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＜＜パイプラインの予防保全から維持管理まで＞＞
JFEは、パイプライン分野における長年の実績に基づき、予防保
全から維持管理まで多岐にわたるサービスをご提供致します。
さらに、長期にわたる維持管理計画の作成とその実施まで、
トータルなアウトソーシングのご要望にもお応え致します。

架管メンテナンスソリューション
膨大な数の架管部の維持管理をどうしますか。JFEなら、
点検・補修対象架管の絞込や優先順位付けも含め、数年にわ
たる点検・補修計画の立案、実施など、保全業務全てをお引
き受けし、最小のコストで最大の効果をお約束します。

・ 架管管理システム
・ コロージョンスコープ
・ 超音波腐食深さ測定
・ 架管点検ロボット
・ NP防食工法
・ ロータス工法

沈下メンテナンスソリューション
不等沈下対策は、沈下量の測定、発生応力の評価、応力解放
工事と各ステージで高い技術力が要求されます。JFEでは、
最新の計測装置と解析技術、そして豊富な工事実績をもとに
調査から対策工事まで、一貫した対応が可能です。

・ パイプライン三次元線形計測　ジャイロピグ
・ 磁歪応力測定装置

塗覆装メンテナンスソリューション
埋設管の維持管理に塗覆装のメンテナンスは欠かせません。
路面からの塗覆装状態の点検、点検結果から重大箇所の絞
込み、重大箇所の掘削調査および補修と、一連の塗覆装メン
テナンス計画立案、実施は、お任せください。

・ 自走式塗覆装診断システム　MSマイケル

・ 他工事損傷常時監視システム　REMDOC

腐食メンテナンスソリューション
腐食に関する事は､何でもご相談ください。現状の調査から原
因究明、対策まで、豊富な経験と最新の技術で、最適なご提案
をいたします。

・ 腐食検査ピグ
・ コロージョンスコープ
・ 超音波腐食深さ測定
・ 埋設管腐食検査ロボット
・ 自走式管内カメラ　OMNIVS
・ NP防食工法
・ ロータス工法

ステーションメンテナンスソリューション
ステーション内の機器管理や定期点検計画の立案・実施をはじめ、異常時の
対応にいたるまで、お客様のニーズに合わせてあらゆるサービスを提供い
たします。

・ ステーションメンテナンス支援システム
・ ＳＢ工法

検　査
最適な（時期、手法）
検査方法の提供

診　断
費用対効果が最大
となる対策の提案

補修（更新）
コストミニマムな
施工法の提供

データベース
設計時から検査・補修までの一貫
したデータ管理ツールの提供

メンテナンスソリューション   Maintenance Solution

沈下メンテ
ソリューション

架管メンテ
ソリューション

沈下メンテ
ソリューション

架管メンテ
ソリューション ステーションメンテ

ソリューション
ステーションメンテ
ソリューション

腐食メンテ
ソリューション

塗覆装メンテ
ソリューション

腐食メンテ
ソリューション

塗覆装メンテ
ソリューション

JFEパイプライ ン

メンテナンス

ソリューション

検査技術
データベース

材料強度
構造解析

補修技術

診　断
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配管内面調査－管内カメラOMNIVS－ 埋設管腐食検査ロボット

OVS-450

－あなたの代わりに管の中へ－
高精度な自走式管内カメラによる配管内面調査

【管内走行部】

【光切断法による現地溶接ビードの形状再現図】

〔特　徴〕

・管内面状況の確認、腐食・損傷の大きさと深さ、溶接
　ビード高さの測定をレーザー光切断法により高精度で
　行い、メンテナンス計画立案に寄与致します。
・制御装置のモニターに、走行距離・管路傾斜・カメラ
　側視角度等を表示できます。
・超音波板厚測定が可能です。（オプション）

・ 自走式で片側350ｍ、両側700ｍの範囲を調査する  
 ことが可能です。
・ 特殊な車輪（オムニホイール）を採用した走行方式で、
　 多数のエルボ（1.5DR）を通過できます。
・ 垂直・傾斜走行が可能です。

