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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転機械部品を検査する方法であって、スマートフォンと、前記回転機械部品の状況を
検出しその検出データを前記スマートフォンに入力する専用センサとを用い、
　前記専用センサで検出し前記スマートフォンに付与された検出データを、前記スマート
フォンに備えられたデータ処理ソフトウェアと、前記回転機械部品の型番毎の仕様のデー
タとを用いてデータ処理する過程を含み、
　このデータ処理の処理結果を前記スマートフォンの画面に表示させ、
　前記データ処理ソフトウェアおよび前記回転機械部品の型番毎の仕様のデータを同じ可
搬の記憶装置に記憶し、
　この可搬の記憶装置を前記スマートフォンに接続し、
　前記可搬の記憶装置に記憶された前記データ処理ソフトウェアおよび前記回転機械部品
の型番毎の仕様のデータを、前記スマートフォンに入力し、
　前記スマートフォンは前記入力された前記データ処理ソフトウェアをインストールし、
　前記データ処理をすることは、前記スマートフォンの前記インストールされた前記デー
タ処理ソフトウェアが、前記入力された、前記仕様のデータを用いてデータ処理すること
を含む、
　回転機械部品の携帯端末利用検査方法。
【請求項２】
　請求項１において、前記携帯情報端末器に、前記データ処理ソフトウェアでデータ処理
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された処理結果を記憶し、複数の処理結果を比較する回転機械部品の携帯端末利用検査方
法。
【請求項３】
　請求項１または請求項２において、前記データ処理による処理結果として数値データを
求め、この数値データが、前記型番毎に定められた閾値を超えるか、または閾値以内であ
っても経時的な処理結果の比較で定められた条件に該当するときは異常であると判断し、
その判断結果を前記スマートフォンの画面に表示させる、回転機械部品の携帯端末利用検
査方法。
【請求項４】
　データ処理ソフトウェア、および前記回転機械部品の型番毎の仕様のデータを記憶した
可搬の記憶装置と専用センサを番号で対応させ、可搬の記憶装置を専用センサとセットで
販売する請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載の携帯端末利用検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、転がり軸受や等速ボールジョイント等の転動体を備えた機械部品である回
転機械部品の運転状態につき、一般に普及しているスマートフォン等の携帯情報端末器を
用いて検査する回転機械部品の携帯端末利用検査方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　軸受等の回転機械部品の検査方法として、軸受等の回転機械部品の振動や温度の測定を
行い、状態の表示や検査を行う方法がある（例えば、特許文献１，２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】実公平５－１７６２５号公報
【特許文献２】特許第２９５４１８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１，２等に開示された従来の検査方法は、検査するための専用の表示装置や処
理装置が必要であり、装置も大きく高価なものであり、一般的には使用が難しいという問
題点がある。
【０００５】
　この発明の目的は、一般的に普及している携帯情報端末器を使用し、これに入力する専
用センサ用いることで、軸受等の回転機械部品の動作状態を簡易に検査することができる
回転機械部品の携帯端末利用検査方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明の基本となる回転機械部品の携帯端末利用検査方法は、回転機械部品１を検査
する方法であって、汎用の携帯情報端末器２と、前記回転機械部品１の状況を検出しその
検出データを前記携帯情報端末器２に入力する専用センサ３とを用い、
　前記専用センサ３で検出し前記携帯情報端末器２に付与された検出データを、前記携帯
情報端末器２に備えられるか、またはサーバ６に備えられたデータ処理ソフトウェア４，
４Ａと、前記回転機械部品１の型番毎の仕様のデータ５とを用いてデータ処理し、処理結
果を前記携帯情報端末器２の画面２１ａに表示させる。
【０００７】
　この明細書において、「回転機械部品」は、転がり軸受や等速ボールジョイント等の転
動体を備えた機械部品を言う。前記汎用の携帯情報端末器２は、スマートフォンやタブレ
ット等であり、電話機能は必ずしも備えていなくても良いが、電話網，インターネット等
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の広域の通信回線網７を介してサーバ６と接続可能で、かつアプリケーションプログラム
をダウンロードしてインストール可能なＯＳ（オペレーションプログラム）９を有する情
報処理機器である。前記専用センサ３は、例えば振動を検出するピックアップや、温度検
出用のセンサであり、マイクロＵＳＢ（接続インターフェース規格であるＵＳＢ規格の一
つ）等の規格適合した端子８ａを持つケーブル８や、無線ＬＡＮ等で携帯情報端末器と接
続される。前記専用センサ３は、この他に、メモリチップやＵＳＢモメリ等の着脱自在な
記憶媒体を介して携帯情報端末器２にデータの入力が可能なものあっても良い。前記デー
タ処理ソフトウェア４は、前記携帯情報端末器２の持つＯＳ９上で実行するアプリケーシ
