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ストックマネジメント

１：ストックマネジメントとの出会い
【奥野】　今日は，お忙しい中，ありがとうござ
います。まずは鮫島さんとストックマネジメン
ト（以下，「ストマネ」と言う。）との出会いに
ついてお伺いしたいと思います。

【鮫島】　私とストマネの出会いは協会の技術顧
問に就任した平成 19 年 10 月（11 月より専務
理事）です。専務理事の近藤（勝英）氏から，
農業水利施設機能総合診断士試験の講習会の総
論部分の講師をやって欲しいと言われました。
就任早々なので本来なら戸惑うところです
が，あまり慌てませんでした。実は，平成９年
頃から自宅マンションの管理組合の理事長や建

替委員会の委員長を
務め，マンションの
劣化診断や計画修繕
の経験があったから
です。分野は異なり
ますが，コンクリー
ト構造物という点で
は共通性がありま
す。マンションでの
経験が役立ちました。

２：総合診断士制度の始まり
【奥野】　総合診断士制度の誕生に至る経緯はご

農業土木事業協会（以下，「協会」と言う。）とストックマネジメントの関わりは，平成 19 年，
協会が水利施設保全管理補修部門を新設したことに始まります。現在，水利施設保全管理補修部門
には協会会員の３分の１に相当する 82社が属しています（令和２年４月１日現在：協会会員 244社）。
同年，協会は農業水利施設機能総合診断士の資格制度を創設，平成 24 年には農業水利施設補修
工事品質管理士の資格制度も創設します。
その時代に，協会専務理事を務められた鮫島信行氏に，ストックマネジメントの歩みと今後の課
題，展望についてお聞きしました。聞き手は，水利施設保全管理補修部門の幹事会幹事長の奥野倫
太郎です。

鮫島　信行氏

ストックマネジメント

水利施設保全管理補修部門インタビュー

「ストックマネジメントの歩みと展望」

◇話し手◇鮫島　信行氏＊

◇聞き手◇奥野　倫太郎＊＊

＊	 鹿島建設（株）顧問
＊＊	日本基礎技術（株）技術本部技術企画管理部
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存じでしょうか。
【鮫島】　平成 24 年
に鹿島建設に入社し
たとき，前任の大
橋（欣治）さんから
総合診断士の創設を
提唱したのは自分だ
と言われ，その時の
提案書を渡されまし
た。平成 17 年８月

１日付の「土地改良施設診断士（仮称）の創設
について」という紙でした。背景を伺うと，コ
ンクリート診断士が創設され，土地改良サイド
で何もやらないと，土木に浸食されてしまうと
いう危機感があり，独自の資格が必要と考えた
からということでした。
どこに提案されたのかを尋ねると，設計課長

か首席だったか記憶が曖昧だとのことでした。
そこで当時設計課長だった土地改良建設協会専
務理事の斎藤（政満）さんに聞くと，覚えてい
ないと言われ，そこは明らかになっていません。
しかし，事業協会に残っている平成 17 年 11

月の打合せ記録には，下舞（寿郎）施工企画調
整室長，近藤専務，大橋氏の名が見えるので，
施工企画調整室が窓口となって検討が進んでい
たものと思われます。私は当時中国四国農政局
長でしたので，そんなことは知る由もなく，で
きあがった船に乗っただけです。

【奥野】　平成 19 年に制度化された総合診断士
ですが，講習会テキストとして使われている「農
業水利施設の機能保全の手引き」はどのように
して作成されたのでしょうか。

【鮫島】　それも知る由はなかったのですが，今
回のインタビュー前に，当時の関係者に聞き回
りました。分かったのは，ストマネの端緒は，
昭和 63 年に学会誌に掲載された「土地改良施
設管理に対する公的関与の必要性とその効果に
ついて」という報文で，施設の長寿命化対策が
ライフサイクルコストの低減になるなら公的資
金の投入が正当化できるという内容で，著者は，

