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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軸受装置の回転部品の振動を検出して電気信号として出力する検出部と、前記電気信号
の波形にエンベロープ分析及び周波数分析を行って診断用スペクトルデータを算出し、前
記回転部品の異常に起因して振動が発生する振動発生周波数成分での前記診断用スペクト
ルデータのレベルと基準レベルとを比較照合し、その照合結果に基づき前記回転部品の異
常の有無及び異常部位を判定する信号処理部と、を備える異常診断装置であって、
　前記信号処理部は、前記電気信号の波形にエンベロープ分析及び周波数分析を行って得
たエンベロープ周波数スペクトルを内部メモリに記憶し、前記検出部が複数回に渡って検
出した前記電気信号の波形から得た複数の前記エンベロープ周波数スペクトルを掛け合わ
せて前記診断用スペクトルデータを算出することを特徴とする異常診断装置。
【請求項２】
　前記信号処理部による処理、及び前記信号処理部が判定した結果を制御部に出力する処
理を行なうマイクロコンピュータを具備したことを特徴とする請求項１に記載の異常診断
装置。
【請求項３】
　前記軸受装置は鉄道車両用軸受装置であることを特徴とする請求項１または２に記載の
異常診断装置。
【請求項４】
　前記軸受装置は風車用軸受装置であることを特徴とする請求項１または２に記載の異常
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診断装置。
【請求項５】
　前記軸受装置は工作機械主軸用軸受装置であることを特徴とする請求項１または２に記
載の異常診断装置。
【請求項６】
　軸受装置の回転部品の振動を検出して電気信号として出力し、前記電気信号の波形にエ
ンベロープ分析及び周波数分析を行って診断用スペクトルデータを算出し、前記回転部品
の異常に起因して振動が発生する振動発生周波数成分での前記診断用スペクトルデータの
レベルと基準レベルとを比較照合し、その照合結果に基づき前記回転部品の異常の有無及
び異常部位を判定する異常診断方法であって、
　前記電気信号の波形にエンベロープ分析及び周波数分析を行って得られたエンベロープ
周波数スペクトルを内部メモリに記憶し、複数回に渡って検出された前記電気信号の波形
から得られた複数の前記エンベロープ周波数スペクトルを掛け合わせて前記診断用スペク
トルデータを算出することを特徴とする異常診断方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機械設備、例えば、減速機や電動機あるいは風車や鉄道車両等に用いられる
回転部品の異常診断装置及び異常診断方法に関し、特に、該部品の異常の有無や前兆、或
いはその異常部位を特定する異常診断装置及び異常診断方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モータ等の回転装置の軸受部に対する異常診断方法としては、既に様々な方法が提案さ
れている（例えば、特許文献１参照。）。最も一般的なものとしては、特許文献１に記載
されるように、軸受部に加速度計を設置し、該軸受部の振動加速度を計測し、更に、この
信号にＦＦＴ（高速フーリエ変換）処理を行って振動発生周波数成分の信号を抽出して診
断を行う方法が知られている。
【特許文献１】特開２００２－２２６１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述の異常診断方法では、微小な異常による振動ピークを分析するにあ
たりウェーブレット分析などの複雑な処理を必要としている。
【０００４】
　本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、比較的簡単な処理
で診断精度をできるだけ確保しつつ、微小な異常の有無や異常の部位を特定することがで
きる異常診断装置及び異常診断方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の目的は、下記の構成により達成される。
