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会社概要

� インバータインバータインバータインバータ等等等等のののの省省省省エネエネエネエネのののの提案提案提案提案・・・・販売販売販売販売・・・・保守管理業務保守管理業務保守管理業務保守管理業務
� 環境環境環境環境ととととエネルギーエンジニアエネルギーエンジニアエネルギーエンジニアエネルギーエンジニア企業企業企業企業としてとしてとしてとして電気電気電気電気・・・・バイオバイオバイオバイオ産業産業産業産業をををを

手掛手掛手掛手掛けるけるけるける。。。。
� 電気設備機器診断装置電気設備機器診断装置電気設備機器診断装置電気設備機器診断装置「「「「KSKSKSKSシリーズシリーズシリーズシリーズ」」」」をををを開発開発開発開発
� 平成平成平成平成１４１４１４１４年年年年５５５５月月月月１５１５１５１５日日日日「「「「KSKSKSKSシリーズシリーズシリーズシリーズ」」」」のののの製造製造製造製造・・・・販売販売販売販売・・・・保守業務保守業務保守業務保守業務をををを

開始開始開始開始しししし社名社名社名社名ををををエイテックエイテックエイテックエイテック株式会社株式会社株式会社株式会社にににに変更変更変更変更。。。。



（（（（財財財財））））京都市中小企業支援京都市中小企業支援京都市中小企業支援京都市中小企業支援センターセンターセンターセンター 『『『『第第第第4444回回回回オスカーオスカーオスカーオスカー認定認定認定認定』』』』

２００３２００３２００３２００３年度年度年度年度PMPMPMPM優秀賞製品賞優秀賞製品賞優秀賞製品賞優秀賞製品賞 開発賞開発賞開発賞開発賞

平成平成平成平成１７１７１７１７年度科学技術分野年度科学技術分野年度科学技術分野年度科学技術分野のののの部部部部 文部科学大臣表彰文部科学大臣表彰文部科学大臣表彰文部科学大臣表彰
「「「「科学技術賞科学技術賞科学技術賞科学技術賞 技術部門技術部門技術部門技術部門」」」」

平成１７年度 ニュービジネス大賞
アントプレナー大賞部門 『優秀賞』 受賞

（社）ニュービジネス協議会
京都市ベンチャー企業目利き委員会
「Aランク認定」

授賞経歴



特 許

アメリカ・中国にて取得した特許は割愛



企業理念企業理念

ｄiagnosticＶａｌｕｅ

診断の価値 を 追求すること
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KSKS--3000modelA   KS3000modelA   KS--2000A2000A

KSKS--3000model3000modelＬＬ

★★★★★★★★KSKSKSKSKSKSKSKSシリーズシリーズシリーズシリーズシリーズシリーズシリーズシリーズ



★★★★★★★★ KSKSKSKSKSKSKSKSシリーズシリーズシリーズシリーズシリーズシリーズシリーズシリーズ

2.2.2.2.2.2.2.2.ＫＳＫＳＫＳＫＳＫＳＫＳＫＳＫＳ－－－－２０００２０００２０００２０００－－－－２０００２０００２０００２０００ＡＡＡＡＡＡＡＡ

超精密型ユニットタイプ超精密型ユニットタイプ
電気設備全般電気設備全般
①① 交流電動機（インバータ含交流電動機（インバータ含））
②② 直流電動機（コンバータ含）直流電動機（コンバータ含）
③③ 電力用変圧器（モールド型、油入型）電力用変圧器（モールド型、油入型）
④④ 電力用コンデンサ（力率調整用、調相機）電力用コンデンサ（力率調整用、調相機）
⑤⑤ 発電機（原動機・・ディーゼル、タービン・・含）発電機（原動機・・ディーゼル、タービン・・含）
⑥⑥ ＵＰＳ（無停電電源）ＵＰＳ（無停電電源）

1.1.1.1.1.1.1.1.ＫＳ－ＫＳ－ＫＳ－ＫＳ－ＫＳ－ＫＳ－ＫＳ－ＫＳ－３３３３３３３３００００００００００００００００００００００００ＭｏｄｅｌＡＭｏｄｅｌＡＭｏｄｅｌＡＭｏｄｅｌＡＭｏｄｅｌＡＭｏｄｅｌＡＭｏｄｅｌＡＭｏｄｅｌＡ

精密型ユニットタイプ精密型ユニットタイプ
交流電動機、インバータ専用交流電動機、インバータ専用
重量３．７Ｋｇ、傾向管理用重量３．７Ｋｇ、傾向管理用

3.3.3.3.3.3.3.3.ＫＳ－ＫＳ－ＫＳ－ＫＳ－ＫＳ－ＫＳ－ＫＳ－ＫＳ－３３３３３３３３００００００００００００００００００００００００ＭｏｄｅｌＬＭｏｄｅｌＬＭｏｄｅｌＬＭｏｄｅｌＬＭｏｄｅｌＬＭｏｄｅｌＬＭｏｄｅｌＬＭｏｄｅｌＬ

精密型ユニットタイプ精密型ユニットタイプ
電力用ケーブル電力用ケーブル専用専用（特別高圧ケーブル診断可能）（特別高圧ケーブル診断可能）
重量３．７Ｋｇ、傾向管理用重量３．７Ｋｇ、傾向管理用



ＫＳ－ＮＥＴＫＳ－ＮＥＴＫＳ－ＮＥＴＫＳ－ＮＥＴのののの特長特長特長特長ＫＳ－ＮＥＴＫＳ－ＮＥＴＫＳ－ＮＥＴＫＳ－ＮＥＴのののの特長特長特長特長
・・・・インターネットインターネットインターネットインターネット経由経由経由経由でででで診断報告書診断報告書診断報告書診断報告書がががが出出出出ますますますます。。。。

（（（（セキュリティーセキュリティーセキュリティーセキュリティーのののの問題問題問題問題ででででインターネットインターネットインターネットインターネット出来出来出来出来ないないないない場合場合場合場合はははは
メールメールメールメール対応対応対応対応））））

・・・・２４２４２４２４時間時間時間時間リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイムにににに対応対応対応対応。。。。
・・・・具体的具体的具体的具体的なななな保全保全保全保全のののの対策案対策案対策案対策案をををを提示提示提示提示。。。。
・・・・万全万全万全万全ななななセキュリティーセキュリティーセキュリティーセキュリティー化化化化。。。。
・・・・日本語日本語日本語日本語をはじめをはじめをはじめをはじめ韓国語韓国語韓国語韓国語、、、、中国語中国語中国語中国語、、、、一部台湾語一部台湾語一部台湾語一部台湾語にもにもにもにも対応対応対応対応。。。。

ＫＳ－ＮＥＴＫＳ－ＮＥＴＫＳ－ＮＥＴＫＳ－ＮＥＴＫＳ－ＮＥＴＫＳ－ＮＥＴＫＳ－ＮＥＴＫＳ－ＮＥＴ
ＡＳＰＡＳＰＡＳＰＡＳＰシステムサービスシステムサービスシステムサービスシステムサービスＡＳＰＡＳＰＡＳＰＡＳＰシステムサービスシステムサービスシステムサービスシステムサービス

