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(57)【要約】
【課題】機器の劣化の兆候を検知することができる劣化
検知方法を提供する。
【解決手段】劣化検知方法は、機器が動作しているとき
の機器の電気的特徴量を取得する取得ステップ（Ｓ１１
）と、取得された電気的特徴量と、機器が設置された環
境において機器が劣化していない状態で動作していると
きの機器の電気的特徴量との差分を算出する算出ステッ
プ（Ｓ１６）と、算出された差分に基づいて機器の劣化
の兆候を検知する検知ステップ（Ｓ１８）と、を含む。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機器が動作しているときの前記機器の電気的特徴量を取得する取得ステップと、
　取得された電気的特徴量と、前記機器が設置された環境において前記機器が劣化してい
ない状態で動作しているときの前記機器の電気的特徴量との差分を算出する算出ステップ
と、
　算出された差分に基づいて前記機器の劣化の兆候を検知する検知ステップと、を含む、
　劣化検知方法。
【請求項２】
　さらに、前記機器が設置された環境において前記機器が劣化していない状態で動作して
いるときの前記機器の電気的特徴量を蓄積する蓄積ステップを含み、
　前記算出ステップでは、取得された電気的特徴量と、蓄積された電気的特徴量との差分
を算出する、
　請求項１に記載の劣化検知方法。
【請求項３】
　さらに、前記機器が設置された環境において前記機器が劣化していない状態で動作して
いるときの前記機器の電気的特徴量を受信する電気的特徴量受信ステップを含み、
　前記算出ステップでは、取得された電気的特徴量と、受信された電気的特徴量との差分
を算出する、
　請求項１に記載の劣化検知方法。
【請求項４】
　さらに、算出された差分と前記機器の劣化の兆候を示す劣化兆候データとが類似するか
否かを判定する判定ステップを備え、
　前記検知ステップでは、算出された差分と前記劣化兆候データとが類似すると判定され
た場合に、前記機器の劣化の兆候を検知する、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の劣化検知方法。
【請求項５】
　さらに、前記劣化兆候データを受信する劣化兆候データ受信ステップを含み、
　前記判定ステップでは、算出された差分と受信された劣化兆候データとが類似するか否
かを判定する、
　請求項４に記載の劣化検知方法。
【請求項６】
　さらに、前記機器の劣化の兆候が検知された場合に、当該検知の結果を出力する出力ス
テップを含む、
　請求項１～５のいずれか１項に記載の劣化検知方法。
【請求項７】
　前記機器の電気的特徴量は、前記機器に印加される電圧又は前記機器に流れる電流のサ
ンプリングデータ、前記電圧又は前記電流の一定期間又は一定周期のサンプリングデータ
、前記電圧又は前記電流の一定期間又は一定周期のサンプリングデータの前周期に対する
変動率、前記電圧又は前記電流の一定期間又は一定周期のサンプリングデータの時系列の
変動率、及び、前記電圧又は前記電流を周波数領域に変換したデータのうちの１つ又は複
数の組み合わせである、
　請求項１～６のいずれか１項に記載の劣化検知方法。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の劣化検知方法をコンピュータに実行させるための
プログラム。
【請求項９】
　機器が動作しているときの前記機器の電気的特徴量を取得する取得部と、
　取得された電気的特徴量と、前記機器が設置された環境において前記機器が劣化してい
ない状態で動作しているときの前記機器の電気的特徴量との差分を算出する算出部と、
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　算出された差分に基づいて前記機器の劣化の兆候を検知する検知部と、を備える、
　劣化検知システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、劣化検知方法、プログラム及び劣化検知システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、電気火災の原因は漏電によるものが多くを占めてきたが、漏電遮断器又はヒュー
ズ等の安全装置並びに絶縁性能の向上により電気火災の発生件数が減少してきた。しかし
ながら電気機器の普及により、例えば電子部品劣化、トラッキング劣化又は接続部の劣化
等による不完全接続のような電気機器又は配線部で起こる様々な劣化による電気火災の件
数は増加している。
【０００３】
　電気機器又は配線部の劣化は、劣化進行時のエネルギー変化の小ささから漏電遮断器や
ヒューズでは発火が防げない場合があるため、電気火災を未然に防止すること、すなわち
電気火災に繋がるような機器の劣化の兆候を検知することが望まれている。
【０００４】
　一例として、トラッキング劣化が発生した場合、機器に流れる電流にトラッキング劣化
に応じた特定の周波数成分が含まれるようになることから、当該特定の周波数成分を検知
することでトラッキング劣化を検知する技術が開示されている（例えば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開昭５７－１９３９２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記特許文献１に開示された技術では、外来環境からのノイズ、又は、
モーター若しくはインバータ等の電子部品を搭載した機器の発する特定の高調波成分によ
る誤検知を避けるために検出感度を上げる事に限界があるという課題がある。
【０００７】
　そこで、本開示は、機器の劣化の兆候を検知することができる劣化検知方法等を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示の一態様に係る劣化検知方法は、機器が動作しているときの前記機器の電気的特
徴量を取得する取得ステップと、取得された電気的特徴量と、前記機器が設置された環境
において前記機器が劣化していない状態で動作しているときの前記機器の電気的特徴量と
の差分を算出する算出ステップと、算出された差分に基づいて前記機器の劣化の兆候を検