（１）　軸受装置の回転部品の振動を検出して電気信号として出力する検出部と、電気信
号の波形にエンベロープ分析及び周波数分析を行って診断用スペクトルデータを算出し、
回転部品の異常に起因して振動が発生する振動発生周波数成分での診断用スペクトルデー
タのレベルと基準レベルとを比較照合し、その照合結果に基づき回転部品の異常の有無及
び異常部位を判定する信号処理部と、を備える異常診断装置であって、信号処理部は、電
気信号の波形にエンベロープ分析及び周波数分析を行って得たエンベロープ周波数スペク
トルを内部メモリに記憶し、検出部が複数回に渡って検出した電気信号の波形から得た複
数のエンベロープ周波数スペクトルを掛け合わせて診断用スペクトルデータを算出するこ
とを特徴とする異常診断装置。
【０００８】
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（２）　信号処理部による処理、及び信号処理部が判定した結果を制御部に出力する処理
を行なうマイクロコンピュータを具備したことを特徴とする（１）に記載の異常診断装置
。
（３）　軸受装置は鉄道車両用軸受装置であることを特徴とする（１）または（２）に記
載の異常診断装置。
（４）　軸受装置は風車用軸受装置であることを特徴とする（１）または（２）に記載の
異常診断装置。
（５）　軸受装置は工作機械主軸用軸受装置であることを特徴とする（１）または（２）
に記載の異常診断装置。
【００１１】
（６）　軸受装置の回転部品の振動を検出して電気信号として出力し、電気信号の波形に
エンベロープ分析及び周波数分析を行って診断用スペクトルデータを算出し、回転部品の
異常に起因して振動が発生する振動発生周波数成分での診断用スペクトルデータのレベル
と基準レベルとを比較照合し、その照合結果に基づき回転部品の異常の有無及び異常部位
を判定する異常診断方法であって、
　電気信号の波形にエンベロープ分析及び周波数分析を行って得られたエンベロープ周波
数スペクトルを内部メモリに記憶し、複数回に渡って検出された電気信号の波形から得ら
れた複数のエンベロープ周波数スペクトルを掛け合わせて診断用スペクトルデータを算出
することを特徴とする異常診断方法。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の異常診断装置及び異常診断方法によれば、診断用スペクトルデータとして、複
数のエンベロープ周波数スペクトルデータを掛け合わせて算出したデータとすることで、
微小な異常で発生する信号のピークレベルをノイズレベルに対してより大きく増幅させる
ことができ、簡単な構成で、診断精度をできるだけ確保しつつ、異常の有無や異常の部位
を特定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の各実施形態に係る異常診断装置及び異常診断方法について図面を参照し
て詳細に説明する。
【００１５】
　まず、図１に示されるように、第１実施形態の異常診断装置は、機械設備１０から発生
する信号を検出する検出部２０と、検出部２０の出力した電気信号から機械設備１０の異
常等の状態を判定するための信号処理部３２及び機械設備１０を駆動制御する制御部３４
とを備えた制御器３０と、モニタや警報機等の出力装置４０とを備える。
【００１６】
　機械設備１０には、回転部品である転がり軸受１２が設けられており、転がり軸受１２
は、回転軸（図示せず）に外嵌される回転輪である内輪１４と、ハウジング（図示せず）
に内嵌される固定輪である外輪１６と、内輪１４及び外輪１６との間に配置された複数の
転動体である玉１８と、玉１８を転動自在に保持する保持器（図示せず）とを備える。
【００１７】
　検出部２０は、運転中に転がり軸受１２から発生する振動を検出するための加速度セン
サ２２を備える。加速度センサ２２は、ボルト固定、接着、ボルト固定と接着、或いはモ
ールド材による埋め込み等によってハウジングの外輪近傍に固定されている。なお、ボル
ト固定の場合には、回り止め機能を備えるようにしてもよい。また、センサ２２をモール
ドする場合には、防水性が図られると共に、外部からの加振に対する防振性が向上するた
め、センサ２２自体の信頼性を飛躍的に向上することができる。
