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農業・食品産業技術総合研究機構

農研機構は食料・農業・農村に関する研究開発などを総合的に行う我が国最大の機関です

農業水利施設のストックマネジメント

トライボロジーを活用した

ポンプ設備の簡易機能診断技術

昭和38年に国営干拓事業で設置



現行の課題（研究の背景）

農業用揚排水機の施設更新及び保全技術について

施設の老朽化

標準耐用年数を超過した揚排水機が年々増加し、膨大な数の
施設を一斉に更新しなければならない事態が発生することを懸念

維持管理費の軽減

これまでは、揚排水機の機械設備を点検するために、多大な費
用をかけて分解し、内部の目視点検を実施

時間計画保全（TBM）から状態監視保全（CBM）へ

今後は、供用年数を目安とした評価ではなく、施設の状態を分
解することなく低コストかつ的確に診断し、実際に性能が低下して
いる施設から優先的に保守・保全する必要あり

TBM ： Time Based Maintenance

CBM ： Condition Based Maintenance ２



現行の課題（設備の診断体系）

設計内容調査

管理書類調査（完成図書、検査・点検記録）

実態調査（使用年数・時間、災害等の被害）

地域社会情勢の変化

目視・触診・打診・聴音等による調査

運転操作を伴う作動確認による調査

計測による調査

目視・触診・打診・聴音等による調査

計測による調査

運転操作を伴う作動確認による調査

測定結果に基づく強度計算等による調査

応力測定等による調査

事前調査

外観調査

二次調査

余寿命予測

一次診断

二次診断
（又は三次）

設備の診断

農水省；「農業用施設機械設備更新及び保全技術の手引き」（1-17）

ポンプ設備にも簡易機能診断手法を

平成18年6月23日

大きな
ギャップ
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・ポンプ内部を開放して目視と計測により行う調査
・目視は回転・摺動部を中心に状態を確認
・計測は摩耗や振動など現場で簡易に測定出来る項目を実施

事前調査

現地踏査

現地調査

（概略診断調査）

健全度評価

・設計・施工内容に関する完成図書等既存資料の収集整理
・事故歴・補修歴の収集、点検・整備記録等の整理
・地域特性に係る資料の収集整理
・使用年数、使用時間、災害等の被害などの実態調査
・地域社会情勢の変化などの把握

・現地調査に伴う、仮設等の必要性について現場条件把握

・不可視部分（例：ポンプの水没部又は水没しているフラップ
弁）や動作確認不可部分、時期（利水期間・契約受電期間
等）などの現場条件把握等

「ポンプ場（ポンプ設備）」（平成24年9月暫定版）

・目視、触診、打音、聴音等を中心とした調査
・運転操作を伴う作動確認
・騒音、振動、変形等の計測

・施設管理者が行う分解整備に併せて
行う詳細調査

・目視は分解時にしか見られない部位を
中心に状態を確認

・計測は工場において摩耗や振れなどを
詳細に調査

【機能診断調査】

施設管理のための台帳整備

農業水利施設の新設

日常管理（機能監視）

②機能診断評価

①機能診断調査

③機能保全対策の検討

④機能保全コストの算定

⑤機能保全計画の策定

機能保全対策の実施

現地調査

（詳細診断調査）

【簡易内部診断】

現地調査

（詳細診断調査）

【分解整備時の診断】

【ポンプ設備の機能診断調査実施手順についての注意点】
ポンプ設備の機能診断を行う場合、下記の例のように様々なケースが考えられることから、実施計画を立てる際にどのような手順で

行うのが合理的か、施設管理者に内容や調査時期について確認を行うことが不可欠です。
ケース１ 事前調査の段階で施設管理者がポンプの分解整備を実施する予定があることがわかった場合

現地踏査や現地調査（概略診断調査）を省略して、分解整備に併せてポンプ内部の詳細な調査を行い、健全度を評価する。
ケース２ 竣工後の経過年数が浅く（参考耐用年数の1/2未満）、概略診断の結果健全度が高い（S-4）場合

簡易内部診断を省略して、概略診断結果と過去の点検記録等から健全度を評価する。
その他、比較的最近に分解整備を行った際の報告書がある場合や、概略診断の結果が比較的良好にも関わらず耐用年数を大幅に

超過している場合などのケースでは、標準的な調査フローにとらわれずに施設の状況に応じた調査手順を作成することが必要。
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農業水利施設の機能保全の手引き



