展 望 解 説

特集：電力技術

電力設備のメンテナンスに関わる最近の研究開発
電力設備のメンテナンスに関わる最近の研究開発
池田 充* ＊
池田
充
Recent
Research
and and
Development
Activities
of Maintenance
Technologies
for for
Electric
Railway
Power
Supply
System
Recent
Research
Development
Activities
of Maintenance
Technologies
Electric
Railway
Power
Supply
System

Mitsuru

IKEDA

Mitsuru IKEDA

In order to ensure reliability and stability of the electric railway systems, adequate maintenance operation for the electric power

In order to ensure reliability and stability of the electric railway systems, adequate maintenance operation for

supply system is an essential matter. On the other hands, its maintenance operation involves high cost, because this system has a

the electric power supply system is an essential matter. On the other hands, its maintenance operation involves

huge spatial scale. Furthermore, working population in Japan has been decreasing today, resulting in high demands on

high cost, because this system has a huge spatial scale. Furthermore, working population in Japan has been

improving efficiency of the maintenance operation. RTRI has therefore been tackling the issue of improving in quality,

decreasing today, resulting in high demands on improving efﬁciency of the maintenance operation. RTRI has

efficiency and cost of the maintenance operation for the electric power supply system. This paper describes recent RTRI's

therefore been tackling the issue of improving in quality, efﬁciency and cost of the maintenance operation for

research and development activities on the maintenance technologies for the power supply system in order to overcome these
the electric power supply system. This paper describes recent RTRI’s research and development activities on the
issues.

maintenance technologies for the power supply system in order to overcome these issues.

キーワード： 電力設備，メンテナンス，予知保全，プロアクティブ保全，CBM，RBM，デジタルツイン
キーワード：電力設備，メンテナンス，予知保全，プロアクティブ保全，CBM，RBM，デジタルツイン

1．はじめに
１．はじめに
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ては，状態監視を効率よく，なおかつ低コストで行うこ
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関しては，状態監視を効率よく，なおかつ低コストで行
不具合が発生する根本的な原因・要因を可能な限り排除
うこと自体にまだ課題も多い。一方，プロアクティブ保
したうえで，排除できないものについてはこれを監視し
全は不具合が発生する根本的な原因・要因を可能な限り
て状態基準保全を行うという考え方であり，予知保全に
排除したうえで，排除できないものについてはこれを監
対してより上位の概念といえる。
視して状態基準保全を行うという考え方であり，予知保
さらに最近では，設備状態を基準としてメンテナンス
全に対してより上位の概念といえる。
を行う状態基準保全に加え，検査データや不具合情報を
さらに最近では，設備状態を基準としてメンテナンス
もとに設備故障に伴い発生するリスクの大小を評価し，
を行う状態基準保全に加え，検査データや不具合情報を
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の具体的な事例を紹介する。
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ルを定期的に更新することにより，静的な構造変化も容
さらに，架線のデジタルモデルを活用すれば，金具の
易に把握できる。これらの情報に基づき，メンテナンス
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3.2.1 高度な設備状態モニタリング技術
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3. 2. 1 高度な設備状態モニタリング技術
技術が不可欠である。ここでは，架線のデジタルモデル
設備の精緻なデジタルモデルを構築するためには，設備
を効率よく構築可能な電車線非接触測定装置について紹
状態を精度よく，なおかつ効率的にモニタリングする技術
介する。
が不可欠である。ここでは，架線のデジタルモデルを効率
電車線非接触測定装置 1)2)は，図 3 に示すように車両
よく構築可能な電車線非接触測定装置について紹介する。
屋根上に設置し，架線の静的な 3 次元構造を計測する装
図 3 に示すように，電車線非接触測定装置１）２） は，
置である。センシングはレーザセンサとラインカメラに
車両屋根上に設置し，架線の静的な 3 次元構造を計測す
より行い，営業速度で架線設備のステレオ画像を取得し，
る装置である。センシングはレーザセンサとラインカメ
画像処理により架線の 3 次元デジタルモデルを構築する。
ラにより行い，営業速度で架線設備のステレオ画像を取
その特徴は，トロリ線だけでなく，これをちょう架して
得し，画像処理により架線の 3 次元デジタルモデルを構
いるちょう架線や補助ちょう架線の架設位置を同時に測
築する。その特徴は，トロリ線だけでなく，これをちょ
定できることにある。さらに，ハンガやコネクタ等の電
う架しているちょう架線や補助ちょう架線の架設位置を
車線金具の取り付け位置の特定も行う。電車線金具の抽
同時に測定できることにある。さらに，ハンガやコネク
出方法にはいくつかの方法があるが，現在は機械学習に
タ等の電車線金具の取り付け位置の特定も行う。電車線
よって電車線金具の検出と種別特定，さらには状態良否
金具の抽出方法にはいくつかの方法があるが，現在は機
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