★★★★★★★★ ＫＳＫＳＫＳＫＳＫＳＫＳＫＳＫＳ--------ＮＥＴＮＥＴＮＥＴＮＥＴシステムシステムシステムシステム概要概要概要概要ＮＥＴＮＥＴＮＥＴＮＥＴシステムシステムシステムシステム概要概要概要概要
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KSKSの導入と目的の導入と目的

設備設備設備設備トラブルトラブルトラブルトラブルのののの低減低減低減低減をををを目指目指目指目指してしてしてして

――――予防保全予防保全予防保全予防保全からからからから予知保全予知保全予知保全予知保全へのへのへのへの意識改革意識改革意識改革意識改革――――



設備トラブルの発生特性設備トラブルの発生特性

原因原因原因原因・・・・現象現象現象現象
ストレスストレスストレスストレス

・・・・熱熱熱熱ストレスストレスストレスストレス
・・・・電圧電圧電圧電圧ストレスストレスストレスストレス
・・・・環境環境環境環境ストレスストレスストレスストレス

状況状況状況状況

回転数回転数回転数回転数
圧力圧力圧力圧力
温度温度温度温度

設置環境設置環境設置環境設置環境
振動振動振動振動・・・・オイルオイルオイルオイル漏漏漏漏れれれれ

塵埃塵埃塵埃塵埃などなどなどなど

設置年数・形式

トラブルトラブルトラブルトラブルとしてとしてとしてとして
発発発発 生生生生



トラブル原因の整理トラブル原因の整理

突発事故
事後対策 表面上の対策

磨耗・劣化
部品交換

環境などによる機械ストレスの
根本原因は放置（異常状態の発見）

磨耗・劣化などの
部品交換は

定期的に行われているが
異常状態による

原因が特定されていない

ー予防保全の悪循環ー 予防保全予防保全予防保全予防保全をををを進進進進めてもめてもめてもめてもトラブルトラブルトラブルトラブルがががが減減減減らないらないらないらない



設備トラブルを低減するには

� 予防保全予防保全予防保全予防保全からからからから予知保全予知保全予知保全予知保全へへへへ

� 異常運転異常運転異常運転異常運転をををを改善改善改善改善しししし機器劣化防止対策機器劣化防止対策機器劣化防止対策機器劣化防止対策

� 専門職専門職専門職専門職・・・・熟練者熟練者熟練者熟練者ののののノウハウノウハウノウハウノウハウををををデータデータデータデータ化化化化



ＫＳを用いた予知保全ＫＳを用いた予知保全
―機器劣化・異常の根本的要因の根絶を目指して―



・・・・設備設備設備設備のののの運転中運転中運転中運転中にににに診断出来診断出来診断出来診断出来るるるる。。。。

・・・・内部内部内部内部にににに発生発生発生発生しているしているしているしている異常異常異常異常やややや劣化劣化劣化劣化のののの兆候兆候兆候兆候・・・・原因原因原因原因・・・・程度程度程度程度をををを

高調波診断高調波診断高調波診断高調波診断のののの観点観点観点観点からからからから明明明明らかにするらかにするらかにするらかにする。。。。

・・・・具体的対策具体的対策具体的対策具体的対策をををを立立立立てててててててて修正修正修正修正するするするする。。。。
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高調波について高調波について



高調波高調波高調波高調波とはとはとはとは、、、、電気電気電気電気のののの基本基本基本基本波波波波（（（（60Hz/50Hz））））とととと波形波形波形波形がががが同同同同じでじでじでじで

一秒間一秒間一秒間一秒間のくりのくりのくりのくり返返返返しがしがしがしが、、、、基本波基本波基本波基本波のののの整数倍整数倍整数倍整数倍のののの次数波次数波次数波次数波のことのことのことのこと

基本波基本波基本波基本波
(60Hz)

第第第第5次高調波次高調波次高調波次高調波
(300Hz)

合成波形合成波形合成波形合成波形

（（（（ゆがみゆがみゆがみゆがみ波波波波））））

基本波基本波基本波基本波にににに高調波高調波高調波高調波がががが含含含含まれまれまれまれ歪歪歪歪むむむむ

KS診断診断診断診断ののののﾓｰﾀﾓｰﾀﾓｰﾀﾓｰﾀ部部部部････負荷側負荷側負荷側負荷側････ｲﾝﾊｲﾝﾊｲﾝﾊｲﾝﾊﾞ゙゙゙ｰﾀｰﾀｰﾀｰﾀ項目項目項目項目でのでのでのでの計測計測計測計測

次数次数次数次数はははは､､､､２２２２次次次次～～～～４０４０４０４０次次次次までがまでがまでがまでが劣化劣化劣化劣化････異常判定基準異常判定基準異常判定基準異常判定基準

高調波とは高調波とは



KSKSの測定原理の測定原理

――――設備機器が異常や劣化を起こすと高調波 を発生する―

サーチコイルを用いて、２から４０次までの高調波を

FFT変換後数値化して分析し、

長年蓄積したデータを基に解析することで

機器の異常や劣化部位がわかる。



高調波発生高調波発生高調波発生高調波発生ののののメカニズムメカニズムメカニズムメカニズム

①高調波の定義
高調波高調波高調波高調波とはとはとはとは基本周波数基本周波数基本周波数基本周波数のののの整数倍整数倍整数倍整数倍のののの周波数周波数周波数周波数でありでありでありであり規則性規則性規則性規則性をををを有有有有するするするする。。。。

②発生メカニズム
☆☆☆☆モータモータモータモータ
・電気的要因電気的要因電気的要因電気的要因によるによるによるによる場合場合場合場合・・・・・・・・・・・・固定子固定子固定子固定子とととと回転子間回転子間回転子間回転子間ののののエアギャップエアギャップエアギャップエアギャップにににに塵埃付塵埃付塵埃付塵埃付

着着着着やややや振動等振動等振動等振動等のののの異常異常異常異常がががが発生発生発生発生するとするとするとすると、、、、回転子回転子回転子回転子にににに偏心偏心偏心偏心アンバランスアンバランスアンバランスアンバランスがががが生生生生じじじじ、、、、
空間磁束波形空間磁束波形空間磁束波形空間磁束波形にににに乱乱乱乱れがれがれがれが生生生生じるじるじるじる。。。。またまたまたまた、、、、巻線絶縁巻線絶縁巻線絶縁巻線絶縁（（（（例例例例：：：：レアレアレアレア絶縁絶縁絶縁絶縁））））のののの劣化劣化劣化劣化
やややや巻線巻線巻線巻線のののの部分過熱部分過熱部分過熱部分過熱のののの発生発生発生発生はははは巻線電流巻線電流巻線電流巻線電流によってによってによってによって生生生生じるじるじるじる漏漏漏漏れれれれ磁束磁束磁束磁束のののの分布分布分布分布
波形波形波形波形にににに歪歪歪歪をををを生生生生じさせるじさせるじさせるじさせる。。。。そのそのそのその結果電流結果電流結果電流結果電流にににに高調波高調波高調波高調波がががが含含含含まれるまれるまれるまれる。。。。

