量分析計に個別の応
答値を記録する。試験中の質量分析計の測定値と較正値を

比較し，漏洩量としている。

　実績と補修後の結果（実施例）

5.1　実施例

某 1,000MW石炭焚（だ）き火力発電所では，真空ポン

プ出口での空気量が 55 kg/hと大きく，試運転時の空気量
10 kg/hを大幅に越えていた。真空ポンプ 1台での運転で

の限界を超えた空気量のため，ヘリウムガスを使用した検
出試験の依頼があった。調査した結果，30〜 40 kg/h程
度のリーク箇所を特定することができた。図 に，特定
した部位の位置を示す。

5.2　特定した漏れ個所の確認と補修

空気漏れ検査後に定期点検を実施して開放点検したとこ 
ろ，想定したとおりエロージョンによる穴が発見された。 
図 に復水器内部リーク箇所を示す。定検中にその部分 
の補修が行われ，起動時に空気量の計測を行った結果，

15 kg/hに低減していることが確認された。

5.3　海外での実施例

財団法人石炭エネルギーセンター（JCAL）の依頼によ 
り，中国既設石炭火力発電所のリノベーション促進事業
（効率性向上および環境改善）に参画した。この事業は，

中国の省エネルギーや環境改善のため，既設石炭火力発電
所の効率性向上と環境改善に向けた，設備診断や改修の助
言支援を行うものである。

2008年 1月に約 140 kg/hの空気漏込み量があった中
国・安陽発電所 9号タービン設備（出力 300MW）におい

て，リークバスターを行い，約 124 kg/hの空気漏込み箇
所を発見できた。

　検知精度の改善

6.1　検知精度改善の必要性

火力発電におけるガス抽出装置は，大別すると事業用で

は真空ポンプが多く採用されるのに対し，容量の小さな自
家発プラントでは，エジェクタが採用されている。

ヘリウムは水に溶け込むため，真空ポンプの出口でも検
知濃度が下がるが，検知濃度に支障をきたすことはない。

一方，エジェクタ方式のプラントでは，高温の駆動蒸気
の影響により検知濃度が低い値を示した。ヘリウム反応値
が真空ポンプの 1/30程度であり，真空ポンプに比べ感度
が悪かった。
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6.2　改善案の検証

通常のサンプリング箇所は，抽出装置出口側としていた

が，駆動蒸気の熱の影響を受けない入口部からのサンプリ

ング試験を実施した。

ガス抽出装置の入口部であれば，真空ポンプでもエジェ

クタでもほぼ同様なため，試験は真空ポンプのプラントに

て実施した。

図 に系統図を示す。

6.3　検証試験結果

改善検出方法（入口部）が，従来の検出方法と比べ約 5
倍の感度が得られた。図 は，従来の検出方法と改善検
出方法とを比較したものである。エジェクタ出口との比較
に換算すれば 150倍程度の改善となり，エジェクタのプラ

ントでも精度よく計測が可能である。

　あとがき

火力発電所向けに商品化した「リークバスター」は，

2004年 4月より実用化しており，復水器空気漏れ検出に

多くの成果を上げている。

この検出技術の応用には多くの用途が考えられ，この市
場ニーズに応えていく所存である。
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