知する検知ステップと、を含む。
【０００９】
　本開示の一態様に係るプログラムは、上記の劣化検知方法をコンピュータに実行させる
ためのプログラムである。
【００１０】
　本開示の一態様に係る劣化検知システムは、機器が動作しているときの前記機器の電気
的特徴量を取得する取得部と、取得された電気的特徴量と、前記機器が設置された環境に
おいて前記機器が劣化していない状態で動作しているときの前記機器の電気的特徴量との
差分を算出する算出部と、算出された差分に基づいて前記機器の劣化の兆候を検知する検
知部と、を備える。
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【発明の効果】
【００１１】
　本開示によれば、機器の劣化の兆候を検知することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、実施の形態に係る劣化検知システムの適用例を説明するための図である
。
【図２】図２は、実施の形態に係る劣化検知システムの構成例を示すブロック図である。
【図３】図３は、実施の形態に係る劣化検知方法の一例を示すフローチャートである。
【図４Ａ】図４Ａは、機器が設置された環境としてリビングで動作している機器の電気的
特徴量の一例を示すグラフである。
【図４Ｂ】図４Ｂは、機器が設置された環境としてキッチンで動作している機器の電気的
特徴量の一例を示すグラフである。
【図４Ｃ】図４Ｃは、機器が設置された環境として洗面所で動作している機器の電気的特
徴量の一例を示すグラフである。
【図４Ｄ】図４Ｄは、機器が設置された環境として和室で動作している機器の電気的特徴
量の一例を示すグラフである。
【図５Ａ】図５Ａは、トラッキング劣化未発生時の機器の電気的特徴量の一例を１０Ａレ
ンジで示すグラフである。
【図５Ｂ】図５Ｂは、トラッキング劣化発生時の機器の電気的特徴量の一例を１０Ａレン
ジで示すグラフである。
【図５Ｃ】図５Ｃは、トラッキング劣化未発生時の機器の電気的特徴量の一例を１０ｍＡ
レンジで示すグラフである。
【図５Ｄ】図５Ｄは、トラッキング劣化発生時の機器の電気的特徴量の一例を１０ｍＡレ
ンジで示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本開示の一態様に係る劣化検知方法は、機器が動作しているときの前記機器の電気的特
徴量を取得する取得ステップと、取得された電気的特徴量と、前記機器が設置された環境
において前記機器が劣化していない状態で動作しているときの前記機器の電気的特徴量と
の差分を算出する算出ステップと、算出された差分に基づいて前記機器の劣化の兆候を検
知する検知ステップと、を含む。
【００１４】
　例えば、トラッキング劣化のような劣化の兆候を示す信号は、機器が動作しているとき
の電気的特徴量（例えば機器に流れる電流等）と比べて微少な信号である。また、機器が
動作しているときの電気的特徴量は、機器が設置された環境による影響（環境ノイズとも
呼ぶ）によって変化する。したがって、機器の劣化の兆候を示す信号に比べて非常に大き
く、さらに、環境ノイズによって変化し得る機器の電気的特徴量から、機器の劣化の兆候
を示す微少な信号を抽出することは難しい。機器の劣化の兆候を示す微少な信号が存在す
るか否かを閾値判定によって行う際に、微少な信号に対応した小さな閾値を設定する必要
があるが、環境ノイズが閾値を超えて機器の劣化の兆候を誤検知してしまうおそれがある
ためである。これに対して、本態様では、取得された劣化の兆候があるか否かわからない
機器の電気的特徴量と、当該機器が設置された環境において劣化していない状態の当該機
器の電気的特徴量との差分が算出される。言い換えると、取得された当該機器の電気的特
徴量から、劣化していない状態の当該機器の電気的特徴量であって当該機器が設置された
環境の環境ノイズを含む電気的特徴量が引かれる。これにより、取得された当該機器の電
気的特徴量から当該機器が設置された環境に応じて変化し得る環境ノイズの影響を効果的
に排除できる。したがって、劣化の兆候がある機器の電気的特徴量が取得された場合に、
機器の劣化の兆候を示す信号を精度良く抽出することができ、機器の劣化の兆候を検知す
ることができる。
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【００１５】
　例えば、さらに、前記機器が設置された環境において前記機器が劣化していない状態で
動作しているときの前記機器の電気的特徴量を蓄積する蓄積ステップを含み、前記算出ス
テップでは、取得された電気的特徴量と、蓄積された電気的特徴量との差分を算出しても
よい。
【００１６】
　機器が設置され得る環境は周辺の機器の種類及び動作状態等によって様々であり、機器
が設置された環境ごとに機器が劣化していない状態で動作しているときの機器の電気的特
徴量を事前に準備することは難しい。これに対して、本態様では、このような電気的特徴
量を事前に準備しなくてもよく、機器が設置されたその場の環境に応じた機器の電気的特
徴量が逐次蓄積されていくため、機器が設置された環境において機器が劣化していない状
態で動作しているときの機器の電気的特徴量を容易に取得することができる。
【００１７】
　例えば、さらに、前記機器が設置された環境において前記機器が劣化していない状態で
動作しているときの前記機器の電気的特徴量を受信する電気的特徴量受信ステップを含み
、前記算出ステップでは、取得された電気的特徴量と、受信された電気的特徴量との差分
を算出してもよい。
【００１８】
　機器が設置され得る環境は周辺の機器の種類及び動作状態等によって様々であり、機器
が設置された環境ごとに機器が劣化していない状態で動作しているときの機器の電気的特
徴量を事前に準備することは難しい。これに対して、本態様では、このような電気的特徴
量を事前に準備しなくてもよく、機器が設置されたその場の環境に応じた機器の電気的特
徴量を逐次蓄積している装置から電気的特徴量を受信することができる。
【００１９】
　例えば、さらに、算出された差分と前記機器の劣化の兆候を示す劣化兆候データとが類
似するか否かを判定する判定ステップを備え、前記検知ステップでは、算出された差分と