当時，施設管理室におられた茨木（教晶）さん
と仲家（修一）さん（現地域環境資源センター
専務理事）です。大変な先見の明です。
その次は，平成 13 年に学会誌に掲載された

「排水機場の総合的な施設機能診断について」
という報文です。基幹的な排水機場の維持管理
更新を考える上で，ライフサイクルコストやリ
スクマネジメントの視点を加えた総合的な施設
機能診断の必要性が指摘されています。これが，
現在のストマネの原点かなと思っています。
この報文の執筆者の一人である大内（毅）さ

ん（九州農政局農村振興部長，執筆当時信濃川
水系土地改良調査管理事務所課長）に執筆の動
機を聞くと，西蒲原平野の排水機場の改築がな
かなか進まず，地元の合意を何とか得る手はな
いかと悩んでいたときに仲家さんの報文に出会
い，これに啓発されて書いたということでした。
共同執筆者の高橋順二所長（当時，故人）から，
これはいいねと言われたそうです。
その高橋氏が平成 13 年に本省の施設保全管

理室長になられ，県営ストマネ事業を創設し，
その後，農工研の農村総合研究部長に就かれ，
そこでストマネ人材の育成に努められたという
ことを，当時農工研にいた進藤（惣治）国立研
究開発法人国際農林水産業研究センター農村開
発領域長から聞きました。その一人が森丈久さ
んです。利根川水系土地改良調査管理事務所か
ら農工研に引っ張られ，今は石川県立大学教授
となり，ストマネの中核的研究者として活躍さ
れています。本人は「引っ張られたとは知らな
かった」と笑っていましたが，こういう人材育
成のイニシアチブが最近薄れているのが気掛か
りですね。
本省では，日本水土総合研究所の斎藤（晴美）	
前理事長が設計課長，整備部長時代に，ストマ
ネの旗振りをされたそうです。何をやるにして
も計画の基になる指針が要ると考え，「機能保
全の手引き」の作成を施設管理室に指示したそ
うです。平成 18 年のことで，施設管理室の補
佐だった米田（博次）さんには世話になったと

奥野　倫太郎氏

131662_JAGREE会報誌No.98Book.indb   10 2020/07/01   9:31:53



JAGREE 98．2020・5 11

ストックマネジメント

言っておられました。同時期に水利整備課長を
していた岩村（和平）さんに聞くと，手引きの
執筆では自分も頑張ったということでしたの
で，斎藤，岩村，米田のラインが「機能保全の
手引き」の産みの親と言うことになるでしょう
か。
平成 18 年には土地改良施設診断士制度の検
討が進んでいたと思われますので，「機能保全
の手引き」がテキストになったのは自然な流れ
でしょう。土地改良施設診断士という名称が農
業水利施設機能総合診断士に変わったのもその
流れでしょう。

【奥野】　私が注目するのは，ストックマネジメ
ントという呼び方を採用したことと，要求性能
に構造機能だけではなく水理機能，水利用機能
も加えて体系化したことです。それが今まで続
いています。

【鮫島】　ストックマネジメントの名づけ親は平
成 14 年に水利整備課長で国営ストマネ事業を
創設された宮元（均）さんで，国交省で使われ
ていたアセットマネジメントという用語に金融
的イメージがあったので，横浜市の下水道部局
が使っていたこの用語を採用したとのことでし
た。
平成 13 年から 18 年までの６年間は，いろん
な人が知恵を出して，こういう形に実を結んだ
んだなということで，歴史に残したいですね。

３：協会専務理事時代の活動
【奥野】　次に，協会専務理事時代の活動につい
てお伺いしたいと思います。

【鮫島】　平成 19 年当時，協会は会務とは別に，
水管理システムの設計業務を行っていました。
指名競争から一般競争入札への移行期にあた
り，待ちの姿勢では受注機会が得られず，レン
タカーで全国を営業に回りました。技術提案書
を書いたり，ヒアリングに臨んだこともありま
した。
相当頑張ったのでそこそこの利益は上げまし
たが，協会が会員会社と競争するのはいかにも

