
別表１ 設備内訳表  

 

 ＜ＣＶＣＦ非常電源装置＞   

 【ＣＶＣＦ装置】 

  ・形式 

  ・出力 

  ・方式 

  ・回路構成 

  ・仕様定格 

  ・整流方式 

  ・停電対策 

  ・インバータ方式 

  ・冷却方式 

  ・システム構成 

 ＣＶＣＦ５００‐１６５ＤＳ／30-ＦＳＰ-Ｖ 

 １台×３０ＫＶＡ 200Ｖ 60㎐ ３相３線 

 パワートランジスタ式静止形 

 ＡＣ→ＤＣ→ＡＣ 

 連続 

 充電器入力形（１２相整流式） 

 バッテリー直結形 

 ブリッジ式ＰＷＭ制御 

 強風風冷 

 無瞬断バックアップ式 

 【バッテリー】 

  ・放電時間 

  ・形式 

  ・容量 

  ・時間率 

  ・セル数 

  ・配置方式 

 ２０分間（全負荷３０ＫＶＡにて） 

 陰極吸収式鉛蓄電池（ＭＳＥ形） 

 １５０ＡＨ 

 １０時間 

 １２０セル 

 キュービクル収納式 

 

 



  

 

 ＜ガスタービン発電設備＞            

 【発電装置形式】  Ｔ３７５Ａ－ＢＥＲ 

 【発電機】 

  ・形式 

  ・定格出力 

  ・定格電圧 

  ・定格電流 

  ・周波数 

  ・励磁機 

 

 

 

  ・製造者名 

  ・製造年月日 

 ＣＦＣ－Ｄ 

 ３００ＫＶＡ 

 ６６００Ｖ 

 ２６．２Ａ 

 ６０㎐ 

 （形式）ＳＡＳ 

 （出力）７ＫＷ 

 （電圧）１２０Ｖ 

 （電流）５８．３Ａ 

 三菱電機㈱ 

 １９９２年８月 

 【ガスタービン】 

  ・形式 

  ・出力 

 

  ・回転数 

 

  ・製造番号 

  ・製造者名 

  ・製造年月日 

 ＳＩＴ－０２ 

 １５℃  ６００ＰＳ 

 ４０℃  ５３０ＰＳ 

 タービン主軸  ５３０００ｒｐｍ 

 出力軸   １８００ｒｐｍ 

 ＫＨＩ－７２３９３ 

 川崎重工業㈱ 

 １９９２年６月 

 【自動始動発電機盤】 

  ・製造者名 

  ・種別 

 三菱電機㈱ 

 別置盤 

 



 

 

 ＜ガスタービン発電設備＞  

 【直流電源盤】 

  ・製造者名 

 （蓄電池） 

  ・形式 

  ・電圧 

  ・製造者名 

 （充電器） 

  ・製造者名 

 川崎重工業㈱ 

 

 ＨＳ－３００Ｅ（始動用） 

 ＤＣ２４Ｖ  （始動用） 

 古河電池㈱ 

 

 川崎重工業㈱ 

 【燃料小出槽】 

  ・燃料種別 

  ・容量 

  ・数量 

 Ａ重油 

 １９５０ℓ  

 １基 

 



別表２ 点検事項 

 

 ＜ＣＶＣＦ非常電源装置＞ 

点 検 項 目 基準・規格等 備   考 

 １ 環境確認  

 

  (1) CVCF室温度  適温 10℃～30℃ 

  (2) ﾊﾞｯﾃﾘ-室温度  適温 5℃～25℃ 

  (3) ﾊﾞｯﾃﾘ-の換気状況  

  (4) 塵埃の有無  

  (5) CVCF室の整理状況  

  

２ 外観構造検査  

 

CVCF盤､ﾊﾞｯﾃﾘ盤､

出力分岐盤につ

いて点検を行う｡ 

  (1) 盤内外の損傷有無の確認  

  (2) 盤内外の異物混入有無の確認  

  (3) 取付機器の破損､変形､変色､ 

加熱有無の確認 
 

  (4) 機器類のネジ締付け状況確認  

  (5) ｺﾝﾃﾞﾝｻの変形､油漏れ有無の確認  

  (6) ﾌｧﾝの回転状況の確認  

  (7) ﾋｭ-ｽﾞ･ｻ-ｼﾞｷﾗ-の溶断有無の確認  

  (8) ﾘﾚ-･ｺﾈｸﾀ-類の挿入状況の確認  

  (9) 各表示灯の確認  

  (10)配線･端子等の変色有無の確認  

  (11)錆､腐食有無の確認  

  (12)異常臭気･異常音有無の確認  

  