前記劣化兆候データとが類似すると判定された場合に、前記機器の劣化の兆候を検知して
もよい。
【００２０】
　これによれば、算出された差分と劣化兆候データとが類似するか否かを判定することで
、算出された差分が機器の劣化の兆候を示すか否かを精度良く判定できる。
【００２１】
　例えば、さらに、前記劣化兆候データを受信する劣化兆候データ受信ステップを含み、
前記判定ステップでは、算出された差分と受信された劣化兆候データとが類似するか否か
を判定してもよい。
【００２２】
　これによれば、外部（例えばサーバ等）から劣化兆候データを受信することができる。
【００２３】
　例えば、さらに、前記機器の劣化の兆候が検知された場合に、当該検知の結果を出力す
る出力ステップを含んでいてもよい。
【００２４】
　これによれば、機器の劣化の兆候を報知したり、機器の劣化の兆候に対する制御（例え
ば電源遮断等）をしたりすることができる。
【００２５】
　例えば、前記機器の電気的特徴量は、前記機器に印加される電圧又は前記機器に流れる
電流のサンプリングデータ、前記電圧又は前記電流の一定期間又は一定周期のサンプリン
グデータ、前記電圧又は前記電流の一定期間又は一定周期のサンプリングデータの前周期
に対する変動率、前記電圧又は前記電流の一定期間又は一定周期のサンプリングデータの
時系列の変動率、及び、前記電圧又は前記電流を周波数領域に変換したデータのうちの１
つ又は複数の組み合わせであってもよい。
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【００２６】
　本開示の一態様に係るプログラムは、上記の劣化検知方法をコンピュータに実行させる
ためのプログラムである。
【００２７】
　これによれば、機器の劣化の兆候を検知することができるプログラムを提供できる。
【００２８】
　本開示の一態様に係る劣化検知システムは、機器が動作しているときの前記機器の電気
的特徴量を取得する取得部と、取得された電気的特徴量と、前記機器が設置された環境に
おいて前記機器が劣化していない状態で動作しているときの前記機器の電気的特徴量との
差分を算出する算出部と、算出された差分に基づいて前記機器の劣化の兆候を検知する検
知部と、を備える。
【００２９】
　これによれば、機器の劣化の兆候を検知することができる劣化検知システムを提供でき
る。
【００３０】
　なお、これらの包括的又は具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュータ
プログラム又はコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実現されても
よく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラム及び記録媒体の任意な組み合
わせで実現されてもよい。
【００３１】
　以下、実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。
【００３２】
　なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的又は具体的な例を示すものである
。以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接
続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本開示を限定する主旨ではない
。
【００３３】
　（実施の形態）
　図１は、実施の形態に係る劣化検知システムの適用例を説明するための図である。図１
には、電力系統１００に接続された主幹ブレーカ１１０、主幹ブレーカ１１０に接続され
た壁面コンセント１２０ａ、１２０ｂ及び１２０ｃ、壁面コンセント１２０ａに接続され
た機器１４０ａ（エアコン）、壁面コンセント１２０ｂに接続された機器１４０ｂ（冷蔵
庫）、壁面コンセント１２０ｃに接続されたコンセント差込機器１３０（延長ケーブル又
はテーブルタップ等）、並びに、コンセント差込機器１３０に接続された機器１４０ｃ（
レンジ）及び機器１４０ｄ（炊飯器）が示されている。電力系統１００と主幹ブレーカ１
１０、主幹ブレーカ１１０と壁面コンセント１２０ａ～１２０ｃ、壁面コンセント１２０
ａと機器１４０ａ、壁面コンセント１２０ｂと機器１４０ｂ、壁面コンセント１２０ｃと
コンセント差込機器１３０、コンセント差込機器１３０と機器１４０ｃ及び１４０ｄは、
それぞれＬ（ライブ）の電力線及びＮ（ニュートラル）の電力線によって接続される。
【００３４】
　主幹ブレーカ１１０は、宅内等で使用される機器の電流の総和が所定以上となったとき
に、機器への電流の供給を停止する遮断器である。
【００３５】
　壁面コンセント１２０ａ～１２０ｃはそれぞれ、Ｌの電力線と接続された電極及びＮの
電力線と接続された電極が設けられた差込口を備える。
【００３６】
　壁面コンセント１２０ａは機器１４０ａに電力を供給するコンセントであり、機器１４
０ａは、壁面コンセント１２０ａに差し込まれた機器１４０ａのプラグを介して電力系統
１００から電力の供給を受ける。機器１４０ａが動作すると、主幹ブレーカ１１０、壁面
コンセント１２０ａ及び機器１４０ａ、並びに、主幹ブレーカ１１０、壁面コンセント１
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２０ａ及び機器１４０ａに接続された各電力線に電流が流れる。
【００３７】
　壁面コンセント１２０ｂは機器１４０ｂに電力を供給するコンセントであり、機器１４
０ｂは、壁面コンセント１２０ｂに差し込まれた機器１４０ｂのプラグを介して電力系統
１００から電力の供給を受ける。機器１４０ｂが動作すると、主幹ブレーカ１１０、壁面
コンセント１２０ｂ及び機器１４０ｂ、並びに、主幹ブレーカ１１０、壁面コンセント１
２０ｂ及び機器１４０ｂに接続された各電力線に電流が流れる。
【００３８】
　壁面コンセント１２０ｃはコンセント差込機器１３０に電力を供給するコンセントであ
り、コンセント差込機器１３０は、壁面コンセント１２０ｃに差し込まれたコンセント差
込機器１３０のプラグを介して電力系統１００から電力の供給を受ける。コンセント差込
機器１３０は、Ｌの電力線と接続された電極及びＮの電力線と接続された電極が設けられ