[１] 腐食・損傷の大きさ・深さ等を高精度にて調査 [２] 片側350ｍ、両側700ｍの範囲を調査可能

－埋設管腐食を丸ごと検査－
埋設管内を走行し、管全面の腐食状況を調査、画像表示

[１]タイヤ型超音波センサーによる板厚測定

【管内ＴＶ画像】【人口傷試験体】

【腐食検査ロボット】

【測定結果例（人工傷試験体）】

〔特　徴〕

[２]管内状況の画像観察

・ 6個のタイヤに組込まれた板厚計でパイプ全面を1mm
 メッシュで測定します。
・ 測定結果は、リアルタイムで画像表 示されます。

[３]１日約200mの調査可能
・ 管内を最大4m／分で走行可能です。
・ 複数のエルボ（1.5DR）を通過し、垂直、傾斜走行も 
 可能です。

・ 管内の状況をＴＶカメラで、観察、録画できます。
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パイプラインの三次元線形計測 －ジャイロピグ－ 腐食検査ピグ

超音波トランスデューサ

水距離
残肉厚

外面

内面

内面腐食 外面腐食 変形 ラミネーション

内面減肉
１次センサー

鋼管

外面減肉
磁束

検出

磁石N S

検出

ロケーター発信機 信号ケーブル 超音波トランスデューサバッテリー・記録装置【ジャイロピグ】

【GPS計測】

－パイプライン位置計測の決定版－
高効率・高精度を追求したオンラインピグ検査

〔特　徴〕
[１]ピグによる三次元線形計測で配管変位を診断 [２]ジャイロとGPSで高精度計測
・ジャイロを搭載した検査ピグにより、パイプラインの
　三次元線形計測（敷設位置、配管変位および沈下）を行
　ない、パイプラインの地盤沈下、既往地震による線形変化
　等を高精度・高効率に検査致します。
・「円周溶接線の3次元位置座標」、「パイプライン上で距離約
　0.1m毎の3次元位置座標」および「始点から円周溶接線
　までの距離」を報告します。

・ ジャイロピグをパイプライン内に走行させてジャイロ 
 データを取得します。また、ピグランチャ・レシーバおよび
 パイプライン途中の特定点の位置をGPSで計測し、各位 
 置の緯度・経度・高度を計測します。ジャイロデータとGPSの 
 計測結果の位置を一致させ、パイプライン全線の3次元 
 位置を求めます。

【超音波検査方式】 【漏洩磁束検査方式】

【超音波検査方式】 【漏洩磁束検査方式】

－パイプラインの全線・全周検査－
超音波方式と漏洩磁束方式で液体、ガスラインを診断

〔特　徴〕
[1]パイプラインの全線・全周の検査が可能です。適用サイズは、6B～56Bまでの範囲です。

[２]超音波ピグは、原油、製品油、水等の液体ラインに適用します。超音波の直接計測による高精度な検査が可能です。
　  漏洩磁束ピグは、主にガスラインに適用します。

[3]検査結果を、わかりやすく、ビジュアルに表示します。また、腐食成長予測、余寿命評価が可能です。

[4]当社は、検査ピグによる豊富な検査実績があります（件数：221件、検査総延長：16,173km）

外面腐食の例（JFE） 内面腐食の例(JFE) 内面腐食の例(GE/PII社)

3. 腐食データ解析例

2. 計測原理

1. 腐食検査ピグ外観（超音波方式）
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橋梁添架管の目視点検埋設管塗覆装診断 －MSマイケル－

《受信装置》
コントロールパネル

ツールボックス
水タンク

バッテリ

駆動輪（４ＷＤ）

車輪型センサ

信号処理・表示・記録装置

《発信装置》

任意波形発生器

Ｍ系列信号
発生器

電力増幅器

－橋の上から、手軽に目視点検－
足場設置無し、長いアームのＴＶカメラでつぶさに観察

[１]橋上から添架管を目視点検可能

【装置橋上部】 【装置全体図】

【TVカメラアーム部】
【拡大画像】

【塗装損傷箇所】

〔特　徴〕
[２]鮮明なＴＶ画像で記録

・ 高所の橋梁添架管に対し足場設置無しで、橋上よりアーム 
 を降ろし、先端のＴＶカメラで近接目視点検が可能です。
・ アームは、組立式となっており、現場で組立て、タッチパネ 
 ルによるアーム操作で、容易に調査が可能です。

