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Electromagnetic Diagnosis System

EM設備診断装置
製品カタログ

 電磁誘導の特性を用いたユニークな測定原理

 低周波数帯域の計測に対応

 回転体の可視化が可能

 RIS（無線式フロントエンドアンプユニット）で簡単測定

 多彩な測定・分析機能を搭載

IIUは先進的な診断技術で機器・設備の健全性を守ります。



EM設備診断装置ってなに？

EM設備診断装置は、電磁誘導の特性を用いて回転機器の状態を判断することができる「EMセンサ」を用いたIIU独
自の測定診断装置です。一般的に活用されている振動センサとは異なる原理で、回転機器の状態を検知することが
できます。

EMセンサの測定原理

EMセンサ(Electromagnetic Sensor)は、電磁誘導の特性を用いたIIU独自のセンサです。EMセンサは磁石とピッ
クアップコイルから構成されており、測定対象の運動を磁場の変化として捉えます。

①EMセンサの磁石によりEMセンサの周囲には静磁場が生
成されます。

②この磁場の内部を導体(鉄など)が動くと、導体を貫く磁
束の変化を妨げる方向に起電力(渦電流)が発生します。

③この導体の渦電流による磁場の変化により、ピックアッ
プコイルの電圧が変化します。

①EMセンサが静磁場を生成
軸受の回転方向

②導体に起電力(渦電流)が発生

③渦電流により磁場が変化

EMセンサの測定原理 1

軸受の回転方向

①測定対象が磁性体である場合、測定対象が磁場を生成し
ます。

②測定対象が動くことにより、EMセンサのピックアップコ
イルの中を通る測定対象からの磁束が変化するため、
ピックアップコイルの電圧が変化します。

EMセンサの測定原理 2
①測定対象が磁場を生成

②測定対象が動くことで
ピックアップコイル内
の磁束が変化

測定原理から、EMセンサの信号の大きさ(ピックアップコイルの電圧)は、「測定対象の材質」「EMセンサと測定
対象との距離」「測定対象の回転速度」に依存します。

電 磁 セ ン サ の 原 理
Principles of the electromagnetic sensor



正常な軸受

正常な軸受

転動体通過周波数

軸回転周波数とその高調波

EMセンサを使うと何がわかるの？

EMセンサによる軸受の異常検知
例えば軸受の内輪に損傷が発生すると、内輪の損傷発生部
位の上を転動体が通過するとき、損傷による凹み部分に転
動体が入り込むため、軸受全体やシャフトなどが小さく変
位します。この変位によって磁束が変化するため、EMセン
サのピックアップコイルの電圧が変化し、損傷を捉えます。
軸受の損傷で発生する振動が非常に小さくても、軸受や
シャフトなどの変位による影響を明確な信号として捉えら
れるため、低速回転設備の軸受異常が検知できます。

①内輪に損傷
発生

②転動体が内輪傷に
入り込み、軸受全
体やシャフトなど
が小さく変位

③軸受やシャフト
の変位を信号と
して捉える

一般的な加速度振動センサでは検知が難しい、非常にゆっくり回転するような設備の軸受の損傷をEMセンサを用い
ることにより検知することができます。

低速回転設備の軸受の異常検知

低速回転試験装置(回転速度29.4rpm)に内輪に損傷を付与した軸受を組み込み、EMセンサと振動加速度センサでど
のような信号が測定できるか比較しました。測定データの周波数スペクトルを確認したところ、EMセンサのみ内輪
傷に対応する特徴周波数にピークが現れており、EMセンサを使うことで低速回転設備の軸受の異常を検知できるこ
とが実証されました。

正常な軸受 内輪傷軸受

振動加速度センサ EMセンサ

モータ(回転周波数40Hz)遊星ギア(ギア比1:81)

○ 低速回転試験装置(回転速度29.4rpm，回転周波数0.49Hz)

内輪傷

○ 内輪傷模擬軸受

○ EMセンサの周波数スペクトル

○ 振動加速度センサの周波数スペクトル

内輪傷軸受

内輪傷軸受

軸回転周波数

内輪傷周波数とその高調波



回転機械のインペラやカップリング、ギアの歯など、EMセンサの前を通過する導体の挙動を可視化することができ
ます。このような特徴から、振動センサでは検知が困難なギアの歯などの損傷、摩耗をEMセンサを用いることで検
知できるようになります。

回転体の可視化

○ 測定したインペラ(左)と測定結果グラフ(右)

ギア

歯の欠け

EMセンサー

○ 測定したギア(左)と測定結果グラフ(右)

歯の摩耗
（大）

歯の欠け

歯の摩耗
（小） 1 turn

一般的な加速度振動センサでは検知困難なすべり軸受の摩耗を、EMセンサを用いることで検知することができます。
EMセンサは動いている導体による磁束の変化を捉えるので、形状が一様で磁束に変化を与えないすべり軸受の状態
を直接検知できるわけではありません。したがって、ポンプのインペラなどを測定することで間接的に診断します。

