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農業用ポンプ設備の
潤滑診断調査の適用性について
―潤滑診断調査と分解調査（内部診断）結果の比較検証―
札幌開発建設部 農業計画課

○塚窪 裕梨
池上 大地
池下 裕幸

農業用ポンプ設備の分解調査（内部診断）は、ケーシングの開放作業を伴うため多大な費用
を要し、実施できる施設は一部に限られている。
このため、非分解調査手法として潤滑診断調査が実施されているが、分解整備時の変状実測
結果と比較検証した事例は少なく、今後、検証事例を蓄積し潤滑診断調査の判定基準の精度向
上を図る必要がある。
本報では、潤滑診断調査と分解調査結果を比較検証し、潤滑診断調査の適用性について報告
する。
キーワード：潤滑診断調査、ライフサイクルコスト、長寿命化、維持・管理

１．はじめに

２. 潤滑剤を用いた機能診断について

基幹的な農業用ポンプ設備は全国に2,800箇所以上、

(１) 従来の診断手法

北海道においては260箇所以上あり、農地ばかりでな

農業用ポンプ設備の機能診断は主として、定期的

く地域の用水および排水を担う重要な施設である。

な目視や聴音等による日常点検の結果に基づき実施

しかし、これらの約７割の施設が標準耐用年数を超

されている。しかし、ポンプ設備の劣化の進行を評

過しており、今後、突発的な事故発生や、標準耐用

価するための情報が少ないことから、劣化がある程

年数を超過した施設の更新が集中することが懸念さ

度進行しなければ機能診断の必要性を把握できない

れている。

等の問題がある。

これまでの農業用ポンプ設備の予防保全では、運

そのため、突発的な事故が生じた時点、又は、事

転経過時間や運転総回転数などの時間的な基準によ

故が発生しない場合は概ね20年間隔でケーシングを開

り点検を行う「時間計画保全」が主流であったが、

放して内部の状態を診断する分解調査が行われてお

今後は「状態監視保全」により個々の施設の劣化傾

り、一定年数以上経過すれば不具合が生じていなく

向を把握し、劣化状況に応じた対策を行うことでラ

とも高額な分解調査費用が発生し、又、突発的な事

イフサイクルコストの低減を図る必要がある。

故が発生した時点で高額な整備費用を負担しなけれ

非分解調査手法の一つである潤滑診断調査は、調

ばならない事態になっている。

査の手順や分析項目は概ね確立されている。一方、
潤滑診断調査結果と実際に劣化している設備の状態

(２) 潤滑剤を用いた診断手法

を比較検証した事例は少なく、実用化に向けては、
判定基準の精度向上が課題となっている。

近年、非分解調査手法として、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

本報では、潤滑診断調査の判定基準の精度向上の

油（オイル）・グリース）を採取し、分析により得

ため、潤滑診断調査と分解調査結果を比較検証し、

られた金属摩耗粒子の量や形態などの情報を用いて、

潤滑診断調査の適用性について報告する。

摩耗状態を把握する潤滑診断が実施されている。な
お、潤滑油は基油（原油を精油したもの）と添加剤
（粘度変化を抑えたり、酸化を防止するために添加
するもの）から構成されている。
農業用ポンプ設備の主要箇所には回転機械が多く
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使用されており、その機能低下の大部分は金属摩耗

３. 調査内容

によって進行するが、金属摩耗の進行を抑制する役
割を潤滑剤が担っている。この潤滑剤に含まれる金

(１) 調査対象施設の概要
本調査は令和２年度に北海道空知地方の南幌町に

属摩耗粒子の傾向を観察することで、振動や異音が
発生する前に劣化の初期段階の兆候を早期に発見し、

位置する中樹林第２揚水機を対象に実施した。
中樹林第２揚水機は、昭和55年に造成され、その後、

潤滑油ろ過等の維持管理、ポンプ分解点検等の補修

国営かんがい排水事業 道央地区により平成13年から

対策の要否判定に有効に活用できる（図－１）。

平成14年にかけて機械設備及び建屋の更新が行われた。

写真-１ 中樹林第２揚水機の内観
図-１ 摩耗の進行と診断技術
表-２ 中樹林第２揚水機の諸元
(３) 潤滑診断調査の分析内容
潤滑診断調査では、採取した潤滑剤について、表１の項目を分析する。そして、分析により得られた
情報（性状、汚染、摩耗）を総合的に判断し、機器
の劣化状況を診断する（図－２）。