ョンプログラムである。前記回転機械部品１の型番は、軸受の場合、呼び名または呼び番
号等とも称される、仕様毎に定められた回転機械部品の番号、または回転機械部品の１個
毎に定められた番号である。前記仕様のデータ５は、回転機械部品１が転がり軸受の場合
、例えば、ボール個数、ボール径、内輪・外輪寸法等である。
【０００８】
　この構成によると、汎用の携帯情報端末器２を、専用センサの検出データを読み込む手
段、およびその検出データを処理するかまたはサーバに送って処理させる手段として用い
、かつ処理結果の表示手段として用いる。そのため、専用センサ３を準備するだけで、そ
の他は一般的に普及しているスマートフォンやタブレット等の携帯情報端末器２を用いて
、回転機械部品１の動作状態を簡易に検査することができる。データ処理ソフトウェア４
によるデータ処理には、前記仕様のデータ５と専用センサ３から付与された検出データの
他に、携帯情報端末器２の持つ手入力手段２２から入力した軸受等の回転機械部品１の回
転速度等のデータを用いても良い。
【０００９】
　前記回転機械部品１は、転がり軸受や等速ボールジョイント等の転動体を備えた機械部
品である。この種の回転機械部品１は、運転状態が振動や温度として表れるため、専用セ
ンサで振動および温度のいずれか一方または両方を検出することで、運転状態が検出でき
る。特に、転がり軸受の場合、振動，温度の検出により、異常判定や寿命判定等を適切に
行える。
【００１０】
　参考提案例となる機械部品の第１の携帯端末利用検査方法は、前記基本となる携帯端末
利用検査方法を具体化した一例であり、回転機械部品１を検査する方法であって、汎用の
携帯情報端末器２と、前記回転機械部品１の状況を検出しその検出データを前記携帯情報
端末器２に入力する専用センサ３とを用い、
　前記携帯情報端末器２に検査のためのデータ処理を行わせるデータ処理ソフトウェア４
、および前記回転機械部品の型番毎の仕様のデータ５を蓄積したサーバ６に、
　前記携帯情報端末器２からアクセスして、前記データ処理ソフトウェア４と検査対象の
回転機械部品１の仕様のデータ５とをダウンロードし、このダウンロードした前記データ
処理ソフトウェア４は前記携帯情報端末器２にインストールし　、
　前記専用センサ３で検出し前記携帯情報端末器２に付与された検出データを、前記携帯
情報端末器２にインストールされた前記データ処理ソフトウェア４により、前記ダウンロ
ードされた仕様のデータ５を用いてデータ処理し、処理結果を前記携帯情報端末器２の画
面２１ａに表示させる。
【００１１】
　この構成によると、汎用の携帯情報端末器２をデータ処理および結果の表示手段として
用い、また、サーバ６からデータ処理ソフトウェア４および回転機械部品１の仕様のデー
タ５をダウンロードする。そのため、専用センサ３を準備するだけで、その他は一般的に
普及しているスマートフォンやタブレット等の携帯情報端末器２を用いて、回転機械部品
１の動作状態を簡易に検査することができる。データ処理ソフトウェア４によるデータ処
理には、前記仕様のデータ５と専用センサ３から付与された検出データの他に、携帯情報
端末器２の持つ手入力手段２２から入力した軸受等の回転機械部品１の回転速度等のデー
タを用いても良い。
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【００１２】
　この発明方法において、前記回転機械部品１である転がり軸受の仕様のデータ５は、前
記サーバ６において、軸受種類別に階層的に分類され、前記携帯情報端末器２にダウンロ
ードされた前記仕様のデータ５を、前記携帯情報端末器２内で軸受種類別に階層的に分類
されたフォルダ２６ａ内に最下層のファイルとして保存するようにしても良い。
　軸受種類で分類して携帯情報端末器２にその軸受の仕様のデータ５が保存されていると
、必要な軸受の仕様のデータ５が容易に，かつ迅速に選択できる。
　前記階層的な分類は、玉軸受ところ軸受の分類や、玉軸受のうちの深溝玉軸受、アンギ
ュラ玉軸受等、ころ軸受のうちのテーハころ軸受、円筒ころ軸受、針状ころ軸受等の分類
、さらに軸受サイズ、シール付き、シール無し、シール形式等である。なお、玉軸受とこ
ろ軸受とに分類せずに、玉軸受およびテーバ軸受等を同じ階層として分類しても良い。
【００１３】
　この発明において、前記専用センサ３は専用番号を付して販売し、この専用番号を用い
て、前記携帯情報端末器２による前記データ処理ソフトウェア４の前記ダウンロードを可
能としても良い。この場合、専用センサ３にデータ処理ソフトウェア４の使用料を含めて
販売でき、データ処理ソフトウェア４に対する料金の徴収、支払いが便利である。
【００１４】
　データ処理ソフトウェア４の他の料金徴収の方法として、前記サーバ６が、前記データ
処理ソフトウェア４のダウンロード毎に課金を行うようにしても良い。課金の方法は、ク
レジットカードやプリペイドカード等により通信によって支払いを行わせるようにしても
良く、また請求書の発行を行うようにしても良い。この場合、データ処理ソフトウェア４
と専用センサ３の料金を明確に区別できる。
【００１５】
　この発明において、前記サーバ６が、前記携帯情報端末器２により前記データ処理ソフ
トウェア４でデータ処理された処理結果を記憶する処理結果記憶手段３１を有し、前記デ
ータ処理ソフトウェア４は、前記処理結果を複数比較する機能を有し、この比較する機能
を用いて前記複数の前記処理結果を比較しても良い。
　複数の処理結果を比較することで、より一層適切な検査や、検査結果の評価を行うこと
ができる。
【００１６】
　参考提案例に係る第１の回転機械部品の携帯端末利用検査システムは、回転機械部品１
