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まえがき

現在，富士電機が納めた火力発電設備は20年以上経過し

た経年火力が 6割以上を占めている。その既存設備に対す

る安定運用，信頼性確保，メンテナンスコスト低減などを

図ることが，ユーザー側の大きな課題であり，プラントの

寿命をあらかじめ予想し，長期保守計画を立てて設備の信

頼性向上を図ることが求められている。

主機の一部である発電機においても，定期検査時の非破

壊絶縁診断により絶縁寿命を把握し，適正な予防保全計画

を図る必要がある。このような観点から，いかに既存設備

の現状を把握し，効果的な対策を施して信頼性を向上させ，

かつ電力の安定供給につなげていくかが最も大きな課題で

ある。

その課題を克服する手法として，以下に余寿命診断技術

と更新技術について紹介する。

絶縁診断技術

２.１ 精密絶縁診断

富士電機は1958年からエポキシレジン絶縁を実用化して

きている。およそ20～30年が経過し，老朽化したエポキシ

レジン絶縁方式の発電機において，事故の未然防止，機器

の効率的かつ経済的な運用などの観点から発電機の絶縁診

断技術の高度化が要求されている。

このような背景から，発電機を停止した状態で行う非破

壊の精密絶縁診断やオンラインの部分放電測定が行われて

いる。この精密絶縁診断は数年おきに行われる発電設備の

定期検査時などに継続的に実施され，その測定値およびそ

の経時変化の推移から，現状の絶縁状態の把握と更新時期

を予測するものである。

この精密絶縁診断が効率的かつ経済的に行えるように，

専用の回転機絶縁診断車が使用されている。富士電機は

1979年に巡回用回転機診断車を製作し，約20年間で 4,700

ケースを超える発電機および電動機の診断実績を上げてい

る。現在の富士電機の回転機絶縁診断車の外観を図１に示

す。この診断車は精密な測定，評価および診断時間の短縮

を目的として自動計測，自動記録，自動特性値計算，さら

には多数の蓄積データを基に自動評価が行えるシステムで

構成されている。また現地で測定された絶縁診断データは

回転機履歴管理システムを用いてホストコンピュータのデー

タベースシステムに登録し，一元的に管理運用している。

２.２ 絶縁余寿命予測

富士電機は絶縁診断測定値を用いて，直接的に発電機固

定子コイルの残存破壊電圧（BDV）が推定できる方法を

完成させた。これは実際に運転していた発電機から多数の

劣化コイルを抜き取り絶縁特性を調査し，統計処理するこ

とによって求めたものである。

具体的には絶縁診断測定値（Δtanδ12，qmax12，Δ I12）

と重回帰式，補正式などを用いて，平均レベルの BDVと

3σのばらつきを考慮した下限レベルの BDVを算出する。

そしてこれら BDVの経時変化から今後の残存 BDVを予

測するものであり，より具体的な巻線の更新時期を決定で

きる利点がある。この予測方法を用いて，現在まで数多く

の発電機の余寿命予測を行ってきている。この予測方法に

よる計算例を図２と図３に示す。図２は BDVと運転年数

の関係であり，運転年数の経過とともに BDVが低下して
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図１　回転機診断車の外観
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いるのが把握できる。図３は運転に必要な絶縁耐力（2E＋

1kV）を下回る確率と運転年数の関係を示すものであり，

運転年数の経過と絶縁が不良をきたす確率が明確に把握で

きる。

２.３ 物理化学診断

現在一般的に行われている電気的絶縁試験は，鉄心スロッ

ト部の主絶縁層の診断が主であり，コイルエンドの間隔片

や縛りひもといった補強部材や回転子絶縁の構造部材の機

械的強度の低下や摩耗，加熱による変質などは評価できな

い。したがって，発電機全体として絶縁診断するのに電気

的，機械的，熱的劣化について総合的に評価する必要があ

る。

このような背景から，富士電機は電気絶縁診断に加え，

熱重量分析（TG分析）と赤外線分光分析（IR分析）を利

用した物理化学的劣化診断手法を1988年に確立し，現在ま

で多数実施してきている。この物理化学的劣化分析の主な

特長としては以下のものがある。

使用されている個々の材料の熱劣化度が直接判定でき

る。

数百mgのサンプル量で診断できる。

電気診断と合わせることにより，巻線全体としての劣

化度が判定できる。

界磁巻線，直流機巻線にも適用できる。

一般に絶縁材料に使用されるエポキシ樹脂をはじめとす

る高分子材料の熱劣化を示す酸化，分解の進行具合は，一

次減量開始温度のシフトや二次減量/一次減量比率の上昇

として，IR 分析ではカルボニル基による吸収強度の増大

として定量的にとらえることができる。そしてこれらの劣

化パラメータから相関性のある残存機械強度や加熱減量を

求め，材料の熱劣化判定を行うものである。図４にタービ

ン発電機のサンプリング箇所の一例を示す。

２.４ オンライン部分放電試験

絶縁診断の高度化と省力化が可能となるのがオンライン

での部分放電測定である。この主な特長として以下の項目

があげられる。

運転中に発生する実際の部分放電が把握できる。

くさびのゆるみや振動によるスロット放電が検出でき

る。

放電検出器とその配線が完了していれば測定はいつで

も可能である。

運転停止に伴うコストや絶縁診断測定のコストが抑え

られる。

測定を継続することにより，絶縁劣化の経年変化が把

握できる。

これらの特長を有したオンライン部分放電測定は有効的

な絶縁監視手段として注目されている。ただしノイズの分

別，検出感度，部分放電パターンの識別などの技術的に困

難な課題もある。

現在，富士電機では SSC（Stator Slot Coupler）法によ

る部分放電測定を実発電機で継続的に実施している。測定
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図２　予測BDVと運転年数の関係
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図３　運転に必要な絶縁耐力を下回る確率と運転年数の関係
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図４　サンプル採取箇所（タービン発電機の例）