不自然でした。また，設計部門の技術職員の高
齢化という不安もありました。そこで思い切っ
て，水管理システムの仕事から撤退することを
決意しました。平成 21 年の年末頃のことでし
た。
しかし，撤退すれば収入が減ります。業界団

体の在り方が厳しく見られた時期で，会員の退
会も相次いでいました。水利施設保全管理補修
部門の会員は増えつつありましたが，退会数が
それを上回り，協会は火の車でした。会費の値
上げを持ち出せるような環境ではまったくな
かったので，人件費と事務所借料を切って支出
を減らすしかありません。そこで農業土木会館
１階にあった広い部屋から今の２階の事務室に
引っ越しました。会館の社長との家賃交渉は懐
かしい思い出です。

（品質管理士制度と農業水利施設の補修・補強
マニュアル「開水路編」）

【奥野】　次に，品質管理士についてですが，制
度創設のきっかけは何だったのでしょうか。

【鮫島】　きっかけは２つありました。最初は，
ある現場で営業をしていた会員会社からの相談
でした。仮にＡ社とします。Ａ社は，寒冷積雪
地仕様の有機被覆材の営業をしていました。融
雪水路として利用される農業用水路は，水路が
雪で詰まったときはスコップでの切り崩し作業
を行うため，被覆材にはスコップで傷つかない
耐衝撃性が求められます。同社の製品はそれを
売りにしていました。しかし，建築用防水被覆
材の営業をしていたＢ社に負けてしまいまし
た。
なぜ負けたのか理由を知りたいと言われ，確

認してみると，付着性，耐摩耗性，ひび割れ追
従性，耐衝撃性などの性能評価が行われていま
した。しかし，基準値が示されていたのは付着
強度だけで，あとは，A社の製品の試験値とB
社の試験値が比較されているだけでした。A	>	
B とか A	<	B とか言われても，基準値がなけ
れば意味がないですよね。耐衝撃性ではA社
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の数字の方が大きく優れていると評価されてい
ましたが，決め手になったのは，B社だけが出
した粗度係数の数値だったようです。しかし，
この現場の補修工事の性能で粗度係数が求めら
れていたのでしょうか。必要な性能に対しての
材料の評価が行われなければいけません。この
とき，ストマネ工事には，要求性能と照査方法
の設定が必要だと強く感じました。
２番目は，農村振興局で検討されていたスト
マネ工事の仕様書のひな形を見せてもらったと
きでした。形は整っていましたが，耐久性と品
質規格が数字ではなく「〇〇」になっていまし
た。〇〇は発注者が埋めるということでしょう
が，基準がなければ数字は埋められません。
これはやっぱり品質規格を作り，耐用年数み
たいなものも決めないと，補修工事の発注はで
きないだろうと思い，ならば，協会には補修材
料を扱う会員がいるから，彼らの知見をもらい
ながら，補修工事の品質照査マニュアルのよう
なものを作ろうと思い立ちました。

【奥野】　その後はどのように進んでいったので
しょうか。

【鮫島】　最初は，協会の自主研究活動として，
会員によるワーキングを作り，「農業水利施設
の補修・補強マニュアル【開水路補修編】（案）」
の原形のようなものを作っていきました。
平成 21 年の中頃，それが一応形になると欲
が湧きました。いくら頑張っても，協会の成果
では現場で使ってもらえない。使ってもらうに
は権威がいる。そのためには国の基準にしなけ
ればならない。そう思い，企画書を農村振興局
に持ち込みました。時宜にもかなって趣旨を理
解してもらい，関東農政局の技術事務所で，平
成 21 年度から 23 年度まで，「農業水利施設の
補修・補強工事に関するマニュアル【開水路補
修編】（案）」を作成することとなり，協会がそ
の業務を受託しました。
この動きと並行して，それまでの成果に，協
会独自で作成した「施工管理の留意点」を加え
てテキストにし，平成 24 年に品質管理士試験