劣化の例（縦軸軸流・斜流ポンプ）

外軸受（ころがり）

振動

焼付

漏洩

詰まり

破損

ｲﾝﾍﾟﾗ

ﾗｲﾅﾘﾝｸﾞ

ﾊﾟｯｷﾝ部軸ｽﾘｰﾌﾞ

軸継手部ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ

水中軸受（セラミックス）

軸スリーブ（超硬合金）

〈現象〉
ｴﾛｰｼﾞｮﾝ

摩耗

破損

変形（弾性変化）

〈部品等〉〈劣化要因〉

ｷｬﾋﾞﾃｰｼｮﾝ

異物混入

相対滑り

振動

軸芯のずれ

摺動による消耗

潤滑水不足

材料の劣化

ｲﾝﾍﾟﾗ、主軸等荷重

異物付着

異物のかみ込み

軸受冷却系統

封水系統

参照：農業用施設機械設備更新及び保全技術の手引き（2-2）
５



機械設備の診断技術

代表的な設備診断技術として

・潤滑油診断

・振動法

・温度法

・AE法（音響）
(Acoustic Emission)

運転時間

累
積
摩
耗
粒
子
量

累積摩耗粒子量と診断法のイメージ図

異常
摩耗

正常
摩耗

初期
摩耗

（なじみ）

破損

各検出方法による
異常発見のステージ

潤滑油診断

○ 健全性の確認
異常の兆候を早期発見

温度法

振動法

６



潤滑油・グリースの役割

・ ポンプ設備の主要箇所には回転機械が多く使用

・ 回転機械の機能劣化の大部分は金属摩耗によって進行

・ 金属摩耗を防止するための役割を、潤滑油・グリースが担当

横軸斜流ポンプ（Φ800mm） 潤滑油から得られる情報
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トライボロジーとは？

トライボロジー（Tribology)は

・1966年、OECDの潤滑技術ワーキンググループ報告書
に初めて登場した学術名称

・「摩擦する」を意味するギリシア語のtribosより派生した
技術用語で、直訳すれば、「摩擦学」

・日本トライボロジー学会では

「相対運動を行いながら相互作用を及ぼし合う表面
およびそれに関連する実際問題の科学技術」と定義

摩擦する表面と潤滑に関する科学技術

８



トライボロジーに関する書籍

写真
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トライボロジーを活用した機能診断

得られた情報を用いて
（金属摩耗粒子の量・形態など）

回転部（減速機、軸受）から
潤滑油・グリースを採取・分析

農業用揚排水機を対象として
簡易な機能診断手法の適用を図る

トライボ診断の特徴・効果
・機械設備を分解することなく状態診断
・傾向管理から寿命を予測
・異常兆候を早期にキャッチする
・異常時の原因調査が可能 １０

（以下、「トライボ診断」という）



トライボ診断（分析項目）

潤滑油の分析項目および仕様
① 潤滑油の劣化状態分析
• 粘度(40℃) / JIS K 2283
• 水分 / JIS K 2275
• 酸価 / JIS K 2501
• 赤外線吸収スペクトル法

② 潤滑油の汚染状態分析
• 計数汚染度 / JIS B 9930(NAS1638)
• 質量汚染度 / JIS B 9931
• 光学顕微鏡写真

③ 摩耗状態分析
• フェログラフィー（定量フェログラフィー・分析フェログラフィー）
• 金属濃度分析（SOAP-T法）／ICP発光分光分析
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潤滑油/グリースはJIS 製品
JIS規格で分析



金属摩耗粒子の形態による比較

（写真提供：トライボテックス株式会社）
１２

●フェログラフィー法
潤滑油中に含まれている摩耗粒子を、磁気勾配を有する強力な
磁場で分離し、それらの大きさの順に配列させる技術

・定量フェログラフィー法： 摩耗粒子量から、機械の摩耗を診断
・分析フェログラフィー法： 摩耗粒子の形態と量から，機械の異常摩耗と原因を診断

■光学顕微鏡による金属摩耗粒子の画像



金属濃度分析（SOAP法）
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• SOAP 法(Spectrometric Oil Analysis Program)とは、

油中の金属元素と濃度を精密分析する診断システム

• オイルを分析して、機械の異常の兆候をいち早く検知

• この手法は、しばしば血液検査による健康診断に

例えられる

• 機械設備の監視・診断に広く活用されている手法

• SOAP-T法は、金属濃度をより精密に分析できる

特許技術



グリースの分析結果(1/2)

