
 

１．ストックマネジメントの基本的考え方１．ストックマネジメントの基本的考え方
　ストックマネジメントは以下のプロセスを繰り返し、施設の機能保全を効率的に実施することを通じて、　ストックマネジメントは以下のプロセスを繰り返し、施設の機能保全を効率的に実施することを通じて、
施設の有効活用や長寿命化を図り、ライフサイクルコストを低減する取組で施設の有効活用や長寿命化を図り、ライフサイクルコストを低減する取組です。

１．ストックマネジメントの基本的考え方
　ストックマネジメントは以下のプロセスを繰り返し、施設の機能保全を効率的に実施することを通じて、
施設の有効活用や長寿命化を図り、ライフサイクルコストを低減する取組です。

　国営造成水利指導保全対策指導事業は表記プロセスのうち、機能診断調査及び機能診断評価を行うも
のです。調査結果は広域基盤整備計画や地域整備計画調査との連携を行い、対策工事を行うための事業
計画作成に活用されています。

 【平成２２年度実施内容】 【平成２２年度実施内容】
　１）河北潟地区（石川県金沢市、かほく市、河北郡津幡町、内灘町）　１）河北潟地区（石川県金沢市、かほく市、河北郡津幡町、内灘町）
    ○国営事業履歴    ○国営事業履歴
        　        　事業名：国営干拓事業名：国営干拓建設建設事業事業
          工 期 ：昭和３８年度～昭和６          工 期 ：昭和３８年度～昭和６１年度年度
          主要施設：放水路防潮水門１箇所、排水機場（潟内：4機場、潟周辺：          主要施設：放水路防潮水門１箇所、排水機場（潟内：4機場、潟周辺：9機場）機場）
              　　     締切堤17km、揚水機場4機場、排水路(潟内：51km、潟周辺：9km)              　　     締切堤17km、揚水機場4機場、排水路(潟内：51km、潟周辺：9km)
    ○指導事業の対象施設    ○指導事業の対象施設
                       河北潟周辺（潟外）排水機場　７箇所 河北潟周辺（潟外）排水機場　７箇所
    ○    ○調査目的調査目的と調査方と調査方法
                        目的：目的：対象施設対象施設である排水機場である排水機場（経過年数約40年）（経過年数約40年）が老朽化老朽化しておりしており、土木施設（建屋）とポンプ、土木施設（建屋）とポンプ等の等の施設 施設 
                   機械の                   機械の健全度評価をもって、総合的に判断すること。健全度評価をもって、総合的に判断すること。
　　   調査方法：土木施設（建屋）・・・コンクリート強度推定調査、はつり調査等　　   調査方法：土木施設（建屋）・・・コンクリート強度推定調査、はつり調査等
　　　   　　　  ポンプ、除塵機（施設機械）・・・概略診断（芯ぶれ調査、塗膜調査等）　　　   　　　  ポンプ、除塵機（施設機械）・・・概略診断（芯ぶれ調査、塗膜調査等）

 【平成２２年度実施内容】
　１）河北潟地区（石川県金沢市、かほく市、河北郡津幡町、内灘町）
    ○国営事業履歴
        　事業名：国営干拓建設事業
          工 期 ：昭和３８年度～昭和６１年度
          主要施設：放水路防潮水門１箇所、排水機場（潟内：4機場、潟周辺：9機場）
              　　     締切堤17km、揚水機場4機場、排水路(潟内：51km、潟周辺：9km)
    ○指導事業の対象施設
            河北潟周辺（潟外）排水機場　７箇所
    ○調査目的と調査方法
            目的：対象施設である排水機場（経過年数約40年）が老朽化しており、土木施設（建屋）とポンプ等の施設 
                   機械の健全度評価をもって、総合的に判断すること。
　　   調査方法：土木施設（建屋）・・・コンクリート強度推定調査、はつり調査等
　　　   　　　  ポンプ、除塵機（施設機械）・・・概略診断（芯ぶれ調査、塗膜調査等）

