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　救急排水機場で使用されるコラム形水中ポンプは、非常時に確実に稼働させるため、異常や故障の
兆候を的確に把握し、適切な整備や更新を行う必要がある。しかし、具体的な劣化部位を推定する状
態監視技術は確立されていない。そのため、異常の状態から劣化部位を推定することができれば、故
障を未然に防ぐとともに、効率的な点検整備の提案が可能になると考えられる。そこで、コラム形水
中ポンプの劣化部位の推定に向けた検討として、適用性が高い状態監視技術である電流情報診断技術
を活用し、小型水中ポンプによる異常模擬試験を行った。その結果、羽根車を損傷させた場合は周波
数成分の大きさ、電流値及び実回転数に影響が現れることがわかり、異常データをもとに教師あり学
習により異常状態の推定が可能であることを示した。
《キーワード：健全度；長寿命化；救急排水機場；状態監視；電流情報診断；水中ポンプ；教師あり
学習》

　It is necessary to monitor for signs of failure and to conduct appropriate maintenance and 
renewal of columnar submersible pumps used in emergency drainage pump stations to ensure their 
operations in an emergency. However, there are no condition monitoring technologies to determine 
the actual deteriorated parts. It is assumed that failure can be prevented and efficient inspection 
and maintenance can be proposed if it becomes possible to detect deteriorated parts based on 
failure conditions. Therefore, we conducted a failure simulation test using a small submersible pump 
with diagnosis based on motor current signature analysis, which is highly applicable condition-
monitoring technology, as a study to determine deteriorated parts of columnar submersible pumps. 
Our simulation found that damage to the impeller affected the amplification of the frequency 
components, the electric current values and the number of rotation, and we showed that it is 
possible to estimate the failure conditions by supervised learning based on failure data.
《Keywords：Soundness；Life extension；Emergency Drainage Pump station；Condition 
Monitoring；Diagnosis Based on Motor Current Signature Analysis；Supervised Learning》
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１．はじめに

　近年、大雨や集中豪雨の発生頻度が増加しており1）、
出水による内水被害の危険性が高まっている。この内
水被害を軽減するため、河川にはポンプ施設や水門な
どの河川管理施設が設置されているが、高度経済成長
期以降の1970年から1990年頃にかけて集中的に設置さ
れたことから、老朽化の急激な進行が課題となってい
る2）。浸水被害を軽減し地域の安全を守るためには、
これらの施設が非常時に確実に機能するよう、故障を
未然に防ぐための対策が必要である。
　救急排水機場は、河川ポンプ施設の一つであり、可
搬式のコラム形着脱式縦軸斜流水中モータポンプ3）

（以下、「コラム形水中ポンプ」という）により、支
川の水を本川へ排水することで、支川（堤内）の水位
上昇を軽減する施設である（写真－1）。
　コラム形水中ポンプは、非常時に確実に稼働させる
ため、異常や故障の兆候を的確に把握し、適切な整備
や更新を行う必要がある。しかし、定置式のパイプ
（以下、「コラムパイプ」という）の内部に設置する
ため、直接目視や触診ができず、稼働中の異音や変調
などの確認が困難である（図－1）。そのため、コラ
ム形水中ポンプの稼働状態を的確に把握できる状態監
視技術が求められている。
　寒地機械技術チームでは、コラム形水中ポンプへの
適用性が高い状態監視技術として、電流情報診断技術
に着目し、状態監視手法について提案を行った4）。電
流情報診断技術とは、誘導電動機電流徴候解析（Motor 
Current Signature Analysis）に基づき、電流波形を
解析することで、異常を検出する技術である5）。電流
波形の計測は、クランプ式電流センサーを動力配線へ
取り付けて行うため、ポンプ本体へセンサーを取り付
ける必要がなく、コラム形水中ポンプの計測も容易に
実施することができる（図－2）。しかし、状態監視
の項目は電動機回転子バー異常と回転軸の異常負荷の
2種類であり、具体的な異常の状態や劣化部位を推定
する技術は確立されていない。そのため、電流情報か
ら異常の状態を判断し、劣化部位を推定することがで
きれば、故障を未然に防ぐとともに、効率的な点検整
備の提案が可能になると考えられる。
　そこで、コラム形水中ポンプの劣化部位の推定に向
けた検討として、電流情報診断技術を活用し、小型水
中ポンプの異常模擬試験のデータをもとに異常状態の
推定を試行した。