施設名称

中樹林第２揚水機

場所

空知郡南幌町

造成年

昭和55年

施設管理者

北海土地改良区

構造諸元

No.１ポンプ、No.２ポンプ
型式：横軸斜流ポンプ
口径：900mm
吐出量：1.696m3/s
全揚程：4.80m
No.３ポンプ
型式：横軸斜流ポンプ
口径：800mm
吐出量：1.078m3/s
全揚程：8.70m

表-１ 分析項目
粘度（40℃）
①潤滑剤の
物理的性状

水分
酸価
赤外線吸収スペクトル法
（IR）

②潤滑剤の
汚染状態
③機器(軸受等)の
摩耗状態

計数汚染度
質量汚染度

(２) 潤滑診断調査

金属濃度分析（SOAP-T法）

全ポンプ（No.１ポンプ～No.３ポンプ）を対象に、

フェログラフィー法

ポンプ軸受ドレンバルブより潤滑油を採取し分析を
行った。潤滑油はポンプを15分程度、運転させて潤滑
油を攪拌・均一化した後に採取し、表-１の分析項目
について測定を行った。
(３) 分解調査（内部診断）
全ポンプ（No.１ポンプ～No.３ポンプ）を対象に行
った分解整備と併せて、軸受の分解調査を実施した。
上記のように、潤滑診断調査でも軸受の摩耗状態を
推定することは可能であるが、潤滑診断調査で推定
した摩耗状態と、実際の摩耗状態とを詳細に比較検

図-２ 潤滑診断の三要素

証した事例は少ない。よって、実際の摩耗状態を確
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表-３ No.１ポンプ及びNo.２ポンプの分析結果

認するために、軸受を分解し、光学顕微鏡写真、電
子顕微鏡写真による目視・計測調査を行った。

軸受

主軸

写真-２ ポンプ分解整備の様子

限界値

新油値

No.１

No.２

粘度40℃
（mm2/s）

57.32
～77.56

67.44

67.80

67.75

水分
（ppm）

500

13.2

24.1

26.2

酸価
（mgKOH/g）

-

0.07

0.06

0.08

計数汚染度
（NAS等級）

12

-

9

10

質量汚染度
（mg/100ml）

2.00

-

0.2

1.2

表-４ No.３ポンプの分析結果
内輪

保持器

外輪

転動体

写真-３ No.１ポンプ軸受外観

４. 調査結果

限界値
（参考値）

新油値

No.３

粘度40℃
（mm2/s）

-

-

46.69

水分
（ppm）

500

-

7.20

酸価
（mgKOH/g）

-

-

0.17

計数汚染度
（NAS等級）

12

-

12

質量汚染度
（mg/100ml）

2.00

-

3.00

(１) 潤滑診断調査
a) 潤滑油
採取した潤滑油から、No.１ポンプ及びNo.２ポンプ
において使用している潤滑油は「FBKタービン68」で

カルボン酸の吸収ピーク
透過率 ％

あることを確認した。No.１ポンプ及びNo.２ポンプに

使用油

ついては、FBKタービン68の限界値及び新油値からの
変化率より、①潤滑油の物理的性質（劣化状態）、
②潤滑油の汚染状態について評価した。なお、No.３
ポンプについては採取した潤滑油の諸元が不明であ
ったため、No.１ポンプ及びNo.２ポンプの潤滑油の限
界値を準拠し評価した。
赤外線吸収スペクトル法（IR）については、使用油

波 数 cm-1

の基油が酸化劣化すると劣化生成物の代表であるカ

図-３ No.３ポンプ潤滑油のIRチャート

ルボン酸の吸収ピーク（透過率の減少）が1,710m-1付
近に見られることから、IRチャートの1,710cm-1付近に
吸収ピークが存在するか否かで劣化状況を判断した。
各分析項目についての結果は下表（表-３、表-４）
及び下図（図-３）のとおりとなった。

分析結果から、No.１ポンプ及びNo.２ポンプについ
てはともに、粘度は新油に比較した変化率が＋0.5％
と良好な範囲にあり、水分及び酸価も良好であった。
IRチャートにおいてもカルボン酸の吸収は見られず、
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表-６ 異常摩耗指数（Iｓ値）

潤滑油の物理的性質は正常だと判断した。また、油
の汚染状態を示す計数汚染度、質量汚染度も良好な

No.１

範囲であったことから、潤滑油の汚染状態は正常で

No.２
2

-3.1×10

No.３
2

3.9×10

1.2×101

あると判断した。
No.３ポンプについては、IRチャートから酸化劣化
の兆候を示すカルボン酸の吸収が確認されたことか
ら、潤滑油は酸化劣化していると考えられる。また、
油の汚染指数を示す汚染計数度がNAS12級と高い値の
ため、注意が必要であると考えられる。