　２）邑知潟地区（石川県羽咋市、宝達志水町、中能登町）　２）邑知潟地区（石川県羽咋市、宝達志水町、中能登町）
    ○国営事業履歴    ○国営事業履歴
                        事業名：国営干拓事業名：国営干拓建設建設事業 事業 （邑知潟地区）（邑知潟地区）           　　　　　　  　              　　　　　　  　   
          工期：昭和２２年度～昭和４３年度  　　　　                工期：昭和２２年度～昭和４３年度  　　　　      
          主要施設：締切堤8km、排水機場8機場　　　　          主要施設：締切堤8km、排水機場8機場　　　　
       　　　　     潮止水門１箇所、排水路2km       　　　　     潮止水門１箇所、排水路2km　　　　　　　　
    ○指導事業の対象施設                                                     ○指導事業の対象施設                                                 
                        潮止水門　１箇所潮止水門　１箇所、 、 排水機場　１箇所、排水路　2km排水機場　１箇所、排水路　2km
    ○    ○調査目的と調査方法調査目的と調査方法
                        目的：目的：対象施設対象施設である余喜排水機場を除く排水機場はである余喜排水機場を除く排水機場は老朽化老朽化（経過年数約40年）しているので（経過年数約40年）しているので、土木施設土木施設

    （建屋）とポンプ等の施設機械の健全度評価をもって総合的に判断すること    （建屋）とポンプ等の施設機械の健全度評価をもって総合的に判断すること
　　　　     　　　　     対象施設である潮止水門、余喜排水機場（経過年数5年）は今後の機能診断のため初期値をとるた対象施設である潮止水門、余喜排水機場（経過年数5年）は今後の機能診断のため初期値をとるた

  めに定点を決定  めに定点を決定
　　   調査方法：土木施設（建屋）・・・コンクリート強度推定調査、はつり調査等                                                                　　   調査方法：土木施設（建屋）・・・コンクリート強度推定調査、はつり調査等                                                                                                                                                                                                          
　　　　　　　 ポンプ、除塵機（施設機械）・・・概略診断（芯ぶれ調査、塗膜調査等） 　　　　　　　 ポンプ、除塵機（施設機械）・・・概略診断（芯ぶれ調査、塗膜調査等） 
　　                   用排水路・・・鋼矢板の板厚測定、現場打ち水路のコンクリート強度推定調査　　                   用排水路・・・鋼矢板の板厚測定、現場打ち水路のコンクリート強度推定調査
　　                   潮止水門・・・堰柱のCo強度調査、ひび割れ等の目視確認　　                   潮止水門・・・堰柱のCo強度調査、ひび割れ等の目視確認

　２）邑知潟地区（石川県羽咋市、宝達志水町、中能登町）
    ○国営事業履歴
            事業名：国営干拓建設事業 （邑知潟地区）           　　　　　　  　   
          工期：昭和２２年度～昭和４３年度  　　　　      
          主要施設：締切堤8km、排水機場8機場　　　　
       　　　　     潮止水門１箇所、排水路2km　　　　
    ○指導事業の対象施設                                                 
            潮止水門　１箇所、 排水機場　１箇所、排水路　2km
    ○調査目的と調査方法
            目的：対象施設である余喜排水機場を除く排水機場は老朽化（経過年数約40年）しているので、土木施設

    （建屋）とポンプ等の施設機械の健全度評価をもって総合的に判断すること
　　　　     対象施設である潮止水門、余喜排水機場（経過年数5年）は今後の機能診断のため初期値をとるた

  めに定点を決定
　　   調査方法：土木施設（建屋）・・・コンクリート強度推定調査、はつり調査等                                                                
　　　　　　　 ポンプ、除塵機（施設機械）・・・概略診断（芯ぶれ調査、塗膜調査等） 
　　                   用排水路・・・鋼矢板の板厚測定、現場打ち水路のコンクリート強度推定調査
　　                   潮止水門・・・堰柱のCo強度調査、ひび割れ等の目視確認

事業名：国営事業名：国営総合総合農地防災事業農地防災事業（邑知地溝帯地区）（邑知地溝帯地区）
工期：平成７年度～平成１７年度工期：平成７年度～平成１７年度
主要施設：潮止水門１箇所、排水路2.2km主要施設：潮止水門１箇所、排水路2.2km
　　　　  堤防改修1.8km　　　　　  堤防改修1.8km　