を検査するシステムであって、汎用の携帯情報端末器２で、前記回転機械部品１の状況を
検出し、その検出したデータを携帯情報端末器２に入力する専用センサ３と、前記携帯情
報端末器２に通信回線網７によって接続されるサーバ６とを備え、
　前記サーバ６は、前記携帯情報端末器２に検査のためのデータ処理を行わせるデータ処
理ソフトウェア４、および前記回転機械部品１の型番毎の仕様のデータ５を蓄積したデー
タベース１５を有し、前記携帯情報端末器２からのアクセスによって、前記データ処理ソ
フトウェア４と検査対象の回転機械部品１の仕様のデータ５とを前記携帯情報端末器２に
ダウンロード可能であり、
　前記データ処理ソフトウェア４は、前記携帯情報端末器２にインストールされて、前記
専用センサ３で検出し前記携帯情報端末器２に付与された検出データを、前記携帯情報端
末器２にダウンロードされた前記仕様のデータ５を用いてデータ処理し、処理結果を前記
携帯情報端末器２の画面２１ａに表示させる。
【００１７】
　この構成の検査システムの場合、この発明の検査方法につき前述したと同様に、一般的
に普及している携帯情報端末器２を使用し、これに入力する専用センサ３を用いることで
、軸受等の回転機械部品１の動作状態を簡易に検査することができる。
【００１８】
　参考提案例に係る回転機械部品１の携帯端末利用検査システムのサーバ６は、回転機械
部品１を検査する回転機械部品１の携帯端末利用検査システムを構成するサーバ６であっ
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て、前記携帯端末利用検査システムは、
　汎用の携帯情報端末器２と、前記回転機械部品１の状況を検出しその検出したデータを
前記携帯情報端末器２に通信手段または着脱自在な記憶媒体で付与可能な専用センサ３と
、前記携帯情報端末器２に入力する前記サーバ６とを備え、
　このサーバ６は、前記携帯情報端末器２に検査のためのデータ処理を行わせるデータ処
理ソフトウェア４、および前記回転機械部品１の型番毎の仕様のデータ５を蓄積したデー
タベース１５を有し、前記携帯情報端末器２からのアクセスによって、前記データ処理ソ
フトウェア４と検査対象の回転機械部品１の仕様のデータ５とを前記携帯情報端末器２に
ダウンロード可能であり、
　前記データ処理ソフトウェア４は、前記携帯情報端末器２にインストールされ　、前記
専用センサ３で検出し前記携帯情報端末器２に付与された検出データを、前記携帯情報端
末器２にダウンロードされた前記仕様のデータ５を用いてデータ処理し、処理結果を前記
携帯情報端末器２の画面２１ａに表示させる。
【００１９】
　この構成の場合、この発明の検査方法につき前述したと同様に、一般的に普及している
携帯情報端末器２を使用し、これに接続され、または記憶媒体を介して検出データを入力
する専用センサ３を用いることで、軸受等の回転機械部品１の動作状態を簡易に検査する
ことができる。
【００２０】
　前記提案例となる第１の回転機械部品の携帯端末利用検査方法において、前記データ処
理ソフトウェア４は、前記データ処理による処理結果として数値データを求め、この数値
データが、前記型番毎に定められた閾値を超えるか、または閾値以内であっても経時的な
処理結果の比較で定められた条件に該当するときは異常であると判断し、その判断結果を
前記携帯情報端末器２の画面２１ａに表示させるようにしても良い。
　このように、前記携帯情報端末器２で検出データの異常を判断して表示することで、回
転機械部品１に異常が発生したか否かを簡単に知ることができる。上記の「閾値以内であ
っても経時的な処理結果の比較で定められた条件に該当すると」とは、例えば、複数回の
検出データの前記処理結果である数値データが、前記閾値以内で定めた基準値を連続して
超える場合や、頻繁に超える場合等である。前記基準値は、前記検出データの処理結果で
ある数値データが一度超えた程度では異常とは判断できないが、上記のように連続して超
えたり、頻繁に超えたりすると異常と判断できる値である。このように、経時的な処理結
果を比較することで、異常の検出をより確実に行うことができる。
【００２１】
　この発明の回転機械部品の携帯端末利用検査方法は、具体的には、前記基本となる携帯
端末利用検査方法を具体化した他の例であり、回転機械部品１を検査する方法であって、
汎用の携帯情報端末器２と、前記回転機械部品１の状況を検出しその検出データを前記携
帯情報端末器２に入力する専用センサ３とを用い、
　前記携帯情報端末器２に、検査のためのデータ処理を行わせるデータ処理ソフトウェア
４、および前記回転機械部品の型番毎の仕様のデータ５を記憶した可搬の記憶装置３２か
ら、前記携帯情報端末器２に前記データ処理ソフトウェア４および前記仕様のデータ５を
入力し、この入力した前記データ処理ソフトウェア４は前記携帯情報端末器２にインスト
ールし、
　前記専用センサ３で検出し前記携帯情報端末器２に付与された検出データを、前記携帯
情報端末器２にインストールされた前記データ処理ソフトウェア４により、前記入力され
た仕様のデータ５を用いてデータ処理し、処理結果を前記携帯情報端末器２の画面２１ａ
に表示させる方法である。
　この方法の場合、サーバ６との通信を行わずにデータ処理ソフトウェア４のインストー
ルや、仕様のデータ５の入力が行える。前記可搬の記憶装置３２は、例えば前記専用セン
サ３とセットして販売しても良い。
　前記データ処理ソフトウェア４や仕様のデータ５は、前記携帯情報端末器２に保存し、
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使用するようにしても良い。
【００２２】
　また、前記携帯情報端末器２により前記データ処理ソフトウェアで４データ処理された