全ポンプについて、IS値は103未満であることが確認
されたことから、異常な摩耗の可能性は低いと判定
できる。
さらに、分析フェログラフィー法により、ガラス

b) 機器（軸受）
金属濃度分析（SOAP-T法）により、油中に含まれる
摩耗粒子高波数プラズマの中で燃焼させ、そのとき
に生じる金属特有のスペクトルを分析することで摩
耗粒子の元素と含有量を同定した(表-５)。

基板上に配列した摩耗粒子を光学顕微鏡で観察する
ことで、摺動面の潤滑状態について観察した。分析
フェログラフィー法による分析の結果、No.２ポンプ
潤滑油から、繰り返し応力により金属表面が剥離し
て発生する「疲労摩耗粒子」が確認された（写真４）。しかし、確認された疲労摩耗粒子は少量であ

表-５ 金属濃度分析（SOAP－T法）の分析結果
No.１

No.２

No.３

鉄Fe（ppm）

5.6

7.5

0.6

銅Cu（ppm）

-

3.6

0.4

亜鉛Zn（ppm）

-

-

4.3

ったことから、現時点では異常ではないと考えられ
る。なお、No.１ポンプ及びNo.３ポンプ潤滑油からは
疲労摩耗粒子は観察されなかった。

※「-」は検出なし

疲労摩耗粒子
分析結果からは、全ポンプから鉄が検出され、軸
受軌道面や転動面等で局所的な摩耗が発生している
と推定できる。また、No.２ポンプ及びNo.３ポンプか
らは銅が検出され、銅を使用している軸受の保持器
の摩耗が推定できる。さらに、No.３ポンプからは亜
鉛が検出されたことから、亜鉛を使用した防錆塗料
等から発生している場合、耐食性が低下して腐食に

写真-４ 分析フェログラフィー法により観察された

進展することが懸念される。以上、全ポンプ潤滑油

No.２ポンプ潤滑油の疲労摩耗粒子

から金属粒子の検出が確認されたが、いずれも少量
で健全な潤滑範囲内であると考えられる。

以上、全ポンプについての軸受の摩耗状態は、正

また、定量フェログラフィー法により、異常摩耗

常な範囲内にあったものの、軽微な摩耗状況が確認

指数（Iｓ値、単位なし）を算出した（表-６）。定量

された。

フェログラフィー法は、摩耗粒子の量を測定し、そ

c) 判定結果

の経時変化から異常摩耗の発生時期を予測する分析

以上の分析結果をもとに、潤滑油と機器摩耗部位

法である。IS値は、次の計算式により算出され、IS値

（軸受）について「良好」、「注意」、「要処置」

が大きいほど大摩耗粒子が多く、異常な摩耗の可能

の３段階で判定し、総合的な評価を行った。

性が高いことを示している。なお、IS値がマイナスの

潤滑油については、No.１ポンプ及びNo.２ポンプ各

場合は、小摩耗粒子量が大摩耗粒子量より多いこと

項目が限界値以内であったことから「良好」と判定

を意味している。

する。一方、No.３ポンプについては、IRチャートか

IS値＝（PL+PS）（PL-PS）＝ PL2 - PS2

ら酸化劣化の兆候が確認され、汚染状態の計数汚染

PL：大摩耗粒子量（15μm以上、単位：％/ml）

度・質量汚染度が限界値以上であったことから、

PS：小摩耗粒子量（５μm以上、単位：％/ml）

「要処置」と判定する。そのため、潤滑油の更油又
は濾過が必要であると考えられる。
軸受については、全ポンプ潤滑油から金属粒子の
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表-９ 分解調査結果（摩耗状態）

検出が確認されたものの、少量で健全な範囲内であ
ることから、全ポンプについて「良好」と判定する。
表-７ 潤滑診断結果の評価区分と対策目安
総合的
判定

対策の目安
潤滑油
(物理的性状、汚染状態)

機器摩耗部位
(機器の摩耗状態)

良好

継続監視
(予防保全含む)

継続監視
(予防保全含む)