事業名：国営総合農地防災事業（邑知地溝帯地区）
工期：平成７年度～平成１７年度
主要施設：潮止水門１箇所、排水路2.2km
　　　　  堤防改修1.8km　

ポンプの芯ぶれについて診断 電気設備について診断電気設備について診断電気設備について診断

ゲートの目視診断 開水路の目視診断開水路の目視診断開水路の目視診断

２．ストックマネジメント業務の紹介（平成２２年度実施）．ストックマネジメント業務の紹介（平成２２年度実施）
○国営造成水利施設保全対策指導事業○国営造成水利施設保全対策指導事業
（事業概要）（事業概要）
　国営土地改良事業により造成されたダム、頭首工、用排水機場等の基幹的な農業用施設の劣化状況等
を調べる機能診断を行い、施設の保全に必要な対策工法等を定めた機能保全計画の作成を行う事業であ
り、広域基盤整備計画等の更新事業計画との連携も図りながら事業実施を行う。なお、平成２２年度では、り、広域基盤整備計画等の更新事業計画との連携も図りながら事業実施を行う。なお、平成２２年度では、
広域広域基盤基盤整備計画整備計画調査調査「石川地域」や地域整備「石川地域」や地域整備方向検討調査方向検討調査「手取川「手取川二期地区二期地区」との連携を図ってい」との連携を図っていますます。

２．ストックマネジメント業務の紹介（平成２２年度実施）
○国営造成水利施設保全対策指導事業
（事業概要）
　国営土地改良事業により造成されたダム、頭首工、用排水機場等の基幹的な農業用施設の劣化状況等
を調べる機能診断を行い、施設の保全に必要な対策工法等を定めた機能保全計画の作成を行う事業であ
り、広域基盤整備計画等の更新事業計画との連携も図りながら事業実施を行う。なお、平成２２年度では、
広域基盤整備計画調査「石川地域」や地域整備方向検討調査「手取川二期地区」との連携を図っています。

時　事　報時　事　報7 時　事　報時　事　報３ 時　事　報時　事　報9 特　　　集9 特　　　集 101010

劣化状況等劣のの劣劣のの劣化状況等
うを行 ああああを行う事業であ
状化化状状況状状況等況等設の施用施設ののの劣劣化の劣化化状化状化状状況況状状況況況等

特集  業務紹介

農業水利施設のストックマネジメント及び機能診断農業水利施設のストックマネジメント及び機能診断農業水利施設のストックマネジメント及び機能診断農業水利施設のストックマネジメント及び機能診断
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３）加賀三湖地区（石川県小松市、加賀市）３）加賀三湖地区（石川県小松市、加賀市）
 ○国営事業履歴 ○国営事業履歴
                  事業名：国営干拓建設事業事業名：国営干拓建設事業
                  工期：昭和２７年度～昭和４４年度工期：昭和２７年度～昭和４４年度
                  主要施設：潮止水門１箇所、締切堤3km、排水機場6機場主要施設：潮止水門１箇所、締切堤3km、排水機場6機場、排水路19km、用水路24km排水路19km、用水路24km
 ○指導事業の対象施設 ○指導事業の対象施設
                    排水機場7箇所、幹線用水路3km、排水路3.5km排水機場7箇所、幹線用水路3km、排水路3.5km
 ○調査目的と調査方針 ○調査目的と調査方針
 　     　    目的：対象施設である排水機場は老朽化（経過年数約40年）しており、土木施設（建屋）とポンプ等の施設目的：対象施設である排水機場は老朽化（経過年数約40年）しており、土木施設（建屋）とポンプ等の施設
                 機械の健全度評価をもって、総合的に判断すること                 機械の健全度評価をもって、総合的に判断すること
              調査方法：土木施設（建屋）・・調査方法：土木施設（建屋）・・・コンクリート強度推定調査・コンクリート強度推定調査、はつり、はつり調査調査等
　　    　　     　　    　　     ポンプ、除塵機（施設機械）・・・ポンプ、除塵機（施設機械）・・・概略概略診断診断（芯ぶれ芯ぶれ調査調査、塗膜、塗膜調査調査等）
　　　　         　　　　         用排水路・・鋼矢板の板厚用排水路・・鋼矢板の板厚測定測定、現場打ち水路の、現場打ち水路のコンクリート強度推定調査コンクリート強度推定調査

３）加賀三湖地区（石川県小松市、加賀市）
 ○国営事業履歴
         事業名：国営干拓建設事業
         工期：昭和２７年度～昭和４４年度
         主要施設：潮止水門１箇所、締切堤3km、排水機場6機場、排水路19km、用水路24km
 ○指導事業の対象施設
          排水機場7箇所、幹線用水路3km、排水路3.5km
 ○調査目的と調査方針
 　    目的：対象施設である排水機場は老朽化（経過年数約40年）しており、土木施設（建屋）とポンプ等の施設
                 機械の健全度評価をもって、総合的に判断すること
       調査方法：土木施設（建屋）・・・コンクリート強度推定調査、はつり調査等
　　    　　     ポンプ、除塵機（施設機械）・・・概略診断（芯ぶれ調査、塗膜調査等）
　　　　         用排水路・・鋼矢板の板厚測定、現場打ち水路のコンクリート強度推定調査

