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１．はじめに
近年，情報通信技術（ICT）の進歩は著しく，
各種センサと通信回線及び情報端末を用いるこ
とで，どこでも誰でも簡単に設備等の状態監視
が可能である。
これらの技術は，特に常時稼働している設備
に有効と考えられ，水資源機構においては運転
継続時間が比較的長い「揚水ポンプ設備」が適
用対象の一つとして挙げられる。
ポンプ設備は，従来，監視端末に表示される
運転データや機器に設置された計器指示値，機
器周辺の異常の有無の確認を監視員が行い運転
状態の把握を行っているが，監視員の経験の長
短で，異常を見落とすことがある。
人のノウハウを活用した状態監視に対し，
ICT を活用したポンプ設備の状態監視は，監
視レベルの均一化，自動計測による省力化が図
られ，そのことによってリアルタイム監視によ
る設備管理強化及び故障の未然防止，蓄積デー
タ診断による最適な修繕時期の検討などに資す
ることが期待される。
本報文では，房総導水路施設緊急改築事業で
更新される横芝揚水機場ポンプ設備への“状態
監視装置”の導入目的，運用状況及び今後の取
り組みについて報告するものである。

２．房総導水路施設の概要
房総導水路は，利根川両総水門から横芝堰ま
での両総用水共用施設と，横芝揚水機場から長
柄ダムまでの房総導水基幹施設及び長柄ダムか
ら大多喜導水制御工までの南房総導水路からな

り，総延長は約 100km に及ぶ。主要施設は導
水路の他，アースダム２箇所，揚水機場５箇
所，調整池２箇所を有し，千葉県水道，千葉市
水道，九十九里沿岸地域及び南房総地域へ水道
用水を，また，房総臨海地区等に工業用水を供
給するものであり，千葉県内の産業・生活基盤
の発展を支える重要なライフラインとなってい
る。（図－１）
施設は1971年（昭和46年）に建設が開始され，

1977 年（昭和 52 年）に九十九里地域水道企業
団の光浄水場，東金浄水場へ水道用水の供給
を開始した。その後，1980 年（昭和 55 年）に
九十九里地域水道企業団の長柄浄水場へ水道用
水を，1986 年（昭和 61 年）に千葉県企業庁の
袖ヶ浦浄水場へ工業用水を，さらに 1996 年（平
成８年）には南房総広域水道企業団の大多喜浄
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事業の動き

図－１　房総導水路位置図

ポンプ設備のリアルタイム状態監視について
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水場へ水道用水を供給し現在に至っている。
施設は 1977 年（昭和 52 年）の通水開始から
約 40 年以上が経過し，近年，経年劣化による
設備の老朽化が顕著に現れてきたことや，近い
将来発生が危惧される大規模地震への対策のた
め，房総導水路施設緊急改築事業として 2014
年度（平成 26 年度）から 2020 年度（令和２年
度）までの予定で，施設等の老朽化対策及び大
規模地震対策などを実施している。

３．状態監視装置の導入目的及び概要
（１）装置の導入目的
状態監視装置の導入における概念を示す。（図
－２）
ポンプ設備の適切な機能維持のためには設備
保全が重要な要素であり，設備保全業務として
巡視点検，定期点検及び維持作業などがある。
点検にあたっては，給油・清掃・目視・聴診・
臭気・計測などにより運転状態の把握を行う。
従来の点検方法は，監視盤に表示される運転

データ（電流値や回転数など）の目視確認と機
器に設置された圧力計や温度計などの計器指示
値の確認及び機器周辺における異音・異常振動・
異臭などの有無の確認を監視員が目視などによ
り行っている。この方法は，監視員の経験が豊
富であれば，センサでは察知が難しい僅かな異
常を発見できる可能性がある反面，監視員の経
験が浅い場合は異常を見落とす恐れがある。こ
のような監視員個々の感覚に頼った手法では，
点検結果が定性的評価（異音・異常振動・異臭
に対する評価）となること，監視間隔中に発生
した異常は次の監視時刻まで発見が遅れるなど
タイムラグが大きいこと，長期に亘るデータの
比較が困難なことが課題となる。
このような従来の設備状態把握方法の課題を

