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まえがき

回転機は，生産設備に幅広く利用されている動力源であ

り，その出力範囲は広く，機種は非常に多い。

ここでは，主として一般産業分野に広く用いられている

交流機の予防保全について，高圧機・低圧機巻線絶縁を中

心に富士電機の取組みを紹介する。

巻線の予防保全手法

富士電機では，回転機の巻線絶縁の予防保全手法として，

図１に示す手法を用意している。機械に応じて，最適な手

法を組み合わせて適用することにより，現在の状況および

余寿命の推定が可能であり，ユーザー各位の設備管理の計

画・立案に有益な情報を提供できる。

高圧回転機の絶縁診断
～

富士電機では，2000年末までに，7,000 台余の絶縁診断

実績を有している。その内訳は，電圧階級別に見れば図２

に示すように，その大半を 3 kV 級機が占めている。また，

3 kV級機を絶縁方式で見ると，図３に示すようにシェラッ
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図１　回転機巻線の絶縁診断手法
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クマイカ絶縁機が半数近く，まだまだ稼動中であることを

現している。シェラックマイカ絶縁は，2 世代前の天然樹

脂による絶縁方式であり，絶縁診断の結果では，絶縁劣化

が著しく，更新または巻替えの推奨を行ったものが約半数

あり，その 10 ％近くが実際に更新あるいは巻替えなどの

処置を行っている。

大型発電機巻線（コイル単体真空含浸絶縁）では，実際

に長時間運転された実機コイルの絶縁診断特性値と破壊電

圧との相関関係（重回帰分析）から，絶縁診断によって現

時点の絶縁耐力と余寿命を推定する方法を開発した（重回

帰法）。

現在の絶縁耐力と運転に必要とされる絶縁耐力から余寿

命の推定が可能となった。同様な手法により，高圧電動機

巻線でも余寿命推定が可能であり，近い将来，実用化が期

待される。

中・小型高圧電動機の信頼性評価

設置台数の最も多い 3 kV 級の中・小型高圧電動機では，

絶縁診断を行うにしても，運転の停止，大型機と同じ時間

とコストを要し，必ずしも経済的ではない。

富士電機では，絶縁の開発時および絶縁評価のデータか

ら，運転データをベースに電動機全体の信頼性を机上で評

価する新しい手法を開発した。この手法は，3 kV 機の絶

縁劣化は主として熱劣化によることを前提としているが，

回転子，冷却器などを含めた全体の信頼性を評価するもの

で，その手順は次のようである。

運転データの収集

電動機の運転データ〔電流値（負荷率），運転時間，始

動頻度など〕を収集する。電流値から巻線の温度上昇が推

定でき，運転時間の累積から巻線絶縁の熱劣化度および始

動頻度からかご形回転子の機械的疲労度が推定できる。

Ｆレジン/Ｓ（スタビラスチック）絶縁の温度と運転時

間による絶縁耐力（信頼性）の低下，かご形回転子の始動

頻度による機械強度（信頼性）の低下状況を図４，図５に

示す（初期の信頼性を 100%として）。

電動機全体の信頼性評価

図６の信頼性評価表に示すように，電動機各構成品の評

価項目ごとに持点（持点の合計は 100 点）を与え， で求

めた信頼性をかける。各構成品も同様に行い，その合計点

を求め電動機全体の信頼性を，表の３ランクに評価する。

この信頼性評価結果の例を図６に併せて示す。

信頼性評価に基づく予防保全

この評価法は， の運転データをユーザー側で収集して（1）
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いただき，富士電機が設計データ，実験データに基づき評

価するので，ユーザー側には診断費用は発生しない。

この評価法は，多数運転されている電動機の中で，個々

の信頼性の位置づけ，ランク付けが可能となり，図１のよ

うに，その後の予防保全に対する計画を立案できる。

絶縁材料の熱劣化診断

高圧回転機の固定子巻線は，巻線のみならず，スロット

部のくさび，コイルエンド部の間隔片および縛りひもから

構成されている。これらの絶縁材料の劣化（熱劣化が主体）

は，絶縁診断では検出できない。

これらの絶縁材料は，巻線全体を機械的に固定する機能

を担っているが，劣化によりその機能が損なわれると，巻

線が振動などの機械的損傷を受け，絶縁破壊に至る恐れが

ある。

このような背景から，絶縁材料の熱劣化程度を機械的強

度面から評価する試験法（物理化学的評価法）を開発した。

すでに大型回転機をはじめ，100 件近い実績を持っている。

絶縁診断で評価できない発電機回転子巻線絶縁では，こ

の熱劣化診断と固定子巻線の絶縁診断の両方から発電機全

体の劣化程度を総合的に把握することができ，機械の更新，

絶縁更新など予防保全の計画に有効である。

運転時の絶縁監視装置（部分放電モニタ）

機械の運転中に絶縁状態をオンラインで監視できれば，

停止に伴うコストや診断コストを抑えることができ，大き

なメリットとなる。

絶縁劣化が進むと，部分放電の発生が増大し，巻線事故

に発展する可能性が大きくなる。部分放電をオンラインで

監視できれば，事故を未然に防ぐことができる。このため，

オンラインの計測が行われている。富士電機では，以前か

らオンラインモニタの開発を進めており，スロット中にセ

ンサを設け，部分放電を検出する方法について実用化を

図っている。

低圧電動機巻線の予防保全

産業界で最も多く利用されている低圧電動機は，出力的

には小容量機ではあるが，プラントあるいは設備上，重要

機であるケースも多く，そのトラブルは操業に大きな影響

を及ぼす。したがって，低圧電動機とはいえ，巻線の劣化

傾向を把握し，早期の予防保全策を講ずる必要がある。
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図６　高圧電動機の信頼性評価表（例）
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低圧機の巻線絶縁不具合

富士電機における最近10年間の巻線焼損例を形式別，焼

損部位別に示せば表１のようになる。形式別では開放形が

多く，焼損部位ではほとんどがコイルエンド部である。ま

た，焼損現象は，すべて同相間あるいは異相間のレヤー

ショートである。このように，低圧機の巻線焼損は，高圧

機とは様相が異なり，低圧機の絶縁信頼性はエナメル線の

絶縁特性に負うところが大きい。

図７に，焼損電動機（全閉形）から採取したエナメル線

（PEW線）の破壊電圧の経時変化を示す。

低圧機の予防保全

低圧機は有効な診断手法がないのが現状であるが，表１

の焼損部位，図７のエナメル線の破壊電圧の低下から，低

圧機の予防保全としては，①運転後10年をめどにオーバホー

ルの実施，ワニス処理による絶縁補強と巻線間の機械的強

度の強化（振動防止），②運転後15年以上を経過している

電動機では，代表機を選び，エナメル線の破壊電圧を測定

し，現状の劣化度合いを評価し，他機との計画的な置換え

あるいは巻替えの実施，などの処置を取られることを推奨

する。

あとがき

富士電機の回転機巻線絶縁の診断技術（余寿命診断）に

ついて紹介した。高圧回転機の一部の巻線では，精度よく

余寿命診断が行えるようになったが，電動機巻線の余寿命

診断は今後の課題である。

使用台数の多い 3 kV 級電動機の信頼性を机上で評価す

る新しい手法についても紹介した。

今後もユーザー各位の設備保全のために，技術開発を行っ

ていく所存であり，ユーザー各位のご協力をお願いしたい。
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表１　低圧電動機巻線の焼損例�

形式別�

部位別�

全閉形�

開放形�

コイルエンド部�

スロット部�

21％�

79％�

95％�

5％�
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