図－2　電流情報診断技術の計測方法

図－1　コラム形水中ポンプ設置概要図

写真－1　救急排水機場（北海道滝川市）
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図－3　確認する周波数成分 写真－2　試験状況

２．異常状態の推定方法

２．１　電流情報診断技術による解析方法

　電流情報診断では、計測した電流波形を周波数分析
し、異常に伴い現れる周波数成分の大きさを確認する
ことで、機器の異常を検知する5）。
　確認する周波数成分は、電源周波数成分の側帯波と
して現れる、Lpole及びLshaftである4）（図－3）。
　まず、Lpoleは、回転子バーの損傷に伴い大きくなる
側帯波であり、現れる周波数は、すべり周波数と電動
機極数の積により求める5）6）。
　ここで、すべり周波数とは、三相誘導電動機へ交流
電源を入力した際に生じる回転磁界の回転数（以下、
「同期回転数」という）と、電動機の回転子軸の回転
数（以下、「実回転数」という）との差の周波数であ
り、（1）式により表される7）。

（1）　　　　　

　次に、Lshaftは、回転子軸への異常負荷により大きく
なる側帯波であり、現れる周波数は実回転数から求め
る8）。
　Lshaftは、回転子軸につながる被駆動装置の異常に起
因した異常負荷の影響を受けるため、軸受や羽根車な
どの異常を検知できる可能性がある。
　なお、側帯波は電源周波数の両端に現れるため、低
周波数側に現れる側帯波をLpole①及びLshaft①、高周波
数側に現れる側帯波をLpole②及びLshaft②とした。

２．２　異常状態の推定手順

　異常状態を推定するためには、正常な状態とデータ
を比較し、異常状態ごとにデータの変動傾向を分析す
る必要がある。そこで、以下の手順を検討した。

①　ポンプ正常時の電流情報診断データを取得
②　複数の異常状態の電流情報診断データを取得
③　正常時と異常時のデータの違いをもとに、異常

に伴うデータの変動傾向を分析
④　③の結果をもとに新しいデータを分析し、異常

状態を推定
　ここで、②について、実際に救急排水機場に設置さ
れているコラム形水中ポンプでは、現状、異常はあま
り発生していないため、現地計測データから異常デー
タを収集することは極めて難しい。
　そこで、小型水中ポンプにより実施した異常模擬試
験のデータをもとに、異常状態の推定を試行した。

３．小型水中ポンプによる異常模擬試験

３．１　試験条件

　試験状況を写真－2に示す。試験は実験用水槽（幅
2m、長さ3m、高さ1.8m）で実施した。使用したポン
プは、出力0.4kWのステンレス製水中渦巻きポンプで
ある。配管は延長7.0mとし、吐出量を確認するため
流量計を取り付けた。
　本試験では、羽根車の異常による吐出量の低下を想
定し、損傷を加えた羽根車による計測試験を実施し
た。

ここで， fs：すべり周波数［Hz］
　　　　Nx：同期回転数［rpm］
　　　　N ：実回転数［rpm］
　　　　 f ：電源周波数［Hz］
　　　　 p ：電動機極数

60
Hz
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図－4　羽根車の損傷状況

表－2　吐出量の計測結果

表－1　小型水中ポンプ仕様

図－5　側帯波解析結果（正常時）

　小型水中ポンプの仕様を表－1、羽根車の損傷状況
を図－4に示す。羽根車の損傷の種類は切損と圧潰の2
種類とし、損傷の程度はそれぞれ3段階とした。
　電流波形の計測に使用した機器は、株式会社高田工
業所製の電流情報量診断システムT-MCMAである。
計測条件は、サンプリング周波数16,384Hz、サンプリ
ングデータ数131,072、計測間隔1分とし、条件ごとに
各60回の計測を行った。

