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１．はじめに（本地域の特徴）
本地域は，福岡・佐賀の両県に跨がる九州最

大の平野で「筑紫平野」とも呼ばれ古くから稲
作やい草を主とした農業が展開されてきた。し
かし，かつて，その用水の確保にあたっては，
潮の干満に影響される「淡水（アオ）（図－１）」
によって河川から取水され，さらに水路から田

へは汲み桶による過酷な揚水労働（写真－１）
を強いられるなど多大な苦労があった。網の目
状のクリーク（写真－２）が張り巡らされた地
域は，雨が降れば湛水，雨が降らなければ渇水
となり，また，道路が狭く，地域の農業通作や
大型機械の導入，日常生活にも大きな支障が
あった。
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国営施設機能保全事業「筑後川下流福岡地区」
における排水ポンプの改修時に併せた将来の
劣化機能診断に備えた状態監視保全の取り組み

事業の動き

図－１　淡水（アオ）取水の仕組み

写真－１　汲み桶による過酷な揚水 写真－２　網の目状に広がる元のクリーク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九州農政局 宮崎中部農業水利事業所長
（前 九州農政局　北部九州土地改良調査管理事務所 

　筑後川下流福岡農業水利事業建設所長）
野間川内　洋一

株式会社　鶴見製作所ポンプシステム部　
エンジニアリンググループ　富沢　洋平
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また，古代の弥生中期約 2,000 年前の推定海
岸線から推測すると，有明海の干満による広大
な干潟の形成速度は 100 年間に 1km の割合と
なっており，この海岸線は現在もなお有明海に
向かって成長し続けている（図－２）。特に江
戸時代以降は，各藩の殖産興業のために干拓事
業が盛んに行われ，さらに昭和になって大規模
な干拓が実施され，有明海岸線の全線を包むよ
うになった。地域には，筑後川の運搬作用によっ
て堆積した沖積層，洪積層が厚く分布し，その
上部には「有明粘土」と呼ばれる軟弱層が分布

する。
現在，筑紫平野は，前歴事業の国営かんがい

排水事業筑後川下流地区等の実施により，米・
麦・大豆の土地利用型農業に加え，いちご，な
す，レタス等の高収益作物の栽培が可能となり，
福岡県産ブランド農林水産物※１としても認定
された「博多あまおう，博多なす，ラー麦※２」
などが，本地区内でも生産（写真－３，４，５）
され，高品質で安心・安全な農作物を安定的に
供給する地域に発展している。

※１　 福岡県民が求める安全で安心できる農林水産物の生産が行われ，食の重要性について理解を深め，生産者や産地
の維持・発展のため福岡県と県内の農林水産業団体で構成する「福岡県農林水産物ブランド化推進協議会」で運
営する「福岡県産ブランド農林水産物」。

※２　 福岡は全国有数のラーメン処で有名。国内にはラーメンに適した小麦がなく，これまで外国産小麦が使用されて
きたが，全国に先駆けてラーメン用小麦品種の開発に成功。東京でラー麦を使用したラーメン店は，「博多ラー
メンしばらく（日本橋店）」，「中州屋台ラーメン一気（錦糸町店）」，「筑豊ラーメン山小屋（早稲田店）」など，
多数あり。

図－２　筑紫平野における干潟の形成

写真－３　博多あまおう 写真－４　博多なす 写真－５　ラー麦
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図－３　筑後川下流事業計画一般平面図

本レポートでは，平成 29 年度から国営施設
機能保全事業として着手した「筑後川下流福岡
地区」で初の取り組みとなる「排水ポンプの改
修に併せた将来の劣化機能診断に備えた状態監
視保全の取り組み」を試行的に実施したので，
その内容を報告する。

２．本地区の事業概要
（１）前歴の国営土地改良事業

本事業の前歴である国営筑後川下流地区
（図－３）は，筑紫二郎と呼ばれる大河「筑後川」
の流域におよそ二千年前の古代から有明海の特
異の造陸運動や干拓による勾配のない低平地が
形成された九州最大の筑紫平野を対象とし，福
岡県・佐賀県の両県に跨がる水田約４万ヘク
タールの用・排水改良を目的として昭和 51 年

にスタートした日本最大級の国営かんがい排水
事業である。

事業内容は，淡水（アオ）取水施設を筑後大
堰（写真－６）に合口し，不規則に散在して
いたクリークをほ場整備と一体的に整理統合

（写真－７）し，用排水系統を再編するもので，
これにより，安定した農業経営の基盤が整い，
耕地利用率の向上や農産物の多様化が顕著に進
んできた。

また，この事業と併せて道路の新設や拡幅，
河川の直線化等が行われることで，地域の利便
性の向上や湛水被害が軽減され，豊かで安全な
まちづくりに貢献するなど，この広大な筑紫平
野を日本有数の食料供給基地へと飛躍させると
ともに，さらなる農業と地域の発展に資するも
のと期待されている。

