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　いま下水道における社会的ニーズは、発生対応
的な維持管理から予防保全を考えたアセットマネ
ジメントへと変化しつつあり、農業用水などのラ
イフラインへも拡がりを見せています。定量的管
路診断は、経済性の定量化において管路施設のマ
ネジメントには欠かせないもので、とくに改築や
再構築などライフサイクルに関わる継続的な設計
業務にも必要不可欠なものです。このような社会
的なニーズの変化はビジネスモデルの変化をもた
らし、従来の維持管理者と設計者の枠を越えて、
高度な野外調査技術を有する会社とマネジメント
コンサルティングを有する会社との創造的なコラ
ボレーションを必要としています。
　2003年から取り組んできた定量的な管路診断の
基礎的な手法が確立し、開発を続けてきた診断装
置が実用段階に達したことを受けて、今般、管路
品質評価システム協会を設立しました。会員は、

正会員（定量的管路診断に必要な機材と人員を有す
る高度な技術を持った調査会社と、管路施設のマ
ネジメント技術を持ち定量的管路診断の普及に積
極的な上・下水、農水コンサルタントで構成）と特
別会員（公的機関）で構成されます。
　協会では定量的な管路診断に賛同される会社の
積極的な参加を呼びかけています。もちろん新し
い診断技術を持って参加したい方も大歓迎です。
詳細は事務局まで。

ピケスト協会
研修センター

大阪大学

Pipeline  Quality  Evaluation  System  Thinking-Association

定量的管路診断のすすめ
ピケスト管路診断システム
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定量的管路診断のすすめ

総合診断

ど
の
よ
う
な
形
で
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
か
？

定量的管路診断の時代は
すでに始まっている。
定量的管路診断の時代は
すでに始まっている。

50歳を超えて健全で丈夫な管きょもあれば、
15歳で改善を必要とする管きょもあります。

ピケスト管路診断システム
積水化学工業と鎌田教授（当協会会長：大阪大学）が開発した衝撃弾性波検査ロボットによる劣化
診断をコアコンピタンス(核となる競争技術)にして、東亜グラウト工業が開発した内径・変形検査
ロボット、ペンタフで長年実績のある機能診断と不明水診断で構成される現場診断技術

解析専門機関の（株）リハビリ・リサーチ・ラボラトリー（RRL）による高度な解析診断技術

コンサルタントによる、改築・更新に必要不可欠なマネジメントコンサルティング技術
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詳しい内容はホームページでCheck!詳しい内容はホームページでCheck!詳しい内容はホームページでCheck!

URL：http://www.pqest.org/

既設管劣化診断

物理診断

機能診断

破損・クラック、管厚の減少を定量診断
内径、変形を定量診断

流下能力、水密性、接続検査と総合検査としての
溢水・不明水調査で構成

経済診断
アセットマネジメントなどライフサイクルコスト
に立脚するコンサルティング

更生管出来形診断 更生管の硬化、充填状態を定量診断

必要なのは定量的管路診断！必要なのは定量的管路診断！

ピケスト管路診断システムとは　　　　 を統合した、最新の定量的管路診断システムです。

国土交通省環境行動計画が提唱する6つの改革の第
一が社会資本整備におけるライフサイクル・マネジ
メントの導入です。これは社会資本マネジメントと
も呼ばれ、設計、建設、維持管理、修繕、更新とい
うライフサイクルを総合化して、利用者の最大便益
と、供給者と利用者の最小費用を実現しようとする
ものです。下水道や農業用水に代表される管路施設
も大切な社会資本であり、わたしたちはこの国土交

通省が提唱する改革に積極的に参画し、ミクロマネ
ジメント（健全度の評価）や、数値目標の設定を基本
にした、アセットマネジメント（資産活用のための
総合的な管理手法）により、ライフサイクルコスト
の算定・最適化を図ろうとしています。
最適なアセットマネジメントのために、ピケスト協
会は今、定量的管路診断を提唱しています。
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既設管劣化診断 管路の破損・クラック、管厚減少を数値化して、劣化状態を定量化します。

