Q&A

排水機場における異常検知システムの構築について
寒地機械技術チーム

適切な状態監視保全を行うには、設備の状態を把握

はじめに

するための様々な計測データが必要ですが、これまで
排水機場ポンプ設備は、洪水被害防止を目的に河川

は、排水機場の管理運転による月・年点検等を通じて

に設置された極めて重要な社会基盤施設であり、豪雨

スポットデータを計測し、専門的な知識や解析ツール

や異常出水時には確実に稼働することが要求されてい

を用いて診断を行う傾向管理が主流でした。しかし、

ます（写真－1）。そのためには設備の万全な整備が

管理運転時は、水量不足で定格運転に達しない場合

不可欠であり、これまで管理者は、定期的に整備する

や、計測のための十分な運転時間が確保できないケー

「時間計画保全」の考え方で維持管理を実施してきま

スもあります。このことから設備の定格運転時の正確

した。この手法は、確実な整備が行えるという点でメ

な状態を把握するため、常設センサを設置し、定格運

リットが大きいのですが、内部劣化の有無によらずに

転データを自動取得することで、設備の状態を時系列

定期的に整備を行うため、経済性で不利な場合もあり

データで監視できる状態監視モニタリングシステムを

ます。さらに排水機場においては、設置後数十年経過

構築し、取得した時系列データとAI技術による異常検

した設備が多数有り、老朽化の進行による故障頻度上

知システムの開発を実施しています。

昇の懸念があります。
そこで、この相反する状況下においても効率的で的
確な設備の維持管理を行うため、つくば中央研究所先

Ｑ１：排水機場では、どのような状態監視保全を行っ
ているのですか？

端技術チームが中心となり、常用系設備で導入されて
いる「状態監視保全」を非常用設備である排水機場ポ

Ａ１：排水機場の設備は図－1にあるような機器で構

ンプ設備に導入するための研究を進めており、寒地土

成されています。中でもポンプの動力源となる原動

木研究所では主に北海道内に多い横軸ポンプを担当し

機、動力をポンプに適正なトルクと回転数で分配する

1）

ています 。

減速機、実際に排水を行う主ポンプは、故障が起こる
と設備に致命的な影響があり、排水運転が不可能にな
ります。そのため、原動機には排ガス成分計測プロー
ブや気筒温度計、加速度計、減速機には軸受加速度
計、主ポンプには主軸変位計や主軸回転計を設置して
状態監視を実施しています。計測の様子の一例として
写真－2～7に示します。
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写真－1

50

排水機場全景

図－1

排水機場ポンプ設備機器構成例
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表－1

卓越周波数と発生原因2)
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写真－2

エンジン加速度計
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気筒温度計
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写真－4

排ガスプローブ

写真－5

過給機温度計
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写真－6

減速機加速度計

写真－7

ポンプ主軸
加速度計
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実際にA排水機場でポンプ主軸変位を渦電流変位計
で計測し、FFT解析を行った結果を示します。A排水
機場は、回転数225rpm（3.75Hz）、羽枚数5枚の主ポ

Ｑ２：これまで、設備の異常診断はどのような手法で
実施していましたか？

ンプです。図－2は、横軸に時間、縦軸は主軸変位量
を表す時間波形のグラフで、この波形をFFT解析し
た結果が図－3になります。横軸に周波数、縦軸に主

Ａ２：これまでの異常診断は、設備の状態監視診断で

軸変位量となっており、このグラフからどの周波数成

広く用いられている振動理論による解析で故障の診断

分が卓越しているかを分析することで、振動の原因を

を行っています。一般に、設備機械は多くの部品から

ある程度推定することができます。FFT解析の結果か

構成され、それらが運動を繰り返すことで機械が機能

ら回転数成分の卓越が顕著であり、羽根車や主軸にア

します。機械が動くことに伴って時間と共に変動する

ンバランスが疑われます。同様に、羽根車成分（5n）

力が発生し、その力が振動となって現れます。この振

がやや大きく、羽根車に摩耗が生じている可能性が懸

動によって機械の運転状況を把握することができ、振

念される事例です。

動は状態監視にとって非常に重要であることがわかっ
ています。しかし、振動を励起させる原因を解明する
には時間経過による振動の大きさだけでは不十分で、
一定の周期で回転している機械であっても、様々な周
期の振動が組み合わさり、回転していることがほとん
どです。そこで、計測した振動データの時間波形をそ
の振動に含まれる振動の周波数スペクトルに変換して
周波数領域で評価する手法がFFT解析（Fast Fourier
Transformation）になります。一例としてポンプ主軸
関係の卓越周波数発生分布と異常発生原因の関係を表