写真－６　水源の筑後大堰 写真－７　クリークの整理統合 
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平成最後の年（平成 31 年３月）に国内最大
級のかんがい排水事業である国営筑後川下流地
区は，43 年の歳月を経て広大な農業水利シス
テムを完成し，次代へ継承した。

（２）現国営土地改良事業
筑後川下流福岡国営施設機能保全事業は，こ

の農業水利システムのうち，平成 21 年度に部
分完了し供用開始した「福岡県側の基幹的な農
業水利施設」を対象として平成 29 年度に事業
に着手した。各施設は，経年的な劣化により，
用水路においては管材のひび割れやタワミの進

行，排水水門や排水路ではコンクリート構造物
のひび割れ，鋼構造物の腐食等による性能低下
が生じている。今後，更なる経年劣化の進行に
より，農業用水の安定供給と排水機能に支障を
きたすとともに，維持管理に多大な費用と労力
を要することとなる。このため，農業水利施設
の機能を保全するための整備を行い，施設を長
寿命化することで，農業用水の安定供給と排水
機能の維持を図るとともに，維持管理の費用と
労力の軽減を図ることによって，農業生産性の
維持と農業経営の安定に資することを目的とし
ている（図－４，写真－８，９，表－１）。

表－１　事業概要
事業地区名 国営施設機能保全事業　筑後川下流福岡地区

関係市町
福岡県大牟田市，久留米市，柳川市，八女市，筑後市，大川市，みやま市，
三
み

潴
ずま

郡
ぐん

大木町及び佐賀県三
み

養
や

基
き

郡
ぐん

みやき町（７市２町）
事業工期 平成 29 年度～令和８年度（予定）
受益面積 13,871 ha

総事業費 72 億円

主要工事 数 量 事 業 内 容

用水路 １式 
田川城島線 5.3km 改修（管水路の一部区間，弁類）
岩神線 5.4km 改修（管水路の一部区間，弁類）

その他のか
んがい施設

１式 
筑後導水路制水工改修（鋼製ローラゲート１門）
水管理施設改修（遠方監視制御　中央管理所親局・子局）

排水水門 14 箇所 
ローラゲート・フラップゲート改修（計 38 門）
補助排水機改修（５排水機場　横軸斜流ポンプ 10 台を含む）

排水路 117km 制水門，合流工等の改修

図－４　事業計画一般平面図 写真－８　ゲート腐食，ローラーや
開閉機の作動不良や駆体コンのひび

割れが生じている谷垣排水水門

写真－９　駆体コンのひび割れ（上）
ゲートの腐食（下）（谷垣排水水門）
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３．昭代３号線排水機場ポンプ設備改修工事
（１）改修工事の概要

昭代３号線排水機場（写真－ 10）は，福岡
県側に設置された６カ所の排水機場の１つであ
る。完成後約 20 年近くが経過しており，ポン
プ設備等の劣化による機能低下がみられる施設
で「主ポンプ，主軸，減速機，電動弁，真空ポ
ンプ，空気圧縮機，燃料輸送ポンプ等」の分解
整備，更新を行う改修工事である（図－５およ
び写真－ 11）。
・�主ポンプ設備は，軸継手（ポンプ－減速機－

原動機）の芯ズレ・面ぶれが生じている状況
・�原動機は，燃料噴射ポンプ周辺からの燃料漏

れや冷却水ポンプの冷却圧力低下など多数の
不具合が生じている状況

・�補機類（真空ポンプ，燃料移送ポンプ，空気
圧縮機など）は，参考耐用年数 10 年を超過
し腐食発生による油漏れや塗装剥離が生じて
いる状況

・�電気設備は，盤内機器等が参考耐用年数 15
年を超過している状況

写真－ 10　排水機場の全景
写真－ 11　１号ポンプ主軸の様子

～　工事内容　～
・主ポンプ設備　横軸斜流ポンプφ 1,�500mm ×２台（工場整備）�
・管内クーラ設備　２台（現場整備）
・原 動 機 設 備　水冷式オープンタイプディーゼルエンジン�265kW ×２台（更新）
・減 速 機 設 備　２台（工場整備）および　吐出弁設備　２台（現場整備）
・補　機　設　備　冷却水ポンプ（更新），膨張タンク（現場整備），真空ポンプ（更新）等
・燃料移送ポンプ　φ 20mm��0.4kW�２台（更新）
・空 気 圧 縮 機　2.9MPa�2.2kW�２台（更新）
・�電　気　設　備　�引込開閉器盤（更新），低圧受電盤（更新），主ポンプ盤（更新），補機盤（更

新）など

図－ 5　工事の計画一般平面図
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（２）将来の劣化機能診断に備えた状態監視保
全の取り組み
農業水利施設の機能保全の手引き「ポンプ場