注意

更油や濾過を検討
日常管理による傾向監視

部位の交換を検討
分解調査の計画

要処置

更油や濾過を実施

部位の交換の実施等
分解調査の実施

No.１

No.２

No.３

外輪

疲労摩耗痕

－

－

内輪

疲労摩耗痕

疲労摩耗痕

疲労摩耗痕

転動体

切削痕

切削痕

切削痕

保持器

切削痕

切削痕

疲労摩耗痕

良好

良好

良好

判定

表-８ 潤滑診断調査の総合判定
No.１

No.２

No.３

潤滑油

良好

良好

要処置

軸受

良好

良好

良好

疲労摩耗痕

(２) 分解調査（内部診断）
全ポンプの軸受について、分解調査を行った結果

写真-５ No.３ポンプ内輪の電子顕微鏡写真

は、下表（表-９）のとおりとなった。
No.１ポンプについては、外輪、内輪には疲労摩耗
痕が確認され、転動体、保持器には異物の噛み込み
によって発生した切削痕が確認された。同時期に実
施した潤滑診断調査により、油膜切れが原因となり

切削痕

発生する凝着摩耗痕が観察されていないことから、
これら疲労摩耗の発生は油膜切れによるものではな
く、油膜に侵入したわずかな異物が起点となり、転
動体が異物を乗り越えることで摺動面に応力が集中
して発生した表面剥離であると考えられる。同様に、
切削痕もこれら異物が摺動面に潜り込んだことで発
生したと考えられる。
No.２ポンプ及びNo.３ポンプについては、一部の部

写真-６ No.３ポンプ転動体の電子顕微鏡写真

位に疲労摩耗痕や切削痕が確認された。これらにつ
いては、No.１ポンプと同様に、油膜に異物が侵入し
たことが原因だと考えられる。
全ポンプ軸受について、疲労摩耗痕や切削痕が確
認されたものの、いずれもそのサイズは小さく、ま
た数もわずかであったことから、軸受の摩耗状態は
「良好」であったと考えられる。

５． 調査結果の考察
(１) 結果の考察
軸受の摩耗状態については、潤滑診断調査結果か
らは、No.２ポンプのみ疲労摩耗粒子が確認された。
一方、分解調査結果からは、全ポンプで疲労摩耗痕
が確認された。その点については両者で差が見られ
たものの、分解調査により確認できた摩耗状態は局
所的で健全な範囲内にあると考えられることから、
潤滑診断調査により摩耗状態を「良好」と判定した
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ことは妥当であると考えられる。

また、潤滑診断調査は非分解による調査であり、

以上、潤滑診断の適用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。

機器の内部状態を全て把握することはできない。非
分解による調査でポンプ設備の劣化状態を把握する
ためには、潤滑診断調査の他に振動調査等の診断を

(２) 今後の課題

行う必要がある。

今回実施した潤滑診断調査の有効性について、一

そのため今後は、潤滑診断の実測データをより集

定の評価ができると判断したものの、潤滑診断調査

積し、劣化状況との相関関係により、正確な潤滑診

の実用化に向けては、下記の３点を明確にする必要

断時期、分解点検時期の予測を可能にする必要があ

があると考える。

る。併せて、潤滑診断調査以外の非分解診断手法と

a) 劣化状態のポンプ設備に対する有効性について

の診断調査計画を確立する必要があると考えられる。

本調査では、状態が「良好」であるポンプ設備に
おける潤滑診断調査の適用性が確認できた。今後は、
「中度の劣化」や「重度の劣化」状態のポンプ設備

６．おわりに

において、潤滑診断調査と分解調査の比較を行い、
潤滑診断調査の適用性について検討する必要がある

本報では、中樹林第２揚水機で実施した潤滑診断

と考えられる。

調査と分解調査について比較を行い、潤滑診断調査

b) 潤滑油の情報管理について

の適用性について検証し、今後の課題について述べ

No.３ポンプについては、使用されている潤滑油の

た。今後は、潤滑診断調査の実用化に向けて、特に

諸元が不明であったため、No.１ポンプ及びNo.２ポン

劣化が進行していると予測される施設において、潤

プの潤滑油の限界値を準拠して評価を行わざるをえ

滑診断調査と分解調査について比較を行い、潤滑診

なかったが、より正確な判定を行うためには、日常

断調査についての判定基準の精度向上に取り組む予

的な施設管理の中で、潤滑油の油名や交換履歴など

定である。

の情報管理を確実に行う必要がある。
c) 運用方法（維持管理の軽減）について
ポンプ設備の劣化兆候を検出するには、潤滑診断
の間隔を短くして機器の劣化状態を継続的に監視す
る必要がある。しかし、潤滑診断の間隔を短くする
ことは、分析業務を専門機関に依頼することから、
時間とコストが多く掛かるという課題がある。
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