た差込口を備える。コンセント差込機器１３０は、機器１４０ｃ及び１４０ｄに電力を供
給する延長ケーブル又はテーブルタップ等であり、機器１４０ｃは、コンセント差込機器
１３０に差し込まれた機器１４０ｃのプラグを介して電力系統１００から電力の供給を受
け、機器１４０ｄは、コンセント差込機器１３０に差し込まれた機器１４０ｄのプラグを
介して電力系統１００から電力の供給を受ける。機器１４０ｃが動作すると、主幹ブレー
カ１１０、壁面コンセント１２０ｃ、コンセント差込機器１３０及び機器１４０ｃ、並び
に、主幹ブレーカ１１０、壁面コンセント１２０ｃ、コンセント差込機器１３０及び機器
１４０ｃに接続された各電力線に電流が流れる。機器１４０ｄが動作すると、主幹ブレー
カ１１０、壁面コンセント１２０ｃ、コンセント差込機器１３０及び機器１４０ｄ、並び
に、主幹ブレーカ１１０、壁面コンセント１２０ｃ、コンセント差込機器１３０及び機器
１４０ｄに接続された各電力線に電流が流れる。
【００３９】
　劣化検知システムは、主幹ブレーカ１１０内に設けられてもよいし、壁面コンセント１
２０ａ～１２０ｃ内のいずれかに設けられてもよいし、コンセント差込機器１３０内に設
けられてもよいし、機器１４０ａ～１４０ｄ内のいずれに設けられてもよい。
【００４０】
　劣化検知システムが主幹ブレーカ１１０内に設けられる場合、劣化検知システムは、主
幹ブレーカ１１０よりも下流に存在する機器（ここでは機器１４０ａ～１４０ｄ）の劣化
の兆候を検知する。劣化検知システムが壁面コンセント１２０ａ内に設けられる場合、劣
化検知システムは、壁面コンセント１２０ａに接続された機器１４０ａの劣化の兆候を検
知する。劣化検知システムが壁面コンセント１２０ｂ内に設けられる場合、劣化検知シス
テムは、壁面コンセント１２０ｂに接続された機器１４０ｂの劣化の兆候を検知する。劣
化検知システムが壁面コンセント１２０ｃ内に設けられる場合、劣化検知システムは、壁
面コンセント１２０ｃにコンセント差込機器１３０を介して接続された機器１４０ｃ及び
１４０ｄの劣化の兆候を検知する。劣化検知システムがコンセント差込機器１３０内に設
けられる場合、劣化検知システムは、コンセント差込機器１３０に接続された機器１４０
ｃ及び１４０ｄの劣化の兆候を検知する。劣化検知システムが各機器内に設けられる場合
、劣化検知システムは、各機器の劣化の兆候を検知する。
【００４１】
　次に、実施の形態に係る劣化検知システムの詳細について図２を用いて説明する。
【００４２】
　図２は、実施の形態に係る劣化検知システム１０の構成例を示すブロック図である。な
お、図２には劣化検知システム１０外の構成要素である電流センサ２１及び電圧センサ２
２も図示している。なお、劣化検知システム１０は、電流センサ２１及び電圧センサ２２
を備えていてもよい。
【００４３】
　劣化検知システム１０は、機器の劣化の兆候を検知することができるシステムである。
ここでは、機器の劣化の兆候として、トラッキング劣化の兆候を検知することができる劣
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化検知システム１０について説明する。トラッキング劣化とは、機器が有するプリント基
板等に蓄積した塵及び埃等が湿気を帯びてプリント基板上の導体間が導通し、導通により
炭化した部分がショートして電気火災を発生させる劣化である。したがって、トラッキン
グ劣化の兆候を検知することで、電気火災を未然に防止することが可能となる。なお、劣
化検知システム１０によって検知される機器の劣化の兆候は、トラッキング劣化の兆候に
限らず、電子部品の劣化の兆候又は機械接続の劣化（例えば半田クラック等）の兆候等で
あってもよい。
【００４４】
　電流センサ２１は、例えばＬの電力線に流れる電流を検知するセンサである。電圧セン
サ２２は、Ｌの電力線とＮの電力線との間の電圧を検知するセンサである。劣化検知シス
テム１０が主幹ブレーカ１１０内に設けられる場合、電流センサ２１は機器１４０ａ～１
４０ｄに流れる電流を検知し、電圧センサ２２は機器１４０ａ～１４０ｄに印加される電
圧を検知する。劣化検知システム１０が壁面コンセント１２０ａ内又は機器１４０ａ内に
設けられる場合、電流センサ２１は機器１４０ａに流れる電流を検知し、電圧センサ２２
は機器１４０ａに印加される電圧を検知する。劣化検知システム１０が壁面コンセント１
２０ｂ内又は機器１４０ｂ内に設けられる場合、電流センサ２１は機器１４０ｂに流れる
電流を検知し、電圧センサ２２は機器１４０ｂに印加される電圧を検知する。劣化検知シ
ステム１０が壁面コンセント１２０ｃ内又はコンセント差込機器１３０内に設けられる場
合、電流センサ２１は機器１４０ｃ及び１４０ｄに流れる電流を検知し、電圧センサ２２
は機器１４０ｃ及び１４０ｄに印加される電圧を検知する。劣化検知システム１０が機器
１４０ｃ内に設けられる場合、電流センサ２１は機器１４０ｃに流れる電流を検知し、電
圧センサ２２は機器１４０ｃに印加される電圧を検知する。劣化検知システム１０が機器
１４０ｄ内に設けられる場合、電流センサ２１は機器１４０ｄに流れる電流を検知し、電
圧センサ２２は機器１４０ｄに印加される電圧を検知する。なお、検知しようとする機器
の劣化の種類によっては、電流センサ２１及び電圧センサ２２の一方は設けられていなく
てもよい。
【００４５】
　なお、以下で機器としているものは、劣化検知システム１０が主幹ブレーカ１１０内に
設けられる場合、機器１４０ａ～１４０ｄであり、劣化検知システム１０が壁面コンセン
ト１２０ａ内又は機器１４０ａ内に設けられる場合、機器１４０ａであり、劣化検知シス
テム１０が壁面コンセント１２０ｂ内又は機器１４０ｂ内に設けられる場合、機器１４０
ｂであり、劣化検知システム１０が壁面コンセント１２０ｃ内又はコンセント差込機器１
３０内に設けられる場合、機器１４０ｃ及び１４０ｄであり、劣化検知システム１０が機
器１４０ｃ内に設けられる場合、機器１４０ｃであり、劣化検知システム１０が機器１４
０ｄ内に設けられる場合、機器１４０ｄである。
【００４６】
　図２に示されるように、劣化検知システム１０は、取得部１１、記憶部１２、算出部１
３、判定部１４、検知部１５、出力部１６、受信部１７、ＡＤ変換部３０及び周波数変換