【００１８】
　加えて、振動を検出するセンサとして、加速度センサ２２を示したが、ほかにも、ＡＥ
（acoustic emission）センサ、超音波センサ、ショックパルスセンサ、マイクロホン等
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や、或いは、速度、加速度、歪み、応力、変位型等、転がり軸受１２の振動に起因して発
生する物理量を電気信号化できるものであればよい。また、ノイズが多いような機械装置
に取り付ける際には、絶縁型を使用する方がノイズの影響を受けることが少ないので好ま
しい。さらに、圧電素子等の振動検出素子を使用する場合には、この素子をプラスチック
等にモールドして構成してもよい。
【００１９】
　信号処理部３２及び制御部３４を備える制御器３０は、マイクロコンピュータ（ＩＣチ
ップ，専用マイクロチップ，ＣＰＵ，ＭＰＵ，ＤＳＰ等）によって構成されており、デー
タ伝送手段２４を介してセンサ２２からの電気信号を受け取る。
【００２０】
　信号処理部３２は、図２に示されるように、データ蓄積分配部５０、回転分析部５２、
フィルタ処理部５４、振動分析部５６、診断用スペクトル算出部５８、比較判定部６０、
及び内部メモリ６２を備える。データ蓄積分配部５０は、センサ２２からの電気信号及び
回転速度に関する電気信号を受け取り一時的に蓄積すると共に、信号の種類に応じて各分
析部５２，５６の何れかに信号を振り分ける収集および分配機能を有している。各種信号
は、データ蓄積分配部５０に送られる以前に、図示しないＡ／Ｄコンバータによりデジタ
ル信号にＡ／Ｄ変換され、図示しない増幅器によって増幅された後にデータ蓄積分配部５
０に送られる。なお、Ａ／Ｄ変換と増幅は、順序が逆であっても構わず、また、いずれか
一方が行われてもよい。
【００２１】
　回転分析部５２は、回転速度を検出するセンサ（図示せず）からの出力信号を基に、内
輪１４、即ち回転軸の回転速度を算出し、算出した回転速度を比較判定部６０に送信する
。なお、上記検出素子が、内輪１４に取り付けられたエンコーダと外輪１６に取り付けら
れた磁石及び磁気検出素子で構成されている場合には、検出素子が出力する信号は、エン
コーダの形状と回転速度に応じたパルス信号となる。回転分析部５２は、エンコーダの形
状に応じた所定の変換関数又は変換テーブルを有しており、関数またはテーブルに従って
、パルス信号から内輪１４及び回転軸の回転速度を算出する。
【００２２】
　フィルタ処理部５４は、回転部品である転がり軸受１２の固有振動数に基づいて、振動
信号からその固有振動数に対応する所定の周波数帯域のみを抽出し、不要な周波数帯域を
除去する。この固有振動数は、回転部品を被測定物として、打撃法により加振し、被測定
物に取り付けた振動検出器又は打撃により発生した音響を周波数分析することにより容易
に求めることができる。なお、被測定物が軸受の場合には、内輪、外輪、転動体、保持器
等のいずれかに起因する固有振動数が与えられる。一般的に、機械部品の固有振動数は複
数存在し、また固有振動数での振幅レベルは高くなるため測定の感度がよい。
【００２３】
　振動分析部５６は、センサ２２からの出力信号を基に、絶対値処理やエンベロープ処理
を行った後、軸受１２に発生している振動の周波数分析を行う。具体的に、振動分析部５
６は、振動信号の周波数スペクトルを算出するＦＦＴ計算部を備え、ＦＦＴのアルゴリズ
ムに基づいて、振動の周波数スペクトルを算出する。算出された周波数スペクトルは、診
断用スペクトル算出部５８に送信される。
【００２４】
　診断用スペクトル算出部５８は、振動分析部５６にてエンベロープ及び周波数分析によ
り得られるエンベロープ周波数スペクトルデータを１より大きな値を指数としてべき乗し
た診断用スペクトルデータを算出する。指数の値としては、１より大きな実数を採用する
ことができるが、診断精度を向上する点からは２以上、計算時間の観点からは１０以下で
あることが望ましく、２～５の整数を用いることがさらに望ましい。
【００２５】
　比較判定部６０は、転がり軸受１２に起因した周波数成分と診断用スペクトル算出部５
