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ジャークセンサを用いた 
低速回転軸受の新しい損傷診断技術 

信州大学 工学部  

 機械システム工学科 

      准教授 辺見 信彦 
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本技術開発の背景 

 ジャークセンサの開発 ＜ジャーク（ｊerk）：加加速度，躍度＞ 
  ・ジャークを計測する市販センサがない 
  ・圧電素子を用いてジャークを測定するセンサを開発 
  ・センサ構造は市販の加速度ピックアップをそのまま転用可 

 
 軸受診断への応用 
  ・転がり軸受のフレーキング発生の診断 
  ・低速回転時の検出と診断は一般的には困難 
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従来の軸受診断技術とその問題点 

 既に実用化されている軸受診断の代表的な方法には、
加速度センサを用いたエンベロープ処理法等があるが、 
 
  ・加速度センサでは高速回転には有効だが，低速回 
  転軸受では振動検出が難しい 
  ・検出できたとしてもバンドパスフィルタ（BPF）による 
  弁別が困難（低速回転時に検出される信号の特殊性） 
 
等の問題があるが、この２点目の問題点がほとんど認識
されていない。 
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従来の代表的な低速回転軸受診断法（エンベロープ処理）について 

時間軸を拡大してみると 

BPFで軸受固有振動成分を
主体的に含むパルスを抽出 

軸受近傍振動の元波形 

傷通過周期 

絶対値処理して波形密度を上げる 

ローパスフィルタで波形を平滑化
して包絡線態様の波形を得る 

FFTにより傷通過周波数と
その高調波が現れる 

mandrel 
motor sensor 

bearing 
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高速回転時の振動検出信号（ジャーク＆加速度同時計測） 

ジャークセンサ出力（長時間波形） 

加速度センサ出力（時間軸拡大） ジャークセンサ出力（時間軸拡大） 

加速度センサ出力（長時間波形） 
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低速回転時の振動検出信号（ジャーク＆加速度同時計測） 

ジャークセンサ出力（長時間波形） 

加速度センサ出力（時間軸拡大） ジャークセンサ出力（時間軸拡大） 

加速度センサ出力（長時間波形） 

アンプ増幅度500rpmの100倍 

アンプ増幅度500rpmの316倍 
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低速回転時の軸受損傷によるパルス状振動の特徴と 
従来技術の問題点 
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ともにセンサ素子の固有振動数33kHzで振動 

拡大 

拡大 

従来法のようなバンドパスフィルタによる軸受振動成分の抽出ができない 
（軸受の固有振動成分が検出されていないことに加え，全てのパルス状
振動にセンサの固有振動が含まれるため） 

ノイズ？ 

experimental waveform for 40 [rpm] 

傷によるパルス？ 
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・損傷以外の原因によるパルスが 
 同じレベルで重畳． 
・振動の大きさも一定しない． 
・検出の欠落も発生． 
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傷通過周期の変動 

 
・転動体が損傷部を通過するごとにパルス状振動が発生する。 
 
・転動体とリテーナ隙間があるため，その隙間分だけ転動体の間隔
にずれが生じるため，すべりがなくても傷通周期は変動する。 

 （使用した軸受のリテーナ隙間は隣接ころ間隔の約±４%） 
 
・傷通過周期が変動しても、診断できる方法でなければならない。 
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(2) 傷通過周期の変動に対応するため
ピークホールド回路により波形整形 

(4) 乗算処理により傷通過周期に
同期したパルスを抽出 

(1) 元波形 (3) 傷通過周期で区分 

＜回路のオフセットや時定数の調整が必要＞ 

新技術の軸受診断法の原理 
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current amplifier 
 
amplifier circuit 

charge amplifier 

servo motor 

damaged bearing 

piezoelectric sensor 

coupling 
mandrel 

parallel round bar 

 
 
recorder 

housing plate motor plate 

cap housing 

normal bearing 

peak hold circuit 

軸受回転数 

500，200，40，
20，10rpm 

サンプリング周波数 
100kHz 

（検証実験として元波
形を記録するため故意
に高速でサンプリング

している） 

本軸受診断法を検証した実験装置の概要 
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使用したセンサ素子（ジャークセンサと加速度センサ） 

型式 P51C 0101 
電荷感度 (pC/m/s2) 5 
共振周波数 (kHz) 32 
質量 (g) 25 
寸法 (mm×mm) φ13.8×h30 

富士セラミックス㈱ 
圧電加速度ピックアッ
プ  

加速度計測との比較のため，ジャーク計測と加速度計測
の両方に同じ型式の市販のピックアップ素子を使用して
測定した。 
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検証測定用に使用した模擬損傷軸受 

日本精工㈱製 
メートル系円錐ころ軸受 

外径 (mm) 47 
内径 (mm) 20 
転動体数 (個) 14 
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傷中央部の三次元形状 

軸受の仕様 

外輪の一箇所に模擬損傷のけがき傷 
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PH回路復帰時定数25ms，回転数40rpmに対する検証結果 

加速度センサ出力波形 

ジャークセンサ出力波形 

傷通過周期で区分した波形の重ね合わせ表示 

乗算波形（診断結果） 

ピークホールド回路出力波形 

（傷通過周期：0.258s） 

傷の数に対応した１個の 
パルスが抽出されている！ 
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時定数50ms，回転数40rpm 

