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１．目的 計装工事を実施する際の監理，設計，施工等の業務の標準的な方法を提供する。これらの標準を 

採用することによって顧客に信頼される計装設備を供給することを期すものである。 

２．計装工事 本標準における“計装工事”はプラントに関しては“ＡＪＩＩＳ－Ｐ－１１－２０＊＊ 計装工事の範 

囲（プラント編）”に，建築物に関しては“ＡＪＩＩＳ－Ｂ－１１－２０＊＊ 計装工事の範囲（建築物編）”に規 

定するものとする。 

３．構成 本標準は共通編，プラント編及び建築物編よりなる。プラント編は主として工場，研究所等 

の計装工事に適用する標準であり，建築物編は工場以外の主として建築物の計装工事に適用する標準で 

ある。共通編は両者に共通して適用する標準である。標準の全体構成と個別の標準の位置付け，概略内 

容は巻末の日本計装工業会標準体系表に示す。なお，従来使用されてきた旧要領（AJII－CM－02－88 

等の番号の付いたもの）の内容は本標準の体系内に吸収される。 

４．総合名称 日本計装工業会標準 Association of Japan Instrumentation industries Standards 

（略号 AJIIS 呼び方：エイジス） 

５．番号の読み方 日本語標準名の他，整理のための番号を付する。番号の意味を下に例示する。 

 例 AJIIS－P－62－2000 

                    制定又は改正年（西暦） 

                    各編の一連番号 

                    C：共通編，P：プラント編，B：建築物編 

                    総合名称の略号 
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         日 本 計 装 工 業 会 標 準     ＡＪＩＩＳ 

       計装工事設備保全（プラント編） Ｐ－７１－２００８ 

 

目的，適用範囲，責任範囲 

目的 計装工事設備保全の目的は，安全かつ経済的にプラントが正常な運転を継続できる

ように良好な状態を維持するための標準的な方法を提供する。 

適用範囲 プラントに設置された計装設備の点検・保守作業に適用する。 

責任範囲 当標準は標準的な方法であり，作業開始にあたり客先と打合せを行い，書面に

より責任範囲を明確にする。 

  

１. 一般事項 

(1) 設備保全 

設備保全とは「設備性能を維持するために，設備の劣化防止，劣化測定及び劣化

回復を担う，日常的又は定期的な計画，点検，調整，整備，修理，取替えなどの

諸活動の総称」である。 

(2) 保全方式 

保全とは生産の経済性を高めるための設備保全をいい，保全方式として予防保全， 

事後保全，改良保全，保全予防及び経時保全，状態監視保全を組み込んだもので 

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保全 

状態監視保全 

時間計画保全 
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(3) 点検作業 

  計装設備の保全は故障発生時に緊急回復を行う事後保全と，計画的に設備の点検作 

業を行う予防保全が大きなウエイトを占めている。 

   その予防保全は，以下に述べる日常点検と定期点検が保全作業に代表される。 

   1) 日常点検 

  計装保全要員または，生産運転要員による，プラント稼動中に計装設備の状態 

の点検確認と小整備作業を行う。 

    ①点検項目 

     設備の正常な稼動状態の目視検査 ： 指示・制御状態・漏洩・汚れ・緩み・ 

振動 

  2) 定期点検 

    計装保全要員によるプラント停止中に行う検査・整備作業をいう。 

①日常では点検出来ない設備・場所の点検を行ったり，日常点検で得られた情 

報をもとに運転中には出来ない整備作業を行う。 

②信頼性向上のための改善策や，寿命部分の定期交換を行う。     

 

 (4) 保全の進め方（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. 点検設備表をもとに，計装設備の点検を行う 

 

2. 点検結果表に異常の内容及び処置案までを記載した資料を作成する 

 

 
3. 作成資料をもとに客先に処置を行うかどうか，検討していただく 

 

 

 

5. 施工手順に基づいて施工開始 

 

 

4. 客先と打合せを行い，施工方法等を含め，責任範囲を明確にし，書面にて

提出し，両者の合意を得る 

 

 

 

6. 施工完了後，点検結果表に処置内容，処置日を記載して客先に提出する 

 

 

ＹＥＳ(施工) 

ＮＯ(中止) 
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(5) 運用方法，その他 

   1) 計装設備の保全は点検設備表に記載してある内容に準じて行う。対象設備によっ  

    ては，このまま使用できない不足項目の追加が必要，等便宜補足修正を行って使  

    用する。 

 2) 点検結果表の内容は，できるだけ具体的に記載する。       

 3) 点検を行うに当って，公的な資格を必要とする作業については，有資格者が行う。  

 4) 計装設備の保全は，必要に応じて客先と協議のもと，停電状態で作業を実施し，  

復旧後は完全に元の状態に戻っていることを確認する。 

 5) 事故防止，非常事態の体制については，十分検討し，対策も確立しておく。   

 6) 点検時に異常，故障等を発見した場合は速やかに客先に連絡をして，必要な処置  

を講じる。 
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2.2 点検設備 : 導圧配管（含む：スチームトレース／保温）

点検項目 点検及び保守内容 備考

 1. 配管
　 　・ 外観 目視にて異常がないことを確認

　(1)配管上の雨水溜まり
　(2)錆,変形,亀裂,塗装剥離
　(3)他金属との接触による電食
　(4)電食防止のシートの取付け状態
　(5)機器,配管の膨張,収縮による変形
　(6)振動による導圧配管の揺れ
　(7)継手類の漏れ
　(8)保温／保冷への埋もれ
　(9)異臭,異音