特　長

作業フロー

劣化度の解析手順

劣化調査・診断システム（衝撃弾性波法）劣化調査・診断システム（衝撃弾性波法）

劣化調査・診断システムは、TVカメラだけでは確認
できない管内の腐食や磨耗による減厚、破損、
クラックなどを、衝撃弾性波を利用して非破壊で瞬時に
測定できる下水道管きょの調査・診断システムです。
機械の目により診断結果を数値化するため、いつで
も誰でも同じ結果が得られ、そして数値データに基
づいて的確に「改築・修繕の優先順位」をご提案。
下水道管きょのライフサイクルコストを考えた合理的
な維持管理をサポートします。

衝撃弾性波とTVカメラで
管路を診断。

検査ロボット

適用範囲
●ヒューム管、陶管等
●口径　φ200～700
●単管長 L=550㎜以上
●既設管呼び径の20%までの管内水位

（財）下水道新技術推進機構
建設技術審査証明書取得

非破壊で定量的な
衝撃弾性波検査

簡略化した
TVカメラ調査

維持管理項目劣化度項目

調査項目に適した診断法の提案により、
調査の合理化を図ります。

融合

セキスイが提案する
管路調査・診断システムとは

●データの計測

●連結型検査システム

■管に軽い衝撃を与えることにより管を振動させ、計測された波形の周波数分布を解析する「衝撃弾性波検査法」に
より、管体の劣化を定量的に判定。的確な「改築・修繕の優先順位」を提案
■振動を計測・解析するため、付着物に隠れたクラックや微細なクラックまでもキャッチ
■ロボットで検査するため、いつでも誰でも結果は同じ。また、計測データの解析・診断は、解析専門機関である大学
発ベンチャー会社（（株）リハビリ・リサーチ・ラボラトリー）で実施します
■管を軽くたたくだけなので、管を傷めない
■管体の劣化状態にかかわらず、同じ検査を行うので、作業時間は大幅に変わりません
　（TVカメラ調査は劣化箇所を全て確認します）

従来のTVカメラ調査の問題点
下水道管路の改築要因の約半分は、「破損・クラック」、「腐食・摩耗」。
TVカメラ調査では正確に確認することは困難です。

①調査の結果が定性的 ②管内面の視覚的情報のみ
③判定に個人差がある ④検査員の訓練・経験が必要

破損・クラック

腐食・摩耗

継手ズレ
浸入水
侵入根
突起物

TVカメラ

衝撃弾性波検査

項　　目対処法

改築・修繕にて対処

維持管理にて対処

●2つの調査方法で確実に捉える
調査手法

改築要因の
約50％が

「破損・ク
ラック」、

「腐食・摩
耗」です！

調査・診断イメージ図

止　水

洗　浄

調　査

診　断

止　水

洗　浄

調　査

診　断パッカーなどで調査箇所への
下水の流入を止水します。

高圧洗浄車などを使用し、事前
に管路内の洗浄を行います。

（株）リハビリ・リサーチ・ラボラトリー※で、計測デー
タの解析を実施。劣化判定、報告書の作成を行います。
※鎌田教授（PQEST協会会長：大阪大学）が設立した解析・診断機関

TVカメラで管内状況を確認し、衝
撃弾性波検査により、定量的に劣
化状況を確認していきます。

●連結型検査ロボット

●TVカメラ機

●オペレータ室

数値化された診断結果により、的確に「改築・修繕の優先順位」をご提案します。

管厚の減少やクラックなどの劣化現象を
周波数の違いで確認します。

※衝撃弾性波検査では、改築・修繕の優先順
位や工法選定となる「軸クラック」etcを管体
1本ごとに判定し、必要に応じて、管体の剛性
変化を評価します

衝撃弾性波では、軸方向クラックや有効管厚みの減少が確認された際に、周波数パラメータの高周波成分比から自立指数を算出し、管路診断票に健
全管を100とした場合の数値を記載する。（陶管については、管体の構造、及び管材料の特性上、数値の算定は行えない。