・機械的要因機械的要因機械的要因機械的要因によるによるによるによる場合場合場合場合・・・・・・・・・・・・モータモータモータモータおよびそのおよびそのおよびそのおよびその負荷部分負荷部分負荷部分負荷部分はははは稼動時稼動時稼動時稼動時にはにはにはには
固有振動数固有振動数固有振動数固有振動数をををを発発発発しているしているしているしている。。。。定常状態定常状態定常状態定常状態のののの場合問題場合問題場合問題場合問題ないがないがないがないが、、、、劣化劣化劣化劣化のののの促進促進促進促進またまたまたまた
はははは異常異常異常異常がががが発生発生発生発生したしたしたした場合場合場合場合、、、、そのそのそのその固有振動数固有振動数固有振動数固有振動数もももも変化変化変化変化しししし、、、、このこのこのこの変化変化変化変化したしたしたした振動数振動数振動数振動数
がががが機械的機械的機械的機械的にににに共振共振共振共振するするするする。。。。そのそのそのその結果電流結果電流結果電流結果電流にににに高調波高調波高調波高調波がががが含含含含まれるまれるまれるまれる。。。。



熱熱熱熱ストレスストレスストレスストレス劣化劣化劣化劣化



� ②②②②発生発生発生発生メカニズムメカニズムメカニズムメカニズム

☆インバータ
インバータインバータインバータインバータからからからから発生発生発生発生するするするする高調波高調波高調波高調波はははは全全全全てててて電気電気電気電気・・・・電子部分電子部分電子部分電子部分からのからのからのからの発生発生発生発生ででででああああ
るるるる。。。。平滑平滑平滑平滑コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサをををを一例一例一例一例にににに挙挙挙挙げればげればげればげれば、、、、三相交流電源三相交流電源三相交流電源三相交流電源をををを直流電源直流電源直流電源直流電源にににに変変変変
換換換換するにはするにはするにはするには、、、、平滑平滑平滑平滑コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサをををを使用使用使用使用するがするがするがするがコンデンサコンデンサコンデンサコンデンサにはにはにはには充電時充電時充電時充電時のみのみのみのみ
パルスパルスパルスパルス状電流状電流状電流状電流がががが流流流流れるれるれるれる。。。。しかししかししかししかし交流電源交流電源交流電源交流電源とととと直流電源直流電源直流電源直流電源ではではではでは電流電流電流電流のののの流流流流れれれれ方方方方
がががが異異異異なるためなるためなるためなるため、、、、正弦波正弦波正弦波正弦波ととととパルスパルスパルスパルス状波形状波形状波形状波形がががが合成合成合成合成されされされされ、、、、高調波高調波高調波高調波がががが発生発生発生発生するするするする。。。。
通常平滑通常平滑通常平滑通常平滑コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサがががが理想的理想的理想的理想的なななな場合場合場合場合はははは、、、、充電電流充電電流充電電流充電電流にににに起因起因起因起因するするするするパルスパルスパルスパルス
状電流状電流状電流状電流はははは流流流流れないがれないがれないがれないが劣化劣化劣化劣化してくるとしてくるとしてくるとしてくると、、、、そのそのそのその静電容量静電容量静電容量静電容量がががが低減低減低減低減しししし、、、、低次数低次数低次数低次数
のののの高調波成分高調波成分高調波成分高調波成分がががが増加増加増加増加してくるしてくるしてくるしてくる。。。。



設備機器の機械的部位の劣化と
高調波成分の関係

設備機器の機械的部位（例：ベアリング）が劣化すると回転等に異常をきたす。
つまり、その異常が微小な負荷変動（振動）となり電流に変動を与える。その結果、高調波成分が含まれる。

振動波形

周波数分析

電流波形

高調波成分



発生のメカニズム

☆☆☆☆インバータインバータインバータインバータ
インバータインバータインバータインバータからからからから発生発生発生発生するするするする高調波高調波高調波高調波はははは全全全全

てててて電気電気電気電気・・・・電子部分電子部分電子部分電子部分からのからのからのからの発生発生発生発生であるであるであるである。。。。平平平平
滑滑滑滑コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサをををを一例一例一例一例にににに挙挙挙挙げればげればげればげれば、、、、三相三相三相三相
交流電源交流電源交流電源交流電源をををを直流電源直流電源直流電源直流電源にににに変換変換変換変換するにはするにはするにはするには、、、、
平滑平滑平滑平滑コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサをををを使用使用使用使用するがするがするがするがコンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ
にはにはにはには充電時充電時充電時充電時のみのみのみのみパルスパルスパルスパルス状電流状電流状電流状電流がががが流流流流れるれるれるれる。。。。
しかししかししかししかし交流電源交流電源交流電源交流電源とととと直流電源直流電源直流電源直流電源ではではではでは電流電流電流電流のののの
流流流流れれれれ方方方方がががが異異異異なるためなるためなるためなるため、、、、正弦波正弦波正弦波正弦波ととととパルスパルスパルスパルス
状波形状波形状波形状波形がががが合成合成合成合成されされされされ、、、、高調波高調波高調波高調波がががが発生発生発生発生するするするする。。。。

通常平滑通常平滑通常平滑通常平滑コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサがががが理想的理想的理想的理想的なななな場合場合場合場合
はははは、、、、充電電流充電電流充電電流充電電流にににに起因起因起因起因するするするするパルスパルスパルスパルス状電流状電流状電流状電流
はははは流流流流れないがれないがれないがれないが劣化劣化劣化劣化してくるとしてくるとしてくるとしてくると、、、、そのそのそのその静電静電静電静電
容量容量容量容量がががが低減低減低減低減しししし、、、、低次数低次数低次数低次数のののの高調波成分高調波成分高調波成分高調波成分がががが
増加増加増加増加してくるしてくるしてくるしてくる。。。。
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ＡＤＳＡＤＳＡＤＳＡＤＳ診断診断診断診断

1.1.1.1.1.1.1.1.ＡＡＡＡ診断診断診断診断：Ａｂｎｏｒｍａｌ（：Ａｂｎｏｒｍａｌ（：Ａｂｎｏｒｍａｌ（：Ａｂｎｏｒｍａｌ（異常異常異常異常））））診断診断診断診断

①①①① 負荷負荷負荷負荷やややや構造物構造物構造物構造物とのとのとのとの共振共振共振共振
②②②② アンバランスアンバランスアンバランスアンバランス
③③③③ 不安定振動不安定振動不安定振動不安定振動
④④④④ アライメントアライメントアライメントアライメント変化変化変化変化
⑤⑤⑤⑤ 巻線巻線巻線巻線のののの絶縁絶縁絶縁絶縁