すべり軸受の摩耗検知

実際にキャンドポンプにEMセンサを設置し、EMセンサとインペラの距離を変化させて測定した結果、非常に高い
精度（10μm単位）で摩耗量を推定できることを確認しました。

滑り軸受：正常

滑り軸受 EMセンサインペラ

滑り軸受が正常なときの信号の振幅を基準値とする

○ すべり軸受の摩耗検知イメージ

滑り軸受：摩耗発生

滑り軸受 EMセンサインペラ

滑り軸受の摩耗が発生するとインペラ位置が変わるため、信号の振幅が変化



EM設備診断装置の導入事例

EM設備診断装置は、低速回転設備を中心に設備の測定・診断のために活用されています。

低速回転設備の軸受異常検知

※各写真はイメージです

発電量

風速
回転速度

一般的な加速度振動センサでは軸受の異常を検知できなかった低速回転設備に対してEMセンサを用いて測定・診断
を行ったところ、損傷や潤滑異常などを検知することができました。このような検知実績を受けて、製紙工場や製
鉄所、風力発電ファームなどでEM設備診断装置が導入されています。

製紙工場
紙の製造工程は何段階にもわたっており、使用している機械の中には0.5～
60rpmと非常にゆっくり回転するものがあります（パルプ製造工程・紙製造
工程など）。IIUはEMセンサを用いて製紙工場の低速回転機械の測定を行い、
軸受の異常（損傷・潤滑異常）が検知できることを実証、EM設備診断装置を
導入頂きました。

［測定診断実績例］ディスクフィルタ、プレスロール…

製鉄所
鉄鉱石を荷揚げするアンローダやコークス製造設備の測定を行い、EMセンサ
により軸受の状態が検知できることを実証、EM設備診断装置を導入頂きまし
た。

［測定診断実績例］アンローダ、コークス製造設備…

風力発電ファーム
風車の回転数は数十rpmと非常に遅く、主軸軸受や増速機（低速側）の異常
を振動情報として振動計で捉えることが難しいことが分かっています。EMセ
ンサで風車の主軸軸受などを実際に測定し、振動計では困難な低周波数帯域
（～10Hz）でも詳細分析が可能であることを実証、EM設備診断装置を導入
頂きました。

［測定診断実績例］風車主軸軸受、増速機、ヨーギア…

すべり軸受の摩耗検知

廃棄物処理設備
廃棄物処理設備や化学プラントなどではキャンドポンプが用いられていますが、すべり軸受の摩耗を一般的な
加速度振動センサで捉えるのは困難です。IIUはEMセンサを用いて実際に現場で使用されているキャンドポン
プに対し、IIUが開発したすべり軸受摩耗検知技術により摩耗検知ができることを実証、EM設備診断装置を導
入頂きました。

その他の導入事例

振動計など一般的なセンサでは検知できなかった機械の異常検知方法を確立するため、研究・実証目的にEMセ
ンサをご購入・レンタル頂いています。

［導入・レンタル事例］化学メーカ、重機メーカ…



RIS（無線式フロントエンドアンプユニット）ってなに？

RISを使って簡単測定 幅広いセンサに対応

高サンプリングレート／リアルタイムサンプリング 信号波形／周波数スペクトル分析機能

無線式ながら最高20kHzの高サンプリングに対応*、
リアルタイムサンプリングが可能です。
*単一チャンネルにて測定している場合

測定中でも、信号波形と周波数スペクトルを切り替え
て確認することができます。また、カーソルを表示し
て振幅を確認することができます。

□無線式フロントエンドアンプユニット
RISは無線式のフロントエンドアンプユニットです。
Android OS端末から専用アプリを使い、最大30m*
離れた場所から遠隔測定することができます。
＊電波をさえぎるものがない良好な状態で通信した場合。
環境により通信可能距離が変わります。

□高精度測定に必要な機能をすべて搭載
RISには「アンプ」「フィルタ」「AD変換」機能す
べてが搭載されているので、面倒なケーブルの引き回
しを気にすることなく、測定することができます。

□アンプ内蔵式（ICP方式）加速度センサに対応
アンプ内蔵式（ICP方式）加速度センサに対応してお
り、RISからICP方式加速度センサに電源を供給しま
す。そのため、振動を測定する際、ICP方式加速度セ
ンサを選択することで、振動センサ用電源を別途用意
せずに簡単に接続、測定することができます。

□シングルエンド電圧入力
RISはシングルエンド電圧入力に対応しており、EM
センサの他、電圧出力センサを接続し測定することが
できます。接続部にはBNCコネクタを採用しており、
各種センサを簡単に接続することができます。
＊ICP方式加速度センサ以外の電源は対応しておりません。