衝撃弾性波入力

発生振動の受振

振動パラメータ
の解析

劣化判定

TVカメラ結果

改築・修繕
必要性の提案

管路診断報告書

●計測イメージ

打撃 受振

発生した振動を、加速度センサーにより受振します。
軸クラック、周クラックなどにより発生振動が異なります。

インパルスハンマーを用いて衝撃を加え、管体を振動させます。

●管軸方向の振動例 ●円環断面の振動例

解析は（株）リハビリ・リサーチ・ラボラトリーにて実施

調査・診断作業

※

フ
ー
リ
エ
ス
ペ
クト
ル

0 1 2 3 4 5 6 7
周波数〔kHz〕

異常のない管
クラック発生管
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劣化診断  調査事例

劣化診断  調査事例

●A県での劣化診断票事例

●損傷箇所の拡大表示 ●直視映像の再生

TVカメラでは確認できなかったクラックを、衝撃弾性波検査により発見した事例です。

展開画像上から直視画像を
表示、再生できます。

魚眼を超える190°の超広視界レンズ
直視走行させるだけで、管全周の状態把握がリアルタイムに！（適用口径φ200～700）
TVカメラの調査結果から管更生や修繕についての長期的計画を立案する際には、膨大な量の調査報告書（写真帳やビデオ画像）から探し出すため、多大な
時間と労力が必要です。
画像展開システムは、190°の超広角レンズを搭載したTVカメラ車で、直視のみで管路内の全周を展開した画像を現場のパソコンでリアルタイムで作成でき、調
査の情報が全てデジタル化されるため、下水道管理台帳等と連動させれば、下水道の維持管理業務の効率化が図れます。また編集作業は、調査後に事務所
で行えるため、現場作業時間の短縮が可能です。

これからは、展開画像でTVカメラ調査が変わる！

レンズ正面

特　長

■管内を直視のまま走行するだけで管内面の展開画像が得られます。
■調査後の展開画像データからクラックや水深、突き出し、段差などのスケール（寸法）測定が任意でできます。
■長さの計測は、調査後に事務所にて作業するため、現場作業時間を短縮できます。
■調査の情報が全てデジタル化されるため、下水道管理台帳等と連動させれば、下水道の維持管理業務の効率化が図れます。

展開ソフトの操作概略
●寸法の計測（クラック長の計測） ●水深の計測

展開画像上で計測したい2点をクリック
することで距離を計測できます。

拡大したい箇所をクリックすることで
拡大表示できます。

展開画像上で水面の両端をクリック
することで水深を算出できます。

既設管劣化診断
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スケール 水深測定 水深スケール 208 mm 29 mm

■ 例えば22本目の管に着目すると

●直視映像 ●拡大映像

●直視映像 ●側視映像

局所的な破損の例

※検出困難である場合…主として局地的な腐食や破損、および管口継手付近の変状について、必ずしも検出できないものではないが、健全と
　　　　　　　　　　　判定される場合がある。

・TVカメラ調査で周クラックAの判定に対し、衝撃弾性波検査でも同じく周クラックAと検出
・TVカメラ調査で破損Bの判定に対し、衝撃弾性波検査では軸クラックAと検出