３．２．２　側帯波の解析結果

　計測した電流波形について周波数分析を行い、側帯
波を解析した。
　まず、正常時の解析結果を図－5に示す。図は電流
波形の周波数分析結果に側帯波を着色したもので、緑
がLpole、赤がLshaftである。なお、図は最終10回（51～
60回目）の分析結果について、アベレージング処理に
よりノイズを除去したものである。
　ここで、側帯波の解析にあたっては、通常、電動機
回転子軸の実回転数の計測が必要となるが、水中ポン
プはポンプ主軸がケーシングで覆われており、実回転
数の計測が困難である。そのため、定格回転数を実回
転数とみなし、側帯波が現れる周波数を求め、その近
傍に現れる側帯波について解析した。
　表－1より、電源周波数が50Hz、電動機極数が2極
であることから、式（1）の同期回転数の式より、同期
回転数は3,000rpmとなる。実回転数を定格回転数であ
る2,915rpmとみなすと、式（1）より、すべり周波数は
約1.417Hz（85rpm）となる。
　周波数分析の結果、実際の電源周波数が50.0Hzであ
ったことから、図－3より、側帯波が現れる周波数は
Lpoleが約47.166Hzと約52.834Hz、Lshaftが約1.417Hzと約
98.583Hzとなる。
　図－5より、これらの近傍の周波数域を確認すると、
Lpoleは47.0Hzと53.0Hz、Lshaftは1.5Hzと98.5Hzに卓越し
た側帯波が現れていることがわかった。
　なお、Lpoleと電源周波数との差は3.0Hzであり、逆
算すると、すべり周波数が1.5Hz、実回転数は2,910
rpmとなる。Lshaftと電源周波数との差である48.5Hzか
ら逆算した実回転数も同じく2,910rpmとなることか
ら、正常時の実回転数は約2,910rpmであり、定格回
転数と同程度であると考えられる。

３．２　試験結果

３．２．１　吐出量の計測結果

　流量計により計測した吐出量を表－2に示す。羽根
車の損傷により吐出量は低下し、また、損傷の程度に
応じて低下量が大きくなった。
　このことから、羽根車の損傷によりポンプの性能が
低下していることを確認した。
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　次に、圧潰時の側帯波について確認を行った。周波
数分析結果を図－6に示す。正常時と比較し、側帯波
が現れる周波数に変動がみられた。Lpoleと電源周波数
との差は、正常時は3.0Hzであったが、圧潰1/5では
2.875Hz、圧潰2/5では2.625Hz、圧潰3/5では2.5Hzと
なり、損傷が大きくなるほど小さくなった。また、Lshaft

と電源周波数との差は、圧潰1/5では正常時と同じ48.5
Hzであったが、圧潰2/5では48.625Hz、圧潰3/5では
低周波数側が48.875Hz、高周波数側が48.75Hzとな
り、損傷が大きくなるほど大きくなった。
　ここで、Lpoleから実回転数を逆算すると、圧潰1/5で
は2,913.75rpm、圧潰2/5では2,921.25rpm、圧潰3/5で
は2,925rpmとなり、損傷が大きくなるほど上昇した。
このことから、羽根車を圧潰した場合、損傷が大きく
なるに従い、実回転数が上昇したと考えられる。

　最後に、切損時の側帯波について確認を行った。周
波数分析結果を図－7に示す。こちらも正常時と比較
し、側帯波が現れる周波数に変動がみられた。Lpoleと
電源周波数との差は、切損1/6では5.75Hz、切損2/6で
は7.125Hz、切損3/6では3.75Hzとなり、正常時と比較
し大きな値となった。また、Lshaftと電源周波数との差
は、切損1/6では47.125Hz、切損2/6では46.375Hz、切
損3/6では48.125Hzとなり、正常時と比較し小さな値
となった。
　ここで、Lpoleから実回転数を逆算すると、切損1/6
では2,827.5rpm、切損2/6では2,786.25rpm、切損3/6で
は2,887.5rpmとなり、正常時より低下した。このこと
から、羽根車を切損した場合、正常時に比べ、実回転
数が低下したと考えられる。
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図－6　側帯波解析結果（圧潰時） 図－7　側帯波解析結果（切損時）
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３．２．３　側帯波が現れた周波数

　側帯波が現れた周波数を図－8に示す。横軸は計測
回であり、縦軸は周波数である。図は電源周波数より
高周波域のものであるが、低周波域にもほぼ対称に側
帯波が現れた。側帯波が現れた周波数は、正常及び圧
潰の場合は、計測開始から終了までほぼ横ばいとなっ
た。しかし、切損1/6と切損2/6では、計測開始から
徐々に周波数が変動し、変動の大きさは切損1/6より
も切損2/6の方が大きかった。なお、切損3/6では、大
きな変動はみられずほぼ横ばいとなった。
　切損1/6及び切損2/6の周波数は、運転開始から約30
回までは大きく変動するが、その後、ほぼ横ばいとな
った。このことから、この変動は羽根車を交換してか
らポンプの運転が安定するまでの過渡的なものである
とみられる。

３．２．４　側帯波の大きさ

　Lpole及びLshaftの大きさを図－9に示す。横軸は計測
回であり、ポンプの運転が安定したとみられる最終10
回（51～60回目）とした。縦軸は、側帯波の大きさであ
り、電源周波数成分を0dBとしたデシベル値である。