部４０を備える。劣化検知システム１０は、プロセッサ（マイクロプロセッサ）、メモリ
、通信インタフェース及びＡＤ（Ａｎａｌｏｇ　Ｄｉｇｉｔａｌ）変換器等を備えるコン
ピュータである。メモリは、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）及びＲＡＭ（
Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）等であり、プロセッサによって実行可能な
プログラムが記憶される。なお、記憶部１２は、ＲＯＭ及びＲＡＭ等のメモリによって実
現されるが、プログラムを記憶するメモリとは別のメモリであってもよい。ＡＤ変換部３
０の機能は、ＡＤ変換器によって実現される。プロセッサは、メモリに記憶されたプログ
ラムを用いて、周波数変換部４０、取得部１１、算出部１３、判定部１４、検知部１５及
び出力部１６の機能を実行する。受信部１７は、通信回路、通信線等が接続されるコネク
タ又はアンテナ等からなる通信インタフェースによって実現される。なお、劣化検知シス
テム１０を構成する構成要素は、複数の装置に分散して配置されてもよい。
【００４７】
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　ＡＤ変換部３０は、電流センサ２１により検知された電流を示すアナログ値をデジタル
値に変換し、電圧センサ２２により検知された電圧を示すアナログ値をデジタル値に変換
する。
【００４８】
　周波数変換部４０は、デジタル値に変換された電流又は電圧を周波数領域で変換する。
例えば、周波数変換部４０は、電流又は電圧の時間波形をフーリエ変換することで周波数
スペクトルを算出する。
【００４９】
　取得部１１は、機器が動作しているときの機器の電気的特徴量を取得する。機器の電気
的特徴量は、例えば、機器の電気的特徴量は、機器に印加される電圧又は機器に流れる電
流のサンプリングデータ、当該電圧又は当該電流の一定期間又は一定周期のサンプリング
データ、当該電圧又は当該電流の一定期間又は一定周期のサンプリングデータの前周期に
対する変動率、当該電圧又は当該電流の一定期間又は一定周期のサンプリングデータの時
系列の変動率、及び、当該電圧又は当該電流を周波数領域に変換したデータ（例えば周波
数スペクトル）のうちの１つ又は複数の組み合わせである。なお、劣化検知システム１０
は、周波数変換部４０を備えていなくてもよく、機器の電気的特徴量は、機器に流れる電
流又は機器に印加される電圧（いわゆる生データ）であってもよい。
【００５０】
　記憶部１２は、機器が設置された環境において当該機器が劣化していない状態で動作し
ているときの当該機器の電気的特徴量、及び、当該機器の劣化の兆候を示す劣化兆候デー
タを記憶する。劣化兆候データは、例えば、トラッキング劣化の兆候を示すシンチレーシ
ョン電流若しくはアーク放電電流、又は、これらを周波数領域で変換したデータである。
シンチレーション電流及びアーク放電電流の振幅は最大でも数１００ｍＡであり、機器に
流れる電流（例えば数Ａ以上）等の電気的特徴量と比べて小さい。シンチレーション電流
は約２．５ｋＨｚ～約５０ｋＨｚの成分の強度が高く、アーク放電電流は約１２５Ｈｚ～
約２５０Ｈｚの成分の強度が高い。このような劣化兆候データは、プリント基板の材質に
よって変わってくるため、機器が有するプリント基板の材質毎に劣化兆候データが準備さ
れてもよい。他にも、電子部品劣化の場合、劣化の兆候は電子部品の特性変化又は絶縁抵
抗低下による電圧及び電流の周波数スペクトルの変化又はリーク電流の増加として現れる
。これらの、長期的な電気的特徴量の変化も劣化予兆のデータとしてもよい。なお、電気
的特徴量を記憶するメモリと劣化兆候データを記憶するメモリとは別のメモリであっても
よい。
【００５１】
　算出部１３は、取得された電気的特徴量と、機器が設置された環境において機器が劣化
していない状態で動作しているときの機器の電気的特徴量との差分を算出する。算出部１
３の動作の詳細については後述する。
【００５２】
　判定部１４は、算出された差分と機器の劣化の兆候を示す劣化兆候データとが類似する
か否かを判定する。判定部１４の動作の詳細については後述する。
【００５３】
　検知部１５は、算出された差分に基づいて機器の劣化の兆候を検知する。具体的には、
検知部１５は、算出された差分と劣化兆候データとが類似すると判定された場合に、機器
の劣化の兆候を検知する。
【００５４】
　出力部１６は、機器の劣化の兆候が検知された場合に、当該検知の結果を出力する。出
力部１６の動作の詳細については後述する。
【００５５】
　受信部１７は、例えば、外部（例えばサーバ等）から劣化兆候データを受信する。受信
された劣化兆候データは、記憶部１２に格納される。
【００５６】
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　次に、実施の形態に係る劣化検知方法について、図３を用いて説明する。
【００５７】
　図３は、実施の形態に係る劣化検知方法の一例を示すフローチャートである。例えば、
実施の形態に係る劣化検知方法は、劣化検知システム１０が備えるコンピュータ（具体的
にはプロセッサ）により実行される方法である。つまり、図３は、劣化検知システム１０
が備える取得部１１、算出部１３、判定部１４、検知部１５及び出力部１６等の動作を示
すフローチャートでもある。
【００５８】
　トラッキング劣化等の機器の劣化はある程度時間が経過しないと発生しにくく、まずは
、機器が、使用を開始して間もない状態、すなわち劣化していない状態にある場合につい
て説明する。
【００５９】
　まず、取得部１１は、機器が動作しているときの機器の電気的特徴量を取得する（ステ
ップＳ１１）。
【００６０】
　次に、算出部１３は、取得された電気的特徴量が明確な劣化を示すか否かを判定する（
ステップＳ１２）。例えば、電気的特徴量として異常な電流（例えば、機器が正常に動作
しているときに流れる電流の数倍以上の電流）が機器に流れている場合には、取得された
電気的特徴量が明確な劣化を示すと判定される。上述したように、機器が劣化していない
状態にある場合について説明するため、ここでは、算出部１３は、取得された電気的特徴