を開始しました。
【奥野】そのテキストが，現在の国のマニュア
ルになったということでしょうか。

【鮫島】　「農業水利施設の補修・補強工事に関
するマニュアル【開水路補修編】（案）」が公表
されたのは平成 25 年 10 月なので，テキストイ
コール国のマニュアルではないですが，品質規
格と照査方法はそのままですので，実質的には
同じといってもいいでしょう。ただし「施工管
理の留意点」は協会独自のものでマニュアルに
は含まれていません。マニュアルは補修工事で
使用される材料の規格とその照査方法を定めて
いますが，いくらいい品質の材料を使っても施
工がだめなら品質は確保できません。協会とし
ては，施工についてもきっちりと管理していか
なければならないと考えました。

（農業水利施設保全補修ガイドブック）
【奥野】　補修技術を扱っている企業はガイド
ブックに注目していますね。掲載されるには，
国の品質規格を満足するための照査を求めら
れ，それが，会社にとってのモチベーションに
なっています。

【鮫島】　平成 20 年に発行を始めたガイドブッ
クは協会の大きな宝となっています。ここに掲
載された会員会社の製品がすべて国のマニュア
ルの規格を満足することが目標でした。協会は
品質を審査するまでの力は持っていませんの
で，会員から提供された照査結果を確認するだ
けですが，発注者の皆様には信頼していただき，
広く使われています。始めはそこまで期待して
いたわけではないのですが，結果的に協会のス
テータスの向上につながり，補修部門の会員の
増加につながりました。

４：課題と対応
（資格制度の活用）
【奥野】　資格の活用についてお聞かせくださ
い。

【鮫島】　総合診断士試験では，課題地区の施設
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の劣化状況や不具合などの情報を示した上で，
劣化診断手順と保全対策を論述させ，分析力や
提案力を評価します。合格率は３割程度で，技
術士資格を持っている受験者の合格率が５割程
度です。合格者は技術士に近い力を持っている
と考えられますので，工事・業務発注時の技術
者評価では技術士並みに扱ってもらいたいと
思っています。
一方，品質管理士試験では，補修工事を適切
に行える力を評価するため，材料の品質照査と
施工管理に関する知識を確認しています。基本
的に建設会社の土木施工管理技士をターゲット
にしていますが，コンサルタンツでも役立つで
しょう。特に現場技術業務で補修工事の監督補
助や検査補助を行う場合には，この資格の保持
を義務付けてもいいんじゃないでしょうか。

【奥野】　都道府県のストマネの仕事も多いです
ね。

【鮫島】　その通りです。国の発注では技術者評
価で加点されていますが，都道府県営事業でも
ぜひこれらの資格を使ってほしいですね。

（水理機能，水利用機能の診断強化）
【奥野】　鮫島さんは，「機能保全の手引き」は
構造性能に偏っていて，水理性能，水利用性能
に関する記述の強化が必要と言われています。

【鮫島】　「機能保全の手引き」は平成 27 年の改
定で，水理と水利用に関する記述がある程度強
化され，リスク評価の観点も入りましたが，ま
だ偏っています。現場では，パイプラインへの
空気混入とか，配水の弾力性の不足とか，構造
以外の機能不全が問題になっています。総合診
断士なんだから，ひび割れとか摩耗だけじゃな
く，水理と水利用も診断できなければいけませ
ん。

（構造関係の診断強化）
【奥野】　構造関係では，ひび割れの補修，含浸
材の利用，耐水性目地の開発，有機被覆材の剥
離といった問題を指摘されています。

【鮫島】　国の手引きやマニュアルで抜けている
のがひび割れ補修の考え方です。ひび割れ補
修ってやるの，やらないの，そこが書いてない。

【奥野】　ひび割れの補修基準ですか。
【鮫島】　「機能保全の手引き」では，ひび割れ
でコンクリートの健全度を評価していますが，
補修の判断は書いてない。現場では，仕様書に
何も書いていないと困ってしまう。例えば表面
被覆工事をするときに，「監督員さん，このひ
び割れ，下地処理をする必要があるんでしょう
か」って聞かれても答えられない。判断を現場
に委ねちゃまずいと思います。書けないんだっ
たら，当面はコンクリート標準示方書に準拠す
ると言ってもらいたいんですが。
含浸工法はコンクリートの緻密化や防水性を