４）坂井北部地区（福井県坂井市、あわら市）４）坂井北部地区（福井県坂井市、あわら市）
○国営事業履歴○国営事業履歴
　    　    事業名：国営総合農地開発事業事業名：国営総合農地開発事業
　    　    工期：昭和４３年度～昭和６１年度工期：昭和４３年度～昭和６１年度
　    　    主要施設：揚水機場2機場、用水路（導水路14.6km、幹線用水路26.9km主要施設：揚水機場2機場、用水路（導水路14.6km、幹線用水路26.9km、幹線排水路等10.2km、承水路3.8km）幹線排水路等10.2km、承水路3.8km）
○指導事業の対象施設○指導事業の対象施設
　    　    導水路導水路｛サイフォン｛サイフォン部（RC管構造)部（RC管構造)｝4箇所、幹線用水路（FRPM管）5.6km4箇所、幹線用水路（FRPM管）5.6km
○調査目的と調査方法○調査目的と調査方法
　    　    目的：対象施設である中央幹線用水路のFRPM管部の目地部について、漏水等の有無や管路状態の確認目的：対象施設である中央幹線用水路のFRPM管部の目地部について、漏水等の有無や管路状態の確認

        新江導水路の横断新江導水路の横断サイフォンサイフォンの老朽化を把握の老朽化を把握
　    　    調査方法：土木施設（桝類）・・調査方法：土木施設（桝類）・・・コンクリート強度推定調査・コンクリート強度推定調査、はつり、はつり調査調査等
　　　　　      　　　　　      パイプラインパイプライン・・・・・テストバンド・テストバンド、目視調査等、目視調査等
　　　　          　　　　          サイフォンサイフォン部は水替え困難箇所は潜水夫利用による確認部は水替え困難箇所は潜水夫利用による確認。可能箇所は目視確認可能箇所は目視確認

４）坂井北部地区（福井県坂井市、あわら市）
○国営事業履歴
　    事業名：国営総合農地開発事業
　    工期：昭和４３年度～昭和６１年度
　    主要施設：揚水機場2機場、用水路（導水路14.6km、幹線用水路26.9km、幹線排水路等10.2km、承水路3.8km）
○指導事業の対象施設
　    導水路｛サイフォン部（RC管構造)｝4箇所、幹線用水路（FRPM管）5.6km
○調査目的と調査方法
　    目的：対象施設である中央幹線用水路のFRPM管部の目地部について、漏水等の有無や管路状態の確認

    新江導水路の横断サイフォンの老朽化を把握
　    調査方法：土木施設（桝類）・・・コンクリート強度推定調査、はつり調査等
　　　　　      パイプライン・・・テストバンド、目視調査等
　　　　          サイフォン部は水替え困難箇所は潜水夫利用による確認。可能箇所は目視確認

５）日野川用水（二期）地区（福井県福井市、鯖江市、越前市、南越前町）５）日野川用水（二期）地区（福井県福井市、鯖江市、越前市、南越前町）
○国営事業履歴○国営事業履歴
　    　    事業名：国営かんがい排水事業事業名：国営かんがい排水事業
　    　    工期：昭和５６年度～平成１工期：昭和５６年度～平成１７年度年度
　    　    主要施設：ダム１箇所、頭首工１箇所、導水路2km主要施設：ダム１箇所、頭首工１箇所、導水路2km
○指導事業の対象施設○指導事業の対象施設
　    　    ダム１箇所、頭首工１箇所、導水路2kmダム１箇所、頭首工１箇所、導水路2km
○技術的目的と調査方針○技術的目的と調査方針
　    　    目的：対象施設であるダムは供用後約5年であり、定点を設定し今後の機能診断のための初期値をとる目的：対象施設であるダムは供用後約5年であり、定点を設定し今後の機能診断のための初期値をとる
　    　    調査方法：土木施設(監査廊、洪水吐、導水調査方法：土木施設(監査廊、洪水吐、導水トンネルトンネル等)・・等)・・・コンクリート強度推定調査・コンクリート強度推定調査、はつり、はつり調査調査等
　　　　　      　　　　　      ダムリップラップダムリップラップ・・・風化状況調査等・・風化状況調査等
　　　　　      　　　　　      ゲート類・・ゲート類・・・目視調査、塗膜厚調査等目視調査、塗膜厚調査等
 