２２２２２２２２........ＤＤＤＤ診断診断診断診断：：：：DeteriorationDeteriorationDeteriorationDeterioration（（（（劣化劣化劣化劣化））））診断診断診断診断

①①①① ベアリングベアリングベアリングベアリング・・・・軸受部軸受部軸受部軸受部グリスグリスグリスグリス
②②②② ベルトベルトベルトベルト・・・・歯車歯車歯車歯車（（（（テンションテンションテンションテンション））））
③③③③ 直流電動機直流電動機直流電動機直流電動機ブラシブラシブラシブラシ・・・・整流子整流子整流子整流子

３３３３３３３３........ＳＳＳＳ診断診断診断診断：：：：Energy SavingEnergy SavingEnergy SavingEnergy Saving（（（（省省省省エネエネエネエネ））））診断診断診断診断

①①①① 負荷負荷負荷負荷モードモードモードモードからからからから負荷負荷負荷負荷ロスロスロスロスをををを判定判定判定判定（（（（適正運転周波数適正運転周波数適正運転周波数適正運転周波数のののの判定判定判定判定））））
②②②② 高調波高調波高調波高調波データデータデータデータからからからから効率低下率算定効率低下率算定効率低下率算定効率低下率算定



診断項目診断項目診断項目診断項目とととと異常異常異常異常・・・・劣化原因劣化原因劣化原因劣化原因診断項目診断項目診断項目診断項目とととと異常異常異常異常・・・・劣化原因劣化原因劣化原因劣化原因１１１１（（（（１１１１（（（（交流交流交流交流交流交流交流交流電動機電動機電動機電動機））））電動機電動機電動機電動機））））

コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ、、、、抵抗抵抗抵抗抵抗のののの劣化劣化劣化劣化ドライブドライブドライブドライブ基板基板基板基板

整流素子整流素子整流素子整流素子、、、、逆変換素子逆変換素子逆変換素子逆変換素子のののの劣化劣化劣化劣化電力素子電力素子電力素子電力素子

電解電解電解電解コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ、、、、コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ、、、、抵抗抵抗抵抗抵抗のののの劣化劣化劣化劣化コントロールコントロールコントロールコントロール基板基板基板基板

脈流高調波脈流高調波脈流高調波脈流高調波平滑平滑平滑平滑（（（（電解電解電解電解））））コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ

歯車歯車歯車歯車、、、、クラッチクラッチクラッチクラッチ、、、、ベルトベルトベルトベルトのののの損傷損傷損傷損傷（（（（モータモータモータモータ直結直結直結直結時時時時カップリングカップリングカップリングカップリング））））歯車歯車歯車歯車・・・・ベルトベルトベルトベルト系損傷系損傷系損傷系損傷

軸不良軸不良軸不良軸不良、、、、吐出吐出吐出吐出バルブバルブバルブバルブ磨耗磨耗磨耗磨耗、、、、負荷内部負荷内部負荷内部負荷内部のののの異物付着異物付着異物付着異物付着回転軸異常回転軸異常回転軸異常回転軸異常・・・・バルブバルブバルブバルブ磨耗磨耗磨耗磨耗

軸受軸受軸受軸受のののの損傷損傷損傷損傷、、、、負荷内部負荷内部負荷内部負荷内部のののの異物混入異物混入異物混入異物混入・・・・付着付着付着付着軸受損傷軸受損傷軸受損傷軸受損傷・・・・異物付着異物付着異物付着異物付着

軸軸軸軸のののの磨耗磨耗磨耗磨耗・・・・アンバランスアンバランスアンバランスアンバランス、、、、カップリングカップリングカップリングカップリング、、、、ベルトベルトベルトベルトのゆるみのゆるみのゆるみのゆるみカップリングカップリングカップリングカップリング異常異常異常異常・・・・軸軸軸軸アンバランスアンバランスアンバランスアンバランス

塵埃付着塵埃付着塵埃付着塵埃付着、、、、回転子回転子回転子回転子のののの偏心偏心偏心偏心、、、、熱熱熱熱・・・・流体振動流体振動流体振動流体振動エアギャップエアギャップエアギャップエアギャップ不均一不均一不均一不均一・・・・振動振動振動振動

軸受軸受軸受軸受（（（（主主主主にににに負荷側負荷側負荷側負荷側））））損傷損傷損傷損傷、、、、ハウジングハウジングハウジングハウジングののののガタガタガタガタ軸受軸受軸受軸受・・・・ハウジングハウジングハウジングハウジングのののの損傷損傷損傷損傷

相間相間相間相間////層間絶縁層間絶縁層間絶縁層間絶縁のののの不良不良不良不良、、、、電圧不平衡電圧不平衡電圧不平衡電圧不平衡、、、、熱熱熱熱・・・・流体振動流体振動流体振動流体振動巻線巻線巻線巻線のののの絶縁絶縁絶縁絶縁（（（（相間相間相間相間////層間層間層間層間））））・・・・振動振動振動振動

回転子回転子回転子回転子のののの偏心偏心偏心偏心、、、、据付不良据付不良据付不良据付不良、（、（、（、（主主主主にににに反負荷側反負荷側反負荷側反負荷側））））軸受軸受軸受軸受のののの損傷損傷損傷損傷回転軸回転軸回転軸回転軸・・・・軸受軸受軸受軸受・・・・据付据付据付据付けけけけ

主主主主なななな異常異常異常異常・・・・劣化原因劣化原因劣化原因劣化原因（（（（参考参考参考参考））））診断項目診断項目診断項目診断項目
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KS－3000modelAとＫＳ－２０００Ａで診断可能



診断項目診断項目診断項目診断項目とととと異常異常異常異常・・・・劣化原因劣化原因劣化原因劣化原因２２２２診断項目診断項目診断項目診断項目とととと異常異常異常異常・・・・劣化原因劣化原因劣化原因劣化原因２２２２（（（（（（（（直流直流直流直流直流直流直流直流電動機電動機電動機電動機））））電動機電動機電動機電動機））））

コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ、、、、抵抗抵抗抵抗抵抗のののの劣化劣化劣化劣化ドライブドライブドライブドライブ基板基板基板基板

整流素子整流素子整流素子整流素子、、、、逆変換素子逆変換素子逆変換素子逆変換素子のののの劣化劣化劣化劣化電力素子電力素子電力素子電力素子

電解電解電解電解コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ、、、、コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ、、、、抵抗抵抗抵抗抵抗のののの劣化劣化劣化劣化コントロールコントロールコントロールコントロール基板基板基板基板

脈流高調波脈流高調波脈流高調波脈流高調波平滑平滑平滑平滑（（（（電解電解電解電解））））コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ

