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無線振動センサを用いた設備保全ソリューション

Sushi Sensor アプリケーションノート

振動モニタリングで

 “いつもと違う” を検知

✓ XS770Aの設備保全への導入事例を紹介
✓ 振動法による設備診断を解説

安全で高品質を保つ生産活動の前提は、生産設備が適切に整備されていることです。

Sushi Sensorは多数の設備に取付けられ、産業用IoT技術を活用し設備の状態を漏れなく
把握します。これにより、CBM*1実現に向けた以下の課題が解決されます。

■ プラント全体を俯瞰し、健全性を見える化する
■ 傾向監視により異常の兆候「いつもと違う」を検知し、見逃さない
■ 装置・機器のデジタルデータ蓄積で、設備保全計画を最適化する

CBM実現で、巡回点検の最適化（作業者の負担軽減、安全性向上）とトータルコスト削減の効果が得られます。
YOKOGAWAは、お客様の設備維持コスト適正化を実現するCBM化をサポートします。

*1: CBM （Condition Based Maintenance : 状態基準保全）

YOKOGAWAが目指す設備保全



傾向監視

オンプレミスによる
構築も可能

※ XS770Aは本質安全防爆取得済みです。

クラウド環境

半年にわたり振動加速度を常時監視。
１時間に１回の測定で異常兆候が
顕著に捉えられました。
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基準値

XS770A
1回 ／ 1時間～1日

巡回点検
1回 ／ 8時間（1シフト）

測定対象機器

ねじ（M6）または
マグネットで
簡単取付け

速度モードで測定 加速度モードで測定

軸、継手 ベアリング
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XS770Aで簡易診断

精密診断
「いつもと違う」「いつもと違う」

精密診断
（FFT解析機能付き診断機など）

導入事例

故障発生前に保守作業を実施可能。 生産停止による大きな機会損失を回避できます。

振動法による設備診断

適用先

実例

測定対象

簡易診断と精密診断

測定周期と測定箇所

測定対象と測定モード

XS770Aは、主に回転機の異常兆候検知を目的とした無線振動センサ
です。2018年3月の発売以来、多くの引き合いをいただき多彩な業種で
フィールドテストも進んでいます。

XS770Aは設備保全のCBM化を推進します。CBM化のためには常に状態を把握し、異常の兆候（いつもと違う状態）を見逃さないことが
重要です。XS770Aは無線通信機能により、設備の状態をリモートで常に監視します。

設備のCBM化を推進するためには設備の状態を適切に把握する
必要があり、設備診断が行われます。設備診断の流れを図に示し
ます。簡易診断は設備の状態が正常であることを確認するもので、
従来は巡回点検などで実施されてきました。
XS770Aによる簡易診断で正常ではない「いつもと違う」状態が

検出された場合には、精密診断を実施します。
全ての機器が常時監視されることが理想ですが、従来はコストや
現場の環境条件などが原因となりカバー率は限定的でした。
XS770Aを多数の回転機に設置することで、常時監視のカバー率
が向上し「いつもと違う」状態を見逃すことがなくなります。

簡易診断の目的は「いつもと違う」状態を検出することです。多く
の設備でその状態は数箇月～数年を経て変化するため、1日1回
程度の測定でも傾向を把握することができますが、より短い周期で
測定できると安心です。

またXS770Aがもつ簡単設置、簡単設定の特長により、大きな負担
なく測定対象を増やすことができます。
測定周期の短縮と測定箇所の増加によりプラント全体を俯瞰し、
健全性を見える化することができます。

XS770Aは、振動速度および振動加速度の測定モードを持ち、以下のように使い分けます。
速　度：軸のアンバランス、ミスアライメント、軸まがりなどを簡易診断
加速度：転がり軸受（ベアリング）の損傷を簡易診断

適切なモードで連続監視し、値の変化があれば「いつもと違う」状態が生じていると判定します。
XS770Aは1台で、速度と加速度を同時に測定することができます。

石油、石化などプラント設備への適用検討が進んでいますが、一方で
回転機に組み込んでの使用や社会インフラなど新分野からも期待して
いただいています。

振動測定の対象となる機器は主に回転機ですが、流体の動きに伴う
振動が問題となる配管などの例もあります。

1時間毎の測定で、転がり軸受の異常兆候を検知した例を示します。

▶ 引合いをいただいている業種の例

石油　石化　化学　電力・ガス　鉄鋼　非鉄・金属　ゴム 
紙パ　食薬　セメント　建設　保全　回転機ベンダ
出版・印刷　自動車部品　電機　ＩＴ
社会インフラ（道路　橋梁　トンネル）

▶ 振動測定の例

モータ　減速機　軸受け　ユーティリティ設備　熱交換器
冷却塔　鉱山破砕機　エキスパンダ　アジテータ　ポンプ 
遠心分離機　ベルトコンベア　クレーン　エレベータ　など

▶ 温度測定の例

循環温水配管　室温　  ほか
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大きな振動発生

図1 : 絶対値判定の例 図2 : 相対判定法の例 図3 : 相互判定法の例

Q&A

Question Answer
なぜ振動を測定するのですか？ モータやポンプなど設備の劣化状態を知るためです。

振動を測定すると何が判りますか？ 設備が劣化すると振動が増大します。振動を数値化すると劣化の進行状態を知ることができます。

測定結果はどのように活用できますか？ 設備が故障して停止する前に、計画的に保守作業を実施することができます。

保守作業を行うべきか判定基準は
ありますか？

簡易的にはISOの指針（ISO10816-1:1995など）が役立ちます（図1）。
ただし設備毎にサイズや取付け方法が異なるため全てに適合できる絶対基準はありません。

実用的にはどのように判定すれば
よいですか？

設備の同一箇所を継続的に測定し、正常と比べて振動が何倍になったかで判定します。
これを「相対判定法」と呼びます（図2）。XS770Aはこの目的に最適の機能を備えています。

その他の判定方法はありますか？
同一仕様の設備が複数台運転されている場合には、相互の振動を比較し判定する方法があります。
これを「相互判定法」と呼びます（図3）。
複数の対象設備にXS770Aが設置されている場合、相互判定法も採用できます。

簡易診断と精密診断の違いは何ですか？
簡易診断で「いつもと違う」状態が検出されれば、原因を追究するための精密診断を行います。
精密診断結果に基づいて保守作業が必要かどうか、またその時期を決めるため充分なエビデンスを
得ることが重要です。従って精密診断にはFFT解析など複雑な信号処理が必要となります。

簡易診断に使用するXS770Aに
FFT解析機能は不要なのですか？

「いつもと違う」状態を検出するためには、FFT解析よりも長期における振動のトレンド把握が
適切です。

「速度」と「加速度」のデータはどのように
使い分けますか？

「速度」のデータは軸のアンバランス、ミスアライメントなどの兆候を検出するために使用します。
「加速度」のデータは転がり軸受（ベアリング）損傷の兆候を検出するために使用します。

XS770Aは1台で、速度と加速度を同時に測定することができます。

振動速度
RMS値(mm/s)

15 kW以下の
モーター

15～75 kWの
モーター

硬い基礎に付け
られた大型機械

柔らかい基礎に付
けられた大型機械

45
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18
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注意7.1
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良

4.5
注意

良

2.8

良

1.8
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0.71
0.45
0.28

（表はISO10816-1:1995を参考に作成したもの）


