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１．はじめに
保全技術センターは，平成 16 年４月，関東

農政局利根川水系土地改良調査管理事務所に
「保全技術センター」として設置されて以降，
農業水利施設の保全管理技術の高度化に向けた
技術実証やデータベースシステムの保守運用等
の業務を行っている。保全技術センター通信で
は，最新技術に関する動向や保全技術センター
での取組などを紹介している。

第 15 回目の今回は，デジタル技術などの新
技術を農業水利施設の保全管理に活用するため
の実証調査の実施状況，予防保全のためのデー
タ分析や計画的かつ効率的な補修等に不可欠と
なる農業水利ストック情報データベースの現状
と将来展望について紹介する。そして最後に，
将来におけるデジタル技術の活用に向けた見解
を述べたい。

２．農業水利施設の保全管理へのデジタル技術
の活用
令和３年３月に閣議決定された土地改良長期

計画では，「施設の点検や機能診断等の更なる
省力化や高度化を図るため，ドローン等のロ
ボットや AI 等の利用及び状態監視技術に関す
る研究開発，実証調査を引き続き推進していく
ことが重要である。」と明記され，政府をあげて，
デジタル技術などの新技術を活用した施設の計
画的かつ効率的な補修・更新等による戦略的な
保全管理を推進することとされている。

本稿では，デジタル技術の活用に向けた保全

技術センターの取組のうち，AI による開水路
の機能診断技術とポンプの状態監視技術につい
て紹介する。

（１）AI による開水路における機能診断の効率
化に向けた取組

（ⅰ）機能診断 AI の構築（注）
保全技術センターでは，農業水利施設の保全

管理に画像データ，気象データ，環境データな
どのあらゆる関連データを AI で分析し，従来
はヒトによって行われてきた機能診断や劣化予
測の業務を省力化・効率化する「農業水利施設
管理 AI 推進事業」を実践している。そのプロ
セスは次の通りである。

まず，保全技術センターが保有している全国
の国営造成施設（開水路）を対象とする既存の
機能診断結果に加え，国営事業地区４地区にお
いて新たに現地で写真撮影を行い（写真－１），
総計 3,100 枚に及ぶ画像を抽出した。次に，写
真－２の通り，3,100 枚の画像データについて
のラベリングを行い，AI 学習（教師あり学習）
に必要なデータセット（教師付きデータ）を作
成した。AI のアルゴリムには写真－３に示す
３種類を使用した。検証用画像 100 枚のデータ
をそれぞれに学習させ，表－１に示すように正
解率が最も高かった DeepLabv3+ を AI モデル
として採用した。

（注）  「機能診断 AI」とは，ヒトの目視により施設の変状を
判断する従来の手法に変え，画像データを AI に判断
させることで診断業務を省力化する新技術のこと。
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■�「写真－１」で取得した画像データから，AI 教師付データを作成するために「写真－２」のラベリン
グを実施。

�

�

（注） 「AI 教師付データ」とは，AI に学習させるための正解を与えたデータのこと。
　 　 「ラベリング」とは，学習に用いる画像データに，正解となるラベルや色付けをする作業のこと。

■�「写真－３」のように学習させた３種類のAI アルゴリズムを使って検証用教師付画像から診断結果を
評価し，最も精度の高いAI アルゴリズムを採用。３種類のAI アルゴリズムは，いずれもオープンソー
スとして無償提供され，AIの専門家によって画像認識に優れていると発表されているものである。また，
画像内の画素（ピクセル）に対しラベル等の紐付けが可能な「画像セグメンテーション」と称する手
法を採っている。いずれも深層学習（ディープラーニング）の手法に分類される。

写真－１　UAV（ドローン），
一眼レフカメラによるデータ取得 写真－２　AI 教師付データ作成のためのラベリング（注）

変状箇所の着色はヒトによる手作業

教師付画像

ひび割れ 剥離

遊離石灰 コンクリート

写真－３　検証用教師付画像と機能診断 AI による評価結果の比較 （注）

インプット

3,100枚学習

１．PSPNet（※1）

２．DeepLab v3+（※2）

３．Hrnet（※3）

検証用教師付画像を評価

検証用教師付画像 剥離

コンクリート

ＡＩによる評価

機能診断 AI による評価結果

検証用教師付画像

比較
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（注） 「検証用教師付画像」とは，教師付データの学習後，精度の確認のために用いるデータ。
　　  「AI による評価」とは，AI に入力された画像データから変状を検出し，ひび割れの幅や面積，鉄筋露出の箇所数等を算出，