10,000

1,000

100

10

1
0

パ
ル
ス
発
生
個
数
（
p
p
s
）
 

200 400 600

部分放電強度（mV） 

800

1,000

100

10

1
0

部
分
放
電
強
度
（
m
V
）
 

180 360

600

900

300

0

位相角（度） パ
ル
ス
発
生
個
数
（
p
p
s
）
 

図５　オンライン部分放電測定器での出力例
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結果の一例を図５に示す。この測定結果から部分放電の正

極側と負極側の比較，位相パターンなどの情報が把握でき

る。

発電機更新技術

３.１ サイリスタ励磁方式からブラシレス励磁方式への更新

最近の標準ブラシレス励磁機は発電機軸と一体構造で，

オーバハング部に回転整流装置，交流励磁機回転子および

磁石同期発電機（PMG）の回転子が搭載され，コンパク

トなものとなっている。このため既設の基礎を流用してサ

イリスタ励磁方式からブラシレス励磁方式に更新すること

が可能となった。更新前後の構造を図６に示す。

サイリスタ励磁方式からブラシレス励磁方式に更新する

ことにより，

日常の保守が不要となる。

励磁盤が小さい。

信頼性が高い。

がメリットとしてあげられる。

表１に標準オーバハング形ブラシレス励磁方式とサイリ

スタ励磁方式の比較を示す。

また，交流励磁機回転子には全含浸絶縁を採用し，信頼

性の向上を図っている。

サイリスタ励磁方式をブラシレス励磁方式に更新するタ

イミングとして，長期間使用のサイリスタ励磁方式発電機

において絶縁劣化が進行し，その対策のため回転子一式ま

たは発電機一式更新時に，ブラシレス励磁方式への更新を

行うことで更新経費は削減できる。

３.２ 水素冷却発電機から空気冷却発電機への更新

３.２.１ 空気冷却発電機のメリット

空気冷却発電機が水素冷却発電機に比べて有利な点は次

のとおりである。

発電機の構造が単純となり，保守点検費用が削減でき

る。

水素ガスの供給，水素ガス密封油装置が不要となる。

運転操作が簡単である。

水素ガスの安全管理および監視が不要となる。

水素ガスおよび炭酸ガスの購入が不要となる。

３.２.２ 空気冷却発電機の出力範囲の拡大と小型化

過去においては，出力が 50MVA以上の発電機は絶縁

材料および冷却技術の点から水素冷却方式が採用されてい

た。また，たとえ同出力の空気冷却発電機が製作できたと
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図６　更新前後の励磁装置の構造

表１　励磁方式の比較 

励磁方式 
項　目 

ブラシレス励磁方式 サイリスタ励磁方式 

主励磁機 

励磁電源 

電源機器 

整 流 器 

同期発電機 
（回転電機子） 

シリコン整流 
ダイオード 

スリップリングやブ 
ラシがないので日常 
の保守が不要である。 

変圧器 

サイリスタ 

スリップリングの修 
正加工やブラシの日 
常の保守が必要であ 
る。また，ブラシや 
予備品も必要となり， 
ランニングコストが 
高くなる。 

制御装置 

結線図 

保　守 

励磁機の励磁容量が 
小さいので励磁盤は 
小さい。 

励磁電源用変圧器， 
大電流用サイリスタ 
のため寸法が大きい。 

励磁盤寸法 

信頼性がサイリスタ 
方式より高い。 
外部の電源から完全 
に独立した磁石同期 
発電機により給電さ 
れるので，系統故障 
時にも確実な励磁の 
供給が行える。 

信頼性がブラシレス 
方式より低い。 
系統故障中は所定の 
励磁電源が得られな 
い。 
バックアップ装置が 
必要となる。 

電源の信頼性 

励磁機が主発電機に 
オーバハングされる 
ので軸長が若干長い。 

励磁機が直結されな 
いので軸長は短い。 

発電機寸法 

　EX　  ：主交流励磁機　 
　GRBS：回転整流装置 
　PEX   ：磁石同期発電機 
　R　　 ：スリップリング 
　PPT   ：励磁電源用変圧器 

磁石同期発電機 所内電源 

AVR AVR

AVR

PEXEXGRBS
G

PPT

R
G

AVR
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しても水素冷却発電機より大型となるため，既設の水素冷

却発電機の基礎を流用して空気冷却発電機に置き換えるこ

とができなかった。しかし近年では冷却技術と絶縁技術の

向上により空気冷却発電機の出力範囲は 300MVAまで可

能となり，小型軽量化が図られたことにより，水素冷却発

電機を空気冷却発電機へ置き換えることが可能となった。

既設の水素冷却発電機を空気冷却発電機に更新するとき

に考慮すべきは，既設基礎の流用を可能とすることである。

この条件を満たすには，既設の水素冷却発電機の質量・

寸法と更新する空気冷却発電機のそれとをほぼ同一にする

ことが必要である。

３.２.３ 水素冷却発電機から空気冷却発電機への置換え

図７に置換えの具体例を示す。

既設基礎の流用が可能となるとともに，潤滑油設備も既

存設備が流用でき，配管は発電機との接続部分を一部変更

することで流用可能である。一方，オーバハング形ブラシ

レス励磁機は軸受がないため潤滑油配管は不要となる。

あとがき

経年設備に対する安定運用・信頼性確保を図るためには

長期保守計画を立て，設備の劣化度を把握し，修繕・更新

などを見極めることが今後ますます重要な課題であると考

える。今回紹介した余寿命診断と更新技術が，ライフプラ

ンを立てるうえでの一助となれば幸いである。
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