図－8　Lpole及びLshaftが現れた周波数 図－9　Lpole及びLshaftの大きさ
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　Lpole①は、正常時は約－65dBなのに対し、羽根車圧
潰時には約－60dB～－54dB、切損時は約－65dB～
－54dBとなり、いずれの場合も正常時より大きい傾向
となった。
　Lpole②は、正常時は約－54dBなのに対し、圧潰時は
約－60dB～－53dB、切損時は約－63dB～－58dBとな
り、いずれの場合も正常時より小さい傾向となった。
　Lshaft①は、正常時は約－80dBなのに対し、圧潰時は
約－91dB～－64dBとなったが、約7割のデータが正常
時より小さく、正常時に比べて小さい傾向となった。
また、切損時は約－86dB～－63dBとなったが、約9割
のデータが正常時より大きく、正常時に比べて大きい
傾向となった。
　Lshaft②は、正常時は約－58dBなのに対し、圧潰時は
約－68dB～－56dBとなったが、約8割のデータが正常
時より小さく、正常時に比べて小さい傾向となった。
また、切損時は約－66dB～－48dBとなったが、約8割
のデータが正常時より大きく、正常時に比べて大きい
傾向となった。
３．２．５　電流値（実効値）の変動

　電流値の変動を図－10に示す。横軸は計測回，縦軸
は電流である。電流値はU相の線電流値（実効値）で
あり，最終10回（51～60回）の値である。
　正常時の電流値は、約3.1Aとなった。表－1より、
試験に使用した水中ポンプの定格電流は3.2Aであるこ
とから、正常時の電流値は定格電流とほぼ等しいと考
えられる。
　羽根車を圧潰した場合、電流値は約2.9A～3.0Aとな
り、正常時より低い値となった。しかし、その一方
で、切損時の電流値は約3.5A～4.0Aとなり、正常時よ
り高い値となった。

表－3　Lpole、Lshaft実回転数及び電流値の傾向

図－10　電流値（実効値）

３．２．６　試験結果についての考察

　小型水中ポンプによる異常模擬試験の結果、側帯波
の大きさは、羽根車を切損した場合はLshaftの最大値が
大きく上昇したのに対し、圧潰した場合はほぼ変化し
なかった。しかし、側帯波が現れる周波数及び電流値
には、圧潰及び切損ともに影響が現れた。
　圧潰の場合、電流値が低下したことから、ポンプ電
動機の負荷が低下したとみられる。これは、羽根車の
吐出口が潰れ正常に吐出できなくなったことで、吐出
量が低下し、ポンプ効率が低下したためと考えられ
る。また、側帯波が現れる周波数から逆算した実回転
数は微増していることから、羽根車はほぼ正常に回転
しており、アンバランス等の異常負荷はほぼ発生して
いないと考えられる。
　その一方で、切損の場合、電流値が上昇したことか
ら、ポンプ電動機の負荷は上昇したとみられるが、吐
出量は低下しており、ポンプ効率は低下したと考えら
れる。側帯波が現れる周波数から逆算した実回転数が
大きく低下していることから、吐出量の低下は、羽根
車の欠損のほか、ポンプ回転数の低下も要因になって
いると考えられる。ポンプ電動機の負荷の上昇につい
ては、切断面へかかる水圧や、アンバランスによる振
れ回りなどが要因となっていると考えられる。また、
この振れ回りにより、回転子軸へ大きな異常負荷が発
生し、Lshaftの大きさに影響を及ぼしたと考えられる。

４．異常状態の推定

４．１　データの変動傾向の解析

　小型水中ポンプによる異常模擬試験の結果より、羽
根車異常に伴うLpole、Lshaft、実回転数及び電流値の変
動傾向を整理したものを表－3に示す。赤着色は、正
常値に比べ数値が上昇した項目、青着色は低下した項
目である。
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（3）　　　　　

　ロジスティック回帰分析により得られた係数を表－

5に示す。入力項目の変動は表－3と同じ傾向となって
おり、また、損傷の程度により影響の大きさに違いが
あることを確認した。

　Lpoleについては、羽根車の圧潰、切損共に、Lpole①
は上昇傾向、Lpole②は低下傾向となった。Lshaftについ
ては、Lshaft①、Lshaft②共に、圧潰の場合は低下傾向、
切損では上昇傾向となった。実回転数は、圧潰の場合
は上昇、切損では低下し、電流値は、圧潰では低下、
切損では上昇した。
　以上より、羽根車の異常の種類により、データの変
動傾向に特徴があることがわかった。そこで、この変
動傾向の特徴を解析し、データから異常状態を推定す
るための検討を行った。
　まず、正常時をベースとし、各異常状態が各項目へ
与える影響の大きさを確認するため、ロジスティック
回帰分析による解析を実施した。ロジスティック回帰
分析は、二項分類に適したアルゴリズムであり、正常
時をベースに各異常時のデータを順次解析すること
で、出力される係数により、各項目の影響の大きさを
確認することができる。
　ロジスティック回帰分析により求める係数は、式
（2）による。