歯車歯車歯車歯車、、、、クラッチクラッチクラッチクラッチ、、、、ベルトベルトベルトベルトのののの損傷損傷損傷損傷（（（（モータモータモータモータ直結直結直結直結時時時時カップリングカップリングカップリングカップリング））））歯車歯車歯車歯車・・・・ベルトベルトベルトベルト系損傷系損傷系損傷系損傷

軸不良軸不良軸不良軸不良、、、、吐出吐出吐出吐出バルブバルブバルブバルブ磨耗磨耗磨耗磨耗、、、、負荷内部負荷内部負荷内部負荷内部のののの異物付着異物付着異物付着異物付着回転軸異常回転軸異常回転軸異常回転軸異常・・・・バルブバルブバルブバルブ磨耗磨耗磨耗磨耗

軸受軸受軸受軸受のののの損傷損傷損傷損傷、、、、負荷内部負荷内部負荷内部負荷内部のののの異物混入異物混入異物混入異物混入・・・・付着付着付着付着軸受損傷軸受損傷軸受損傷軸受損傷・・・・異物付着異物付着異物付着異物付着

軸軸軸軸のののの磨耗磨耗磨耗磨耗・・・・アンバランスアンバランスアンバランスアンバランス、、、、カップリングカップリングカップリングカップリング、、、、ベルトベルトベルトベルトのゆるみのゆるみのゆるみのゆるみカップリングカップリングカップリングカップリング異常異常異常異常・・・・軸軸軸軸アンバランスアンバランスアンバランスアンバランス

塵埃付着塵埃付着塵埃付着塵埃付着、、、、回転子回転子回転子回転子のののの偏心偏心偏心偏心、、、、熱熱熱熱・・・・流体振動流体振動流体振動流体振動ブラシブラシブラシブラシ・・・・振動振動振動振動

軸受軸受軸受軸受（（（（主主主主にににに負荷側負荷側負荷側負荷側））））損傷損傷損傷損傷、、、、ハウジングハウジングハウジングハウジングののののガタガタガタガタ軸受軸受軸受軸受・・・・ハウジングハウジングハウジングハウジングのののの損傷損傷損傷損傷

ブラシブラシブラシブラシ・・・・整流子劣化整流子劣化整流子劣化整流子劣化，，，，巻線巻線巻線巻線絶縁絶縁絶縁絶縁のののの不良不良不良不良、、、、熱熱熱熱・・・・流体振動流体振動流体振動流体振動ブラシブラシブラシブラシ・・・・塵埃塵埃塵埃塵埃，，，，整流子整流子整流子整流子，，，，巻線巻線巻線巻線のののの絶縁絶縁絶縁絶縁

回転子回転子回転子回転子のののの偏心偏心偏心偏心、、、、据付不良据付不良据付不良据付不良、（、（、（、（主主主主にににに反負荷側反負荷側反負荷側反負荷側））））軸受軸受軸受軸受のののの損傷損傷損傷損傷回転軸回転軸回転軸回転軸・・・・軸受軸受軸受軸受・・・・据付据付据付据付けけけけ

主主主主なななな異常異常異常異常・・・・劣化原因劣化原因劣化原因劣化原因（（（（参考参考参考参考））））診断項目診断項目診断項目診断項目

負
荷
部

コ
ン
バ
ー
タ
部

電
動
機
部

ＫＳ－２０００Ａで診断可能



診断項目診断項目診断項目診断項目とととと異常異常異常異常・・・・劣化原因劣化原因劣化原因劣化原因３３３３診断項目診断項目診断項目診断項目とととと異常異常異常異常・・・・劣化原因劣化原因劣化原因劣化原因３３３３（（（（（（（（発電機発電機発電機発電機発電機発電機発電機発電機））））））））

カップリングカップリングカップリングカップリング部異常部異常部異常部異常、、、、偏心偏心偏心偏心連結部異常連結部異常連結部異常連結部異常

軸不良軸不良軸不良軸不良、、、、接触部接触部接触部接触部磨耗磨耗磨耗磨耗回転軸異常回転軸異常回転軸異常回転軸異常・・・・接触部磨耗接触部磨耗接触部磨耗接触部磨耗

軸受軸受軸受軸受のののの損傷損傷損傷損傷、、、、負荷内部負荷内部負荷内部負荷内部のののの異物混入異物混入異物混入異物混入・・・・付着付着付着付着軸受損傷軸受損傷軸受損傷軸受損傷・・・・異物付着異物付着異物付着異物付着

軸軸軸軸のののの磨耗磨耗磨耗磨耗・・・・アンバランスアンバランスアンバランスアンバランス、、、、カップリングカップリングカップリングカップリング、、、、ベルトベルトベルトベルトのゆるみのゆるみのゆるみのゆるみカップリングカップリングカップリングカップリング回転部回転部回転部回転部アンバランスアンバランスアンバランスアンバランス

塵埃付着塵埃付着塵埃付着塵埃付着、、、、回転子回転子回転子回転子のののの偏心偏心偏心偏心、、、、熱熱熱熱・・・・流体振動流体振動流体振動流体振動エアギャップエアギャップエアギャップエアギャップ不均一不均一不均一不均一・・・・振動振動振動振動

軸受軸受軸受軸受（（（（主主主主にににに負荷側負荷側負荷側負荷側））））損傷損傷損傷損傷、、、、ハウジングハウジングハウジングハウジングののののガタガタガタガタ軸受軸受軸受軸受・・・・ハウジングハウジングハウジングハウジングのののの損傷損傷損傷損傷

相間相間相間相間////層間絶縁層間絶縁層間絶縁層間絶縁のののの不良不良不良不良、、、、電圧不平衡電圧不平衡電圧不平衡電圧不平衡、、、、熱熱熱熱・・・・流体振動流体振動流体振動流体振動巻線巻線巻線巻線のののの絶縁絶縁絶縁絶縁（（（（相間相間相間相間////層間層間層間層間））））・・・・振動振動振動振動

回転子回転子回転子回転子のののの偏心偏心偏心偏心、、、、据付不良据付不良据付不良据付不良、（、（、（、（主主主主にににに反負荷側反負荷側反負荷側反負荷側））））軸受軸受軸受軸受のののの損傷損傷損傷損傷回転軸回転軸回転軸回転軸・・・・軸受軸受軸受軸受・・・・据付据付据付据付けけけけ

主主主主なななな異常異常異常異常・・・・劣化原因劣化原因劣化原因劣化原因（（（（参考参考参考参考））））診断項目診断項目診断項目診断項目

原
動
機
部

発
電
機
部

ＫＳ－２０００Ａで診断可能



診断項目診断項目診断項目診断項目とととと異常異常異常異常・・・・劣化原因劣化原因劣化原因劣化原因４４４４診断項目診断項目診断項目診断項目とととと異常異常異常異常・・・・劣化原因劣化原因劣化原因劣化原因４４４４（（（（（（（（コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ、、、、電力用変圧器電力用変圧器電力用変圧器電力用変圧器、ＵＰＳ）、ＵＰＳ）、ＵＰＳ）、ＵＰＳ）コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ、、、、電力用変圧器電力用変圧器電力用変圧器電力用変圧器、ＵＰＳ）、ＵＰＳ）、ＵＰＳ）、ＵＰＳ）