踏まえ，房総導水路では，より効率的かつ的確
な設備の状態把握を行うために，センサと情報
通信技術を活用した状態監視装置を導入し，「①
点検業務の省力化」「②状態監視の強化」「③劣
化診断への準備」を図ることとした。	

表－１　事業概要

図－２　状態監視装置の導入における概念図
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（２）状態監視装置の概要
１）監視センサによる監視項目の選定
①選定手順
監視センサによる監視項目の選定は図－３の
手順で行った。
選定にあたっては，ポンプ設備は構成機器が
多数あるため，定期点検の省力化を目的に監視
点検項目を整理し，かつ，『機械設備管理指針
（独立行政法人水資源機構	2016 年（平成 28 年）
３月）』における標準点検項目の検討で用い

た ｢故障モード影響解析（Failure	Mode	Effect	
Analysis）｣（以下｢FMEA｣という）を活用して，
設備を機器・部品に分類し，様々な故障を洗い
出し，設備の信頼性に影響を及ぼす故障を抽出
した上で部品毎に監視点検項目を見直し，セン
サ監視項目を選定した。なお，センサ監視の対
象としては，送水機能への影響など重要度を鑑
み，主ポンプ・電動機・インバータ装置（VVVF：
Variable	Voltage	Variable	Frequency）を中心
とした。	

図－３　監視センサによる監視項目の選定手順

※FFT解析：高速フーリエ変換（Fast Fourier Transform）とも呼ばれ，振動波形の分析方法のこと。一般的に振
　 動波形は複雑であるが，複雑な波形は周波数が異なる単調なsin波に分解ができることを活用し，振動波形
　 に対して周波数がどれくらい含まれているかを分解して評価する。