処理結果を携帯情報端末器２に記録し、複数の処理結果と比較しても良い。複数の処理結
果の比較の機能は、例えばデータ処理ソフトウェア４に持たせる。
　複数の処理結果を比較することで、より一層適切な検査や、検査結果の評価を行うこと
ができる。
【００２３】
　この発明の回転機械部品の携帯端末利用検査方法においても、前記データ処理　ソフト
ウェアは、前記データ処理による処理結果として数値データを求め、この数値データが、
前記型番毎に定められた閾値を超えるか、または閾値以内であっても経時的な処理結果の
比較で定められた条件に該当するときは異常であると判断し、その判断結果を前記携帯情
報端末器の画面に表示させるようにしても良い。
　このように、前記携帯情報端末器で検出データの異常を判断して表示することで、回転
機械部品に異常が発生したか否かを簡単に知ることができる。
【００２４】
　この発明の回転機械部品の携帯端末利用検査方法の場合に、データ処理ソフトウェア４
、および前記回転機械部品の型番毎の仕様のデータ５を記憶した可搬の記憶装置３２と専
用センサ３を番号で対応させ、可搬の記憶装置３２を専用センサ３とセットで販売しても
よい。
【００２５】
　第３の提案例の回転機械部品の携帯端末利用検査方法は、前記基本となる携帯　末利用
検査方法を具体化したさらに他の例であり、回転機械部品１を検査する方法であって、汎
用の携帯情報端末器２と、前記回転機械部品１の状況を検出しその検出データを前記携帯
情報端末器２に入力する専用センサ３と、サーバ６とを用い、
　前記サーバ６に、データ処理を行わせるデータ処理ソフトウェア４Ａ、および前記回転
機械部品の型番毎の仕様のデータ５を蓄積し、
　前記携帯情報端末器２に前記専用センサ３から入力された検出データを、この携帯情報
端末器２から前記サーバ６に送信し、
　このサーバ６は、受信した検出データを、前記データ処理ソフトウェア４Ａにより前記
型番毎の仕様のデータ５を用いて処理し、処理結果を前記携帯情報端末器２に送り返し、
　前記携帯情報端末器２は、この送り返された処理結果を画面２１ａに表示させる。
【００２６】
　この方法の場合、検出データの処理をサーバ６で行うため、携帯端末２から検出データ
の送信を行うことは必要となるが、サーバ６は携帯端末２に比べて大幅に高速の処理機能
を持つものが通常であるため、その高速の処理機能を用いて検出データの処理を高速に行
え、また高度な処理を行ってより詳しく精度の高い診断を行うことができる。その他の効
果は第１の携帯端末利用検査方法と同様である。
【００２７】
　このサーバ６でデータ処理を行う方法の場合も、前記携帯情報端末器２に、前記データ
処理ソフトウェア４Ａでデータ処理された処理結果を記憶し、携帯情報端末器２で複数の
処理結果を比較するようにしても良い。
【００２８】
　また、このサーバ６でデータ処理を行う方法の場合も、前記データ処理による処理結果
として数値データを求め、この数値データが、前記型番毎に定められた閾値を超えるか、
または閾値以内であっても経時的な処理結果の比較で定められた条件に該当するときは異
常であると判断し、その判断結果を前記携帯情報端末器２の画面に表示させるようにして
も良い。
【００２９】
　他の提案例の回転機械部品の携帯端末利用検査システムは、回転機械部品１を検査する
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システムであって、汎用の携帯情報端末器２と、前記回転機械部品１の状況を検出しその
検出したデータを前記携帯情報端末器２に入力する専用センサ３と、前記携帯情報端末器
２に通信回線網７によって接続されるサーバ６とを備え、
　前記携帯情報端末器２は、入力された前記回転機械部品１の型番と前記専用センサ３で
検出された検出データとを前記サーバ６に送信する検出データ送信手段３５を有し、
　前記サーバ６は、前記携帯情報端末器２から送信された検出データを、前記回転機械部
品１の型番毎の仕様のデータ５を用いて処理するデータ処理ソフトウェア４Ａと、処理結
果を前記携帯情報端末器２へ送り返す処理結果返送手段３４と有し、
　前記携帯情報端末器２は、この返送された処理結果を画面２１ａに表示させる処理結果
表示手段３６を有する。
　この構成の携帯端末利用検査システムにおいても、前記第３の回転機械部品の携帯端末
利用検査方法で説明したと同様に、サーバの持つ高速の処理機能を用いて検出データの処
理を高速に行え、また高度な処理を行ってより詳しく精度の高い診断を行うことができる
。
【発明の効果】
【００３０】
　この発明の基本となる回転機械部品の携帯端末利用検査方法は、回転機械部品を検査す
る方法であって、スマートフォンと、前記回転機械部品の状況を検出しその検出データを
前記スマートフォンに入力する専用センサとを用い、前記専用センサで検出し前記スマー
トフォンに付与された検出データを、前記スマートフォンに備えられるデータ処理ソフト
ウェアと、前記回転機械部品の型番毎の仕様のデータとを用いてデータ処理する過程を含
み、このデータ処理の処理結果を前記スマートフォンの画面に表示させ、前記データ処理
ソフトウェアおよび前記回転機械部品の型番毎の仕様のデータを同じ可搬の記憶装置に記
憶し、この可搬の記憶装置を前記スマートフォンに接続し、前記可搬の記憶装置に記憶さ
れた前記データ処理ソフトウェアおよび前記回転機械部品の型番毎の仕様のデータを、前
記スマートフォンに入力し、前記スマートフォンは前記入力された前記データ処理ソフト
ウェアをインストールし、　前記データ処理をすることは、前記スマートフォンの前記イ
ンストールされた前記データ処理ソフトウェアが、前記入力された、前記仕様のデータを