８による振動の診断用スペクトルデータの周波数成分とを比較照合する。本実施形態では
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、比較判定部６０は、診断用スペクトルデータから基準値（例えば、音圧レベル或いは電
圧レベル）を算出する一方、図４に示す関係式を用いて転がり軸受の傷に起因する周波数
（振動発生周波数）を計算し、診断用スペクトルデータから振動発生周波数での音圧レベ
ル（又は電圧レベル）を抽出して、基準値と比較している。さらに、比較判定部６０は、
判定結果に基づき、異常の有無及び異常部位の特定を行う。
【００２６】
　なお、振動発生周波数の演算は、これより前に行ってもよく、以前に同様の診断を行っ
ている場合には、内部メモリ６２に記憶し、そのデータを用いてもよい。また、算出に用
いる各回転部品の設計諸元データは事前に入力記憶させておく。
【００２７】
　そして、比較判定部６０での判定結果は、メモリやＨＤＤ等の内部メモリ６２に保存さ
れても良いし、データ伝送手段４２を介して出力装置４０へ伝送されてもよい。また、こ
の判定結果を、機械設備１０の駆動機構の動作を制御する制御部３４へ出力し、この判定
結果に応じた制御信号をフィードバックするようにしてもよい。
【００２８】
　また、出力装置４０は、判定結果をモニタ等にリアルタイムに表示してもよいし、異常
が検出された場合にはライトやブザー等の警報機を使って異常の通知を行なってもよい。
なお、データ伝送手段２４，４２は、的確に信号を送受信可能であれば良く、有線でも良
いし、ネットワークを考慮した無線を利用しても良い。
【００２９】
　次に、図３を参照して、振動信号を基にした異常診断の処理フローの具体例について説
明する。
【００３０】
　まず、センサ２２は各回転部品の振動を検出する（ステップＳ１０１）。検出された振
動信号は、Ａ／Ｄ変換器によりデジタル信号に変換され（ステップＳ１０２）、所定の増
幅率で増幅された後（ステップＳ１０３）、フィルタ処理部５４により振動信号のノイズ
成分を除去または所定の周波数帯域のみを抽出するフィルタ処理が行われる（ステップＳ
１０４）。その後、振動分析部５６では、フィルタ処理後のデジタル信号に対してエンベ
ロープ処理を施し（ステップＳ１０５）、エンベロープ処理後のデジタル信号の周波数ス
ペクトルを求める（ステップＳ１０６）。さらに、診断用スペクトル算出部５８にて、エ
ンベロープ周波数スペクトルデータを１より大きな値を指数としてべき乗した診断用スペ
クトルデータを算出する（ステップＳ１０７）。なお、増幅処理やフィルタ処理は必要に
応じて適宜行われており、ステップＳ１０２で得られたデジタル信号が直接エンベロープ
処理されてもよい。
【００３１】
　次に、図４に示す関係式から、回転速度信号に基づき各回転部品の異常に起因して発生
する振動発生周波数を求め（ステップＳ１０８）、求めた周波数に対して各回転部品の異
常周波数帯域の音圧レベル（転がり軸受１２の場合には、軸受傷成分Ｓｘ、即ち、内輪傷
成分Ｓｉ、外輪傷成分Ｓｏ、転動体傷成分Ｓｂ及び保持器成分Ｓｃ）を求める（ステップ
Ｓ１０９）。
【００３２】
　一方、診断用スペクトル算出部で得られた診断用スペクトルデータから異常診断に用い
られる基準値（例えば、音圧レベル或いは電圧レベル）を算出する（ステップＳ１１０）
。ここで、この基準値は、任意の時間におけるスペクトル曲線のデジタル信号の実効値、
クレストファクタ（ピーク値／実効値）、クルトシス、ピーク値、またこれらの値を基に
算出したものであってもよい。
【００３３】
　次いで、ステップＳ１０９で算出された各回転部品の異常周波数帯域の音圧レベル（又
は電圧レベル）とステップＳ１１０で計算された基準値との比較を設計諸元の異なる回転
部品毎に分けて順番に行う（ステップＳ１１１）。全ての成分が一致しない時は回転部品
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に異常なしとして判断する（ステップＳ１１２）。一方、いずれかの成分が一致する場合
には、異常有りと判断してその異常部位を特定する（ステップＳ１１３）と共に、その照
合結果を制御部３４や、モニタや警報機等の出力装置４０に出力する（ステップＳ１１４