ジャークセンサ出力波形 

乗算波形（時定数が長すぎるときの結果） 

ピークホールド回路出力波形 

ジャークセンサ出力波形 

乗算波形（時定数が短かすぎるときの結果） 

ピークホールド回路出力波形 

時定数12.5ms，回転数40rpm 

PH回路の復帰時定数の違いによる比較実験結果 
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本診断法の制限 
(1)対象が転がり軸受であること（すべり軸受には非対応） 
(2)被測定軸受近傍にピックアップ素子を設置できること 
(3)一定回転であること 
(4)軸受の仕様と運転回転数が予め分かっていること 
 （(3),(4)は傷通過周期の公称値を予め設定するため） 
 
(5)転動体とリテーナとの隙間を計測し，すべりなしの定常運転時
の傷通過周期の変動幅を推定しておくこと 

 （(5)はPH回路の復帰時定数の適切値を予め設定するため） 
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新技術の特徴・従来技術との比較(最大の優位点) 

•  ジャークセンサを用いることによって，従来より
用いられてきた加速度センサよりも，パルス状振
動を高いS/N比で検出できるようになった。 
 

•  従来技術では困難または不可能であった転がり
軸受の低速回転時の損傷診断がより確実に高い
精度で可能になった。 
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新技術の特徴・従来技術との比較(実用上の優位点) 
★ジャークセンサに関して： 
• 開発したジャークセンサは，市販の電荷出力型の圧電式加速度ピック

アップ素子をそのままジャークセンサ素子として転用できるので，既存
のシステムがある場合でもジャークセンサシステムに簡単に移行できる． 

• 計測アンプの切換接続すれば同じピックアップ素子をそのまま用いて
併設することもできる。 
 

★診断法アルゴリズムに関して： 
• FFTやウェーブレットなどの時間のかかる計算や，歪度や尖度やカル

バック情報量など複雑な特徴パラメータの計算など一切しないため，計
算負荷が小さく，高速である。つまりインプロセス診断が可能である． 

• 低速回転に対応できる診断法であるが，高速回転に対してもそのまま
対応可能である。 

• ピークホールド回路により成形した波形を用いるため，振動の元波形を
高速でサンプリングする必要がなく，従来法（例えばサンプリング周波
数100kHz）に比べ1/10～1/100程度の遅いサンプリング周波数で計測
でよいので，１回の解析データ量が大幅に削減される。 
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想定される用途 

• 低速回転機械の軸受診断が可能であり，特にロー
ラ圧延のような低速で高負荷が加わるような事例に
おいて，フレーキング等の早期発見に適用すること
で，確実な時期での軸受交換の診断が可能となり，
コスト削減に大きく貢献すると考えられる。 

• 低速回転軸受以外であっても診断可能であり，さら
に損傷の発生箇所が軸受の外輪，内輪，転動体
に関わらず適用できるため，転がり軸受の従来の
診断法に完全に取って代わることができることが期
待できる。 
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実用化に向けた課題 
• 現在、軸受外輪に1箇所の損傷がある場合に対し
て回転数１０rpmでの診断が可能なところまでそ
の有効性を確認している。原理的に診断可能であ
る内輪や転動体に損傷が発生している場合につ
いての有効性を確認する必要がある。 

• 今後、より低速な回転数，損傷部位を変更した場
合について，本診断法の有効性を確認していく。 

• 現在はPCでデータ処理を実施してるが，実用化
に向けて、インプロセス診断するためのDSPシス
テムや簡単な設定のできる組込みマイコンでのシ
ステムを構築するとすぐに実用化が可能。 
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企業への期待等 
• 有効性確認予定の項目（より低速な回転数，損傷箇
所）については、順次実施していく。 

• 現在は模擬損傷をつけた軸受で検証実験を実施して
いるが，実際にフレーキングなどの損傷が発生した
軸受による有効性の確認も必要であり，損傷軸受の
提供を望んでいる。 

• 演算アルゴリズムは単純であり，組み込み技術や実
装化は企業の方が慣れていると思われるので，その
ような技術を持つ、企業との共同研究･開発を希望。 

• また、低速回転軸受の損傷診断システムを開発して
いる企業、稼動時間による強制軸受交換を実施して
いるメンテナンスを，軽微な損傷発生時を的確に判
断して交換することを望んでいる企業には、本技術
の導入が有効と思われる。 
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本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称 ：回転機械の設備診断方法 
          及び設備診断装置  
• 出願番号 ：特願2012-25822  
• 出願人  ：信州大学 
• 発明者  ：辺見信彦 
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お問い合わせ先 
信州大学 産学連携推進本部 

知的財産部門コーディネーター 丸山 育男 

 ＴＥＬ 026－269 － 5642 

 ＦＡＸ 026－269 － 5630 

 e-mail imaruyama＠shinshu-u.ac.jp 

信州大学 工学部 機械システム工学科 

准教授  辺見 信彦 

 ＴＥＬ 026－269 － 5153 

 ＦＡＸ 026－269 － 5145 

 e-mail henmi＠shinshu-u.ac.jp 
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