①監視項目の整理

■ 定期点検の省力化を図るため，監視項目を収集・整理する。
○ 巡視点検・直営点検・請負点検

○ 水管理装置取込項目

③センサ監視項目の選定

省力化

監視強化

劣化診断

②監視点検項目の見直し

■ 『機械設備管理指針』で導入しているＦＭＥＡ（故障モード影響解析）を活用して，部品毎に

点検監視項目を見直し，センサ監視の可否を整理する。

○ ＦＭＥＡワークシートにおいて，部品に発生する故障と設備への影響度を検討し，｢機器・部

品の故障によりすべての設備機能が喪失する，若しくは運転に重大な影響を及ぼす恐れがあ

るもの｣に分類された項目を監視点検項目として整理する。

■ 監視項目は上記①②を包括する。

○ 施設管理上，必要な項目は，従来どおりセンサ監視の対象とする。

○ 省力化・監視強化・劣化診断の推進が期待できる監視項目はセンサ監視の対象とする。

○ 効果の発現は，監視センサ選定時においては不確実であるが，将来，劣化診断技術として

発展する可能性がある項目は，試験観測としてセンサ監視の対象とする。

■ 従来のポンプ監視操作設備は，配水管理及び日報作成に必要なデータを監視対象とし，今回

導入の状態監視装置は，省力化・監視強化・劣化診断の推進に繋がるデータを監視対象とする。

有用性評価において，劣化診断に有効な項目は，同一条件での計測が

効果的なので，計測条件を整理する

現在と比較して巡視点検等の省力化が図れる項目

センサ監視データの解析及び初期データとの比較により，将来

機器の劣化診断評価への発展が期待できる項目

センサ監視による傾向管理の実施により，故障の早期発見や

故障対応（故障時の状態把握）の迅速化が期待できる項目

有用性の評価・分類

監視方式の分類

リアルタイム
（常時）

スポット
（随時）

有用性評価において，

監視強化に有効な項目

有用性評価において，

監視強化に影響しない項目

センサ監視の条件設定

④データ監視方法の検討
○ 効果的な監視手法

○ システム構成の検討

○ データ保存方法の検討

○ データ閲覧方法の検討
○ 機器仕様の決定

■ 観測値の変化周期を考慮。
○ 振動は，FFT解析※(～20kHz)を

考慮すると0.5ミリ秒が適当。

○ 温度は，激変しないので1秒で十分。

■ 計器の観測能力を考慮。

■ 収集装置のコストを考慮。

計測周期の設定

⑤監視システム検討

⑥状態監視装置の仕様決定
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②選定結果
センサ監視項目及び項目数は次のとおりとし
た。
ア．監視項目　
水位・水温・揚水量・吸込圧力・吐出圧力・
室温・湿度・漏洩電流・運転電流・外皮温度・
周波数・加速度・回転数・電圧・電流・周波数・
回転数・振動（振幅）・軸受温度・巻線温度・
入力電圧・入力電流・出力電流・塵埃量など
イ．項目数　
共通 26 項目，１号機：63 項目，２号機：
63 項目（全 152 項目）　
ウ．センサの汎用性
監視センサ本体は，ICTの進化を考えると，
数年で陳腐化する可能性が高いことから，将
来の取替を考慮して外付けタイプの汎用製品

の採用を標準とした。	
	

２）状態監視装置の構成
今回状態監視装置を設置した横芝揚水機場ポ

ンプ設備は，監視員が常駐する操作室とは約
30km離れた場所にあるため，操作室で横芝揚
水機場ポンプ設備の状態監視ができ，かつ，多
くの監視項目に対する計測データの異常が容易
に確認できるような装置構成とした。
具体的には，各種センサにて計測したリアル

タイムデータをデータロガーを用いて瞬時値と
して捉え，常時トレンドグラフ化することで，
ポンプ設備の稼働状態を常に監視することがで
きる構成とした。
状態監視装置の構成を図－４に示す。

図－４　状態監視装置の構成
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３）状態監視装置の運用状況
横芝揚水機場導水路ポンプ１号及び２号を対
象に，2016年及び2017年（平成28年及び29年）
の２ヶ年で状態監視装置を設置し，2017 年（平
成 29 年）からポンプ稼働時のリアルタイム状
態監視により各種運転データを取得している。
○導水路ポンプ１号
（2017 年（平成 29 年）６月下旬から開始）
○導水路ポンプ２号
（2018 年（平成 30 年）３月上旬から開始）
横芝揚水機場にてリアルタイムに取得した
データは，大網操作室内のWEB上に表示され，

ポンプ運転のリアルタイム状態監視が可能とな
る。（図－５，図－６）
また，収集した監視センサ毎に暫定的に ｢異

常判定値｣（以下 ｢しきい値｣ という）を設け
ることで，異常値の有無が一目で確認すること
ができる。（図－６）
さらに，過去のポンプ始動時や運転時のデー

タを取り出しグラフ化することで，ポンプ始動
時の運転特性の変化の有無や継続運転時のピー
ク値（最高値・最低値）を把握することができ，
設備の傾向をより詳細に管理することが可能と
なる。	

図－６　監視画面（計測データ一覧の事例）

図－５　状態監視画面及びセンサ取付状況
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（３）効果検証と課題
１）効果検証
状態監視装置の導入により期待する効果につ

いて，導入目的毎に検証を行う。（表－１)
当該装置を導入した結果，①従来の点検作業

と比較し，人的な省力化が図られたか，また，
蓄積した計測データは容易に取り扱うことが可

能か，②従来の監視と比較し，観測数が増加す
ることで監視強化が図られたか，③将来，ポン
プ設備開放点検や分解整備時に，今回蓄積して
いる計測データを劣化診断材料として有効かつ
効果的に活用できるかの３項目について着目
し，現段階における効果検証を行った。	
	