・ 伸び縮みするアームの先端に取付けられたＴＶカメラ 
 は、ＬＥＤ投光器、ズームレンズをそなえており、鮮明 
 な画像が得られます。
・ 画像は、ビデオ、写真として記録されます。

－掘らずに分かります－
スピード・精度を追求した埋設管の塗覆装診断

【システム構成】

【現地適用状況】

〔特　徴〕

・受信装置が電動自走式なので、機動性に優れ路面起伏に 
 も対応できます。
・散水機構を備え、散水作業と計測作業を連動して行い、 
 スピーディーな計測が可能です。

・埋設管上の道路を走行するだけで、外来ノイズの影響を受け 
 ることなく、高精度・高効率で塗覆装損傷診断が行えます。
・独自の擬似ランダム信号（M系列信号）処理により、従来 
 に比べ高精度化 しました。

[２]機動性に優れたスピーディーな計測　[１] 擬似ランダム信号処理による診断精度向上　

・診断結果を現場で確認でき、損傷位置を即座に路上に 
 マーキングできます。

・オプションセンサーを使用し、未舗装部分の配管にも対応
　できます。

[４]診断結果は現場で確認[３]未舗装道路下の配管にも対応　
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壁貫通部腐食診断 －コロージョンスコープ－目視できない部分の腐食測定

保存・評価用
ＰＣ

超音波
送受信装置

1m程度

腐食

橋台

検査範囲

周方向走査

橋桁

探触子
反射

周方向位置別の波形を
総合的に評価

－壁貫通部を壊さず診断－
特殊超音波を用いて壁貫通箇所の腐食状況を診断

【測定結果例】【装置】

[１]１ｍ遠方まで計測可能 [２]腐食程度／位置の推定

[３]適用管径

〔特　徴〕

・ 特殊な超音波（ガイド波）を利用することで、通常の超音波探傷法と比べ 
 広範囲な計測を可能としました。
・ 貫通部手前に装置をセットし、1ｍ遠方まで計測します。
 （塗覆装、貫通部充填材などの条件によって、計測可能距離は変化します。）

・ 腐食程度を3段階で評価します。
・ 腐食の管軸・円周位置を推定します。

・ 100A、150A、200A、300A、400A

・ 超音波探触子

・ ＰＣ（制御、記録等）
・ 超音波送受信装置

【適用イメージ】

－見えないところの測定技術－
超音波斜角探傷法による配管の腐食深さ測定

【測定状況（壁貫通部）】

【測定状況（埋設境界部）】

〔特　徴〕
[１]かくれた部分の腐食測定 [２]図面・写真等の保存可能

[３]コンパクトな測定機

・壁貫通部・桁貫通部・鞘管内部やサポート内部の目視
　ができない部分について、仮設物・構造物を撤去する
　ことなく、腐食の有無およびその深さを推定します。
・奥行き100～200mm程度の位置に存在する腐食の有無 
　について確認ができます。

・減肉深さを3段階に分類することが可能です。

・測定機は持ち運び可能で、狭隘な場所でも測定が可能 
 です。
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簡易溶接部検査装置 －ワンタッチ診断装置－配管の非破壊応力測定 －磁歪応力測定装置－

周方向
走査

－溶接部の品質を簡単にチェック－
超音波斜角探傷法による簡易欠陥検出技術

【装置】

【適用状況】

[１]円周突合せ溶接部の重大欠陥を検出

[２]専門技術者以外でも操作可能

〔特　徴〕

・ 超音波斜角探傷法を利用し、重大欠陥（溶込み不足な 
 ど）を検出します。

・ 欠陥検出時にはアラームで警告。
・ マグネット式冶具により探触子走査を簡便化。

[３]短時間での計測が可能

[４]適用管径

・ 検出対象を裏面側の重大欠陥に限定することにより、探触 
 子の前後走査を省略、溶接部の両側で円周方向に２周走 
 査するだけで計測が終了します。

・ 100A、150A、200A、300A、400A
 （他の管径は、要相談）

【超音波探傷器】 【探触子走査冶具】

【GYK－S】

【GYK－H】

【GYK－M】

－活管状態での応力測定－
配管の応力状態を高効率・高精度で測定

〔特　徴〕
[１]活管状態での自動測定 [２]磁気を利用した非破壊測定

[３]塗覆装上からも測定可能

・ 管にレールを取り付け、測定器をセットするだけで、配管
　に作用する曲げ応力を活管状態で短時間にて測定する
　 ことができます。
・ 測定用のレールは管径にあわせ各種揃えております。
　 またレールが準備されていない管径でもマニュアル式の
　 GYK-Mで対応可能です。