 ３ 静特性試験  

無負荷時の交流

運転および実負

荷時の交流運転

における数値を

測定する｡ 

  (1) 入力電圧 U-V(V)  

  (2) 入力電圧 V-W(V)  

  (3) 入力電圧 W-U(V)  

  (4) 出力電圧 u-v(V)  

  (5) 出力電圧 v-w(V)  

  (6) 出力電圧 w-u(V)  



 

点 検 項 目 基準・規格等 備   考 

  (7) 出力電流 R(A)  

 
  (8) 出力電流 S(A)  

  (9) 出力電流 T(A)  

  

 ４ 出力周波数測定  

 
  (1) 内部周期時(Hz)  規格値 59.94～60.06 

  (2) 外部周期時(Hz)  規格値 59.40～60.60 

  

５ シーケンス試験  

停電復電試験に

ついては､無負荷

のみとする｡ 

  (1) 操作試験  

  (2) 停電復電試験  

  (3) 手動切替試験  

  (4) 故障切替試験  

  

 ６ 制御電源電圧測定  

 

  (1) DC/DCｺﾝバ-ﾀ電源測定(PS1､2)  

   ･測定ﾎﾟｲﾝﾄ  

    ① PC-MC  

    ② +24V-0V  +22.80～+25.20 

    ③ +12V-0V  +11.76～+12.24 

    ④ -12V-0V  -11.76～-12.24 

    ⑤ +48V-OV  +45.60～+50.40 

  (2) 直流電圧検出レベル測定  

   ･測定ﾎﾟｲﾝﾄ  

    ① V1-V2(PS1)  測定換算値 

    ② J 25(CE1)  DC 367V/+7.573V 

  (3) ﾌﾟﾘﾝﾄ板基準電圧測定(CE1)  

   ･測定ﾎﾟｲﾝﾄ  

    ① J 60  +22.8～+25.2 

    ② J 1  +4.65～+5.35 



 

点 検 項 目 基準・規格等 備   考 

    ③ J 73  +4.75～+5.25 

 

    ④ J119  +7.46～+7.54 

    ⑤ J 56  -7.42～-7.58 

    ⑥ J 36  +7.46～+7.54 

    ⑦ J 46  -7.42～-7.58 

    ⑧ J 6  +11.42～+12.6 

  

 ７ 出力電圧異常検出測定  

 
  (1) 出力電圧低(V)  178.2～181.8 

  (2) 出力電圧高(V)  217.8～222.2 

  

 ８ 整流器出力電圧測定  

   (1) 充電電圧(V)  264.9～270.3 

  

 ９ 稼働時間等測定  

 

  (1) CVCF稼働時間  

  (2) 取付ﾌｧﾝ稼働時間  

  (3) 停電回数  

  

 10 ﾊﾟﾙｽ測定   

 11 出力電圧波形確認   

 12 ﾊﾞｯﾃﾘ-点検   

 



 ＜ガスタービン発電設備＞ 

点 検 項 目 基準・規格等 備   考 

 １ ガスタービン  

 

  (1) 燃焼器ﾗｲﾅ-  

  (2) 1段ｲﾝﾍﾟﾗ  

  (3) 1段ﾉｽﾞﾙ･ﾀｰﾋﾞﾝ翼  

  (4) 最終段ﾉｽﾞﾙ･ﾀｰﾋﾞﾝ翼  

  

 ２ 減速機  

 
  (1) 出力軸部ｵｲﾙｼ-ﾙ  

  (2) 基礎ﾎﾞﾙﾄ  

  

 ３ 発電機  

 

  (1) 軸台ｸﾞﾘｽｱｯﾌﾟ  

  (2) 配線類緩み  

  (3) 端子接続部緩み  

  (4) 絶縁抵抗  

  (5) AVR  

  (6) ﾌｧﾝ  

  (7) 基礎ﾎﾞﾙﾄ  

  

 ４ 燃料系統  

 

  (1) 燃料の水混入  

  (2) 液面ｽｲｯﾁ  

  (3) 小出槽ﾋ-ﾀ  

  (4) 移送/返送ﾎﾟﾝﾌﾟ  

  (5) CDPｱｸﾁｭｴ-ﾀ-  

  (6) ｶﾞﾊﾞﾅｱｸﾁｭｴ-ﾀ-  

  (7) ﾋｭ-ｴﾙｺﾝﾄﾛ-ﾗ-  

  (8) 小出槽用ﾌﾟﾘﾌｨﾙﾀ-  

  (9) 燃料ﾌｨﾙﾀ-  

  (10)ｽﾀ-ﾃｨﾝｸﾞﾎﾟﾝﾌﾟ  



 

