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１．はじめに
農業水利施設は，安定的な食糧供給基盤であ
るとともに，我々の生命・財産を守る重要な社
会資本ストックである。現在，これら施設の老
朽化が進行中であり，「施設機能維持の為の保
全管理（ストックマネジメント）」や少子高齢
化による「次世代担い手への継承」が重要な課
題となっており，将来安定した次世代農業水利
施設を目指すには施設の強靭化を検討する必要
がある。
農業水利施設の内，用排水機場においてこれ
らの課題を解決するものとして，
・ 用排水機場のリスク管理を行いつつ長寿命化
と LCC の低減を図るため，新たな維持管理
手法の導入を検討する。また，最適な維持・
整備計画を立てるため，保全データの定量的
な蓄積及び分析手法の導入を検討する。
・ 設備の簡素化を図り運転制御を単純化するこ
とで，オペレータの熟練度に関係なく，環境
の変化に応じた信頼性の高い運転管理を実現
すると共に，防災・減災力の強化を図る。

このような環境整備が必要になると思われる
が，維持管理における点検業務では，それだけ
では解決し難い問題がある。例えば，計測の他
に五感を用いて機器の不具合兆候を早期に発見
することがある。これは管理者の熟練度により
差が出るところで，少子高齢化で担い手不足が

懸念される中，安定した維持管理を継続してい
くことが難しくなると予想されている。
そこで今回は，維持管理において省力化が期

待できる各種維持管理技術として，ポンプ非開
放点検技術と長寿命化整備に関する弊社の取り
組みを紹介する。

２．ポンプ非開放点検技術への取組
従来から行っていたポンプの診断手法は，ポ

ンプを分解・開放し目視確認・計測を行う精密
診断であるが，実施にあたり大きな障害となる
問題があった。
（１）分解・開放点検には大きな負担がある。
ポンプ内部を点検する際は，そのままの状態

で確認する事は難しい。行うとなると機器の「取
外し・分解・点検・据付」という大がかりな工
程が必要となる。例えば，立軸ポンプの場合は
ポンプを引揚げるために駆動設備（原動機，減
速機）の取外しが必要になる。このようなこと
から，分解・開放点検は施設管理者にとって費
用面・運用面で大きな負担となっていた。
（２）設備停止を伴う点検のため，停止期間の
確保と施工時期が限定される。
上記の工程を行う際に，設備を停止しなくて

はならない。その為，ポンプ運転を停止できる
一定期間を確保しないと分解・開放点検はでき
ず，限定的な期間でしか実施できないという制
約があった。
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これらの問題を解決する為，弊社は内科検診
のように外部から状態を確認する手法として，
非開放点検に取り組んでいる。これは管理者に
とって大きな負担であった分解・開放点検の工
程が不要となるため，時期に関係なく診断・点
検を実施することが可能となり，それぞれのポ
ンプの運転状況に応じて適切かつ経済的な点検
計画を立てることができることから，その点検
結果を基に整備計画を策定できる。このように
非開放点検にはメリットが大きく，非常に効率
的な点検手法と考えている。

ポンプの非開放点検のメリットは，
（１）信頼性向上と強靭化
適切な診断技術を適用することで，機器の健

全性の確認や整備計画を省力で効率良く策定で
き，機場の信頼性の向上と強靭化に役立つ。
（２）適切な維持管理計画が可能
ポンプの状態監視を適切な時期に実施できる

ようにすることで，適切な整備時期や長寿命化
整備手法の維持管理計画が実施でき，LCC の

低減が期待できる。
（３）短期復旧が可能
異常の早期発見が可能なので，短期間で整備・

復旧が可能になる。
（４）点検時の負担の軽減
点検は最小限の作業と工数で診断が可能なた

め，費用面や運用面での負担を大幅に減らすこ
とが出来る。
当社は，非開放点検技術について以下の取り

組みを行っている（図１）。
（１）データの収集
非開放点検の手段である「振動診断」を中心

に，「油分析」，「内部点検」を用いて積極的に
用排水機場の機器のデータ収集を実施してい
る。
（２）データの蓄積
診断精度が向上につながることから，データ

収集を継続して蓄積し傾向を整理することで，
さらなる分析精度の向上に努めている。
次項より，「振動診断」を実施している主な

非開放点検について紹介する。 

図１　ツルミの非開放点検
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３．振動診断
（１）振動診断とは
振動診断は，内科検診で聴診器を当て健康診
断することに相当するものである。主に軸受箱
や主軸の振動を各種センサーで計測し，内部状
態を外から把握することが出来る手法である。
計測した振動の変位・速度・加速度の大きさや
波形から得られる固有の周波数に着目すること
で，不具合や劣化要因を分析することが可能と
なる。
振動診断に使用する計測機器は，以下のもの
である。