・ 応力作用下の鋼の磁気的な特性（透磁率）が変化する現象
　を利用し､応力を測定します。

・ 標準型のGYK-Sタイプでは、RT塗装や厚み5ｍｍ以下
　 の塗覆装上から測定可能です。
・ 重防食用のGYK-Hタイプでは、厚み15ｍｍ程度の
　塗覆装上からも測定可能です。



SB工法 (Sound Barrier System)NP防食工法(Neo corrosion Protection)

－メンテナンスフリーの防食工法－
露出配管向け防食塗覆装工法

－騒音をシャットアウト－
優れた防音、防食、防露性能を実現した防食塗覆装工法

13 14

[１]防音・防食・防露の3つの優れた機能を兼ね備えています

[２]軽量な防音システムですから配管などへの重量負担が少なく済みます

[３]色彩性に富み、シール性・耐久性に優れたシームレス表面防水層があるため、防音材の吸水による吸音性能の
　  低下が最小限に抑えられます

[４]配管の他にもガバナー本体・バルブ・フランジ等の異形部にも適用できます

[５]従来工法に比べて、厚さが薄い（約35mm）ため、狭あい部にも適用できます

〔特　徴〕 〔特　徴〕

・防食ペーストの外部への染み出しが無く、要求された
 あらゆる塗色に対応できます。

・既設露出配管の下地処理は、3種ケレンで簡単です。
[２]あらゆる塗色に対応[１]下地処理が簡単

・NP防食工法に防音シートを追加するだけで、軽量な防音 
 システムを実現、配管への重量負担が少なくて済みます。

・配管のみならずフランジ・バルブ等の凸凹部分にも対応　 
 できます。

[４]軽量な防音システム[３]凹凸部分にも対応

防音カバー（発泡体＋プラスチック系シート）

腐食テープ

防食プライマー 遮断フィルム 硬化形保護テープ

トップコート

直管部

鋼　管

プライマー
（XG－P）

遮断層
（遮断テープ）

トップコート
（NP－T）

防食層（防食テープ）

保護層（保護テープ）

フランジ部

プライマー
（XG－PN、XG－P）

マスチック
（XG－M）

遮断層
（XG－T）

トップコート
（NP－T）

防食層
（NP防食テープ）

保護層
（NP保護テープ）

【NP防食工法の構造】

【適用例】

【適用例】

【SB工法の構造】
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ロータス工法 他工事損傷常時監視システム －ＲＥＭＤＯＣ－

NP防食工法

樹脂サポートL=300mm（ロータス工法）

遠隔監視センター

ホストコンピュータ
データサーバー

ステーションA ステーションB ステーションC

M、DC発信機
M、DCセンサーユニット

M、DC発信機
M、DCセンサーユニット

M、DC発信機
M、DCセンサーユニット

照合電極 照合電極 照合電極

監視PC 監視PC 監視PC

通電電極 通電電極 通電電極

ターミナル ターミナル ターミナル

－簡単サポート補修－
活管状態で施工可能なサポート部防食工法

－塗覆装の損傷発生を直ちに通報－
建機などによる塗覆装損傷を２４時間監視

〔特　徴〕

・エポキシ樹脂を配管に圧着・硬化させる方式により、
 これまで熟練を要してきたサポート部の補修が活管状態 
 で簡便に行えます。
・全ての口径に適用可能です。

・ 密着性が高くズレが生じません。またポリエチレン塗覆 
 装の上にも適用可能です。

[１]全ての口径に適用可能な簡便補修 [２]高い密着性

・鋼材に近い強度を有しサポート部の保護材が不要です。
[３]保護材不要

[１]パイプラインの塗覆装状態を常時監視 [２]電気防食の外部電源装置の機能も装備

〔特　徴〕

・ パイプラインの塗覆装状態を常時監視し、ボーリングマシンや バッ 
 クホウ等の建設機械により塗覆装が損傷を被った場合、遠隔監視 
 センターに知らせ、警報を出します。
・ 警報に加え、指定された固定電話や携帯電話（最大6箇所）に 音声 
 で通報します。
・ 1つのシステムで最大15ｋｍの範囲まで監視することが可能で、損傷 
 発生区間も特定できます。