　

５）日野川用水（二期）地区（福井県福井市、鯖江市、越前市、南越前町）
○国営事業履歴
　    事業名：国営かんがい排水事業
　    工期：昭和５６年度～平成１７年度
　    主要施設：ダム１箇所、頭首工１箇所、導水路2km
○指導事業の対象施設
　    ダム１箇所、頭首工１箇所、導水路2km
○技術的目的と調査方針
　    目的：対象施設であるダムは供用後約5年であり、定点を設定し今後の機能診断のための初期値をとる
　    調査方法：土木施設(監査廊、洪水吐、導水トンネル等)・・・コンクリート強度推定調査、はつり調査等
　　　　　      ダムリップラップ・・・風化状況調査等
　　　　　      ゲート類・・・目視調査、塗膜厚調査等
 
　

コンクリート供試体採取　　　 ポンプ設備　温度計測　　　　

導水管の塗膜計測　導水管の塗膜計測　導水管の塗膜計測　 導水管のサビこぶ計測　　　　

ダム堤体　現地調査　　　　　ダム堤体　現地調査　　　　　ダム堤体　現地調査　　　　　 監査廊　現地調査　　　　　　

ストックマネジメント技術高度化事業ストックマネジメント技術高度化事業ストックマネジメント技術高度化事業ストックマネジメント技術高度化事業
【事業概要】事業概要】
　ストックマネジメント技術高度化事業は国営造成施設の機能診断、劣化予測、評価手法の確立及び対策工ストックマネジメント技術高度化事業は国営造成施設の機能診断、劣化予測、評価手法の確立及び対策工
法の有効性や耐久性の検証など、機能保全計画を作成するに当たって必要となる技術を現地での実践を通法の有効性や耐久性の検証など、機能保全計画を作成するに当たって必要となる技術を現地での実践を通
して確立して、ストックマネジメント技術の高度化を図るための事業でして確立して、ストックマネジメント技術の高度化を図るための事業です。

【事業概要】
　ストックマネジメント技術高度化事業は国営造成施設の機能診断、劣化予測、評価手法の確立及び対策工
法の有効性や耐久性の検証など、機能保全計画を作成するに当たって必要となる技術を現地での実践を通
して確立して、ストックマネジメント技術の高度化を図るための事業です。

【平成２２年度実施内容】【平成２２年度実施内容】
　１）診断技術　１）診断技術
　　①パイプライン漏水診断技術　　①パイプライン漏水診断技術

　近年、FRPM管の漏水事故が発生しているが、継ぎ手部の漏水調査を実施し、漏水を早期に発見する近年、FRPM管の漏水事故が発生しているが、継ぎ手部の漏水調査を実施し、漏水を早期に発見する
ことにより事故を未然に防止することが出来ます。しかし、FRPM管の継ぎ手部の漏水調査を行う従来手ことにより事故を未然に防止することが出来ます。しかし、FRPM管の継ぎ手部の漏水調査を行う従来手
法（水圧式）のテストバンドは機材が大きくφ６００の人孔管からの搬入や管路内での移動が容易で法（水圧式）のテストバンドは機材が大きくφ６００の人孔管からの搬入や管路内での移動が容易で
はない状況です。はない状況です。
　近年開発されたエアー式テストバンドは機材が折りたたみ式となっており、効率的に近年開発されたエアー式テストバンドは機材が折りたたみ式となっており、効率的に調査調査が出来るこが出来るこ
とから従来式と比較して新たな診断手法として検討するものです。とから従来式と比較して新たな診断手法として検討するものです。

【平成２２年度実施内容】
　１）診断技術
　　①パイプライン漏水診断技術

　近年、FRPM管の漏水事故が発生しているが、継ぎ手部の漏水調査を実施し、漏水を早期に発見する
ことにより事故を未然に防止することが出来ます。しかし、FRPM管の継ぎ手部の漏水調査を行う従来手
法（水圧式）のテストバンドは機材が大きくφ６００の人孔管からの搬入や管路内での移動が容易で
はない状況です。
　近年開発されたエアー式テストバンドは機材が折りたたみ式となっており、効率的に調査が出来るこ
とから従来式と比較して新たな診断手法として検討するものです。