施設状態評価表に基づいて健全度評価を行うこと。

【参考：３種類の AI アルゴリズムの特長】
（※１）�PSPNet：解像度の低下を防ぎながら画像に映し出された特徴点の抽出を行うことが可能。
（※２）�DeepLab�v3+：境界特定が可能で，スマホ写真の背景を変えるアプリなどにも同様の技術

が応用。
（※３）�Hrnet：学習プロセスの全体を通して高解像度の表現を維持することが可能。

■�機能診断AI に最も適したAI アルゴリズムの選定に当たっては，「表１」に示すとおり閾値ごとに正解
率を算出して判断。なお，アルゴリズムとは算定手順のことであり，AI 開発においては目的や学習方
法に合ったAI アルゴリズムの選定が必要。

（ⅱ）機能診断 AI の検証
令和２年度は，構築した AI の現場適用性を

検証するため，全国の国営事業地区の中からモ
デル地区５地区（うち１地区は直轄管理地区）
を選定し，AI による機能診断の結果と従来よ
り実施しているヒトによる目視調査の結果とを
比較・分析した。

（a）実証地区の選定
実証地区の選定は，寒冷地域の凍害や沿岸部

の塩害，平野部や中間地といった地域特性，用
水路や排水路といった用途等に配慮して国営事
業５地区に絞り込んだ。

（b）診断対象範囲におけるオルソ画像の作成
診断の対象とした地点は，国営事業５地区の

コンクリート製開水路で計 24 定点（24 バレル）
とした。１定点における対象の幅は，AI によ
る診断とヒトによる診断とを比較する上で実
務上 5m 程度がふさわしいことから，１バレル
当たりの幅は便宜上 5.0m とした（写真－４）。
これらの診断対象の範囲について，AI 構築時

にも使用したドローン等を活用して連続写真を
撮影し（写真－１），これを AI 分析に適した
データにするため，連続写真からオルソ画像（上
空のカメラで撮影された空中写真は土地の起伏
による位置ズレが生じるため，地図と同じく真
上から見たような傾きのない正しい大きさと位
置に表示される画像に変換した画像のこと）を
生成する Sfm ソフトウェア（Structure� from�
motion）によりオルソ画像を作成した。

以上の工程により出来上がったオルソ画像を
機能診断 AI に評価させ，評価結果とヒトによ
る目視調査の結果を比較したものが写真－５で
ある。ここに，機能診断 AI による結果の評価
に当たっては，現行の「農業水利施設の機能保
全の手引き」に掲げる施設状態評価表や施設健
全度の判定基準を準用し，機能診断 AI の精度
はヒトによる目視調査の結果との差異により判
定した。

表１ アルゴリズムの選定結果 Algorithm selection result

アルゴリズム 閾値 =0.5 閾値 =0.4 閾値 =0.3 閾値 =0.2 閾値 =0.1 閾値 =0.01

DeeplabV3+ 56.6% 64.2% 71.5% 80.2% 89.2% 95.1%

PSPNet 55.3% 62.2% 68.4% 74.0% 79.3% 85.4%

HRnet 56.7% 60.2% 64.5% 67.4% 71.0% 77.0%

JAGREE100.indb   31JAGREE100.indb   31 2021/07/06   11:21:012021/07/06   11:21:01



32 JAGREE 100．2021・7

その結果（写真－５），
①�については，目視調査ではコンクリートの継

ぎ目や目地と判定したが，機能診断 AI によ
る評価結果は，遊離石灰という判定であった。

②�については，機能診断 AI では鉄筋露出が検
出できていない。

③�については，目視調査と同様，機能診断 AI
も摩耗を認識しているが，摩耗の範囲と劣化
の程度を正確に捕捉できていない。
これは 24 点のうち特定の１点についての評価

であるが，これを 23 地点すべてで実施し，同一

地区内で比較・評価するとともに地区間でも差
異を分析することとしている。なお，分析・評
価業務は令和３年６月現在も継続中であり現時
点では結果の全貌は明らかになっていない。た
だ，これまでの分析結果からでも，コンクリー
ト製開水路における AI 画像診断は類似の変状
が区別できないなど精度は低いものの，劣化の
傾向を把握するには有効であったと評価できる。
それは，AI は健全度にかかわらずひび割れを検
出可能だが，1mm 未満の場合には検出率が低下
する，遊離石灰や凍害による剥離など色が似て