点 検 項 目 基準・規格等 備   考 

  (11)ﾒｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ  

 

  (12)ｿﾚﾉｲドバﾙブ(ﾒｲﾝ)  

  (13)ｿﾚﾉｲドバﾙブ(プﾗｲﾏﾘ)  

  (14)ｿﾚﾉｲドバﾙブ(バｲパｽ)  

  (15)プﾚｼｬﾗｲジﾝグバﾙブ  

  (16)燃料噴射弁  

  (17)ﾃ-プﾋ-ﾀ  

 

  (18)流量計ﾌｨﾙﾀ-  

  (19)プﾗｲﾏﾘ-燃料圧力  

  (20)燃料ｽｹジｭ-ﾙ  

  (21)ﾌﾚｷｼブﾙﾁｭ-ブ  

  (22)ﾘﾝゲ-ジボﾙﾄ増締  

  (23)ﾘﾝゲ-ジ差油  

  (24)ｶﾑ取付ボﾙﾄ増付  

  (25)燃料小出槽油量  

  (26)燃料小出槽基礎ボﾙﾄ  

  

 ５ 潤滑油系統  

 

  (1) 油量点検  

  (2) 性状分析  

  (3) 潤滑油ﾌｨﾙﾀ-  

  (4) 圧力調整弁  

  (5) 温度調整弁  

  (6) ｵｲﾙｸ-ﾗ-  

  (7) ｻ-ﾓｶｯプ  

  (8) ｶﾞﾊﾞﾅ用ｵｲﾙポﾝプ  

  (9) ｵｲﾙﾏﾆ-ﾎ-ﾙドｽﾄﾚ-ﾅ-  

  (10)ｵｲﾙポﾝプ入口ｽﾄﾚ-ﾅ-  

  (11)ﾌﾚｷｼブﾙﾁｭ-ブ  

  



 

点 検 項 目 基準・規格等 備   考 

 ６ 起動用バッテリ  

 

  (1) 外観ﾁｪｯｸ  

  (2) 液面点検  

  (3) 端子緩み  

  (4) 比重計測   1.240±0.0005 

  (5) 単電池電圧計即   2.18±0.05V 

  

 ７ 起動用充電器  

 

  (1) 浮動充電電圧  

  (2) 均等充電電圧  

  (3) 均等･浮動切替  

  

 ８ セルモ－タ－  

 

  (1) ブﾗｼ点検  

  (2) ｴｱ-吹き  

  (3) ｺﾐｭ-ﾀ清掃  

  

 ９ カップリング  

 
  (1) ﾗバ-ｸﾗｯｸ  

  (2) ボﾙﾄ緩み  

  

 10 点火系統  

 

  (1) ｴｷｻｲﾀ  

  (2) 高圧ｹ-ブﾙ  

  (3) ｴｷｻｲﾀｷｬｯプ  

  (4) 点火栓  

  

 11 制御機器  

   (1) 回転用ピｯｸｱｯプ抵抗  

  (2) 制御用ピｯｸｱｯプ抵抗  



 

点 検 項 目 基準・規格等 備   考 

  (3) EGTｾﾝｻ抵抗  

 

  (4) パﾜ-基盤  

  (5) ガバﾅ基盤  

  (6) DC/DCｺﾝバ-ﾀ  入力99.85V 出力23.98V 

  

 12 計器類  

   (1) 各種ゲ-ジの異常  

  

 13 給換排気系統  

 

  (1) 給気ﾌｧﾝ  

  (2) 換気ﾌｧﾝ  

  (3) ｵｲﾙｸ-ﾗ-ﾌｧﾝ  

  (4) 排気消音器  

  (5) 排気管  

  (6) 吸気ﾙ-ﾄ  

  

 14 始動盤系統  

 

  (1) ﾋｭ-ズ  

  (2) 電磁接触器  

  (3) 速度調整器  

  

 15 配電盤系統  

 
  (1) 保護継電器  

  (2) 配線の緩み  

  

 16 保護装置  
 

  

 17 始動シーケンス試験  
 

  



 

点 検 項 目 基準・規格等 備   考 

 18 運転諸元計測  
 

  

 19 外観点検  

 

  (1) 異常振動  

  (2) 異音  

  (3) 油漏れ  

  (4) 排気色  

  

 

 