用いてデータ処理することを含むため、一般的に普及している携帯情報端末器を使用し、
これに入力する専用センサ用いることで、軸受等の回転機械部品の動作状態を簡易に検査
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】参考提案例に係る第１の実施形態に係る回転機械部品の携帯端末利用検査方法を
示す説明図である。
【図２】同携帯端末利用検査方法の具体的内容の説明図である。
【図３】同回転機械部品の携帯端末利用検査方法および検査システムの概念構成のブロッ
ク図である。
【図４】この発明の一実施形態に係る回転機械部品の携帯端末利用検査方法を示す説明図
である。
【図５】他の参考提案例に係る回転機械部品の携帯端末利用検査方法を示す説明図である
。
【図６】同回転機械部品の携帯端末利用検査方法および検査システムの概念構成のブロッ
ク図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　この発明に関連する第１の参考提案例を図１ないし図３と共に説明する。この携帯端末
利用検査方法は、回転機械部品１を検査する方法であって、スマートフォン等の汎用の携
帯情報端末器２と、これに接続される専用センサ３とを用い、携帯情報端末器２にデータ
処理ソフトウェア４と検査対象の回転機械部品１の仕様のデータ５とをサーバ６からダウ
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ンロードし、専用センサ３で検出した検出データを携帯情報端末器２の内部でデータ処理
してその画面２１ａに表示させる。
【００３９】
　回転機械部品１は、転がり軸受や等速ボールジョイント等の転動体を備えた機械部品で
ある。携帯情報端末器２は、スマートフォンやタブレット等であり、電話機能は必ずしも
備えていなくても良いが、電話網，インターネット等の広域の通信回線網７を介してサー
バ６と接続可能で、かつアプリケーションプログラムをダウンロードしてインストール可
能なＯＳ（オペレーションプログラム）９を有する情報処理機器である。なお、スマート
フォンは、上記の携帯情報端末器２の定義のうち、電話機能を備えたものを言う。前記通
信回線網７は、移動体通信が行える回線網である。
【００４０】
　前記専用センサ３は、例えば振動を検出するピックアップ、または温度検出用のセンサ
であり、この例では振動検出用のピックアップを用いている。専用センサ３は、マイクロ
ＵＳＢ（接続インターフェース規格であるＵＳＢ規格の一つ）等の規格に適合した端子８
ａを持つケーブル８により携帯情報端末器２に差し込み接続される。この他に、専用セン
サ３は、無線ＬＡＮ等で携帯情報端末器２と接続されるものであっても、また、メモリチ
ップやＵＳＢモメリ等の着脱自在な記憶媒体（図示せず）が着脱可能で、この記憶媒体を
介して携帯情報端末器２にデータの付与が可能なものあっても良い。
【００４１】
　前記データ処理ソフトウェア４は、携帯情報端末器２に回転機械部品１の検査のための
データ処理を行わせるプログラムおよびデータであって、携帯情報端末器２の持つＯＳ（
オペレーションプログラム）上で実行するアプリケーションプログラムである。データ処
理ソフトウェア４は、サーバ６から携帯情報端末器２に通信回線網７を介して携帯情報端
末器２にダウンロードされ、インストールされる。データ処理ソフトウェア４は、例えば
、軸受振動データの周波数分析を行い、振動レベルを検出して閾値と比較し、閾値を超え
る場合は異常と判断して携帯情報端末器２の画面２１ａに異常があることを表示させ、閾
値未満の場合は異常がないと判断して異常がない旨の表示を前記画面２１ａに表示させる
処理機能を備える。データ処理ソフトウェア４は、この異常の判断を行うにつき、閾値以
内であっても経時的な処理結果の比較で定められた条件に該当するときは異常であると判
断し、その判断結果を前記携帯情報端末器２の画面２１ａに表示させるようにしても良い
。
【００４２】
　回転機械部品１の仕様のデータ５は、回転機械部品が転がり軸受の場合、例えば、ボー
ル個数、ボール径、内輪・外輪寸法等である。回転機械部品１の型番は、回転機械部品１
の仕様毎に定められた回転機械部品の番号、または回転機械部品の１個毎に定められた番
号であり、回転機械部品１が軸受の場合、呼び名または呼び番号等とも称される番号、ま
たは製造番号が用いられる。
【００４３】
　サーバ６は、前記通信回線網７を介して前記データ処理ソフトウェア４、および回転機
械部品１の型番毎の仕様のデータ５を蓄積し、携帯情報端末器２のアクセスによって配信
する情報処理装置である。サーバ６は、この回転機械部品の携帯端末利用検査方法，検査
システムに用いる専用のサーバであっても、この回転機械部品の携帯端末利用検査方法と
は無関係の種々のアプリケーションプログラムやデータを配信する機能を備えたものであ
っても良い。
【００４４】
　図３に示すように、サーバ６は、通信等処理手段１１と、データ処理ソフトウェア４を
記憶した記憶手段（図示せず）と、軸受等の回転機械部品１の仕様についてのデータベー
ス１５とを備える。通信等処理手段１１は、通信制御手段１２と、データ配信手段１３と
、課金処理手段１４とを有する。通信等処理手段１１は、通信回線網７を介して、携帯情
報端末器２からのアクセスに対応し、通信を確立して通信に関する種々の制御を行う手段
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である。データ配信手段１３は、携帯情報端末器２１からのアクセスに応じて、データ処
理ソフトウェア４、および回転機械部品１の仕様のデータ５を配信する手段である。デー
タ配信手段１３は、個々の専用センサ３に付された専用番号が携帯情報端末器２より正し