写真－５　機能診断 AI と目視調査との比較

比較

オルソ画像

バレル（定点）

オルソ画像を作成

５．０ｍ

写真－４　診断対象範囲のオルソ画像の作成

オルソ画像を作成
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いる変状は誤判定の傾向にある，ひび割れ以外
でも健全度 S-3 以下の変状であれば正解率が高
いといった AI の特徴を抽出できたことにある。

今後，教師付きデータを増やして AI 学習を
重ね，類似画像の識別能力を向上させれば，現
場での実用化に耐え得る高い精度に到達できる
ものと期待している。

一方，開水路の画像診断技術は，施設の機能
診断のみならず，土地改良区を始めとする施設
管理者の点検業務においても通水機能の把握な
ど管理の省力化・効率化を実現する可能性を秘
めている。施設管理者の高齢化や減少が進む中，
土砂やゴミ等の流入・堆積，不同沈下等による
水利機能の低下がますます懸念されるが，土地
改良区職員等の減少に伴い，施設の見回り・点
検の機会が減少する可能性がある。そのため，
例えば，ドローン等を活用した水路全体に渡る
写真撮影や３次元化モデル等により，通水障害
の速やかな発見，通水障害を未然に防止するた
めの施設全体の異常・変状等の把握が低コスト
で可能となれば，効率的かつ高度な管理につな
がるものと考えている。

（２）機械設備（ポンプ）の状態監視
機械設備のうちポンプに関わる保全管理コス

トの低減，異常停止などの突発事故の削減等の
課題解決のためには，潤滑診断，振動診断や温

度診断（注）の技術を適用し，将来的にはデジ
タルデータの活用により診断精度の高い状態監
視へと移行していく必要がある。

（注）  「潤滑診断」とは，ポンプの潤滑剤に含まれる金属摩
耗粒子を監視して異常兆候を発見する手法。

  「振動診断」とは，ポンプの軸受けの振動値（振動変位・
振動速度・振動加速度）を測定・解析することにより
劣化状態を把握する手法。

  「温度診断」とは，ポンプの軸受けの温度を定期的に
測定し軸受けの状況を的確に把握する手法。

中でも潤滑診断は，全国の揚水機場や排水機
場において老朽化が進行している現状に鑑みて
も現場ニーズの高い技術であり，ポンプを分解
してケーシング内部を確認することなく，潤滑
剤（オイル・グリース）の汚染状態などから劣
化状態を把握できるという特長がある。ポンプ
の主要箇所には回転機が多数使用されており，
機能低下の大部分は金属摩耗によって進行する
が，摩耗を抑制する役割は潤滑油が担っている
ことから，潤滑油に含まれる金属摩耗粒子の傾
向監視（潤滑診断）により異常兆候を早期に発
見することが可能である。

また，軸受けの振動値（振動変位，振動速度，
振動加速度）を測定・解析する振動診断は，軸
受摩耗劣化の比較的中期の段階で活用され，写
真－６に示す通り，IoT を活用して遠隔で振動
値を自動計測するシステムも開発されている。
さらに，非接触赤外線温度計などを活用して精

 

 

 

 

 

 

 

 

 

潤滑油採取

光学顕微鏡
の写真

ニードル式 マグネット式

回転機械 簡易モニタリングシステム

【従来】

【新技術】

【デジタル技術】
非接触赤外線温度計

【潤滑診断】 【振動診断】 【温度診断】 

【新技術】
サーモカメラ
による自動計測

  

写真－６　状態監視の診断手法
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度の高い測定が可能な温度診断はサーモカメラ
による遠隔での自動計測が可能となっている。

なお，潤滑診断については，これまで国が造
成した全国の農業用楊排水機場（ポンプ設備）
100 箇所以上を対象に実証試験を行ってきてい
るが，劣化を判断する際に適用する標準的な基
準（ISO や JIS などの公的基準）が策定されて
いないため，統一的な判断が難しい。なお，実
態としては，民間の分析会社等が独自に規定・
運用している基準により劣化状態が判断されて
いる。