ＵＰＳ

コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ、、、、抵抗抵抗抵抗抵抗のののの劣化劣化劣化劣化ドライブドライブドライブドライブ基板基板基板基板

整流素子整流素子整流素子整流素子、、、、逆変換素子逆変換素子逆変換素子逆変換素子のののの劣化劣化劣化劣化電力素子電力素子電力素子電力素子

電解電解電解電解コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ、、、、コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ、、、、抵抗抵抗抵抗抵抗のののの劣化劣化劣化劣化コントロールコントロールコントロールコントロール基板基板基板基板

脈流高調波脈流高調波脈流高調波脈流高調波平滑平滑平滑平滑（（（（電解電解電解電解））））コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ

絶縁油劣化絶縁油劣化絶縁油劣化絶縁油劣化、、、、渦電流損渦電流損渦電流損渦電流損、、、、発熱発熱発熱発熱、、、、熱振動現象熱振動現象熱振動現象熱振動現象によるによるによるによる効率低下効率低下効率低下効率低下効率効率効率効率・・・・発熱発熱発熱発熱、、、、絶縁油絶縁油絶縁油絶縁油、、、、振動振動振動振動

巻線巻線巻線巻線のののの絶縁劣化絶縁劣化絶縁劣化絶縁劣化、、、、巻線巻線巻線巻線のののの局部過熱局部過熱局部過熱局部過熱((((振動振動振動振動）、）、）、）、電磁振動電磁振動電磁振動電磁振動（（（（鉄心鉄心鉄心鉄心））））巻線巻線巻線巻線のののの絶縁絶縁絶縁絶縁（（（（相間相間相間相間////層間層間層間層間）、）、）、）、振動振動振動振動

電力用変圧器

静電容量抜静電容量抜静電容量抜静電容量抜けけけけ、、、、誘電体損失誘電体損失誘電体損失誘電体損失のののの増加増加増加増加静電容量静電容量静電容量静電容量・・・・発熱発熱発熱発熱

誘電体誘電体誘電体誘電体のののの絶縁劣化絶縁劣化絶縁劣化絶縁劣化誘電体誘電体誘電体誘電体のののの絶縁絶縁絶縁絶縁

コンデンサ

診
断
機
器

主主主主なななな異常異常異常異常・・・・劣化原因劣化原因劣化原因劣化原因（（（（参考参考参考参考））））診断項目診断項目診断項目診断項目

ＫＳ－２０００Ａで診断可能



劣化部位劣化部位劣化部位劣化部位とととと高調波成分高調波成分高調波成分高調波成分劣化部位劣化部位劣化部位劣化部位とととと高調波成分高調波成分高調波成分高調波成分 １１１１１１１１

20202020％％％％・・・・8888％％％％・・・・6666％％％％59%59%59%59%
９３９３９３９３％％％％

３３３３次次次次････４４４４次次次次････２２２２次次次次５５５５次次次次
エアギャップエアギャップエアギャップエアギャップ不均一不均一不均一不均一

23232323％％％％・・・・10101010％％％％・・・・ 8888％％％％41%41%41%41%
８２８２８２８２％％％％

２２２２次次次次・・・・３３３３次次次次・・・・５５５５次次次次４４４４次次次次

軸受軸受軸受軸受・・・・ハウジングハウジングハウジングハウジング損傷損傷損傷損傷

22222222％％％％・・・・7777％％％％・・・・5555％％％％61%61%61%61%
９５９５９５９５％％％％

５５５５次次次次････２２２２次次次次････４４４４次次次次３３３３次次次次

固定子巻線固定子巻線固定子巻線固定子巻線のののの絶縁絶縁絶縁絶縁

16161616％％％％・・・・ 9999％％％％・・・・ 6666％％％％55%55%55%55%
８６８６８６８６％％％％

４４４４次次次次・・・・３３３３次次次次・・・・５５５５次次次次2222次次次次

回転軸回転軸回転軸回転軸・・・・軸受軸受軸受軸受・・・・据付据付据付据付けけけけ

累積累積累積累積

寄与率寄与率寄与率寄与率

寄与寄与寄与寄与するするするする次数次数次数次数（（（（得点順得点順得点順得点順））））
下段下段下段下段はははは寄与率寄与率寄与率寄与率

第第第第１１１１次主成分次主成分次主成分次主成分
下段下段下段下段はははは寄与率寄与率寄与率寄与率

劣劣劣劣 化化化化 部部部部 位位位位

モモモモモモモモ

ーーーーーーーー

タタタタタタタタ

部部部部部部部部



劣化部位劣化部位劣化部位劣化部位とととと高調波成分高調波成分高調波成分高調波成分劣化部位劣化部位劣化部位劣化部位とととと高調波成分高調波成分高調波成分高調波成分 ２２２２２２２２

23232323％％％％・・・・17171717％％％％・・・・15151515％％％％・・・・ 6666％％％％30%30%30%30%
９１９１９１９１％％％％

７７７７次次次次・・・・８８８８次次次次・・・・９９９９次次次次・・・・６６６６次次次次１０１０１０１０次次次次
歯車歯車歯車歯車・・・・ベルトベルトベルトベルト系損傷系損傷系損傷系損傷

25252525％％％％････ 21212121％％％％・・・・ 8888％％％％・・・・ 5555％％％％33%33%33%33%

９２９２９２９２％％％％
８８８８次次次次・・・・７７７７次次次次・・・・１０１０１０１０次次次次・・・・６６６６次次次次９９９９次次次次回転軸異常回転軸異常回転軸異常回転軸異常

バルブバルブバルブバルブ磨耗磨耗磨耗磨耗

29292929％％％％・・・・13131313％％％％・・・・ 11111111％％％％・・・・ 7777％％％％35%35%35%35%

９５９５９５９５％％％％
７７７７次次次次・・・・９９９９次次次次････１０１０１０１０次次次次・・・・６６６６次次次次８８８８次次次次

軸受損傷軸受損傷軸受損傷軸受損傷・・・・異物付着異物付着異物付着異物付着

15151515％％％％・・・・11111111％％％％・・・・7777％％％％・・・・５５５５％％％％53%53%53%53%
９１９１９１９１％％％％

１０１０１０１０次次次次・・・・９９９９次次次次・・・・８８８８次次次次・・・・６６６６次次次次７７７７次次次次カップリングカップリングカップリングカップリング異常異常異常異常
軸軸軸軸アンバランスアンバランスアンバランスアンバランス

負負負負

荷荷荷荷

部部部部

次次次次
1111 成分成分成分成分

劣化部位劣化部位劣化部位劣化部位



2%2%2%2%････ 2%2%2%2%

9999次次次次・・・・10101010次次次次

８９８９８９８９％％％％
８９８９８９８９％％％％

３８３８３８３８次次次次ドライブドライブドライブドライブ基板基板基板基板

5555％％％％・・・・ 5555％％％％・・・・ 4444％％％％・・・・ 3333％％％％ ・・・・2222％％％％・・・・2%2%2%2%・・・・2%2%2%2%