向上させます。積雪地で融雪剤を使うところや
海岸近くで，飛沫による塩害が発生する可能性
が高い場合は，撥水性のある含浸材が効果を発
揮します。有力な予防保全対策なので，ぜひ取
り上げてほしいと思っています。
それから目地材ですが，弾性シーリング材は

水中では非常に剥がれやすい。数年ぐらいで剥
離したのではやる意味がない。耐水性目地材の
開発が必要です。
有機被覆材については，浮きが出たり剥離し

たりするという芳しくない評価があるけれど
も，材料の問題か施工の問題かよく分からない
んです。有機被覆材には有機被覆材の長所があ
るので，そのあたりをちゃんと評価しないと，
マニュアルの完成度が高まらないんじゃないか
なと思っています。

【奥野】　耐水性の目地の開発，有機被覆材の剥
離に対しては，協会とか現場の声が中心になっ
て解決していく話だと思います。ひび割れにつ
いては，現場にこういうことが起こっていると
いう案件を集めてくるだけで何か解決に向けた
話ができそうですね。

（構造劣化予測の改訂）
【奥野】　鮫島さんは，総合診断士の講習会で，
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単純劣化曲線の適用についてはよくよく注意す
る必要があると言っておられました。

【鮫島】　構造劣化については，５年ごとに定点
観測することになっていますので，平成 19 年
から始めていればもうすぐ３回目のデータが取
れます。そうなれば個々の施設の劣化は，単純
劣化曲線ではなく，物性値の変化で評価するこ
とができます。
マンションでは，５年ごとに劣化診断をして，

この程度ならあと５年は行けるよね，みたいな
評価をしています。劣化の進行は，材料と施工，
環境条件で全然違うので，次の改訂のときは，
物性値で劣化予測するという考え方に変えてほ
しいと思っています。

【奥野】　鮫島さんの言われる通り，今後は，現
場のデータをきっちり反映させて，やってほし
いところですね。

【鮫島】　言い忘れましたが，単純劣化曲線は，
鉄筋コンクリート構造物の劣化データから作っ
たので，その他の施設には適用できません。学
会で，パイプラインに適用した発表を聞いたと
きは驚きました。間知ブロックの劣化診断に単
純劣化曲線を当てはめた例も知っていますが，
間知ブロックは壊れたら直せばいいんです。

（社会的割引率の非適用）
【奥野】　鮫島さんは，ストマネでは社会的割引
率は不要というご意見をお持ちだと聞いていま
す。

【鮫島】　「機能診断の手引き」には社会的割引
率が入っていますが，ストマネに適用すること
は間違っています。いくらテキストに書いて
あっても，おかしいものを正しいとは言えない。
自己矛盾が起きてしまいます。
社会的割引率は，初期投資の際の費用対効果

計算で出てきます。投資に対する効果が不確実
なので，投資時点で算定した効果を毎年４％ず
つ割り引いて評価する。20 年，30 年の時間軸
で考えると，100 の効果が，半分とか３割とか
に割り引かれるんです。そうやって割り引いた

効果で投資効率を計算します。ストマネは，投
資された結果としてのストックの維持管理なの
で初期投資ではありません。だから社会的割引
率を適用するのはおかしいのです。
内閣府の戦略的イノベーションプログラムの

インフラ維持管理・更新・マネジメント技術で
PD（プログラムディレクター）を務められた
横浜国立大学先端科学高等研究院の藤野陽三先
生も，同じ意見をお持ちです。これは，次の改
訂のときに必ず直してもらわないと困ります。