そこで，国，地方自治体，土地改良区等が管
理するポンプ設備に状態監視の導入を促し，取
得データの蓄積・分析を通じて劣化予測技術を
確立するため，診断技術の紹介や参考値として
の民間基準値，傾向管理とデータベースへの
データ蓄積等について掲載した「農業用機械設
備（ポンプ設備）の状態監視の手引き（案）」
を作成し，保全技術センターのホームページ上
に公表した（図－１）。

状態監視技術の狙いは，潤滑診断や振動診
断，温度診断等によってポンプ設備の状態を把
握し，劣化予測の観点から傾向管理と精密診断

により異常部位を特定するとともに，分解整備
の周期を延伸することにある。

３．農業水利ストック情報データベースの現状
と課題

（１）現行システムの活用状況
農業水利ストック情報データベース（「ストッ

ク DB」）については，利根調・保全技術センター
通信第 11 号でシステム改修を中心に紹介した。
改めて，平成 19 年度に運用を開始したストッ
ク DB は，現時点において約 12,000 施設にの
ぼる国営造成農業水利施設の諸元情報・点検結
果・維持管理情報等を蓄積している（図－２）。
こうした情報を施設造成者，施設管理者及び関
係者で共有し，機能診断や対策工法の検討等に
活用している。

また，農業水利施設の保全管理や更新整備に
ロボットや AI・IoT といったデジタル技術を
活用するとなればデータ蓄積やデータ分析が成
否の鍵を握ることから，ストック DB の情報の
充実，適切なデータ管理，利活用がこれまで以
上に重要となり，今後ストック DB は，保全管
理・更新に携わるすべての関係者にとって必要

図－１　手引き（案）の概要と傾向管理手法の概要

農業用施設機械（ポンプ設備）における
状態監視の手引き（案）の概要

（令和 3 年 3 月）
●�農業農村整備分野では実績が少ない状態監

視についての基本情報。
●�手引きは，JIS 規格（注）等に既存の規格

に準ずる。JIS 規格等が無い診断について
は，複数の民間基準を参考値として掲載。

●�手引きの活用により，傾向管理手法を活用
し，農業水利ストック情報データベースへ
のデータ蓄積により，状態監視技術の確立
を目指す。

■傾向管理手法（注）の概要

・�管理基準値として「注意値」「危険値」を設定し，
計測値の変化傾向と管理基準値とを比較

・�傾向管理の管理基準値の設定（初期値に対する水準）
及び評価方法にはISO�規格（注）等を基に設定

（注） 「傾向管理手法」とは、施設機械設備の劣化判定方法の一つであり、機器・部品等の状態を経時的に監視・計測してそ
の傾向の変化により機器の劣化進行を把握する手法。

　　  「ISO」とは、工業規格を国際的に標準化する機構（国際標準化機構）が定める工業規格（ISO 規格）。
　　  「JIS」とは、工業標準化法により経済産業大臣等が定める、鉱工業品の種類・形状・寸法・構造などに関する規格（JIS

規格）。
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不可欠なシステムとなる。そこで，今回，国や
地方自治体に限らず，施設管理の中核を担って
いる土地改良区も含めた国営造成施設の管理
者，関連団体等に対し，ストック DB に求める
機能や改善すべき点等についてアンケート調査
を実施した。施設管理者を含むすべての国営造
成施設に関連する組織への全数調査は初めての
試みである。

（a）アンケートの目的
データベースに求める機能やデータ，改善点

を把握するためアンケートを実施した。

（b）アンケート対象者（図－３）
国営造成施設に関連する土地改良区，地方自

治体，土地改良事業団体連合会（「土地連」），
農政局を対象に，566 団体に対してアンケート
を実施したところ，図－２に示すとおり回答の
回収数は回答率 72％に相当する 408 サンプル，
うち 44％を土地改良区が占めた。

（c）アンケートの内容
①利用者の属性情報，②ストック DB に求め

るデータや機能を把握できるように設問を設定
した。

図－２　現行のストック DB の画面
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図－３　アンケート回答者の組織構成比
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アンケートの結果（図－４・５）において，
要望や意見があったものは，ストック DB に求
める機能やデータについて，「施設の不具合等
の閲覧・出力機能は農政局からの要望が特に大
きい，水土里情報システムとの連携は特に土
地改良区の要望が大きい，水路区間などの GIS
情報の要望は，農政局と土地改良区が大きいと
いった一定の事実が明らかとなった。また，改
善すべき点として，システムの入力方法や画面
の見た目，入力項目の簡素化や検索方法などは
一様に改善してほしいという意見があった。