          ２）２）実施状況実施状況
         ①従来手法（水圧式：写真         ①従来手法（水圧式：写真左下左下）
    　        　    φ1350mmの場合、機器重量255kg/ｾｯﾄ（今回使用した機器重量）φ1350mmの場合、機器重量255kg/ｾｯﾄ（今回使用した機器重量）
    　        　    特徴：管路内に機材を各部位で搬入後、管路内で組み立て（写真左下）て、試験場所に移動して特徴：管路内に機材を各部位で搬入後、管路内で組み立て（写真左下）て、試験場所に移動して調査調査。

試験後は各部位に分解した後人孔管より管外に搬出。試験後は各部位に分解した後人孔管より管外に搬出。
　　　　　　試験手法試験手法：継手部に水密ゴムをあて、ボルト締めにより水密ゴムを押さえ、その後、水圧をかけ5分間継手部に水密ゴムをあて、ボルト締めにより水密ゴムを押さえ、その後、水圧をかけ5分間

保持し、80%以上の水圧の保持を確認して漏水無し判定。保持し、80%以上の水圧の保持を確認して漏水無し判定。
        ②新手法（エアー式：写真        ②新手法（エアー式：写真右下右下）
    　        　    φ1350mmの場合、機器重量116kg/ｾｯﾄ（今回使用した機器重量）φ1350mmの場合、機器重量116kg/ｾｯﾄ（今回使用した機器重量）
      　        　  特徴：管路内に機材を折りたたんで搬入し、管路内でその状態で特徴：管路内に機材を折りたたんで搬入し、管路内でその状態で調査調査場所に移動し、場所に移動し、調査調査場所にて折り場所にて折り

たたみを解除（写真右下）してたたみを解除（写真右下）して調査調査。調査調査後は、折り畳んで人孔管部まで移動し、そのまま人孔管後は、折り畳んで人孔管部まで移動し、そのまま人孔管
より管外に搬出。より管外に搬出。

　　　　　　試験手法試験手法：継手部に水密ゴムをあて、ジャッキ締めにより水密ゴムを押さえ、気圧をかけ5分間保持し、継手部に水密ゴムをあて、ジャッキ締めにより水密ゴムを押さえ、気圧をかけ5分間保持し、
　　　　　　　  　　　　　　　  80%以上の気圧の保持を確認して漏水無し判定。80%以上の気圧の保持を確認して漏水無し判定。

     ２）実施状況
         ①従来手法（水圧式：写真左下）
    　    φ1350mmの場合、機器重量255kg/ｾｯﾄ（今回使用した機器重量）
    　    特徴：管路内に機材を各部位で搬入後、管路内で組み立て（写真左下）て、試験場所に移動して調査。

試験後は各部位に分解した後人孔管より管外に搬出。
　　　試験手法：継手部に水密ゴムをあて、ボルト締めにより水密ゴムを押さえ、その後、水圧をかけ5分間

保持し、80%以上の水圧の保持を確認して漏水無し判定。
        ②新手法（エアー式：写真右下）
    　    φ1350mmの場合、機器重量116kg/ｾｯﾄ（今回使用した機器重量）
      　  特徴：管路内に機材を折りたたんで搬入し、管路内でその状態で調査場所に移動し、調査場所にて折り

たたみを解除（写真右下）して調査。調査後は、折り畳んで人孔管部まで移動し、そのまま人孔管
より管外に搬出。

　　　試験手法：継手部に水密ゴムをあて、ジャッキ締めにより水密ゴムを押さえ、気圧をかけ5分間保持し、
　　　　　　　  80%以上の気圧の保持を確認して漏水無し判定。

新手法（エアー式）　

特　　　集特　　　集特　　　集特　　　集特　　　集特　　　集 　12　12　12　12　12

従来手法（水圧式）従来手法（水圧式）従来手法（水圧式）

③水中自航式ロボット診断技術③水中自航式ロボット診断技術
　パイプラインの管路内調査においては、人が管路内に入れない場合があるため、水中自航式ロボットパイプラインの管路内調査においては、人が管路内に入れない場合があるため、水中自航式ロボット
の活用について、潜水夫による診断と併用し比較してその機能性の把握を行うものです。の活用について、潜水夫による診断と併用し比較してその機能性の把握を行うものです。

③水中自航式ロボット診断技術
　パイプラインの管路内調査においては、人が管路内に入れない場合があるため、水中自航式ロボット
の活用について、潜水夫による診断と併用し比較してその機能性の把握を行うものです。

調査時の状態　調査時の状態　調査時の状態　 折りたたんだ状態　折りたたんだ状態　折りたたんだ状態　

概念図概念図概念図
作業状況作業状況作業状況水中ロボットカメラ水中ロボットカメラ水中ロボットカメラ
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