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技術報告 連載 1

ポンプ設備の内部可視化技術と適用事例について
（1）
（工業用内視鏡カメラによる点検）
株式会社日立製作所

1．はじめに
国内における雨水排水や上下水道用などの公共
用ポンプ，あるいは農業水利施設ポンプ設備の保
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2．工業用内視鏡カメラによる点検
（1）診断手法の概要
内視鏡技術は近年，医療技術の発展とともに，

全形態は従来，多くが時間基準保全により分解整

検査だけでなく手術にも使われるまで進歩してき

備を実施し，各部品の健全性を確認した上で，補

た。 ま た，LED 照 明（：Light Emitting Diode）

修や部品更新を行うことにより，設備の維持管理

や光ファイバーの小型化・高性能化による大光

を行ってきた。ところが，近年の投資予算縮減の

源化あるいは CCD（：Charge Coupled Device）

影響によって，多額な費用を要する分解整備の周

カメラの高精度化によって観察画像も鮮明になっ

期は見直されてきている。また，分解しても損傷

た。これに伴い，内視鏡は工業用として機器，構

が少なかった場合などには，分解した効果を問わ

造物の狭あい部の観察や水道管，ガス管などの内

れるケースも予想される。

部観察を行うための目視検査機器として広く用い

最近では農業水利施設をはじめとする多くの設

られるようになった。

備にライフサイクルコスト低減や長寿命化を目的

本報告では工業用の内視鏡カメラをポンプの検

としたストックマネジメント管理手法が導入さ

査に用いる方法を検討し，実機に適用した事例を

れ，適切な分解整備や更新時期を見極めるための

紹介する。対象は主に立型ポンプであり，内部（揚

点検手法が必要不可欠となってきている。

水管，吐出しボウル，ケーシングライナー，羽根

ポンプのような水を扱う流体機械の劣化要因は
機械的な摩耗やき裂，流体による侵食，あるいは，

車）を目視点検した結果について述べる。
採用した内視鏡カメラ装置の主な仕様を表－

それら複合的なものが考えられる。また，水質に

1 に示す。内視鏡カメラ装置は，スコープ外径

よっては腐食劣化がポンプの健全性に大きく影響

が 6mm のものを用い，スコープ有効長さは 3m，

する。これらの劣化現象を，ポンプを据え付けた

9.6m，19m の 3 種類とした。光源は光ファイバ

ままで，運転中あるいは停止中に確認することは

ーを介したメタルハライド（水銀灯の一種）を用

難しく，従来はポンプを分解して点検等を行って

いている。スコープの先端部分は電子制御による

いた。

ワイヤー方式により上下左右に湾曲する。スコー

そこで，本報告では工業用内視鏡カメラ，水中

プ先端部に取り付けられた光学アダプタは，直視

TV カメラ（水中ロボット）および超音波技術を

用で視野角が 120 度で，焦点深度が 25mm ～∞

用いた非分解でポンプ内部の腐食や摩耗などの状

の遠方観察型とした。スコープ外径を 6mm とし

況を確認する手法，その適用事例および注意点に

た理由は，立型ポンプの地上胴部に付帯している

ついて，3 回に分けて紹介する。第 1 回は工業用

吐出し圧力計測用の管座部分（貫通穴径およそ

内視鏡カメラを用いた手法について述べる。

8mm）から挿入するために，貫通穴より小さい
外径とする必要があったためである。ポンプによ
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表－ 1
項

内視鏡カメラ装置の主な仕様

目

主要装備・機能

スコープ外径

6mm

スコープ有効長さ

3m，9.6m，19m,

先端光学アダプタ

直 視 型， 視 野 角 120 °， 観 察 深 度

（使用例）
4 方向電動湾曲
（左右上下）

25mm ～∞
60 ～ 120°

モニター

LCD，6.3 インチ，フルカラー

光源

50W メタルハライド

ビデオ信号出力

コンポジットビデオ出力端子 BNC

画像記録

静止画 JPEG，CF カード媒体

検のイメージを図－ 1 に示す。内視鏡カメラ装置
による内部点検は，地上部の作業であり，吐出し
曲管部側面の吐出し圧力計測の管座穴を開口し，
そこに内視鏡カメラを挿入し，揚水管内面，軸受
けブラケット，案内羽根，羽根車およびケーシン
グライナーを観察し，塗装の劣化，腐食，摩耗お
よびその他の損傷状況を観察する。
観察における摩耗量や腐食など損傷の大きさ
は，先端光学アダプタの最小観察深度を利用して
推定することが可能である。まず，被検体と光学
アダプタの距離が最小観察深度よりも小さければ