）。
【００３４】
　このように本実施形態では、診断用スペクトル算出部５８にてエンベロープ周波数スペ
クトルデータを１より大きな値を指数としてべき乗した診断用スペクトルデータを算出し
たので、回転部品の欠陥または異常が微小で、欠陥または異常を示す信号が小さい場合で
あっても、このピークレベルをノイズレベルに対してより大きく増幅させることができる
。この結果、この診断用スペクトルデータの周波数成分と回転部品に起因した周波数成分
とを比較照合し、その照合結果に基づき回転部品の異常の有無及び異常部位を判定するこ
とで、簡単な構成で、ノイズの影響を受け難くして、診断精度をできるだけ確保しつつ、
異常の有無や異常の部位を特定することができる。
【００３５】
　また、本実施形態の機械装置の異常診断装置及び異常診断方法によれば、信号処理部を
マイクロコンピュータで構成するようにしたので、信号処理部がユニット化され、異常診
断装置の小型化やモジュール化を図ることができる。
【００３６】
　次に、本発明の第２実施形態に係る異常診断装置及び異常診断方法について図５の処理
フローを参照して詳細に説明する。なお、本実施形態は、診断用スペクトル算出部の処理
において第１実施形態と異なるのみであるため、第１実施形態と同等部分については、同
一符号を付して説明を省略あるいは簡略化する。
【００３７】
　本実施形態の異常診断では、各回転部品の振動検出（ステップＳ１０１）を複数回行い
、各検出信号に対して第１実施形態のステップＳ１０２～Ｓ１０６と同様の処理を行い、
得られたエンベロープ周波数スペクトルをそれぞれ内部メモリ６２に記憶しておく。そし
て、診断用スペクトル算出部５８は、内部メモリ６２に蓄積された複数のエンベロープ周
波数スペクトルデータを平均化して、診断用スペクトルデータを算出する（ステップＳ１
０７Ａ）。その後、第１実施形態のステップＳ１０８～Ｓ１１４と同様に、得られた診断
用スペクトルデータの周波数成分と回転部品に起因した周波数成分とを比較照合し、その
照合結果に基づき回転部品の異常の有無及び異常部位を判定する。
【００３８】
　従って、本実施形態の異常診断装置及び異常診断方法によれば、診断用スペクトルデー
タを、エンベロープ及び周波数分析を複数回行うことにより得られる複数のエンベロープ
周波数スペクトルデータを平均化したデータとすることで、第１実施形態と同様、回転部
品の欠陥または異常が微小で、欠陥または異常を示す信号が小さい場合であっても、この
ピークレベルをノイズレベルに対してより大きく増幅させることができる。この結果、こ
の診断用スペクトルデータの周波数成分と回転部品に起因した周波数成分とを比較照合し
、その照合結果に基づき回転部品の異常の有無及び異常部位を判定することで、簡単な構
成で、ノイズの影響を受け難くして、診断精度をできるだけ確保しつつ、異常の有無や異
常の部位を特定することができる。
　なお、その他の構成及び作用については、第１実施形態のものと同様である。
【００３９】
　次に、本発明の第３実施形態に係る異常診断装置及び異常診断方法について図６の処理
フローを参照して詳細に説明する。なお、本実施形態は、診断用スペクトル算出部の処理
において第１実施形態と異なるのみであるため、第１実施形態と同等部分については、同
一符号を付して説明を省略あるいは簡略化する。
【００４０】
　本実施形態の異常診断では、各回転部品の振動検出（ステップＳ１０１）を複数回行い
、各検出信号に対して第１実施形態のステップＳ１０２～Ｓ１０６と同様の処理を行い、
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得られたエンベロープ周波数スペクトルをそれぞれ内部メモリ６２に記憶しておく。そし
て、診断用スペクトル算出部５８は、内部メモリ６２に蓄積された複数のエンベロープ周
波数スペクトルデータを掛け合わせて、診断用スペクトルデータを算出する（ステップＳ
１０７Ｂ）。その後、第１実施形態のステップＳ１０８～Ｓ１１４と同様に、得られた診
断用スペクトルデータの周波数成分と回転部品に起因した周波数成分とを比較照合し、そ
の照合結果に基づき回転部品の異常の有無及び異常部位を判定する。