（小規模施設へのストマネ適用）
【奥野】　社会的割引率の問題は自分でも勉強し
てみたいと思います。その他の課題はなんで
しょう。

【鮫島】　以前Ｕ字フルームのストマネ工事を見
せてもらったことがありますが，末端の水路な
どは劣化診断なんかせずに，壊れたら２次製品
で直せばいいんです。予防保全対策は，どの程
度のものに適用すればいいのかという，リスク
感とか規模感とかが必要で，本当に小さなもの
に適用したら余計な金がかかるだけです。じゃ
あ，どこが境界かと言われるとよく分からない。
勘ではいけないんだけど，計算してみるのは大
変そうだし。

【奥野】　でも，明確にしたいですね。使う方は
多分書いて欲しいと思います。

【鮫島】　例えば，パイプラインならφ 200 ミ
リなら事後保全でいいとは割り切れません。
φ 200 ミリでも水田と畑は全然違います。だか
ら，リスク評価なんですよ。壊れたときのリス
クで評価して，これは事後保全でいいというの
は，マニュアルというよりもエンジニアリング・
ジャッジメントになるのかもしれないけれど，
書こうと思えば書けますよ。考え方としてはね。
ただ，一概にφ 200 ミリとかじゃなくて，そこ
は地域事情に応じたリスクで考えるべきだとい
うことでね。

（マニュアル【パイプライン編】の普及）
【奥野】　「農業水利施設の補修・補強工事に関す
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ストックマネジメント

るマニュアル【パイプライン編】（案）」は品質
管理士試験ではどう扱われているんでしょうか。

【鮫島】　パイプラインのマニュアルは平成 29
年に公表されましたが，品質照査試験のハード
ルが高すぎて普及が進んでいません。品質規格
は必要ですが，照査方法が厳しすぎると，誰も
跳べなくなって現場が動かない。これならやれ
るという照査方法にしてもらう必要があります。
品質管理士制度ではパイプラインの講義も
やっていますが，マニュアルが広まっていない
ので，試験ではパイプラインの出題はしていま
せん。ストマネ技術は，マニュアルと資格が一
体となって発揮できるものなので，早い時期に
解決しなければならない問題だと考えていま
す。

（パイプラインのストマネの課題）
【奥野】　パイプラインについてその他の課題は
何かあるでしょうか。

【鮫島】　パイプラインの管更生では下水道の技
術をかなり使ってますが，下水道と農業用水で
は大きく異なる点があります。１つは，下水は
無圧管ですが農業用水は圧力管です。内圧がか
かった状態での水密性の照査はキッチリやる必
要があります。
もう１つは，下水は基本的に 50 ｍおきにマ
ンホールがあり，その間は同一勾配の直線配管
になっています。農業用水路は平面的にも縦断
的にも屈曲があって，しかもマンホールの間隔
が長いので，中に入って点検するのも危険だし，

工事をするにしても，施工延長として 100 ｍ位
を目安に開発されてきた下水道の更生技術がそ
もそも適用できないみたいな話があって，そう
いう面では，単に補修するだけじゃなくて，マ
ンホール密度を上げて，管理しやすいシステム
にしていかなければと思っています。
あと，平成 22 年に，利根川水系土地改良調

査管理事務所が，国営神流川地区から出てきた
35 年を経年した PC 管の破壊試験をしたこと
があります。それに立ち会ったんですが，ひび
割れ設計強度の何と 1.5 倍の残存強度があった
んです。その結果だけで一般化は無理ですが，
この事実は心に留める必要があります。
もし一般化できるなら，管更生工事では耐力

の回復は不要で，水密性の回復だけでいいん
じゃないかと。そのためにはパイプラインの残
存強度の推定が必要です。全部を破壊試験する
わけにはいかないので，非破壊試験で残存強度
を推定できる技術の開発が必要です。

おわりに
【奥野】　最後に協会へのメッセージをお願いし
ます。

【鮫島】　ストマネ技術は発展途中です。現場の
ことを一番よく知っている協会の会員がどんど
ん発言して，ストマネ技術の発展に寄与して
いってもらいたいと思います。

【奥野】　今日は長時間のインタビュー大変あり
がとうございました。私自身も大変勉強になり
ました。（終了）

布設後35年経過したPC管の破壊試験と試験結果
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