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１．はじめに
本文は，「国営開拓建設事業高鍋川南地区（昭

和 15 年～昭和 35 年）」で造成し，「国営造成土
地改良施設整備事業高鍋川南地区（昭和 63 年
～平成 4 年）」で更新された十文字揚水機場に
て実施した潤滑診断調査結果について紹介する
ものである。

なお，今回は分解調査も併せて実施し，潤滑
診断調査結果との整合性の確認を行った。

揚水機場の概要は以下のとおりであり，調査
は 1 号ポンプについて実施した。

・揚水機場名：十文字揚水機場
・ポ　ン　プ： 横軸両吸込単段渦巻ポンプφ

350mm × 2 台
・計画揚水量：30.24m3/min

・全　揚　程：13 ｍ
・原　動　機： かご形三相誘導電動機 45kW

× 2 台
・設　置　年：平成元年度（29 年経過）

２．潤滑診断調査とは
１ ）潤滑診断調査は，農業用ポンプ設備におけ

る減速機や軸受などの回転部の潤滑剤（潤滑
油（オイル）・グリース）を採取し，分析に
より得られた金属摩耗粒子の量や形態などの
情報を用いて，摩耗状態を把握し評価する診
断手法である。
 　この診断手法は，振動や異音が発生する前
に劣化の初期段階の兆候を検出できる診断手
法とされている。
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ポンプ設備の非分解による潤滑診断調査結果について

事業の動き

九州農政局　南部九州土地改良調査管理事務所
保全計画課　菊池裕二，須藤和弘

写真－1　潤滑診断対象ポンプ全景（対象施設：1号ポンプ）
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２）潤滑診断調査の特徴は，以下のとおりである。
・ 機械設備を分解することなく状態を診断す

ることができる。
・ 異常な兆候を早期に発見し，損傷要因など

を除去することができる。
・ 潤滑剤が入っている回転部（軸受等）の異

常の状態が推定できる。
・ 潤滑剤を使用しない部位への診断には適さ

ない。

３）調査手順は，以下のとおりである。

 

図－1　潤滑診断調査のフロー図
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４） 採集した潤滑剤について分析を実施する。
分析する項目と内容は，表 -1 のとおりで
ある。

３．潤滑診断調査結果
１）フェログラフィー法

フェログラフィー法は，1972 年に米国で開
発，実用化された「摩耗粒子分析システム」で
ある。磁気勾配により潤滑油中の摩耗粒子をサ
イズごとに捕捉，プレート上に分離・配列させ
るものである。

分析方法には「分析フェログラフィー」と「定
量フェログラフィー」の 2 つに分けられる。
「分析フェログラフィー」とは，ガラスプレー

ト上に捕捉された摩耗粒子を光学顕微鏡で観察
し，摩耗粉の形状，大きさ，色などから潤滑箇
所（設備）の摩耗状態を診断する方法である。

今回「分析フェログラフィー」では，「疲労
摩耗粒子」が観察された。（写真－ 2 参照）

疲労摩耗粒子は，繰返し応力による「金属疲
労」で発生する。今後，摩耗粒子が大型化する
とフレーキング（材料の転がり疲労によって，

( )  

表－1　潤滑診断調査の分析項目とその内容一覧表
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軌道面や転動面の表面部が「うろこ状にはがれ
る」現象で，軸受の寿命と判断される）の発生
の可能性が懸念される。

また，ガラスプレート上に捕捉された摩耗粒
子は，様々な粒径をもっている。摩耗粒子の大
小の違いは，その発生した摩耗ストレスの大き
さに比例している。「定量フェログラフィー」
とは，摩耗粒子の粒径・量を分析することで「正
常な摩耗状態」なのか「異常な摩耗状態」なの
か等の異常摩耗の兆候を判断できる。

図 2. に示したプレートに試料油が流れ始め
る部分（大摩耗群 AL）と，プレート出ロ付近
の部分（小摩耗群 As）の 2 箇所において，粒
子の光遮蔽量を測定して一定面積中の光学密度
を測定する。その摩耗の過酷度を判断する指数
を「異常摩耗指数（Is）」といい，異常摩耗指
数 ls は，下記のように定義される。

正常状態の場合，As ＞ AL であるが，異常
が始まると AL が As より増えてくる。さらに，
摩耗粒子濃度（WPC）も大きくなる。

写真－2　今回光学顕微鏡で観察した金属摩耗粒子

AL  

AS  
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なお，AL（大摩耗粒子群）と As（小摩耗粒
子群）は特定の位置で測定された「遮光率」で
あり，摩耗粒子群そのものの濃度ではない。
（例：読み値 0％＝摩耗粒子なし。読み値