【００４１】
　従って、本実施形態の異常診断装置及び異常診断方法によれば、診断用スペクトルデー
タを、エンベロープ及び周波数分析を複数回行うことにより得られる複数のエンベロープ
周波数スペクトルデータを掛け合わせて算出したデータとすることで、第１実施形態同様
、回転部品の欠陥または異常が微小で、欠陥または異常を示す信号が小さい場合であって
も、このピークレベルをノイズレベルに対してより大きく増幅させることができる。この
結果、この診断用スペクトルデータの周波数成分と回転部品に起因した周波数成分とを比
較照合し、その照合結果に基づき回転部品の異常の有無及び異常部位を判定することで、
簡単な構成で、ノイズの影響を受け難くして、診断精度をできるだけ確保しつつ、異常の
有無や異常の部位を特定することができる。
　なお、その他の構成及び作用については、第１実施形態のものと同様である。
【００４２】
　次に、図７を参照して、本発明の第４実施形態に係る異常診断装置及び異常診断方法に
ついて詳細に説明する。なお、第１実施形態と同等部分については、同一符号を付して説
明を省略あるいは簡略化する。
【００４３】
　本実施形態は、複数の転がり軸受１２，１２を備えた機械設備７０の異常診断装置にお
いて、センサ２２を含んだ検出部とマイクロコンピュータ５０からなる信号処理部とを組
み合わせた、単一の処理ユニット８０を転がり軸受１２の軸受装置内に組み込んでいる。
これにより、異常診断装置は管理を集中して行えるため、効率的な監視が可能である。ま
た、単一の処理ユニットを軸受装置内に組み込むことで、装置全体がコンパクトになると
いったメリットがあり好ましい。なお、この単一の処理ユニットは、機械設備内に組み込
んでコンパクト化を図っても良く、また、複数の転がり軸受に対して単一の処理ユニット
を構成するようにしても良い。
　その他の構成および作用については、第１実施形態のものと同様である。異常診断の処
理フローについては、第１～第３実施形態のいずれのものであってもよい。
【００４４】
　なお、本発明は上記実施形態に限定されるものでなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲
において適宜変更可能である。
【００４５】
　本発明の機械設備は、異常診断対象である回転部品を備えたものであればよく、鉄道車
両用軸受装置、風車用軸受装置、工作機械主軸用軸受装置等を含む。特に、本発明の異常
診断装置を鉄道車両用軸受装置に適用することで、速度が変化したり、カーブ走行等で正
常時でも振動加速度が変化する条件で使用される場合にも正確な異常診断を行うことがで
きる。また、本発明の異常診断装置を風車用軸受装置に適用することで、風向きや風の強
さ、さらには外部温度が変化する条件下で長期に亘り使用される場合でも信頼性を確保し
た異常診断を提供でき、加えて、本発明の異常診断装置を工作機械主軸用軸受装置に適用
することで、高速、高精度での回転条件下での正確な異常診断を提供できる。
【００４６】
　また、回転部品としては、転がり軸受、歯車、車輪、ボールねじ等であってもよく、損
傷によって周期的な振動を発生する部品であれば良い。
【実施例】
【００４７】
　以下、本発明の異常診断装置及び異常診断方法を用いた具体例について示す。
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【００４８】
　図８は、外輪軌道面に欠陥をつけた複列円すいころ軸受（内径１２０ｍｍ，外径２２０
ｍｍ、幅１５５ｍｍ）の内輪が６８４min-1で回転中にノイズが入った時のハウジングの
振動をエンベロープ処理後に周波数分析を行い、第１実施形態の手法（即ち、エンベロー
プ周波数スペクトルを４乗倍）を用いて算出した診断用スペクトルデータを表示したもの
であり、
　図９は、第２実施形態の手法（即ち、４個のエンベロープ周波数スペクトルを平均化）
を用いて算出した診断用スペクトルデータを表示したものであり、図１０は、第３実施形
態の手法（即ち、４個のエンベロープ周波数スペクトルを掛け合わせた）を用いて算出し
た診断用スペクトルデータを表示したものであり、図１１は本手法を用いずに周波数分析