１９１９１９１９次次次次・・・・２３２３２３２３次次次次・・・・１３１３１３１３次次次次・・・・２２２２次次次次・・・・４４４４次次次次・・・・6666次次次次・・・・8888次次次次

16161616％％％％ ・・・・１１１１3333％％％％・・・・7777％％％％・・・・ ７７７７％％％％・・・・ 6% 6% 6% 6% ・・・・ 6666％％％％

９９９９９９９９％％％％

３３３３次次次次 ・・・・５５５５次次次次・・・・１７１７１７１７次次次次・・・・３８３８３８３８次次次次・・・・１１１１１１１１次次次次・・・・２５２５２５２５次次次次

７７７７次次次次
17%17%17%17%

電力素子電力素子電力素子電力素子

19191919％％％％ ・・・・ 17171717％％％％ ・・・・15151515％％％％ ・・・・13131313％％％％ ・・・・11111111％％％％21%21%21%21%
９６９６９６９６％％％％

１７１７１７１７次次次次・・・・１３１３１３１３次次次次・・・・２５２５２５２５次次次次・・・・１９１９１９１９次次次次・・・・２３２３２３２３次次次次１１１１１１１１次次次次
コントロールコントロールコントロールコントロール基板基板基板基板

36%36%36%36%62%62%62%62%
９８９８９８９８％％％％

７７７７次次次次５５５５次次次次
平滑平滑平滑平滑コンデンサコンデンサコンデンサコンデンサ

イイイイ

ンンンン

ババババ

ーーーー

タタタタ

部部部部

次次次次1111

３３３３３３３３
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診断事例診断事例



高調波診断事例高調波診断事例

■■機器仕様機器仕様機器仕様機器仕様機器仕様機器仕様機器仕様機器仕様
名称名称名称名称 冷温水循環冷温水循環冷温水循環冷温水循環ポンプポンプポンプポンプ ４００４００４００４００ＶＶＶＶ ４５４５４５４５ＫＷＫＷＫＷＫＷ ４４４４ＰＰＰＰ 絶縁絶縁絶縁絶縁ＦＦＦＦ種種種種

■■■■電流測定値電流測定値電流測定値電流測定値電流測定値電流測定値電流測定値電流測定値
ＵＵＵＵ相相相相：：：：４０４０４０４０．．．．１１１１ＡＡＡＡ ＶＶＶＶ相相相相：：：：４１４１４１４１．．．．１１１１ＡＡＡＡ ＷＷＷＷ相相相相：：：：３９３９３９３９．．．．１１１１ＡＡＡＡ
不平衡率不平衡率不平衡率不平衡率 ５５５５．．．．１２１２１２１２％％％％ 電流診断結果電流診断結果電流診断結果電流診断結果 ＢＢＢＢ２２２２

■■■■診断結果診断結果診断結果診断結果診断結果診断結果診断結果診断結果

【モーター部】 結果 数値 コメント

１．回転軸・軸受、据付

２．巻線の絶縁（フェイズ）

３．軸受・ハウジング損傷

４．エアーギャップ不均一（塵埃）

【負荷側】

１．カップリング、軸ｱﾝﾊﾞﾗﾝｽ

２．軸受損傷、異物付着

３．回転軸異常、バルブ磨耗

４．歯車・ベルト系損傷

Ａ
Ｃ
Ｂ１

Ｂ２
Ｂ２
Ｂ１

Ａ

Ａ

0.153
0.570
0.145
0.215

0.0105
0.0112
0.0111
0.0101

・巻線絶縁Ｃ、電流診断Ｂ２ 巻線の初期
絶縁劣化の傾向あり

・負荷の影響が大きく、放置するとレアー
ショートに進展する。

・軸受、ハウジングは巻線過熱の影響で
グリス析出、変色が生じ易い

【低位モード】
・流体の流れが悪く軸受損傷、異物付着

回転異常の傾向あり
・カップリング数値が低くインバータ設置

による対策が望まれる
・管内洗浄、軸受交換も必要な状態に

なっている。

機器管理Ｎｏ 921-015

超低位超低位超低位超低位モードモードモードモード ：：：：バルブバルブバルブバルブ全開全開全開全開→→→→インバータインバータインバータインバータでででで調整調整調整調整→→→→省省省省エネエネエネエネがががが生生生生まれるまれるまれるまれる省省省省エネエネエネエネがががが生生生生まれるまれるまれるまれる



分解検証分解検証分解検証分解検証分解検証分解検証分解検証分解検証 ：：：：：：：： モータモータモータモータ巻線部分巻線部分巻線部分巻線部分モータモータモータモータ巻線部分巻線部分巻線部分巻線部分

《診断結果》
巻線絶縁Ｃ、電流診断Ｂ２ 巻線の初期絶縁劣化の傾向あり
このまま放置するとレアーショートに進展する恐れがある。

《分解検証》
過熱によりワニスが剥離し、レアーショート寸前の状態であった。

《《《《事例事例事例事例 １１１１ 》》》》



異物異物異物異物（（（（塵埃塵埃塵埃塵埃））））のののの付着付着付着付着

擦擦擦擦りりりり傷傷傷傷

《回転子》 《固定子》

分解検証分解検証分解検証分解検証分解検証分解検証分解検証分解検証 ：：：：：：：： 回転子回転子回転子回転子・・・・固定子部分固定子部分固定子部分固定子部分回転子回転子回転子回転子・・・・固定子部分固定子部分固定子部分固定子部分