く入力された場合にのみ、データ処理ソフトウェア４の配信を行うようにしても良い。
【００４５】
　データベース１５は、携帯情報端末器２からのアクセスによって検索可能なデータベー
スマネジメントシステム（図示せず）とデータの記憶手段とでなり、検索項目１６として
、回転機械部品１が軸受の場合、その軸受を階層的に分類した名称を有している。検索項
目１６は、玉軸受ところ軸受とに区分した階層、玉軸受につき、深溝玉軸受、アンギュラ
玉軸受、その他の各形式の軸受に区分し、ころ軸受につき、テーパころ軸受と円筒ころ軸
受、その他の各形式の軸受に区分した階層、さらにサイズ別に区分した階層、シール有無
、シール形式に区分した階層に区分されている。検索項目１６は、区分の形式が互いに異
なる複数種類の階層を持つようにしても良い。最下層となる一つの型番についての仕様の
データ５は、ファイルとして設けられている。データベース１５は、複数の仕様のデータ
５を、種々の階層のフォルダとして抽出可能とされている。また、前記データ配信手段１
３は、そのデータベース１５から抽出した複数の仕様のデータ５をフォルダとして配信可
能としてある。
【００４６】
　課金処理手段１４は、携帯情報端末器２からのデータ処理ソフトウェア４のダウンロー
ド毎に課金を行う手段である。課金の方法は、データ処理ソフトウェア４のダウンロード
前にクレジットカードやプリペイドカードによる支払いの要求を行い、入金が確認された
ときにデータ処理ソフトウェア４のダウンロードを許可する形式としても良く、また請求
書を発行する形式であっても良い。
【００４７】
　サーバ６は、上記各手段の他に、前記携帯情報端末器２により前記データ処理ソフトウ
ェア４で処理された処理結果を記憶する処理結果記憶手段３１を有するものとしても良い
。処理結果記憶手段３１は、例えばデータベースとして設けられ、データ処理ソフトウェ
ア４で処理した仕様のデータ５や、専用センサ３から得たデータ、携帯情報端末器２の識
別データ等と共に記憶する構成としても良い。また、前記データ処理ソフトウェア４は、
前記処理結果を複数比較する機能、並びに処理結果をサーバ６の前記処理結果記憶手段３
１に記憶させる機能、およびこの処理結果記憶手段３１から適宜の検索条件で検索して、
記憶されている処理結果をダウンロードする機能を有するものとしても良い。前記携帯情
報端末器２により、上記の比較する機能を用いて前記複数の前記処理結果を比較しても良
い。複数の処理結果を比較することで、より一層適切な検査や、検査結果の評価を行うこ
とができる。
【００４８】
　携帯情報端末器２の構成につき、具体的に説明する。携帯情報端末器２は、前述のよう
にスマートフォンやタブレット等であり、前述のアプリケーションプログラムをダウンロ
ードしてインストール可能なＯＳ９と、画面表示装置２１と、手入力手段２２と、通信制
御手段２３と、接続インタフェース２４と、入力情報記憶手段２５とを有する。
【００４９】
　画面表示装置２１は、液晶等の画面２１ａに画像を表示する手段である。手入力手段２
１は、オペレータが手で入力するための手段であり、文字，数字の入力用のハードウェア
キーボード、または画面２１ａ上に手指やタッチペン等を触れて入力を可能とするソフト
ェアキーボード等からなる。通信制御手段２３は、通信回線網７を介してサーバ６と通信
を行う各種の処理を行う手段である。接続インタフェース２４は、携帯情報端末器２と他
の機器とを接続するインタフェースであり、この例では、前記マイクロＵＳＢ規格の差し
込み接続用端子、およびその入出力処理の回路やソフトウェアで構成される。
【００５０】
　入力情報記憶手段２５は、サーバ６や、手入力手段２２、接続インタフェース２４を介
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して入力された専用センサ３の検出データを記憶する手段である。入力情報記憶手段２５
には、前記データ処理ソフトウェア４が入力されて、実行可能なようにインストールされ
、またサーバ６からダウンロードした仕様のデータ５が、階層構造のフォルダからなる仕
様データ群２６として記憶される。入力情報記憶手段２５の検出データ記憶部２７は、専
用センサ３から得た検出データが記憶され、入力データ記憶部２８には、手入力手段２２
から入力された各種のデータ、例えば軸受回転速度等が記憶される。
【００５１】
　図２と共に、この回転機械部品の携帯端末利用検査方法の具体例を説明する。携帯情報
端末器２はスマートフォン、専用センサ３はピックアップ、回転機械部品１は軸受である
。まず、携帯情報端末器２は、サーバ６にアクセスして、検査する軸受の仕様データ（「
内部データ」とも言う）とデータ処理ソフトウェア４とをサーバ６から受け取る。サーバ
６は、被検査軸受の仕様のデータおよび検査に必要なアプリケーションプログラムである
データ処理ソフトウェア４を携帯情報端末器６へ送信する。
　携帯情報端末器２は、手入力手段２２から入力された軸受の回転速度から、軸受の各部
（内輪、外輪、転動体、保持器）の振動数を算出する。この軸受の各部（内輪、外輪、転
動体、保持器）の振動数を算出、およびその算出のための回転速度を入力させる案内の画
面２１ａの表示は、前記データ処理ソフトウェア４によって行う。
【００５２】
　この後、携帯情報端末器２は、専用センサ３から軸受の振動データが入力され、データ
処理ソフトウェア４によって軸受振動データのＦＦＴ分析（周波数分析）を行い、ＦＦＴ
分析結果から上記軸受各部の振動数の振動レベルを検出する。すなわち振動レベルの数値
データを得る。検出した振動レベルを各閾値と比較する。検出した振動レベルが閾値超え
る場合は、異常と判断し、閾値を超えた部位（前述の内輪、外輪、転動体、保持器のいず