後のエンベロープ周波数スペクトルをそのまま表示したものである。ここで、実線は実測
した振動データに基づくエンベロープ周波数スペクトル、点線は基準値（実効値の３倍）
、一点鎖線は回転速度６８４min-1に基づく外輪損傷に起因した周波数成分を示している
。
【００４９】
　図１１では、ノイズ成分が大きいため軸受の発生周波数のピークとのＳＮ比が悪く、基
準値を超えるピークがほとんど存在しない状態になっており、軸受に起因した周波数成分
との照合が困難になっている。つまり、この場合は、１次成分が一致しているが、ノイズ
成分なのか、軸受に起因した成分なのか分別が困難なため、診断精度に影響を及ぼしてい
る。一方、図８～１０に示す診断用スペクトルデータでは、基準値を越えるピークが外輪
損傷に起因した周波数成分と一致していることがはっきりとわかり、軸受の外輪が損傷し
ていると精度よく診断することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の第１実施形態である異常診断装置の概略図である。
【図２】図１の信号処理部のブロック図である。
【図３】本発明の第１実施形態である異常診断方法を示すフローチャートである。
【図４】軸受の傷の部位と、傷に起因して発生する振動発生周波数の関係を示す図である
。
【図５】本発明の第２実施形態である異常診断方法を示すフローチャートである。
【図６】本発明の第３実施形態である異常診断方法を示すフローチャートである。
【図７】本発明の第４実施形態である異常診断装置の概略図である。
【図８】本発明の第１実施形態の異常診断を説明するための診断用スペクトル曲線のグラ
フである。
【図９】本発明の第２実施形態の異常診断を説明するための診断用スペクトル曲線のグラ
フである。
【図１０】本発明の第３実施形態の異常診断を説明するための診断用スペクトル曲線のグ
ラフである。
【図１１】従来の異常診断を説明するための実測スペクトル曲線のグラフである。
【符号の説明】
【００５１】
１０　機械設備
１２　転がり軸受（回転部品）
２０　検出部
２２　センサ
３０　制御器
３２　信号処理部
３４　制御部
４０　出力装置
５０　データ蓄積分配部
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５２　回転分析部
５４　フィルタ処理部
５６　振動分析部
５８　診断用スペクトル算出部
６０　比較判定部
６２　内部メモリ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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(13) JP 4935165 B2 2012.5.23

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開昭５６－０７０４２６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０６２１５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２９０８９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００４／１１１９９６（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００４－３１７９９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０７－３１１０８２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０３－２２１３５４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１６０６３８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｍ　　１３／０４　　　　
              Ｇ０１Ｈ　　１７／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