《診断結果》
軸受、ハウジングＢ１ 巻線過熱の影響を受けグリス析出・
変色が生じ易くなっている。

《分解検証》
グリス・ワニス等の異物の付着、擦り傷が確認された。

《《《《事例事例事例事例 １１１１ 》》》》

表面表面表面表面にににに不平衡過熱不平衡過熱不平衡過熱不平衡過熱によるによるによるによる変色変色変色変色
キズキズキズキズありありありあり

グリスグリスグリスグリス析出析出析出析出



工作機械の診断事例

Ａ株式会社



※※※※ KSKSKSKS診断診断診断診断によるによるによるによる取取取取りりりり組組組組みとみとみとみと経緯経緯経緯経緯

◆◆◆◆ KSKSKSKSをををを購入購入購入購入ししししデータデータデータデータ積積積積みみみみ重重重重ねねねね3333年経過年経過年経過年経過

◆◆◆◆ INVINVINVINV検証等検証等検証等検証等をををを多数行多数行多数行多数行なっているなっているなっているなっている

◆◆◆◆ 今期今期今期今期にににに社内基準社内基準社内基準社内基準をををを確立確立確立確立しししし国内外国内外国内外国内外にににに広広広広めるめるめるめる



◆◆◆◆診断対象設備診断対象設備診断対象設備診断対象設備

MC（マシニングセンタ）：4台

回転する工具によって工作物を切削する。

工具を回転させる主軸が垂直であり、工作物の上
面に形状を加工する。（縦型・横型とある）

工作物の例：金型など

NC（NC旋盤）：6台

「旋盤」とは，工作物を“ろくろ”のよ
うに回転させながら，これに工具をあて
て削る工作機械です。

工作物の例：ビス・ネジなど

合計10台の工作機械の加工中のデータを検証





効率低、負荷振動によりモータ電気系へ
影響が出やすい、負荷損失大

０．０６未満低位モード

電力バランス良好０．０６以上０．１未満安定モード

効率高、モータ機械系へ影響が出やすい、

電動機損失大

０．１以上高位モード

モードの特徴と注意事項カップリング異常・
軸アンバランス数値（Ｌ１）

モード

★★★★負荷部負荷部負荷部負荷部のののの判定値判定値判定値判定値



パターン１：データ一覧表



初期異常：0.35
注意：0.55

整備必要：0.65

対象設備：NC旋盤



検証結果

機械系不良

ズレ発生

＊モータ（主軸）と回転軸のバラ
ンスが取れていなかった（ズレ）

加工にも大きく影響を及ぼす。

力の加わる方向

モ
ー
タ
側

イメージ写真

ズ
レ



◆精査 寄与率を基に数値を％へ変換



◆精査 精査した％で総合評価



異常運転状態（熱振動）
に起因している

対象設備：MC（マシニングセンタ）



検証結果

アラーム＝異常

主軸にＩＯＣ（過電流）表示。

モータ絶縁は無限大オーム。

パワートランジスタＷ相とＮ間で

無限Ωの所が５Ωまで抵抗値

が下がっていました。

モータには異常は見られなかった

負荷負荷負荷負荷

ズレ



◆精査 寄与率を基に数値を％へ変換



◆精査 精査した％で総合評価
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測定方法フローチャート測定方法フローチャート

配電盤で活線状態で測定
プローブを近づけて測定。

測定完了
＋

解析完了

パソコンに転送

メモリータグに保存

本体より直接印刷



予知保全の導入

導入前導入前導入前導入前 導入後導入後導入後導入後

予知保全導入前

予知保全導入後

定期一斉メンテナンスで
部品交換を行なっていた

負荷レベル
を管理

メンテナンス時期を予測

サイクルの延長

サイクルUP



予知保全・メンテ時期の見極め

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

設備設備設備設備　　　　AAAA

注意ライン

要注意ライン

モータの異常を事前に予知

モータを最適な状態へ維持

予想曲線を基に推察

グリス切れ
異常過熱熱発生

破損！

事故と保全の分かれ目

調査と対策

実施



簡単・安全簡単・安全 活線診断活線診断

� 非接触非接触非接触非接触のためのためのためのため作業時作業時作業時作業時のののの感電感電感電感電リスクリスクリスクリスクはははは少少少少ないないないない。。。。

� 作業作業作業作業はははは低圧分電盤内低圧分電盤内低圧分電盤内低圧分電盤内でででで行行行行うためうためうためうため現場作業現場作業現場作業現場作業のののの
リスクリスクリスクリスクはははは軽減軽減軽減軽減されるされるされるされる。。。。

� 停止状態停止状態停止状態停止状態でのでのでのでの測定測定測定測定ではではではでは実負荷状況実負荷状況実負荷状況実負荷状況によるによるによるによる不不不不
具合具合具合具合はははは見出見出見出見出せないせないせないせないがががが、、、、活線状態活線状態活線状態活線状態でででで診断診断診断診断するするするする
事事事事によりによりによりにより、、、、実際実際実際実際のののの運転状態運転状態運転状態運転状態のののの負荷状態負荷状態負荷状態負荷状態でのでのでのでの
異常異常異常異常・・・・劣化劣化劣化劣化をををを判別判別判別判別するするするする。。。。



総括総括

� 突発事故突発事故突発事故突発事故はありえないはありえないはありえないはありえない。。。。

� 重大事故重大事故重大事故重大事故はははは初期症状初期症状初期症状初期症状のののの積積積積みみみみ重重重重ねでねでねでねで
必然的必然的必然的必然的にににに発生発生発生発生するものするものするものするもの。。。。

� 機械機械機械機械はははは何何何何らかのらかのらかのらかの警告警告警告警告をををを出出出出しているしているしているしている。。。。

� これこれこれこれはははは予知保全予知保全予知保全予知保全でででで解消解消解消解消することがすることがすることがすることが出出出出
来来来来るるるる。。。。



エイテック株式会社
環境理念

エイテックは地球環境憲章に基づき地球環
境との共存を図り、
持続発展が可能な社会の実現を
d-Value (診断の価値）
の追求によって貢献します。



おおおお問合問合問合問合せせせせ先先先先

エイテックエイテックエイテックエイテック株式会社株式会社株式会社株式会社
京都市左京区静市野中町京都市左京区静市野中町京都市左京区静市野中町京都市左京区静市野中町１７４１７４１７４１７４番地番地番地番地

ＴＥＬ（ＴＥＬ（ＴＥＬ（ＴＥＬ（０７５０７５０７５０７５））））７０５７０５７０５７０５－－－－６８６８６８６８６８６８６８６８

ＦＡＸ（ＦＡＸ（ＦＡＸ（ＦＡＸ（０７５０７５０７５０７５））））７０５７０５７０５７０５－－－－６８６９６８６９６８６９６８６９

Ｅ－ＭＡＩＬＥ－ＭＡＩＬＥ－ＭＡＩＬＥ－ＭＡＩＬ atec@atecatec@atecatec@atecatec@atec----ks.co.jpks.co.jpks.co.jpks.co.jp



ありがとうございました。



追記追記追記追記

・・・・ケーブルケーブルケーブルケーブル診断器診断器診断器診断器にごにごにごにご興味興味興味興味のあるのあるのあるのある方方方方はははは御問合御問合御問合御問合せせせせ
下下下下さいさいさいさい。。。。

・・・・弊社社長弊社社長弊社社長弊社社長メッセージメッセージメッセージメッセージがががが以下以下以下以下のところにありますのところにありますのところにありますのところにあります。。。。

http://www.atechttp://www.atechttp://www.atechttp://www.atec----ks.co.jp/ms7.htmlks.co.jp/ms7.htmlks.co.jp/ms7.htmlks.co.jp/ms7.html

・・・・製品取扱製品取扱製品取扱製品取扱いいいい動画動画動画動画がががが以下以下以下以下のところにありますのところにありますのところにありますのところにあります。。。。

http://www.atechttp://www.atechttp://www.atechttp://www.atec----ks.co.jp/ksks.co.jp/ksks.co.jp/ksks.co.jp/ks----3kmodel.mpg3kmodel.mpg3kmodel.mpg3kmodel.mpg