①振動計測用センサー
・加速度センサー
主に，3Hz（180min-1）以上の転がり軸受の振
動波形計測に利用する。（写真１，２，３，４）

・非接触式変位センサー
主に，600Hz 以下の低速度機器や，水中軸受

等に用いられる滑り軸受の軸振動波形計測に利
用する。（写真５）

写真1　センサー取付状況（ポンプ部） 写真2　センサー取付状況（ポンプ - 電動機）

写真3　データ計測状況（ポンプ部） 写真4　データ計測状況

写真1.センサー取付状況（ポンプ部）

データをPCに取り込む

〇部分：センサー設置箇所

写真５　非接触式変位センサー設置例
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②周波数分析器
一般的にポンプから発生する振動には，多くの
要因（ポンプ内部，減速機，原動機など）から
発生した振動波形が重なって複雑になっている。
この波形のままでは分析することが出来ないの
で，周波数ごとに成分の大きさを調べる必要が
ある。これを周波数分析という。周波数の分析
はFFT（Fast Fourier Transformation：高速フー
リエ変換）分析器を用い，周波数毎の単調波形
に分解して分析・評価するものである。（図２）

図２　FFTによる分析結果例

（２）振動診断でわかるポンプの内部状態
前項で説明したとおり，分析結果を考察する
ことで様々な内部状態を把握することが可能で
ある。その結果，早期に異常の特定ができるた
め，故障の波及を最小限に抑えられ損失を最小
限にすることができる。把握できる不具合状態
は，下記の内容である。
・転がり軸受の異常
・回転体のアンバランス，芯のずれ
・インペラの偏摩耗等
（３）電動機電流兆候診断（MCSA）
前述のような振動診断が困難な水中ポンプ
では，電動機電流兆候診断（MCSA：Motor 
Current Signature Analysis）を用いて診断す
ることが有効とされている。電動機電流兆候診
断は，駆動中の電動機の電流を計測し，その電
流波形から不具合や劣化要因を分析することが
できる。要因分析には，振動診断と同様に周波
数分析を行い，電流波形の分析をすることで原
因を特定し，故障の波及を最小限に抑える手法
である。（写真６，図３）

写真６　電動機電流兆候診断（MCSA）例

図３　電動機電流兆候診断（MCSA）結果例

４．油分析（潤滑油診断）
潤滑油診断は，ポンプや減速機・原動機の軸

受やギヤの潤滑油（オイルやグリス）をサンプ
リングし，それを分析することで劣化状態を把
握する手法である。血液検査による健康診断の
ようなもので，軸受や減速機の状態を把握する
ことが可能である。サンプリングした潤滑油は，
フェログラフィ法（※１）にて摩耗粒子の分析
を行う。振動診断時は運転をする必要があるが，
運転に必要な水が確保できない場合等運転条件
が成立しない場合に有効な診断となる。（写真７）
※１：フェログラフィ法とは
潤滑油中に含まれる摩耗粒子を強力な磁場

で分離し大きさの順に配列させ，この摩耗粒
子の形状・色・表面の状態などを，光学顕微
鏡を用いて観察することによって摩耗状況を
分析し軸受の状態を把握する分析方法である。
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摩耗粒子は，正常状態で運転されているとき
には粒子径は小さく量も極少量で，異常状態
が始まると粒子径が大きく量も徐々に増加す
る。粒子量は異常状態が始まると，ある時期
を境に，急激に増加する傾向がある。（図４）

５．ファイバースコープによる内部点検
ファイバースコープによるポンプの内部点検

は，内視鏡で人体の中の様子を直接目視する胃
カメラ検査のようなもので，ポンプを引揚げ分
解することなく内部点検ができる非開放点検の
一つである。上記，振動診断や油分析の五感し
ないものと違い，自身の目で確認するという点
検手法となる。
ファイバースコープをポンプ内部に挿入し画