メリット デメリット

評価の凡例　◎：効果を発現している　○：概ね効果を発現している　△：効果発現のため，検討の必要あり

①点検業務の
省力化

運転状態の計測作業による
検証

②状態監視の
強化

将来における
修繕時期の最
適化

③劣化診断へ
の準備

［巡視点検］

従来150秒→90秒に短縮※

［月点検］

従来13分 →5分に短縮※

△ 計測データから，任意の点を
抽出しグラフ化。

【ポンプ振動解析：ポンプ振動
加速度を計測。揚水量・回転
数で大きく変化。】

※ポンプ1台あたりに要する時
間

期待する効果 評価 検証内容
考察

導入目的

センサで全点検項目
は網羅できない。（目
視・異臭など五感に
頼る）
巡視点検の省略は
不可。

所測計の態状転運○
要時間は短縮可能。
点検実施者による計
測誤差なし。

△点検記録の電
子化及び入力
作業省力化

計測データを所定様
式に自動転記できな
い。HDDの定期的な
バックアップが必要。

点検の省略・
簡素化

計測記録の自動保
存により，効率的に
記録の管理が可能。

「ポンプ始動時の運
転記録確認」，「ポン
プ振動解析」は，劣
化診断効果が期待で
きる。

計測データ及び定期
分解調査結果によ
り，性能変化を捕捉
できるが，検討には
時間を要する。

センサによる
監視強化

）時瞬（ムイタルアリ◎
異常の検知が可能。
異常対応の迅速化
が期待できる。傾向
管理も容易。

監視画面が複数とな
り，監視員の負担
増。「注意値」以上
「異常値」未満の値
は判定が難しい。

監視画面（トレンドグラフや観
測データ一覧）から，リアルタ
イム（瞬時）で異常値が確認
可能。過去の記録から，しき
い値を超過したデータを一目
で確認可能。

表－１　効果検証とりまとめ
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２）課題及び今後の取り組み
状態監視装置の導入にあたっての現時点にお
ける課題及び今後の取り組みは次のとおりであ
る。
①点検業務の省力化
監視点検における計測については，計測作業
時間の短縮，計測記録の自動保存ができること
によって省力化に繋がったが，計測データを所
定様式に自動転記できないこと，監視画面が複
数になること，長期的に蓄積されたデータの整
理及び解析作業に時間を要することは職員の負
担増となるため，職員の負担軽減に配慮した具
体的方策を検討する必要がある。
②状態監視の強化
導水路ポンプ１号及び２号のデータを引き続
き蓄積し，今後実施予定のポンプ設備開放点検
や分解整備を活用し，状態監視の信頼性を検証
する。
また，監視項目の見直し（監視の必要性や計
測周期）を行い，状態監視の効率性を高める。
③劣化診断への準備
設定しているしきい値は暫定的な数値として
おり，平常時のデータ（リアルタイム監視によ
るトレンドグラフ）からポンプ運転時のデータ
変動量を把握できる。
しきい値は，設備状態をより詳細に見極める
ための指標となることから，｢注意を要する値｣
と ｢異常を示す値｣ を設定する必要がある。こ
のため，長期的に蓄積されたデータを解析し，
今後実施予定のポンプ設備開放点検等を活用し
て，適切なしきい値を設定する必要がある。
上記以外に，センサによる監視全般に関し，
計測精度の確保に対する課題がある。
センサは，経年に伴い劣化することが考えら
れ，計測データの値が常に正しい値を示してい
るとは限らないため，定期的なセンサの校正が

必要となる。
また，経年に伴うセンサの取替にあたり，取

替前後のセンサが同一のものであっても，その
設置位置や設置角度などにより計測値に僅かな
ずれが生じることもあり，取替作業には注意を
要する。

４．おわりに
房総導水路は地域の重要なライフラインと

なっている水を 24 時間絶え間なく利水者へ送
水することが使命である。
そのためには，施設や設備の安定的な稼働が

必要不可欠であり，施設や設備の状態監視は非
常に重要なこととなる。今回導入した状態監視
装置は 2017 年（平成 29 年）６月下旬からポン
プ稼働時のリアルタイム監視による各種運転
データを取得・蓄積しており，概ね期待する効
果を発現しているが，一方で状態監視装置の導
入に伴う運用上の課題もある。
今後は，各課題に対する具体的解決策を検討

し，点検業務の省力化，管理の信頼性向上と状
態監視の強化及び故障等の未然防止，設備の最
適な修繕時期の検討を行うことで，新たなポン
プ設備の状態把握の手法の確立を推進していき
たい。
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