最大30m

多彩な測定・分析機能

□連続収録機能
連続収録設定することで、最大3時間のインターバル
でデータ測定・収録を行うことができます。

□タグ設定
タグを設定することで、収録したデータに紐づけたメ
モを残すことができます。

□収録データ保存
収録データはris形式やテキスト形式（csv）で出力、
SigmaなどPC用時系列解析ソフトウェアに読み込む
ことで、効率的に管理・解析することができます。

□データ分析機能*
収録データの各種分析を行うことができます。

*データ分析機能を使用する場合、アドバンストモードライ
センスが必要です

EDP 低速回転軸受のIIU独自評価指標を計算

エンベロープ エンベロープ（包絡線）処理を行う

バンドパスフィルタ バンドパスフィルタを適用する

EFP 高速回転軸受のIIU独自評価指標を計算

自己相関 自己相関係数を計算

クレストファクタ 「信号の最大値／RMS」を計算



Sigma動作環境

時系列データ解析ソフトウェア Sigma

Sigmaは、実際に振動や音響データの分析を行っている産業機器の状態診断エキスパートが開発した時系列データ
解析用ソフトウェアです。長年の時系列データ診断経験に基づいて設計されており、シンプルなインターフェース
でEM設備診断装置を始めとした膨大な測定データを管理し、各測定データの波形や周波数スペクトル・特徴量の確
認など、詳細分析を行うことができます。

対応OS Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista 64bit，32bit

CPU インテルCore 2 Duo以上相当推奨

メモリ 1GB以上推奨

ライセンス認証 インターネット接続による認証
USBドングルによる認証（インターネット未接続で使用する場合）

状態監視コンサルタント

工場設備の状態監視でお困りのことはありませんか？お客様が抱える問題をIIUが高い技術力で解決します。

・どのようなセンサでどのように測定すればよいかわからない
・とりあえずセンサを導入したが、きちんと測定できているか判断できない
・傾向監視だけではなく詳細分析を行いたい
・測定データを有効活用したい
・機器の状態を監視するために適切な指標を作成し、しきい値を設定したい
・自社設備や製品の状態評価手法を開発したい

振動データを始め各種データの分析高度化や信号処理手法の開発など、長年蓄積
してきた状態監視技術に基づき、データ分析やアドバイスを行います。
＜過去の実績（例）＞
保全技術研究：振動データ等時系列データの分析高度化・独自指標開発
解析技術開発：機械学習・多変量解析によるデータ分析、ビッグデータ解析
製品開発 ：測定装置開発（音響診断装置、電磁診断装置等）
その他 ：測定・分析サービス、コンサルティング、受託研究

○メイン画面（レコード一覧） ○波形信号表示 ○周波数スペクトル表示

○スペクトログラム表示 ○トレンド表示



製品仕様

無線式フロントエンドアンプユニット（RIS：Remote Inspection System）

一般仕様 入力チャンネル数 2ch
※EMセンサ又はICP型加速度センサ
（Android端末のアプリケーションにより切替）

入力コネクタ BNC

出力 Bluetooth2.0（class2）

外形寸法 (W)70mm × (H)126mm × (D)31mm ※突起部を除く

質量 約150g ※電池を含まない

電源 2電源対応（内部：単3形乾電池3本 又は 外部：DC9V電源）

センサ入力部 チャンネル接続 EMセンサ／ICP型振動加速度センサ入力／その他

入力形式 シングルエンド電圧入力 又は ICP型振動加速度センサ入力

ICPセンサ用電源 DC24V／5mA定電流

許容入力電圧 ±10V以内

AC結合回路（DCカット） 切替式

OFF シングルエンド電圧入力時

ON ICP型振動加速度センサ入力時

ゲインアンプ 1倍／10倍／100倍／1000倍の4段切替

切替方法 Android端末のアプリケーションにより切替

ローパスフィルタ フィルタ形式 2次バターワース型

カットオフ周波数 1kHz／5kHz／10kHz／Passの切替

切替方法 Android端末のアプリケーションにより切替

応答周波数 DC～20kHz

AD部 AD変換分解能 16bit

サンプリング周波数 1chサンプル時 ＊最大20kサンプル／sec
2ch同時サンプル時 ＊最大10kサンプル／sec

サンプリング切替方法 Android端末のアプリケーションにより切替

EMセンサ（DJS-01）

一般仕様 出力コネクタ BNC

外形寸法 (Φ)40mm × (H)35mm

感度 ※下記校正曲線を参照

○ EMセンサ 校正曲線

＊8mm角の材料（鉄およびステンレス）を回転させた場合の感度（左図：回転数依存性、右図：センサ設置距離依存性）

□IIU製品のトライアル
IIU製品のトライアルのため、短期の無償レンタルを行っています。設備診断の予備検討にご利用ください。ご希望
の方はIIU HPのお問い合わせ画面よりご連絡ください。
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