半  径

管  口

計測位置データ通信線 計測装置

対象管計測ワイヤー
測定用アーム 測定用アーム

計測部断面図

作
業
状
況

電源ボックス

モニター

操作盤
パソコン

ケーブル、エアホース

測定装置本体TVカメラ

材　質

駆　動

電　源

アルミ合金、ステンレス

TVカメラによる牽引

AC100V

適用管径

φ200

φ250～φ350

φ380～φ500

φ600

φ700

口径対応アタッチメント

φ200用車輪

－

アタッチメントA＋車軸A

アタッチメントA＋アタッチメントB＋車軸B

アタッチメントA＋アタッチメントB＋車軸C

単位：㎜

最大長さ

最大幅

最大高さ※1

受振ユニット

390

173

150※1

打撃ユニット

548

173

155※2

（連結時）

916

173

155※3

※1：センサー収納時
※2：ハンマー収納時
※3：センサー・ハンマー収納時

単位：㎜

管きょの内径のほか、
たるみやシワも定量化します。
傘骨状の8本のアームを移動させて、内径・変形を定量化します。また高
性能なジャイロ式姿勢検知装置を付加して管路の3次元計測が可能にな
りました。これらの機能により、既設管の呼び径・内径違いによる更生管
の皺（シワ）の発生、樹脂管の正確な扁平たわみや不陸蛇行を定量化する
ことができ、更生管の品質検査や樹脂既設管の経年変化診断に最適です。

診断ロボット

内径・変形調査・診断システム（機械式）内径・変形調査・診断システム（機械式）

診断原理
■調査・診断イメージ図

■調査状況 ■報告書例

■計測状況概要

任意に設定した測定間隔毎に8本のアームに接続された計測ワイヤの長さを
計測して、内径と変形を定量化します。計測データはメモリカードに記録され、
コンピュータで扁平率グラフほかに加工されます。

対象管径：200～700㎜

移動方式：ワイヤによる牽引方式

測定延長：最大180m/回

計測方向：周方向8箇所の測定による内径・変形測定

測定単位：円周方向1㎜単位 軸方向1㎜単位の任意

測定監視：前方確認用および測定位置確認用のCCDカメラ2台搭載

衝撃弾性波検査ロボット仕様概略

TVカメラ　適用管径 200～700㎜

●共通仕様

●付属部品

●寸　法

基本構成

自走車+カメラヘッド 自走車

コントローラー 電動ケーブルドラム 展開専用カメラヘッド（オプション）

カメラヘッド

打撃ユニット受振ユニット

打撃部（インパルスハンマー）受振部（加速度センサー）

既設管劣化診断
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作
業
状
況

完全充填
充填不足

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

打
撃
反
力（
N
）

時間（μsec）
0   　1000   2000　3000　4000　5000　6000　7000　8000　9000　10000

■CIPP更生管
※硬化状態は【周波数分布】で確認 ※充填状態は【打撃反力】で確認

■SPR複合管

更生管非破壊検査装置

更生管非破壊検査装置制御車

フ
ー
リ
エ
ス
ペ
クト
ル

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4
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硬化不足
硬化

超音波により更生管の硬化を判断します。
これまでは更生管全長の品質を確認することができませんでした。しか
し、超音波検査ロボットにより更生管全長に渡って硬化状態を調べる
ことが可能になりました。この超音波検査ロボットは更生管内で360°
回転することが可能ですので、更生管全周を調べることができます。

衝撃弾性波法により更生後の
硬化状態・充填状態を定量的に測定
テストピースによる材料物性の測定、TVカメラによる内面状態の
確認などではわからない更生管施工後の品質を衝撃弾性波検査
を応用し、定量的に測定。更生管の確かな品質を確保します。

診断ロボット

特　長

更生管品質確認システム（超音波法）更生管品質確認システム（超音波法）更生管品質確認システム（衝撃弾性波法）更生管品質確認システム（衝撃弾性波法）

診断原理

更生管検査パラメータ

適用範囲

コウモリやイルカは頭部などから超音波を発し、その超音波が性
状の異なる物質に当たると反射し、その反射音で対象物までの
距離や大きさを認識しています。超音波検査ロボットはこの原理
を利用しています。
更生管の非破壊検査は、超音波探触子から発信した超音波が
更生管中を進み、既設管に当たって反射した超音波を受信しま
す。硬化した更生管の超音波波形は更生管の裏側（既設管
側）の位置で底面エコーが明確に見られますが，未硬化の更生
管では底面エコーが現れず。硬化と未硬化に明らかな違いが見
られます。更生管の硬化と未硬化を判断するには、底面エコー
を解析することにより、判断することが可能です。