・ 電気防食の外部電源装置として以下の機能 
 を備えています。
・ パソコンにより（１）定期的な電気防食管理、 
 （２）塗覆装状態（塗膜接地抵抗の状態）な 
 どのデータ取得や確認が行えます。

【ロータス工法の適用範囲】

【ロータス工法の構造】

【現地適用状況】

【装置外観】 【警報画面】 【電気防食管理】

【システム全体図】

エポキシ成型板（2.0mm）
エポキシ樹脂（ロータスエポキシ）
ガラスマット＆ガラスクロス
エポキシ樹脂（ロータスエポキシ）
鋼　　　管



架管管理システムステーション メンテナンス支援システム

架管管理システム

ミルシート

ベンダー連絡先リスト 沈下測定結果による
発生応力度

ベンダー図書

沈下測定結果表

３Ｄモデル

フローシート

設備全体図

アイソメ図
施工記録
ミルシート

ベ ン ダ ー 図 書

デ ー タ シ ー ト

検 査 成 績 表

ベンダー連絡先

メンテナンス情報

橋名：　○○橋 管轄（地区）：

行政区

検査日 総合評価 項　目
1966.3
1968.4
1991.5
1998.6

※Ａ
Ｃ
Ｂ
Ａ

1966.3
1968.4
1991.5
1998.6

管体　腐食
管体　接触
貫通部
伸縮管

管　体
沈　下
支　承
塗　装

全景写真

架管No：LP-000-0

精密点検履歴 補修履歴一般点検履歴

入　力 閲　覧

入力・編集

架管管理台帳閲覧 概要図閲覧 マイラー閲覧地図閲覧 出来型図閲覧

場　　所

対 象 物
橋梁形式
施工会社名
埋 設 年
沈 下 棒

河川
専用橋

　　1999.3

圧　力
口　径
管　種
塗覆装
延　長
伸縮管
支　承

ＬＰ
100
ＦＸ
ＰＬＰ
20.5m

検査日

入　力 閲　覧

項　目
1966.3
1968.4
1991.5
1998.6

検査日

入　力 閲　覧

【ステーションメンテナンス支援システム　イメージ図】

[１]使いやすい機能

【架管カルテ】

[１]簡単な操作・維持管理 [２]図面・写真等の保存可能 [３]お客様のニーズに合わせたカスタマイズ

【オープニング画面】

〔特　徴〕
[２]保守作業計画支援 [３]用途に合わせたデータ形式

・３次元配管モデル／フローシートを
　窓口とした保守管理情報の容易な
　検索・表示・記録
・汎用webブラウザによる表示→容易
　なアクセス、モバイル対応可能

・インテリジェント化したフローシート　
　による保守作業計画支援

・竣工情報→PDF形式、維持管理　
　情報→ EXCEL形式等
・既存データベースの取り込み可能

〔特　徴〕

・ 架管維持管理を容易にし、効率性を
　 追求したデータ一元管理システムです。
・ 架管の点検、補修等の膨大な情報を
　 カルテとして作成。インターネット
　 閲覧ソフト（インターネットエクス
　 プローラー）により簡単に操作が
　 おこなえます。

・ 架管に対する基本データである  
 地図・出来型図・写真が管理保存
　出来ます。

・ お客様の管理状況に合わせ、ニーズ
　 に対応したスタイル（管理項目等）
　 の変更が可能です。

保守管理情報の
一元化・共有化

・ 業務の効率化
・ 予防保全の支援
・ 保守管理の標準化

・ 最適な保守管理
・ コストの削減
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－ステーションの維持管理はこれ一本で－
保守管理をコストミニマム化

－架管の維持管理はこれ一本で－
効率性を追求した架管データの一元管理