量が明確な劣化を示さないと判定する。
【００６１】
　取得された電気的特徴量が明確な劣化を示さない場合（ステップＳ１２でＮｏ）、算出
部１３は、取得された電気的特徴量と正常な電気的特徴量とが類似するか否かを判定する
（ステップＳ１３）。正常な電気的特徴量とは、機器が設置された環境において機器が劣
化していない状態で動作しているときの機器の電気的特徴量である。当該電気的特徴量は
後述するように記憶部１２に蓄積されていくが、取得された電気的特徴量と類似する電気
的特徴量が記憶部１２に記憶されていない場合には、取得された電気的特徴量と正常な電
気的特徴量とが類似しないと判定される。機器の使用を開始して間もない場合には、記憶
部１２に記憶される電気的特徴量が少ないため、取得された電気的特徴量と正常な電気的
特徴量とが類似しないと判定されやすい。なお、取得された電気的特徴量と正常な電気的
特徴量とが類似しているか否かを判定する方法は特に限定されないが、例えば、周波数ス
ペクトルにおいて強度が同程度の周波数成分の数が一定以上ある場合に類似していると判
定されてもよいし、特定の周波数帯域におけるスペクトルの面積が同程度である場合に類
似していると判定されてもよい。
【００６２】
　取得された電気的特徴量と正常な電気的特徴量とが類似しない場合（ステップＳ１３で
Ｎｏ）、取得部１１は、取得した電気的特徴量を正常な電気的特徴量として記憶部１２に
蓄積する（ステップＳ１４）。機器が動作しているときの電気的特徴量は、機器の周辺で
動作する他の機器の種類等による影響を受けるため、機器が設置された環境によって変化
する。そのため、劣化していない状態の機器の電気的特徴量は、機器が設置された環境に
よって変化する。ある一般家庭で取得した対象の機器に流れる電流値を例として、機器が
設置された環境によって電気的特徴量が変化することを図４Ａから図４Ｄを用いて説明す
る。
【００６３】
　図４Ａは、機器が設置された環境としてリビングで動作している機器の電気的特徴量の
一例を示すグラフである。
【００６４】
　図４Ｂは、機器が設置された環境としてキッチンで動作している機器の電気的特徴量の
一例を示すグラフである。
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【００６５】
　図４Ｃは、機器が設置された環境として洗面所で動作している機器の電気的特徴量の一
例を示すグラフである。
【００６６】
　図４Ｄは、機器が設置された環境として和室で動作している機器の電気的特徴量の一例
を示すグラフである。
【００６７】
　図４Ａから図４Ｄに示されるように、設置される環境によって機器の電気的特徴量（こ
こでは機器に流れる電流を周波数領域で変換した周波数スペクトルの１０ｍＡ以下の成分
）が異なることが分かる。具体的には、機器が設置される環境によって、特定の周波数の
成分の強度が異なっていたり、特定の周波数帯域におけるスペクトルの面積が異なってい
たりする。
【００６８】
　そこで、本発明の実施の形態による劣化検知システム１０等により機器が設置された環
境において機器が劣化していない状態で動作しているときの機器の電気的特徴量が蓄積さ
れる。これにより、このような電気的特徴量を事前に準備しなくてもよく、機器が設置さ
れたその場の環境に応じた機器の電気的特徴量が蓄積されるため、機器が設置された環境
において機器が劣化していない状態で動作しているときの機器の電気的特徴量を容易に取
得することができる。
【００６９】
　そして、判定部１４は、機器が正常であると判定する（ステップＳ１５）。
【００７０】
　以降もステップＳ１１からステップＳ１５の処理が繰り返されて、機器が設置された環
境において機器が劣化していない状態で動作しているときの機器の電気的特徴量が逐次蓄
積されていくことで、その環境に応じた電気的特徴量を数多く取得することができる。機
器が設置された場所が変化しなくても、機器の周辺で動作する他の機器の動作状態は変化
するため、その変化に応じて変化する機器の電気的特徴量を取得することができる。
【００７１】
　次に、機器が、使用を開始してある程度時間が経過した状態、すなわち、劣化の兆候が
出始めるおそれのある状態にある場合について説明する。
【００７２】
　トラッキング劣化のような機器の劣化の兆候を示す信号は、機器が動作しているときの
電気的特徴量（例えば機器に流れる電流等）と比べて微少な信号である。ここで、劣化の
兆候を示す信号が微少な信号であることを図５Ａから図５Ｄを用いて説明する。
【００７３】
　図５Ａは、トラッキング劣化未発生時の機器の電気的特徴量の一例を１０Ａレンジで示
すグラフである。
【００７４】
　図５Ｂは、トラッキング劣化発生時の機器の電気的特徴量の一例を１０Ａレンジで示す
グラフである。
【００７５】
　図５Ｃは、トラッキング劣化未発生時の機器の電気的特徴量の一例を１０ｍＡレンジで
示すグラフである。
【００７６】
　図５Ｄは、トラッキング劣化発生時の機器の電気的特徴量の一例を１０ｍＡレンジで示
すグラフである。
【００７７】
　図５Ａ及び図５Ｂでは、機器の電気的特徴量として機器に流れる電流を周波数領域で変
換した周波数スペクトルの１０Ａ以下の成分が示され、図５Ｃ及び図５Ｄでは、機器の電
気的特徴量として機器に流れる電流を周波数領域で変換した周波数スペクトルの１０ｍＡ
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以下の成分が示される。図５Ａから図５Ｄに示されるように、機器が動作しているときの
電流は１０Ａレンジに対応しているのに対して、トラッキング劣化の兆候は１０ｍＡ～１
００ｍＡのレンジに対応しており非常に微少であることがわかる。
【００７８】
　そのため、機器に劣化の兆候があったとしても、ステップＳ１２では取得された電気的
特徴量が明確な劣化を示すと判定されず、また、ステップＳ１３においても取得された電
気的特徴量と正常な電気的特徴量とが類似していると判定される。また、上述したように
、機器が動作しているときの電気的特徴量は、機器が設置された環境によって変化する。
したがって、機器の劣化の兆候を示す信号に比べて非常に大きく、さらに、環境によって
変化し得る機器の電気的特徴量から、機器の劣化の兆候を示す微少な信号を抽出すること