１号横軸斜流ポンプ（φ800mm）電動機の軸受

・グリース劣化状態（ちょう度、滴点、水分、酸価）

→ グリースが硬化している

・摩耗状態（Is値）

→ 潤滑状態は厳しい
（グリースの場合は

102を超えると厳しい）
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１号横軸斜流ポンプ
（φ800mm）

電動機の軸受部グリース
測定値 新油値 限界値※2

ちょう度 ー 234 296 266～326

滴点 ℃ 191 251 ー

水分 ppm N/A※1 0.1 500

酸価 mgKOH/g 2.14 3.76 ー

大摩耗粒子量 %/ml 4.9x102 N/A

小摩耗粒子量 %/ml 2.0x101 N/A

異常摩耗指数
（Is値）

- 2.4x105 N/A

※1 N/Aは「検知範囲外」を意味する
※2 限界値は当該潤滑油を利用した過去の分析事例からの目安値



グリースの分析結果(2/2)

・金属のスペクトル分析

→ Fe、Pb、（軸受）

Ni、Na、Ca、Mg、Zn、P、Ba

（添加剤）を検出
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１号横軸斜流ポンプ（φ800mm）
電動機の軸受部グリース

測定値 新油値

摩
耗

鉄 0 16.7 0

クロム 0 0.0 0

錫 0 0.0 0

アルミニウム 0 0.0 0

ニッケル 4 N/A 5

銅 0 0.0 0

鉛 5 0.0 0

銀 N/A N/A N/A

金属濃度 アンチモン N/A 0.0 N/A

（SOAP-T)
汚
染

ケイ素 0 N/A 0

カリウム N/A N/A N/A

mg/kg ナトリウム 15 68.2 13

カルシウム 759 333.6 472

添
加
剤

マグネシウ
ム

248 72.5 373

ホウ素 0 N/A 0

亜鉛 682 235.3 1338

リン 661 61.4 1146

左列：金属イオン モリブデン 0 0.0 0

右列：固形分 バリウム 12 0.0 12

・SOAP 法とは
油中の金属元素と濃度を
精密分析する診断システム

・SOAP-T法はその特許技術



軸受（グリース）のトライボ診断結果

総合評価：１号横軸斜流ポンプ（φ800mm）電動機の軸受

・ グリースが硬化しているため、グリースの交換が必要

・ 潤滑部が局部的に油膜切れを起こして発生する

シビア摩耗粒子（凝着摩耗）を少量確認

・ 粒子の成分割合から、軸受から発生

・ 軸受は継続使用可能な状態にあると診断

凝着摩耗の進行を監視するため、

定期的に分析を実施し、分析データによる

摩耗の進行を確認する必要がある

シビア摩耗粒子

20μm
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潤滑油診断の注意事項・やり方

１．ポンプ設備が、潤滑油（約１リットル）

を採取できる構造か確認する

（困難なときは、オイル交換時に

合わせて潤滑油を採取する）

２．オイル分析会社に採油・分析を依頼

パソコン検索で「潤滑油診断」

または「トライボ診断」と入力

３．採油前に、ポンプを約30分間稼働

（揚水機はかんがい期のみ可能）

４．分析結果報告書を受け取る

（分析結果の説明を聞く）
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現地の確認

分析を依頼

潤滑油採取

報告書受取



これからの展開方向

農業用揚排水機の

劣化兆候検出法に関する研究

研究の進め方

①簡易な機能診断手法の適用について

②効果的な劣化兆候検出法の解明について

③携帯型の潤滑油簡易分析装置の性能評価について
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これら３つの研究を組み合わせることにより
農業用揚排水機に係る簡易な機能診断手法の

飛躍的な普及が期待される（H24～26年度交付金）

実用化へ

（管理員自らが現地で潤滑油診断を実施できる）



農業水利施設の長寿命化を目指して！

B土地改良区にて（H24.2月）
非常用排水機の軸受部の潤滑油に
水が混じり、軸受が破損寸前の状態

かんがい期の前に
潤滑油・グリースの総点検を実施
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意識向上

H24.3.6 電動機軸受潤滑油
CP側5.5L／反CP側6.0L交換

H24.3.8 潤滑油13.1L交換
H24.5月24日
グリスアップ

７回

水混じりの
潤滑油

保守点検の意識向上を図る効果がある！