図－2

排水機場振動波形

－1に示します。
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（One Class Support Vector Machine）の2つを適用
3.8Hz㸦㸻ᅇ㌿࿘Ἴᩘ n㸧
7.6Hz㸦㸻ᅇ㌿࿘Ἴᩘ2㸻2n㸧
19.0Hz㸦㸻ᅇ㌿࿘Ἴ5㸻5n㸧

し、その代表的な判定結果を図－4に示します。横軸
は計測時間を示し、縦軸は異常度を表しています。な
お、LOFはあるデータの集まりの中から外れ値を見つ
け出す外れ値検知手法のひとつであり、OCSVMは、
大多数が正常であるようなデータの集合をもとに学習
を行い、未知のデータが正常であるのか、異常である
のかを判定する手法です。

図－3

排水機場振動波形

どちらの手法でもBの正常な評価データで、しきい
値を超える若干の誤検知が発生していますが、疑似異

Ｑ３：新たに開発している異常検知システムはどのよ

常のデータに関しては、いずれも異常と判定すること
ができています。

うな特徴がありますか？

また、異常検知モデルの評価として、しきい値の値
Ａ３：FFT解析による周波数分析で振動の原因をあ

を変えて横軸にfalse positiveの割合、縦軸にtrue

る程度推定できることを紹介しましたが、解析結果

positiveの割合をとりプロットしたROC曲線（Receiver

は、平常時は十分な運転ができない排水機場の特性

Operating Characteristic Curve）と曲線下の面積で

上、ごく短い時間のスポットデータを元にした解析結

あるAUC値（Area Under the Curve）を算出し、ど

果になってしまいます。さらに確度の高い状態監視を

ちらのモデルがより異常検知性能が優れているかを確

実施するには、状態監視モニタリングシステムで取得

認しました。なお、AUC値は1に近いほど性能が良い

した時系列データを利用することが有用です。ただ

とされています。図－5、6に示すように、図－5のLOF

し、時系列データは膨大な数のデータ量になるため、

によるモデルの性能の方が高いことがわかりました。

従来の周波数分析では解析に膨大な時間と手間がかか
ります。そこで、AI技術の一種である機械学習を用
いてコンピューターに大量のデータを学習させ、異常
を判別する各種アルゴリズムによる異常検知システム
のモデル構築を試行しました。
コンピューターに機械学習させる上で重要となるの
が、異常データとなる故障教師データの取得です。し
かし、排水機場の故障データ取得は一般的に困難であ
るため、正常データをベースとする振動理論に基づく
疑似異常データを生成することで異常検知モデルの性
能を評価しました。使用した疑似異常データの生成条
件は表－2のとおりです。
アルゴリズムは異常検知に有効なLOF（Local

図－4

LOFによる検証（上）OCSVMによる検証（下）

Outliner Factor）と外れ値検知に有効なOCSVM
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表－2

ROC curve(AUC=0.95)
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ROC curve(AUC=0.93)
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LOFのROC曲線

ROC curve(AUC=0.83)
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図－9

LOFによる検証（上）OCSVMによる検証（下）

Ｑ４：実際の排水機場で、この異常検知システムの適
用事例はありますか？
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OCSVMのROC曲線

一方、OCSVMでは誤検知が多く、異常を検知できな
い結果となりました。この結果は、ROC曲線にも現れ
ており、LOFのAUC値が高い結果であることから、

Ａ４：国土交通省北海道開発局札幌開発建設部の協力

（図－8、9）、この設備においても、LOFのモデルの

の下、月寒排水機場において、状態監視自動モニタリ

方が優れていることがわかりました。

ングシステムを試験導入し、時系列データの計測を継

（文責：平地

一典）

続しています。取得した時系列データで今回構築した
異常検知モデルでの評価を行った結果を図－7に示し
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