（2）　　　　　

　入力項目は、Lpole①、Lpole②、Lshaft①、Lshaft②、実
回転数及び電流値の6項目であり、入力項目と係数は
表－4のとおり対応している。

表－4　入力項目と係数

表－5　係数の大きさ

　係数の絶対値が大きいほど、式（2）の計算結果へ
与える影響が大きくなることから、係数の大きさによ
り各入力項目の影響の大きさを確認することができる。
　なお、解析にあたっては、入力データのスケールを
合わせるため、式（3）による標準化を行った。

ここで、θ：係数
　　　　x：入力項目 
　　　　n：入力項目数  

ここで、x：入力データ
　　　　xz：標準化された x
　　　　μ：x の平均
　　　　σ：x の標準偏差

４．２　教師あり学習の試行

　異常状態の推定にあたっては、前項のロジスティッ
ク回帰分析により得られた係数をもとに推定する方法
がある。しかし、二項分類による総当たりの分析とな
るため、分析に手間がかかるほか、異常状態や入力項
目を追加した場合には、計算量が膨大となる恐れがあ
る。
　そこで、異常状態を推定する方法として、多項分類
に優れた教師あり学習の手法である、「決定木」及び
「ニューラルネットワーク」による分析を試行した。
　教師あり学習とは、多数の学習データをアルゴリズ
ムに入力して学習を行い、得られた学習結果を新たな
データに適用することで、予測や分類を行う手法であ
る。「決定木」は、学習結果を図表化することが可能
であるため、分析プロセスの確認が容易であるが、分
析精度はあまり高くない。その一方で、「ニューラル
ネットワーク」は、分析精度は高いが、学習結果の図
表化が困難であり、分析プロセスの確認が難しい。今
回、この2つの手法による分析を行い、その精度を比
較した。
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表－6 「決定木」によるテストデータの分析結果

図－11　教師あり学習のイメージ

　まず、「決定木」による学習結果をもとにテストデ
ータを分析した結果を表－6に示す。全てのテストデ
ータで正答となり、正答率は100％となった。正答率
が高かった要因は、表－5に示すとおり、各異常状態
でデータの傾向に顕著な違いが見られたためと考えら
れる。
　学習結果を図表化したものを図－12に示す。「決定
木」の分析プロセスは、分析精度が高くなる順に上流
から下流に向けてツリー状に現される。

　教師あり学習のイメージを図－11に示す。
　異常模擬試験の70データ（正常10データ、圧潰30デ
ータ及び切損30データ）のうち、無作為に抽出した56
データ（8割）を教師データとし、「決定木」及び
「ニューラルネットワーク」による学習を行った。こ
の学習結果により残りの14データの状態を判別し、正
答率について比較した。

図－12 「決定木」による分析プロセス
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表－7 「ニューラルネットワーク」によるテストデータの

分析結果

　次に、「ニューラルネットワーク」による学習結果
をもとにテストデータを分析した結果を表－7に示
す。出力は0～1で現され、一番大きな値で出力された
項目を分析結果とした。こちらも正答率は100％とな
った。
　なお、ニューラルネットワークでは分析プロセスが
確認できないため、分析精度に差違がなければ、「決
定木」など分析プロセスが確認できる手法が望ましい。
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し、その傾向を解析した結果、損傷の種類や程度ごと
に違いが見られることがわかった。また、教師あり学
習による異常状態の推定を試行し、全てのテストデー
タが正しく判定されることを確認した。
　今後は、コラム形水中ポンプの実機による異常再現
試験を予定しており、今回の手法の検証ならびに推定
精度の向上について検討を行う。
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５．まとめ

　電流情報を利用した劣化部位の推定に向けた検討と
して、小型水中ポンプの異常模擬試験結果から異常状
態の推定を試行した。
　小型水中ポンプの異常模擬試験結果から、羽根車の
損傷に伴いLpole、Lshaft、実回転数及び電流値が変動
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