像を得ることで，開放試験同様の目視点検を行
うことが出来る。
また，近年では画像解析によりインペラとラ

イナの 間計測も行えるため，摩耗状況を把握
することも可能となる。（写真８）

図４　摩耗粒子形状例

写真７　サンプリング状況

写真８　ファイバースコープによる内部点検例
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６．長寿命化整備
最後に，特殊コーティングによる長寿命化事
例を紹介する。
整備工場に引揚げたポンプの羽根車を観る
と，腐食や摩耗により劣化していることが多い。
軸受や摺動面等消耗品の交換が主となる標準的
な整備で復旧したとしても，腐食，摩耗速度が
急速に速まり早い時期に揚水量が減少すること
が考えられる。そこで，硬度の高い特殊コーティ
ングを表面に施し補修をすることで，摩耗速度
を抑え長寿命化を図ることできる。（写真９）

また，海水のように腐食性の高い液体につい
ては，標準の防食塗装では早期に電食による腐
食が進行することが考えられる。そこで，電食
防止コーティングと犠牲陽極を組み合わせるこ
とにより，防食効果を高めることが可能になる。　
（写真 10）

７．維持管理の今後
これからの農業農村整備事業は，「国土強靭
化のため農業水利施設の適切な更新・長寿命化」
と「ため池の防災・減災対策や農業用ダムの洪

写真９　インペラの補修（左：補修前，右：補修後）

〇箇所
犠牲陽極設置：有

〇箇所
犠牲陽極設置：無

写真10　電食防止コーティング及び犠牲陽極（左：処置前，右：処置後）
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水調節機能強化」，そして「集落排水や農道の
生活インフラの整備」等を推進することを国の
施策として発表されている。この事業は，「機
能保全計画に基づく適時・適切な更新等を通じ，
安定的な用水供給と良好な排水条件を確保」「農
地及び周辺地域の湛水被害等の防止」を事業目
的に掲げているものである。「適切な機能保全
計画の策定」「湛水被害の防止」を行う上で，我々
は現状抱えている様々な問題を解決していかな
ければならない。
その中で大きな問題として，「異常な環境の
変化の問題」と「少子高齢化による農業担い手
の減少問題」がある。特に後者は用排水機場の
強靭化に大きな影響を及ぼすと考えられている
為，施設の確実な運転・維持管理を行うには，
避けては通れない問題である。更に担い手不足
から技術の継承ができないことも問題を増幅さ
せており，可能な限り経験に左右されない平準
化された新たな維持管理の方式を見つけなくて
はならない。
その方式は近年の技術進歩で打開出来るもの
と確信している。例をあげるとその先端技術は，
今までの農業スタイルからロボット，AI，IoT
など先端技術を活用したスマート農業や ICT
水管理システム等を活用するものに移行してき
ていることもあり，時代の流れは省力化・精密

化や高品質生産を実現する取り組みが推進され
てきている。様々な問題を抱えている用排水機
場の維持管理においても，先端技術を用いた維
持管理技術の導入が望まれている。活用例とし
て，日々の膨大な運転データを機器の状態把握
や整備計画等に有効なデータを蓄積し「施設の
LCCの低減」，「長寿命化を図れる」だけでなく，
「リスク低減を図る」ことも可能となる。また
AI を用いて，これまで蓄積された大量のデー
タを分析すれば，自動的に維持管理計画を立て
ることが可能になる。この基盤を作るには，「機
能診断精度の向上」を目的に，多くの採取した
データの積み重ねが不可欠となってくる。
この先端技術が完全に確立した時こそ，長年

の経験を活用してきた時代から，新たな手法・
新技術を利用した時代への分岐点となり，これ
まで経験で培っていたものを技術に活かし，構
築・運用していくという時代へ移行されるもの
と考える。
弊社は，記述してきたポンプ非開放点検技術

を用いて「農業水利施設の強靭化」，「国土強靭
化」を通じて，施設の適切な更新・長寿命化に
貢献できるよう多くの精密診断を行っていくと
共に，日々新たな維持管理技術の開発に取り組
んでいく所存である。
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