は難しい。
【００７９】
　そこで、算出部１３は、取得された電気的特徴量と正常な電気的特徴量とが類似してい
る場合（ステップＳ１３でＹｅｓ）、取得された電気的特徴量と、正常な電気的特徴量と
の差分を算出する（ステップＳ１６）。具体的には、算出部１３は、取得された電気的特
徴量と、記憶部１２に蓄積された正常な電気的特徴量との差分を算出する。上述したよう
に、記憶部１２に蓄積された正常な電気的特徴量は、機器が設置された環境において劣化
していない状態の機器の電気的特徴量であるため、取得された機器の電気的特徴量から当
該機器が設置された環境に応じて変化し得る環境ノイズも差し引くことができる。このた
め、機器の劣化の兆候を示す信号のように微少な信号を抽出することができる。
【００８０】
　次に、判定部１４は、算出された差分と機器の劣化の兆候を示す劣化兆候データとが類
似するか否かを判定する（ステップＳ１７）。具体的には、判定部１４は、算出された差
分と受信部１７で受信され、記憶部１２に記憶された劣化兆候データとが類似するか否か
を判定する。なお、算出された差分と劣化兆候データとが類似しているか否かを判定する
方法は特に限定されないが、例えば、周波数スペクトルにおいて強度が同程度の周波数成
分の数が一定以上ある場合に類似していると判定されてもよいし、特定の周波数帯域にお
けるスペクトルの面積が同程度である場合に類似していると判定されてもよい。また、劣
化兆候データと類似しているか否かを判定するための機械学習モデルが用いられてもよく
、例えば、算出された差分を当該機械学習モデルに入力することで、算出された差分が劣
化兆候データと類似しているか否かが当該機械学習モデルから出力されてもよい。このよ
うに、算出された差分と劣化兆候データとが類似するか否かが判定されることで、算出さ
れた差分が機器の劣化の兆候を示すか否かを精度良く判定できる。
【００８１】
　算出された差分と劣化兆候データとが類似しない場合（ステップＳ１７でＮｏ）、判定
部１４は、機器が正常であると判定する（ステップＳ１５）。例えば、算出された差分が
ほぼ０の場合、算出された差分と劣化兆候データとは類似せず、すなわち、機器に劣化の
兆候が表れておらず、機器が正常と判定される。また、算出された差分が０でない場合で
あっても、算出された差分と劣化兆候データとが類似しない場合がある。例えば、宅外で
大型車両等が走行したときに発生したノイズが機器の電気的特徴量に重畳した場合、算出
された差分は０とならないが、当該差分は、機器の劣化の兆候によって発生したものでは
ないため劣化兆候データとは類似せず、機器が正常と判定される。
【００８２】
　算出された差分と劣化兆候データとが類似する場合（ステップＳ１７でＹｅｓ）、検知
部１５は、機器の劣化の兆候を検知する（ステップＳ１８）。劣化検知システム１０が主
幹ブレーカ１１０内に設けられる場合、機器１４０ａ～１４０ｄのいずれかに劣化の兆候
があることが検知される。劣化検知システム１０が壁面コンセント１２０ａ内又は機器１
４０ａ内に設けられる場合、機器１４０ａに劣化の兆候があることが検知される。劣化検
知システム１０が壁面コンセント１２０ｂ内又は機器１４０ｂ内に設けられる場合、機器
１４０ｂに劣化の兆候があることが検知される。劣化検知システム１０が壁面コンセント
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１２０ｃ内又はコンセント差込機器１３０内に設けられる場合、機器１４０ｃ及び１４０
ｄのいずれかに劣化の兆候があることが検知される。劣化検知システム１０が機器１４０
ｃ内に設けられる場合、機器１４０ｃに劣化の兆候があることが検知される。劣化検知シ
ステム１０が機器１４０ｄ内に設けられる場合、機器１４０ｄに劣化の兆候があることが
検知される。
【００８３】
　出力部１６は、機器の劣化の兆候の検知の結果を出力する（ステップＳ１９）。例えば
、出力部１６は、ディスプレイ等の表示部又はスピーカ等に検知の結果を出力して、機器
に劣化の兆候があることをユーザに報知させてもよい。また、例えば、出力部１６は、メ
ンテナンス業者等に向けて検知の結果を出力して、メンテナンス業者等に劣化の兆候のあ
る機器のメンテナンス等をさせてもよい。また、例えば、出力部１６は、機器への電源の
供給を制御する制御部等に検知の結果を出力して、劣化の兆候のある機器への電力の供給
を遮断させてもよい。
【００８４】
　なお、すでに劣化している機器が設置されて明確な劣化を示す電気的特徴量が取得され
る場合がある。このような場合に、ステップＳ１２での処理がないと、取得された明確な
劣化を示す電気的特徴量と正常な電気的特徴量とが類似しないため、ステップＳ１３でＮ
ｏとなり明確な劣化を示す電気的特徴量が正常な電気的特徴量として記憶部１２に記憶さ
れる場合がある。そこで、取得された電気的特徴量が明確な劣化を示す場合（ステップＳ
１２でＹｅｓ）、ステップＳ１３での処理が行われず、検知部１５は、機器の劣化を検知
する（ステップＳ１８）。これにより、明確な劣化を示す電気的特徴量が正常な電気的特
徴量として記憶部１２に蓄積されることを防ぐことができる。
【００８５】
　以上説明したように、取得された劣化の兆候があるか否かわからない機器の電気的特徴
量と、当該機器が設置された環境において劣化していない状態の当該機器の電気的特徴量
との差分が算出される。言い換えると、取得された当該機器の電気的特徴量から、劣化し
ていない状態の当該機器の電気的特徴量であって当該機器が設置された環境の環境ノイズ
を含む電気的特徴量が引かれる。これにより、取得された当該機器の電気的特徴量から当
該機器が設置された環境に応じて変化し得る環境ノイズの影響を効果的に排除できる。し
たがって、劣化の兆候がある機器の電気的特徴量が取得された場合に、機器の劣化の兆候
を示す信号を精度良く抽出することができ、機器の劣化の兆候を検知することができる。
【００８６】
　（その他の実施の形態）
　以上、本開示の一つ又は複数の態様に係る劣化検知方法及び劣化検知システム１０につ
いて、実施の形態に基づいて説明したが、本開示は、これらの実施の形態に限定されるも
のではない。本開示の趣旨を逸脱しない限り、当業者が思いつく各種変形を各実施の形態