対象口径：200～800mm

移動方式：自走式

対象管種：自立管、二層構造管

診断ロボット

■TVカメラでは把握できない更生管の硬化状態や充填材の充填状況を確認可能。
■更生管を軽く打撃するだけなので更生管を傷めない。
■TVカメラ調査と同時に実施することができる。

特　長

■TVカメラでは把握できない更生管の硬化・未硬化を判定できる。
■更生管表面に探触子を当てるだけなので更生管を傷めない。
■TVカメラ調査と同時に実施することができる。

ヒューム管

更生管

超音波探触子

項　目 詳　細
自立管

自立管

複合管

複合管
段　　差：10mm
継目間隔：50mm
管内水位：20%以内
曲  が  り：2°（φ200～230未満）
　　　　 10°（φ250～700以下）

φ230～700
φ230～700
パルテムSZ工法

検証済み工法対象工法

施工条件 既設管条件

対象口径
〔既設管〕

シームレスシステム工法
SGICP工法
SPR工法

備　考

ロボット本体

更生管出来形診断 更生管の硬化状態・充填状態を
定量化します。
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研究成果証明書 流出解析シミュレーション
施設対策前

流出解析シミュレーション
施設対策後

ワンタッチ流量計
分布調査用に開発され、2～3分で設置可能です

同時多測点流量分布調査
浸入水の定量による、対策ブロックの絞込みを行います

累積比率ランク評価

誤接合調査

原単位方式による定量評価で、改善ランクを決めることがで
きるようになりました

浸入水の定量による対策ルートの絞込みを行います

上記4つの実態調査を行います

●連続流量調査による直接浸入水の定量評価と、流出解析シミュレーションに
よる施設の増強計画
●面速式流量計を使った、溢水ルートの流下能力調査による、シミュレーション
精度の向上

●直接浸入水と浸透浸入水の構成比に応じて、雨天時浸入水削減対策を策定

　新管・更生管の寿命管理に必要な
機能診断が、水密性検査です。
　新管・更生管検査の検査では、注水
試験より厳密で作業管理がしやすい圧
気試験を用いることが多く、欧米では判
定基準が整備され、日本でも自治体実
績が増えています。

音響・染色試験に
よる対策数量の
計数を行います

誤接合＋簡易水密性調査

公共桝・取付管の水密性試験

遡流式流量(負荷量)分布調査

原因事象の並行調査

注水試験による改善判定とTVカメラ調査による改善数
量計数を行います

本管・取付管・人孔の水密性試験

送煙試験による対策数量
の計数を行います

注水試験による対策の可否判定
を行います

　ストックマネジメントを構成する、寿命管理とリス
ク管理に欠かせないのが、不明水(浸入水)対策
で、二層構造管による修繕対策策定のための要
件になっています。
　地下水浸入水や浸透浸入水は、管路周囲の土
砂を管内に引き込んで地山を弱め、不陸・蛇行や不
同沈下の原因になって管路の寿命を縮めます。浸
入水による土砂引き込みはまた、空洞化と道路陥没
を引き起こし、溢水は管路施設の流下能力不足と、
雨天時浸入水が重なって生じる大きなリスクです。
　浸入水と溢水は、管路施設の複合的な機能不
良（誤接合・水密性不良・流下能力不足）により生

じます。しかし、浸入水の特性（本管だけを補修して
も地下水位が上がって、効果が半減する、雨天時
浸入水の約半分は排水設備から入る等）から、
個々の機能を定量的に評価するだけでは、浸入水
削減に資する対策は困難です。
　削減効果を求めるときは、浸入水量定量をベー
スにした絞込み調査や、段階的な対策工事と削減
浸入水の定量調査をセットした事業効果判定が有
効です。これらの新技術は、共同研究成果としての
「分流式下水道における雨天時浸入水対策計画
策定マニュアル」（2009年3月）に、明らかにされて
います。