（ポンプ設備）平成 25 年４月」（第１．１．３章�
ポンプ設備の特徴）【解説】で示されているよ
うに、「特に留意が必要な診断項目は、軸受部
分であり、異常な振動、温度上昇を見逃すとポ
ンプケーシングなどの損傷につながる。ケーシ
ングが損傷を受けると全ての設備を更新しなけ
ればならなくなる恐れがあるため、状態監視保
全などの予防保全が必要」である。このことか
ら、今後の状態監視保全の起点として、本改修
工事の試運転調整において「状態監視診断項目
として振動データを採取し、将来劣化診断の指
標となる基準値」を記録することは重要である。

計 測 し た 振 動 デ ー タ を FFT ※ ３（Fast�
Fourier�Transform）アナライザーで周波数解
析することにより、羽根車の欠損・摩耗、主軸
のアンバランス、芯ズレ、軸受損傷など、本来
であれば機器を分解しないと判定できなかった
機器内部の状態を非分解で診断することができ
る。今回の整備の完了時点でこれらの振動デー
タを記録し、機器の初期特性として把握してお
くことは、今後の状態監視保全を行う際の相対
評価に活用することができ、機器の保全、長寿
命化を図る上でも重要なデータとなる。さらに、
将来において同様の診断を行うことにより、適
正な整備計画の策定が可能となる。

※３　 FFT とは、振動波形の分析方法の一つ。一般的
に振動波形は複雑で、評価が難しいが、複雑な
波形は周波数が異なる単調な sin 波に分解する
ことが可能であり、FFT は振動波形に対して周
波数がどれくらい含まれているか分析して評価
する方法である。

（３）回転機械における振動診断技術
振動を利用した精密診断は、回転機械におい

て最も多く利用される診断手法である。振動波
形、振幅に加え周波数分布（FFT）を解析す
ることで、劣化傾向を診断し、さらにその劣化
部位を特定することができる。振動診断で解る

異常要因の例として、①軸受けの緩み、②主軸
の芯ズレ、③羽根車の摩耗、④転がり軸受の損
傷、⑤歯車の異常、⑥モータの異常、があげら
れる。

（４）振動診断
昭代３号線排水機場では、渦電流変位セン

サー、加速度センサーによる振動計測及び
FFT 解析による診断を行った。センサーの取
付位置、個数および評価項目は次のとおりであ
る（図－６，写真－ 12，表－２）。

図－６　変位センサー取付位置図

写真－ 12　センサー取付状況

表－２　センサー取付個数および評価項目

（５）測定結果（FFT 分析の結果）
軸振動�渦電流変位センサーによる FFT 分析

結果の例
改修直後の現時点においては、振動値は小さ

いが、今後、使用実績を重ねることでＮ（回転）
成分※４が増大し、軸のアンバランスが発生す
る兆候がみられることが想定される。また、軸
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受成分※５が増大すると、軸受異常の兆候とな
る（図－７，８）。

※４　 Ｎ（回転）成分とは、回転体の振動成分として
最も発生する周波数。不つりあいの場合大きく
発生。Ｎ成分＝回転速度（min-1）÷ 60sec 
Hz。

※５　 軸受成分とは、ころがり軸受の傷等により生じ
る傷通過周波数。内輪、外輪、転動体、保持器
から生じる周波数は、軸受仕様と回転数から算
出できる。

図－７　１号ポンプ FFT 分析結果図（Ｘ方向の基準値）

図－８　１号ポンプ FFT 分析結果図（Ｙ方向の基準値）

周波数分析の結果、これらのデータが改修完
了時点での基準値として、今後、傾向管理する
際のベースとなるデータである。ここで、卓越
発生周波数※６の一般的な要因例を示す。

要因例 発生成分 備考
主軸の
アンバランス

N N=回転周波数

水中軸受の緩み N/x 発生周波数とその1/2、
1/3等の分数調波成分

主軸のミス
アライメント

N,2N 回転周波数と、その 2
倍等の高調波成分

羽根車の摩耗等 N×Zp Zp=羽根枚数
減速機ギアの
摩耗等

N×Zg Zg=歯数

電動機回転子の
偏芯

N×ｆ ｆ=電源周波数

軸受損傷 軸受発生
周波数

外輪、内輪、保持器等
毎の発生周波数

※６　 卓越発生周波数とは、周波数分析結果から、群
を抜いて発生している周波数。

４．おわりに
本地域の排水は、有明海の干満差による影響

が大きく、干潮時は自然排水が可能であるが、
満潮時は排水ポンプを稼働させ強制排水する必
要がある。

また、令和２年７月豪雨をはじめとする近年
頻度を増している梅雨期や台風期の大雨によっ
て、排水ポンプの使用頻度が増加してきている。
これらの排水ポンプは、農地のみならず地域住
民の生活上も重要な施設であり、その機能を維
持させなければならない。

そのため、今回の取り組みは、今後「状態監
視保全」の相対評価に有効に活用できるととも
に、機器の長寿命化を図る上でも重要なデータ
となる。また、今後のモニタリングにおいて、
今回と同様の診断を行うことにより、適正な整
備計画の策定が可能となると考えている。

これら一連の取り組みが他の地区においても
参考となれば幸いである。
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