っては吐出し曲管部に口径の大きい点検用のマン

観察画面が不鮮明になることを利用して，予め目

ホールやエアー抜き用の弁が設置されていること

盛りのついたスケールを焦点が合う最小観察深度

がある。その場合は，そこを開口して挿入するこ

の位置で観察し，この時のモニタ画面上の縦横寸

とも可能である。また，スコープ有効長さは，観

法を記録しておく。実際にポンプ内部を観察する

察が必要な範囲である吸込み揚水管から羽根車ま

場合には，被検体に光学アダプタの先端を接触さ

での長さが多種多様なことを考慮して，表－ 1 に

せた後，その位置からスコープ先端部を最小観察

示すように有効長さ 3m，9.6m，19m の 3 種類を

深度分離せば，スケール観察時と同条件での観察

用意した。装置本体には静止画記録機能およびデ

画面が記録できる。したがって，これらの画面上

ジタルビデオレコーダと TV モニタを装備して観

の寸法対比で測定対象物の大きさは推定できる。

察画像をモニタ，記録する。
立型ポンプの構造と内視鏡カメラによる内部点

また，最近の内視鏡カメラ装置には，ステレオ
計測機能（三角測量機能）が付属しているものが

案内羽根

ケーシングライナー
（羽根車摺動部）

䝫䞁䝥䛾ᵓ㐀㻌

図－ 1 立型ポンプの構造と内視鏡カメラ点検方法
（a ～ f は図－ 2 の観察位置と方向を示す）
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あり，測定対象物の大きさに制約があるが，一定

例である。揚水管の材質は鋳鉄材（FC250）で内

の範囲での寸法計測が可能になっている。

面はライニング塗装を施してある。この観察では，
一部汚れなどが付着している程度で腐食や塗装の

（2）適用事例と検証

劣化などが認められず，健全な状態を確認した。

立型ポンプ（斜流もしくは軸流型）の内視鏡カ

一方，（b）は使用開始後 38 年で（a）と同材質，

メラによる内部点検を 200 台について実施した。

同塗装の揚水管内面を観察した例であるが，経年

その際の事例を写真－１に示す。内視鏡カメラは，

的な劣化によって，塗装は残っておらず，こぶ状

吐出し圧力計測用の管座穴から挿入して，ポンプ

の腐食の発生を確認した。

内部を観察した。

（c）は使用開始後 1 年のケーシング案内羽根ボ

なお，およその観察位置および方向を図－ 1 内
に印す。

ス部を横から軸方向に観察した例である。材質は
鋳鉄材（FC250）でライニング塗装を施してある。

（a）は使用開始後 1 年の揚水管内面の観察した

これも（a）と同様に汚れが付着している程度で
塗装の劣化や腐食は認められ
なかった。（d）は使用開始後
50 年で（c）と同材質で，同
塗装のケーシング案内羽根ボ
ス部を観察した例であるが，
案内羽根全体が腐食し，塗装
も残っていない状態を確認し

（a）揚水管内面
（使用開始後 1 年，材質：鋳鉄，表面
ライニング塗装）

（b）揚水管内面のコブ状の腐食
（使用開始後 38 年，材質：鋳鉄）

た。
（e）は使用開始後 1 年の羽
根車摺動部のギャップを観察
した例である。ギャップの計
測は前項に記述した方法で実
施し，約 1.5mm と推定した。
こ の 場 合 の 設 計 値 は 1.2 ～
2.5mm であったため，設計値
内であり，摩耗が少ない状態