100％＝摩耗粒子で光が全く透過しない。）
ただし，グリースは，オイルのようには流動

性が無いため，摩耗粒子が均等分散せず，偏析
している。そのため，定量フェログラフィーで
は，その状態を精度良く提示することは困難で
あることから，定量フェログラフィー分析は今
回実施していない。

２）赤外線吸収スペクトル法（IR 法）
使用油の基油が酸化劣化すると，劣化生成

物の代表であるカルボン酸の吸収ピークが
1,710cm-1 付近に見られるようになることから，
使用油が酸化劣化しているか否かは，IR チャー
ト図の 1,710cm-1 付近に吸収ピークが存在する
か否かで，定性的に判断することが出来る。今
回の調査では 1,710cm-1 付近に吸収ピークが確
認されていないことから，使用グリースは酸化
劣化していないと判断された。（チャート図の
見方については図－ 4 参照）

図－2　今回の赤外線吸収スペクトルチャート図

 
WPC AL As 
Is (AL + As)(AL – As) AL2 -As2 

AL (15 m ) ( /ml) 
As (15 m ) ( /ml) 
AL + As ( /ml) 
AL - As ( /ml) 
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３）試料分析結果
　

図－3　グリースの採取位置

表－2　今回の潤滑診断調査の分析結果一覧表
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＜参考：健全度評価の基準値＞
今回の業務では，健全度評価の基準値は表－ 3

の通りに設定した。なお，この数値は検討中で
あり，仮基準値であることに留意が必要である。

表－3　今回の潤滑診断の物理的性状に対する判定基準値（参考）

図－4　赤外線吸収スペクトルチャート図（新油と使用油の対比）
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４）分解調査結果
分解調査は，ポンプ分解調査と軸受分解調査

を実施し，構成部位（ポンプのインペラ・主軸
等及び軸受の外輪・内輪・玉・保持器等）の目
視・計測調査を行った。

そして，潤滑剤（グリース）が入っていた軸
受の分解調査結果は，次の通りである。

① 軸受の外輪及び内輪の軌道面（球が回転し
て接触する面）は，摺動痕（擦り傷）が見
られる。

② 転動体（球）全てに軽微な摺動痕が見られる。
③ 外輪と軸受（ベアリング）ケースとの嵌（は）

め合い面に，外輪回転による疵や摩耗，フ
レチングコロージョン及び局部腐食が懸念

される。外輪がガタついて隙間が出来て，
接触による疵や摩耗が発生したものと推測
される。また，フレチングコロージョン（赤
褐色の摩耗粉を含む微少滑りによる摩耗）
は，軸受ケースに侵入水によるものと推測
される。

④ 外輪の外径測定結果は基準値を下回ってお
り，大きな摩耗量ではないものの，今後嵌
め合い部のガタツキの発生が懸念される。

⑤ 以上より，経年（軸受交換後 18 年経過※）
劣化に相当する劣化状況にあり，健全度評
価は，　「S-3（劣化対策）」とする。

※ （参考）軸受交換の目安は，通常 5 ヶ年経
過または運転時間 2 万時間である。

表－4　今回のポンプ分解調査（詳細診断）結果一覧表

（注）CP は，カップリング（軸接手）を示す。
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４．まとめ
潤滑診断調査結果では，摩耗状態において「疲

労摩耗粒子」を確認したことにより，「注意レ
ベル（S-3）評価」とした。

一方，分解調査結果では，軸受の外輪嵌合面
に外輪回転による傷や摩耗，フレッチングコ
ロージョン及び局部腐食が見られたことから

「Ｓ－３評価」とした。
潤滑診断調査で確認された「疲労摩耗粒子」

の発生を裏付ける結果を分解調査でも確認する
ことができたこと，及び同程度（Ｓ－３相当）
の診断結果となったことから，潤滑診断の有効
性について，一定の評価ができる事例となった
と判断する。

５．おわりに
今回実施した潤滑診断調査の有効性につい

て，一定の評価が出来ると判断されたところで
ある。

潤滑診断調査については，前述したとおり「機
械設備を分解することなく状態を診断すること
ができる。」ことから，今まで実施していた分
解調査に比べ調査費用が安価となる。

本調査方法により，施設を管理している土地
改良区は，維持管理費の軽減を図ることが出来
ることから，改良区運営に係る負担軽減対策の
一つとし寄与するためにも，本調査方法のさら
なる精度向上を図っていく必要がある。

なお，本地区については平成 31 年度から応
急対策事業により事業着手する予定となってお
り，幹線水路（隧道，開水路等）の補修を実施
する予定となっている

参考文献
　○関東農政局利根川水系土地改良調査管理

事務所：
農業用施設機械（ポンプ設備）における潤滑

診断調査・振動診断調査マニュアル

表－5　健全度評価の一覧表
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