このように，システムユーザーからは，施設
管理の一助となるようなデータの入出力機能の
追加やデータベースのユーザビリティー（使い
易さや分かりやすさ）が求められている。今後

は利用者が求める使い易いデータベースの構築
を想定して必要なデータを収集・蓄積する必要
がある。

（２）今後の農業水利ストック情報データベー
スシステムについて
ストック DB システムについては，アンケー

ト結果も参考に，例えば，利用者の使いやすさ
に関するもののうちデータ階層が深くシステム
構成が複雑であるという実態に対しては，現行
システムには具備していない検索機能を追加
し，施設管理者が必要とするデータ取得までの
労力削減と時間短縮を図るといった対応も考え
られる。

利用者が求めるシステム機能やデータ属性等

図－４　【アンケート結果】データベースに求める機能やデータ
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図－５　【アンケート結果】データベースの改善すべき点
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を明確にしつつ将来的には施設造成者と施設管
理者が保全管理上必要な情報を活用できるプ
ラットフォーム（動かすために必要な，土台と
なる環境）が必要ではないかと考えられる。目
指すべき方向性としては，「見える化」と「オー
プン化」であろう。

そ の 仕 組 み と し て，AI や BI（Business�
Intelligence：データを収集・蓄積・分析・報
告することにより今後の意思決定の参考にする
手法や技術）を駆使して関係者間で「見える化」
を図るイメージについて検討した。その概要は
図－６の通りである。

４．おわりに
人口減少が急激に進む中にあっても付加価値

生産性を高め，我が国の経済を支えていくため
には，ヒトに代替する労働力により所要の財・
サービスを提供し続ける必要がある。そのため
には，膨大なビッグデータの分析を通じて将来
予測を行いつつ新たな価値を創出していかなけ
ればならない。従来はヒトの五感に依存した，
いわば労働集約的な農業水利施設の保全管理技
術も，ロボットやAI等を駆使したデジタルデー
タにより制御・分析する資本集約的・知識集約
的な技術へと変革し，将来的には施設管理者は

もとより施設造成者ほか関係者全体に広げてい
く必要があるであろう。保全技術センターでは，
新技術の現場への導入に向けては，まず先導的
な取組による導入効果を具体的な形で提示して
いくことが重要と考え，令和元年度以降，今回
紹介した取組などを実施している。

一方，農業水利施設は，長年に渡る先人達の
知恵と苦労によって築かれ，現代に至るまで
脈々と継承されてきた農村協働力に支えられ，
今日に至るまで維持されてきた国民共有の財産
でもある。こうした歴史的経緯を振り返ること
なく新技術の適用のみを優先させれば，その効
果はむしろマイナスに働くこともあり得るだろ
う。デジタル技術が進展すれば，農業水利施設

（ストック）に付随するデータの種類も格段に
増加していくことが想定される。その中で，農
業水利施設の歴史に関する情報も重要なデータ
属性の１つとして，例えば，マーケティングや
ブランディングを通じて，地域観光や地域産品
の付加価値向上に資する方策を探るべきではな
いか。そして，管理者と造成者がリアルタイム
にデータを共有して事務調整に要する時間短縮
を図るほか，関係するステークホルダー（土地
改良区，地方自治体，建設業者，関連団体，国
といった土地改良事業に関係する複数の組織）

図－６　関係者間での情報活用を容易にする「見える化」のイメージ
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には，データを横断的に一気通貫させ，関係組
織間のシステム間連携などを通じて施設の可視
化を図る。このように，データ運用・分析に基
づく新たなマネジメントシステムの構築に向け
た研究開発・実証調査に本腰を入れて取り組む
べきと考えている。もっとも，システムは，各
関係組織における単独のタスク（通常業務）に
おいても有益かつ不可欠なものとなるよう可用
性・汎用性を高くしておく必要がある。

また，分析されたデジタルデータにより，将
来における農業農村整備事業（公共投資）のエ

ビデンスを充実させ，国民の合意形成にも結実
することを強く期待したい。これに関連して，
データを用いて新たに科学的，社会的に有益
な知見を引き出そうとするデータサイエンス
や IT 技術を駆使できる技術者の育成が急務で
ある。

最後に，新たな土地改良長期計画を指針とし
て，保全技術センターとしても引き続き現場視
点に立った技術実証に精力的に取り組み，農業
農村整備における技術革新の一翼を担って参り
たい。
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