（c）ケーシング案内羽根ボス部
（使用開始後 1 年，材質：鋳鉄，表面
ライニング塗装）

（d）ケーシング案内羽根ボス部
（使用開始後 50 年，材質：鋳鉄）

を確認した。一方，（f）は使
用開始後 34 年の羽根車摺動
部のギャップを観察した例で
ある。内視鏡カメラ先端部（外
径 6.0mm）がこのギャップに
入り込むほどの広がりがあっ
た。 ギ ャ ッ プ は 約 10mm と
推定した。この場合の設計値
は 2.4 ～ 3.3mm であったため，
設計値の 3 倍以上まで摩耗が

（e）羽根車摺動部
（使用開始後 1 年）

写真－１

（f）羽根車摺動部
（使用開始後 34 年経年摩耗による隙間
拡大）

進行した状態を確認した。

立型ポンプの内視鏡カメラによる点検事例
（表紙の裏にカラーで掲載）
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写真－２ ライナー摺動面の孔食①
（内視鏡カメラの水中観察）

写真－５ 斜流ポンプポンプの羽根の欠損
（内視鏡カメラの水中観察）

写真－３ ライナー摺動面の孔食②
（内視鏡カメラの水中観察）

写真－６

分解後の羽根車の損傷状況
（材質：銅合金）

（写真－2 ～写真－6 について裏表紙の裏にカラーで掲載）

ところ，ケーシングライナー摺動面にいくつもの孔
食を確認した。このポンプを分解後，実際のケー
シングライナーを目視確認した結果，写真－ 4 に
示すように摺動面全周にわたって孔食が認められ，
その中には外面部に貫通している箇所も存在した。
写真－４

分解後のケーシングライナーの摺動面全
周に孔食（材質：鋳鉄）

写真－ 5 は，立軸斜流ポンプで運転中に異常振
動が発生し，その原因調査のためにポンプ内部を

次に内視鏡カメラの観察結果と分解後の確認結

点検した事例である。内視鏡カメラを羽根車近傍

果の比較検証事例を示す。写真－ 2 および写真

まで挿入したのち，カメラを横向き，軸方向に向

－ 3 は，立軸斜流ポンプで運転中に異常音が発生

けて羽根車羽根先のき裂損傷を確認できた。この

し，その原因調査のためにポンプ内部を点検した

ポンプを分解後に実際の羽根車を目視確認したと

事例である。内視鏡カメラを摺動部まで挿入した

ころ，写真－ 6 に示すように観察部分を含め，2
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箇所にき裂が認められた。
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なる。立型ポンプは円筒構造のため，周方向にお
ける損傷の差は少ないことが多く，部分的な状況

（3）適用上の注意点
この方法を適用する上での注意点は，内視鏡カ
メラ先端の光源では，光が届く範囲が限られて

から全体を推定することは可能である。また，最
新機器では光量が向上し，これらの問題も改善さ
れつつある。

おり（適用した内視鏡カメラ装置では 100mm 程

水中での観察では光量の問題の他に水の透視度

度）
，この範囲でしか明瞭な観察ができないこと

の影響も大きいが，近接観察の場合にはその影響

であり，それ以上の遠方広角観察には光量不足と

は少ない。ただし，水中・気中を問わず，各対象

なることである。したがって，1 箇所の圧力計測

部位表面に汚れやゴミなどの異物が付着している

用管座口から内視鏡カメラを挿入した場合，ポン

場合は真の状態は観察できない。これを改善する

プ内部の観察は下降していく 1 つのライン上での

方法として，点検前にポンプ自体を運転し，内部

限られた範囲のものとなる。今回の事例では，カ

洗浄するという方法も有効である。

メラ先端部分を湾曲させてもポンプ内部全体をお

また，内視鏡カメラによる観察ではケース内部

およそに見渡せるのは，ポンプの径（特に吸込み

に埋め込まれた部位，例えば軸受け部の摩耗状況

管路の径）が 800mm 以下の場合であり，それ以

など内視鏡カメラが走査できない範囲の観察は困

上の径では光量不足で確認できないことが多かっ

難であることに注意していただきたい。

た。すなわち，観察を行った部位の限られた範囲

（次号に続く）

の観察結果から内部状況の全体を判断することに
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