　 　・脱着 脱着による異常個所の確認 停止時作業
　(1)保温材取外しによる漏れ
　(2)継手部脱着によるズレ,変形（応力）

　 　・肉厚 測定器による配管肉厚の確認
　(1)測定対象物による配管の減肉の恐れのある配管

 2. サポート
　 　・外観 目視にて異常がないことを確認

　(1)錆,変形,亀裂,塗装剥離
　(2)サポートの緩み,曲がりによるシール／コンデンスポットのズレ

 3. スチームトレース
　 　・外観 目視にて異常がないことを確認

　(1)スチームトラップの排出量
　(2)保温材の湿り

　 　・脱着 保温材脱着によるトレースの確認
　(1)トレースの潰れ,漏れ
　(2)縛束
　(3)錆,腐食

 4. 保温・保冷
　 　・外観 目視にて異常がないことを確認

　(1)変形・潰れ
　(2)破れ・剥がれ
　(3)雨水の浸入跡
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2.3 点検設備 : 配線・電線管類

点検項目 点検及び保守内容 備考

 1. ＪＢ
　　 ・外観 目視にて異常がないことを確認

　(1) 固定状態
　(2) 外面の傷,錆,変形
　(3) 蓋の固定ネジのゆるみ,欠落
　(4) 扉開閉用ハンドル,外ヒンジピンのゆるみ,欠落
　(5) 銘称板の損傷,変形,汚れ
　(6) 電線管,可とう電線管等固定用ユニオンカップリング,
　　　 ロックナット等の緩み
　(7) 点検及び使用上の障害となるものの有無を目視にて
　　　 確認

　 　・内部 目視にて異常がないことを確認
　(1) 水の浸入
　(2) ボックスシール
　(3) 内面の錆
　(4) 端子部の錆,ゆるみ
　(5) 配線の結束状態,被覆の劣化（膨潤,硬化等）
　(6) ワイヤマークの欠落（色落ち）
　(7) 扉ハンドル専用止め具の緩み,締め付け力
　(8) 内ヒンジピンの欠落
　(9) 接地線に著しい腐食や断線
　(10) 端子台劣化
　(11) 配線色別の劣化
　(12) ケーブル端末処理（テーピング）の劣化
　(13) 電線管,可とう電線管等固定用ロックナット,絶縁
　　　　ブッシングの緩み,損傷

 2. 計器端末部
　　 ・外観 目視にて異常がないことを確認

　(1) 端子箱の傷,錆,変形,腐食
　(2) 蓋の固定ネジのゆるみ,欠落
　(3) 可とう電線管のねじれ,変形,ゆるみ,脱落

　 　・内部 目視にて異常がないことを確認
　(1) 水の浸入
　(2) 端子部の錆,ゆるみ,腐食
　(3) 配線の結束状態,被覆の劣化（膨潤,硬化等）
　(4) ワイヤマークの欠落（色落ち）
　(5) ワイヤのかみ込み
　(6) 耐圧パッキン式ケーブルグランドのケーブルクランプ
　 　 及びグランドパッキン部の緩み
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点検項目 点検及び保守内容 備考

 3. 盤
　 　・外観 目視にて異常がないことを確認

　(1) 傷,錆,変形,腐食
　(2) 名称板の損傷,変形,汚れ
　(3) 表示装置の汚れ,かすれ

　　 ・内部 目視にて異常がないことを確認
　(1) 扉の開閉とロック状態
　(2) 扉パッキンの劣化状態
　(3) 本体の固定状態
　(4) 水の浸入及び汚れ,結露痕跡の有無
　(5) 端子部の錆,ゆるみ,腐食
　(6) 配線の結束状態,被覆の劣化（膨潤,硬化等）
　(7) ケーブルマーク,ワイヤマークの欠落
　(8) 配線ダクト,端子台蓋の有無
　(9) ケーブル引き込み口のシール状態
　(10) 計器類固定ボルトのゆるみ
　(11) 内ヒンジの欠落
　(12) 換気ファンの異常騒音,振動
　(13) 防塵フィルタの詰まり

 4. 電線管
　 　・外観 目視にて異常がないことを確認

　(1) 接続状態
　(2) 錆,変形,亀裂,塗装剥離
　(3) 管の外れ,配線の露出
　(4) サポート,クランプの固定状態
　(5) 保温材への巻き込まれ
　(6) ドレン穴のふさがり
　(7) 吊りボルトサポートのズレ,傾斜
　(8) 可とう電線管の割れ
　(9) 壁,床,防火区画等貫通処理部のシール状態
　(10) 接地ボンド部の固着状態

 5. ケーブル
　 　・外観 目視にて異常がないことを確認

　(1) 固定状態
　(2) シールド線の接地状態
　(3) 生物食害・巣の発生
　(4) シースの溶け,破損,劣化（膨潤,硬化等）

　　・絶縁抵抗 配線を外し,ケーブルを絶縁測定する 停止時作業
         測定
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 6. マンホ－ル・
　　　　ハンドホール
　 　・外観 目視にて異常がないことを確認

　(1) 蓋の割れ,欠損,錆
　(2) 変形,浮き上がり
　(3) 地盤沈下,隆起等の影響
　(4) 本体の割れ

　 　・開放 目視にて異常がないことを確認
　(1) 蓋の腐食及び吊り金具等の損傷
　(2) 溜り水の有無（排水機能）
　(3) タラップの損傷

 7. 接地の点検
　 　・外観 目視にて異常がないことを確認

　(1) 筐体の接地状態
　(2) 接地極埋設標柱
　(3) 接地線立上り部保護管の割れ,損傷
  (4) 接地線の緩み,断線,外れ

　 　・接地抵抗 接地線を負荷から外し,接地抵抗計で接地極の 停止時作業
          測定 接地抵抗を測定



                                            

                         

『これ以降は非公開となっております。ご覧になりたい方はご購入をお願

い致します』 
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