れか）に異常があることを画面２１ａに表示させる。検出した各振動レベルが閾値をいず
れも超えないときは、軸受は異常がないと判断し、異常が無い旨を表示を、画面２１ａに
文字や絵文字，記号等により表示する。
　このように、前記携帯情報端末器２で検出データの異常を判断して表示することで、回
転機械部品１に異常が発生したか否かを簡単に知ることができる。上記の「閾値以内であ
っても経時的な処理結果の比較で定められた条件に該当するとき」とは、例えば、複数回
の検出データの前記処理結果である数値データが、前記閾値以内で定めた基準値を連続し
て超える場合や、頻繁に超える場合等である。前記基準値は、前記検出データの処理結果
である数値データが一度超えた程度では異常とは判断できないが、上記のように連続して
超えたり、頻繁に超えたりすると異常と判断できる値である。このように、経時的な処理
結果を比較することで、異常の検出をより確実に行うことができる。
【００５３】
　この回転機械部品の携帯端末利用検査方法，検査システム、サーバによると、このよう
に、汎用の携帯情報端末器２をデータ処理および結果の表示手段として用い、また、サー
バ６からデータ処理ソフトウェア４および回転機械部品１の仕様のデータ５をダウンロー
ドする。そのため、専用センサ３を準備するだけで、その他は一般的に普及しているスマ
ートフォンやタブレット等の携帯情報端末器２を用いて、回転機械部品１の動作状態を簡
易に検査することができる。前記回転機械部品１は転がり軸受であるが、転がり軸受は、
運転状態が振動や温度として表れるため、専用センサ３で振動を検出することで、運転状
態が検出できる。特に、転がり軸受の場合、振動の検出により、異常判定や寿命判定等を
適切に行えるデータの検出が行える。
【００５４】
　前記回転機械部品１である転がり軸受の仕様のデータ５は、一つだけ保存しても良いが
、前記携帯情報端末器２にダウンロードされた前記仕様のデータ５を、前記携帯情報端末
器２内で軸受種類別に階層的に分類されたフォルダ２６ａ内に最下層のファイルとして保
存しても良い。その場合、検査対象の軸受が異なる毎に仕様のデータ５をダウンロードす
る必要がなく、また必要な軸受の仕様のデータ５が容易に，かつ迅速に選択できる。
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【００５５】
　この回転機械部品の携帯端末利用検査方法の適用については、前記専用センサ３は専用
番号を付して販売し、この専用番号を用いて、前記携帯情報端末器２による前記データ処
理ソフトウェア４の前記ダウンロードを可能としても良い。
　この場合、専用センサ３にデータ処理ソフトウェア４の使用料を含めて販売でき、デー
タ処理ソフトウェア４に対する料金の徴収、支払いが便利である。
【００５６】
　この他に、データ処理ソフトウェア４の他の料金徴収の方法として、前記サーバ６が、
前記データ処理ソフトウェア４のダウンロード毎に課金を行うようにしても良い。課金の
方法は、前述のようにクレジットカードやプリペイドカード等により通信によって行うよ
うにしても良く、また請求書の発行を行うようにしても良い。この場合、データ処理ソフ
トウェア４と専用センサ３の料金を明確に区別できる。
【００５７】
　なお、上記実施形態では、専用センサ３は振動を検出するものとしたが、温度を検出す
るものであっても良く、または振動と温度との両方を検出するものとしても、またはその
他の状況を検出するものとしても良い。データ処理ソフトウェア４によって振動と温度と
の両方を用いて検出するようにすれば、より精度良く異常判断が行える。また、上記実施
形態は、回転機械部品１が転がり軸受である場合につき説明したが、等速ボールジョイン
トなど、軸受外の各種の回転機械部品１の検査につき、この発明が適用できる。
　携帯情報端末器２とサーバ６との間の通信は、携帯情報端末器２から構外の電話網など
の通信回線網７へ直接に行っても良いが、構内のＬＡＮ等を介して構外の通信回線網７か
らサーバ６に接続するようにしても良い。
【００５８】
　図４は、この発明の一実施形態を示す。特に説明する事項の他は、前記実施形態と同様
である。この実施形態では、サーバを用いず、検査のためのデータ処理を行わせるデータ
処理ソフトウェア４、および前記回転機械部品の型番毎の仕様のデータ５を記憶した可搬
の記憶装置３２から、前記携帯情報端末器２に前記データ処理ソフトウェア４および前記
仕様のデータ５を入力し、この入力した前記データ処理ソフトウェア４は前記携帯情報端
末器２にインストールする。この後は、前記と同様に、前記専用センサ３で検出し前記携
帯情報端末器２に付与された検出データを、前記携帯情報端末器２にインストールされた
前記データ処理ソフトウェア４により、前記入力された仕様のデータ５を用いてデータ処
理し、処理結果を前記携帯情報端末器２３の画面２１ａに表示させる。
【００５９】
　前記可搬の記憶装置３２は、マイクロＳＤカード等のカード型のメモリチップやＵＳＢ
メモリ等である。携帯情報端末器２は、これらのカード型のメモリチップやＵＳＢメモリ
に対するインタフェースを有する端子やカード収容部等の接続手段（図示せず）を一般的
に有しており、その接続手段を用いる。
【００６０】
　この方法の場合、サーバ６との通信を行わずにデータ処理ソフトウェア４のインストー
ルや、仕様のデータ５の入力が行える。前記可搬の記憶装置３２は、例えば前記専用セン
サ３とセットして販売しても良い。このときデータ処理ソフトウェア４や仕様のデータ５
は専用センサ３とシリアル番号等の番号による対応とし、一対一での対応とすることがで
きる。
　前記データ処理ソフトウェア４や仕様のデータ５は、前記携帯情報端末器２に保存し、