に施したものや、異なる実施の形態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、
本開示の一つ又は複数の態様の範囲内に含まれてもよい。
【００８７】
　例えば、上記実施の形態では、機器が設置された環境において機器が劣化していない状
態で動作しているときの機器の電気的特徴量が記憶部１２に蓄積される例について説明し
たが、これに限らない。例えば、機器が設置された環境において機器が劣化していない状
態で動作しているときの機器の電気的特徴量が受信部１７等によって受信されて、記憶部
１２に格納されてもよい。この場合、算出部１３は、取得された電気的特徴量と、受信さ
れた電気的特徴量との差分を算出する。これにより、このような電気的特徴量を事前に準
備しなくてもよく、機器が設置されたその場の環境に応じた機器の電気的特徴量を逐次蓄
積している装置から電気的特徴量を受信することができる。また、機器が設置された環境
において機器が劣化していない状態で動作しているときの機器の電気的特徴量が蓄積され
たり、受信されたりしなくてもよく、予め記憶部１２に記憶されていてもよい。
【００８８】



(14) JP 2021-103099 A 2021.7.15

10

20

30

40

50

　例えば、上記実施の形態では、劣化検知システム１０が判定部１４を備える例について
説明したが、劣化検知システム１０は判定部１４を備えていなくてもよい。すなわち、機
器の劣化の兆候を検知するために劣化兆候データが用いられなくてもよい。この場合であ
っても、算出部１３で算出された差分に対して、機器の劣化の兆候を示す微少な信号が存
在するか否かを閾値判定することで、機器の劣化の兆候を検知することができる。
【００８９】
　例えば、上記実施の形態では、劣化検知システム１０が劣化兆候データを受信する受信
部１７を備える例について説明したが、劣化検知システム１０は受信部１７を備えていな
くてもよい。例えば、劣化兆候データは、予め記憶部１２に記憶されていてもよい。
【００９０】
　例えば、上記実施の形態では、劣化検知システム１０が出力部１６を備える例について
説明したが、劣化検知システム１０は出力部１６を備えていなくてもよい。
【００９１】
　なお、劣化検知システム１０は、取得部１１が取得した電気的特徴量から瞬間的な電力
供給の遮断を検知することにより、コードが劣化した部分又は断線した部分で発生するス
パークを検知してもよい。また、劣化検知システム１０は、取得部１１が取得する電気的
特徴量の長期的な経時変化を監視することにより、電子部品の劣化、不完全接続又は材料
の劣化等を検知してもよい。
【００９２】
　本開示は、劣化検知方法に含まれるステップを、プロセッサに実行させるためのプログ
ラムとして実現できる。さらに、本開示は、そのプログラムを記録したＣＤ－ＲＯＭ等で
ある非一時的なコンピュータ読み取り可能な記録媒体として実現できる。
【００９３】
　例えば、本開示が、プログラム（ソフトウェア）で実現される場合には、コンピュータ
のＣＰＵ、メモリ及び入出力回路等のハードウェア資源を利用してプログラムが実行され
ることによって、各ステップが実行される。つまり、ＣＰＵがデータをメモリ又は入出力
回路等から取得して演算したり、演算結果をメモリ又は入出力回路等に出力したりするこ
とによって、各ステップが実行される。
【００９４】
　なお、上記実施の形態において、劣化検知システム１０に含まれる各構成要素は、専用
のハードウェアで構成されるか、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行する
ことによって実現されてもよい。各構成要素は、ＣＰＵ又はプロセッサなどのプログラム
実行部が、ハードディスク又は半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプ
ログラムを読み出して実行することによって実現されてもよい。
【００９５】
　上記実施の形態に係る劣化検知システム１０の機能の一部又は全ては典型的には集積回
路であるＬＳＩとして実現される。これらは個別に１チップ化されてもよいし、一部又は
全てを含むように１チップ化されてもよい。また、集積回路化はＬＳＩに限るものではな
く、専用回路又は汎用プロセッサで実現してもよい。ＬＳＩ製造後にプログラムすること
が可能なＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、
又はＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッ
サを利用してもよい。
【００９６】
　さらに、本開示の主旨を逸脱しない限り、本開示の各実施の形態に対して当業者が思い
つく範囲内の変更を施した各種変形例も本開示に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００９７】
　本開示の劣化検知方法等は、例えば、機器の劣化を検知する装置に適用できる。
【符号の説明】
【００９８】



(15) JP 2021-103099 A 2021.7.15

10

　１０　劣化検知システム
　１１　取得部
　１２　記憶部
　１３　算出部
　１４　判定部
　１５　検知部
　１６　出力部
　１７　受信部
　２１　電流センサ
　２２　電圧センサ
　３０　ＡＤ変換部
　４０　周波数変換部
　１００　電力系統
　１１０　主幹ブレーカ
　１２０ａ、１２０ｂ、１２０ｃ　壁面コンセント
　１３０　コンセント差込機器
　１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃ、１４０ｄ　機器

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４Ａ】

【図４Ｂ】 【図４Ｃ】
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【図４Ｄ】 【図５Ａ】

【図５Ｂ】 【図５Ｃ】
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【図５Ｄ】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