雨天時浸入水対策雨天時浸入水対策

溢水対策溢水対策

常時浸入水対策常時浸入水対策

更生管の水密性検査更生管の水密性検査

水密性検査

圧気試験
（本管・スパン・取付管）

注水・圧気試験用リークテスタ

同時多測点流量分布調査

音響・染色試験

注水試験
（本管・取付管・人孔）

遡流式流量分布調査

送煙試験

注水試験
（公共桝・取付管）

ワンタッチフリューム式
流量計

面速式流量計

■パレート評価図

■流下能力計算表

同時多測点
1降雨
1晴天以上

フリューム式 面速式 せき式

地下水浸入水：地下水位 灌漑用水浸入水:用水路水位

海水浸入水：潮位 融雪浸入水：融雪時地下水位と放雪量

機能診断 溢水や不明水の原因になる流下能力、水密性、接続不良を定量化します。
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診断技術の前衛として、最新技術の研究開発と、
中立公正な劣化診断結果の提供に邁進しています。
（株）リハビリ・リサーチ・ラボラトリー（RRL）は、大学発ベンチャーとして鎌田教授
（当協会会長：大阪大学）が設立した、データ解析・診断を専門とする会社で、診断手
法の考案や診断ロボットの開発も行っています。
鎌田教授は、コンクリート構造物の非破壊検査法である衝撃弾性波法による劣化診
断技術研究の第一人者であり、鉄筋コンクリート管のみならず、石綿セメント管や
ダクタイル鋳鉄管など様々な管路施設の劣化診断にも顕著な成果を残しています。

劣化・出来形・機能診断を組み合わせた総合調査診断

高度で公正な診断技術を支える（株）RRL

会員の技術レベルの向上をバックアップする研修センター

マネジメントコンサルティング ー改築・更新に必要な経済診断ー

お客様

当協会会員

劣化調査会員 出来形調査会員 機能調査会員

管内調査・診断　
・地中埋設管路等を中心とした周辺の調査・診断および検査業務
・地中埋設管路等を調査・診断する方法の考案業務
・地中埋設管路等を調査するための調査装置（ロボット）の考案・開発業務

データ解析　
・調査・収集された情報の解析・診断業務
・管路調査・診断情報データベース管理業務
・管路調査・診断情報データベースを元にした情報分析業務

機器販売
・地中埋設管等の調査・診断におけるソフト・ハードウェアの販売業務

海外リサーチ　
・国内外における管路調査・診断のリサーチ業務 etc…

総合維持管理情報の提供

internet

（株）RRL

自治体 管路調査会社等

管路調査診断

新しい技術の集積である定量的管路診断では、不断の技術向上が
欠かせません。
このため、滋賀県栗東市にある研修センターにおいて、劣化診断ロ
ボットの操作研修や、新技術の導入時の研修などを、定期または不
定期に行っています。今後、他の診断技術研修にも利用する予定で、
総合的な研修により、会員の技術レベル保持をバックアップします。

研修の様子トレーニング・展示棟 劣化調査・診断ロボット展示

施工現場

診断データ

研修センター全体図

管路調査・診断票 解析データ表 周波数グラフ

駐
車
場

トレーニング
・展示棟

開発エリア

機材センター

現在、必要最小限度の劣化・出来形・機能診断を選択的に実施して、従来の定性的な検査結果も
無駄にせず、改築・更新計画に資する総合診断システムの構築を目指しています。

修繕とは異なり、改築・更新では現状定量に基づく既存計画の見直しを必要とすることが少なくありません。
調査総合診断結果から最適な改善方法や数量を見つけるだけでは十分ではないのです。社会インフラであ
る管路施設の改築・更新では、ライフサイクルコストを考慮した、資産の経済合理的な運用を視野に入れる
必要があります。これがアセットマネジメントといわれるもので、水道コンサルタントの主要業務のひと
つになっています。
どうぞ、定量的管路診断のご相談は当協会会員までお問い合わせください。最適な診断をお届けします。

（株）RRL

提案・納品

相談・発注

依　頼

サポート

サポートサポート サポート

代表取締役社長
鎌田  敏郎

■総合管路診断票

総合診断
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