使用するようにしても良い。
【００６１】
　また、前記携帯情報端末器２により前記データ処理ソフトウェアで４データ処理された
処理結果を携帯情報端末器２に記録し、複数の処理結果と比較しても良い。複数の処理結
果の比較の機能は、例えばデータ処理ソフトウェア４に持たせる。
　複数の処理結果を比較することで、より一層適切な検査や、検査結果の評価を行うこと
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ができる。
【００６２】
　図５および図６は、他の参考提案例を示す。この実施形態は、検出データの処理をサー
バ６で行うようにしており、これに関連して他の事項も第１の実施形態と異なっている部
分がある。なお、この実施形態は、特に説明した事項を除き、図１ないし図３に示す実施
形態と同様であり、重複する説明を省略する。
【００６３】
　この検査システムの構成を説明する。この例では、サーバ６に記憶されたデータ処理ソ
フトウェア４Ａおよび軸受の使用のデータベース１５は、携帯情報端末器２への送信用で
はなく、サーバ６内での処理用とされる。サーバ６は、通信等処理手段１１の一部として
、または通信等処理手段１１とは独立して、携帯情報端末器２からの要求に応答する手段
である要求応答手段３７を有しており、要求応答手段３７は、携帯情報端末器２からのデ
ータ処理の要求に対して、前記データ処理ソフトウェア４Ａによるデータ処理を行わせる
。この処理結果は、処理結果返送手段３４により携帯情報端末器２へ返送する。この他に
、サーバ６は、携帯情報端末器２へ送信するソフトウェアとして、端末側処理ソフトウェ
ア３３を記憶していて、携帯情報端末器２の送信要求に応答して前記要求応答手段３７よ
り端末側処理ソフトウェア３３を携帯情報端末器２へ送信する。なお、サーバ６が行うデ
ータ処理ソフトウェア４Ａも、例えばＦＦＴ分析（周波数分析）を行い、ＦＦＴ分析結果
から上記軸受各部の振動数の振動レベルを検出する構成とされる。なお、端末側処理ソフ
トウェア３３は、通信による他に、図４の例と同様に、可搬の記憶装置３２から携帯情報
端末器２に読み込むようにしても良い。
【００６４】
　前記端末側処理ソフトウェア３３は、専用センサ３で検出して携帯情報端末器２に付与
された検出データをサーバ６へ送信し、サーバ６にデータ処理を行わせる処理等のソフト
ウェアである。端末側処理ソフトウェア３３は、携帯情報端末器２でインストールされ、
つまり実行可能状態とされることで、携帯情報端末器２に、検出データ送信手段３５、お
よび処理結果表示手段３６、および異常判断手段３８を構成する。
【００６５】
　この実施形態の検査システムを用いた検査方法を説明する。まず、準備過程として、携
帯情報端末器２から端末側処理ソフトウェア３３の送信要求をサーバ６に行う。この送信
要求に応答して、サーバ６は、端末側処理ソフトウェア３３を携帯情報端末器２へ送信す
る。携帯情報端末器２は、ダウンロードした端末側処理ソフトウェア３３をインストール
し、実施可能な状態とする。
【００６６】
　検査に際しては、携帯情報端末器２に専用センサ３から入力された検出データと、手入
力手段２２等から入力された回転機械部品１の型番と、回転機械部品１における専用セン
サ３による検査時の回転数（＝回転速度）のデータを、携帯情報端末器２から前記サーバ
６に送信する。回転数のデータは、手入力手段２２から入力したデータであっても、また
回転検出器（図示せず）から得たデータであっても良い。
　サーバ６は、受信した検出データを、前記データ処理ソフトウェア４Ａにより前記型番
毎の仕様のデータ５と回転数を用いて処理し、処理結果を処理結果返送手段３４によって
前記携帯情報端末器２に送り返す。携帯情報端末器２は、この送り返された処理結果を画
面２１ａに表示させる。
【００６７】
　この方法の場合、検出データの処理をサーバ６で行うため、携帯端末２から検出データ
の送信を行うことは必要となるが、サーバ６は携帯端末２に比べて飛躍的に高速の処理機
能を持つものが通常であるため、その高速の処理機能を用いて検出データの処理を高速に
行え、また高度な処理を行ってより詳しく精度の高い診断を行うことができる。その他の
効果は第１の携帯端末利用検査方法と同様である。
【００６８】
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　このサーバ６でデータ処理を行う方法の場合も、前記携帯情報端末器２に、前記データ
処理ソフトウェア４Ａでデータ処理された処理結果を記憶し、複数の処理結果を比較する
ようにしても良い。この処理結果の比較は、端末側処理ソフトウェア４Ａにより、つまり
前記異常判断手段３８により行う。
【００６９】
　また、このサーバ６でデータ処理を行う方法の場合も、前記データ処理による処理結果
として数値データを求め、この数値データが、前記型番毎に定められた閾値を超えるか、
または閾値以内であっても経時的な処理結果の比較で定められた条件に該当するときは異
常であると判断し、その判断結果を処理結果表示手段３６等で前記携帯情報端末器２の画
面に表示させるようにしても良い。
【符号の説明】
【００７０】
１…回転機械部品
２…携帯情報端末器
３…専用センサ
４，４Ａ…データ処理ソフトウェア
５…仕様のデータ
６…サーバ
７…通信回線網
８…コード
２１ａ…画面
３１…処理結果記憶手段
３２…可搬の記憶手段
３３…端末側処理ソフトウェア
３４…処理結果返送手段
３５…検出データ送信手段
３６…処理結果表示手段
３７…要求応答手段
３８…異常判断手段
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