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１．はじめに
地域の営農の動脈，静脈となる農業水利シス
テムは，システムの構成要素となる複数の農業
水利施設がそれぞれの役割を十全に果たすこと
で機能する。農業水利システムが機能するため
には，個々の農業水利施設に要求される機能の
保全が必要となり，その状態を把握するために
機能診断が行われる。そして，施設の長寿命化
を図るために，機能診断結果に基づいた機能
保全計画の策定，必要に応じて対策工事が行
われる。2007 年３月に「農業水利施設の機能
保全の手引き（以下，機能保全の手引き）」１） 

が策定されて以降，全国でこの取り組みが「農
業水利施設のストックマネジメント」として，
図－１に示すサイクル２）に基づいて実施され
てきた。

2007 年以降，機能保全の手引きの各工種編，
農業水利施設の長寿命化のための手引き（以下，
長寿命化のための手引き），農業水利施設の補
修・補強工事に関するマニュアル（案）（以下，
補修補強マニュアル）の各工種編が策定され，
数多くの施設で機能診断，対策工事が実施され
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表－１　要求性能に応じた対策の水準と種類３）

要求性能
対策の水準と種類

① 建設時の水準以上 ② 建設時の水準 ③ 建設時の水準以下

構造機能

安定性
補修（注1） 補修 補修

耐久性

力学的安全性 補強 補強 ―

水理機能 ― 補修 ―

水利用機能 ― 補修 ―

社会的機能 補強 ― ―
（注１） 建設時より高い性能水準を設定しても，力学的安全性の回復につながらない場合は補修とみなす。補修と補強の

違いは，力学的安全性の回復を目的としているか否かにあるので，安定性，耐久性能の回復を目指した補修工法が，
結果的に力学的安全性を向上させることもあり得るが，本項ではこれも補修として扱うことにする。

図－１　ストックマネジメントのサイクル２）
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ている。その結果，これまでに更新された施設
数，補強された施設数は定かではないが，全国
の施設で補修が行われていることは周知の事実
である。ここで，表－１に示す要求性能に応じ
た対策の水準と種類３）から，農業水利施設に
おける補修の内容を確認しておくと，補修には，
構造機能に関わるものだけでなく，水理機能，
水利用機能に関わるものもあり，補強に比べて
対応する種目が多いことがわかる。特に水利用
機能，水理機能，構造機能に関わる施設表面の
状態を改善するための表面被覆工法による補修
は多く行われている。
この状況の下，現在顕在化している課題の一
つに，補修後の農業水利施設の機能保全を図る
にあたってのマネジメントサイクルが十分に浸
透しておらず機能していないことがある。また，
補修後の施設マネジメントサイクルのキーとな
るモニタリングおよび機能診断の方法が十分に
確立しておらず実施されていないことがある。
特に，補修後の農業水利施設の機能診断は，補
修材料および躯体の状態把握，補修工事が実施
された施設における再対策の要否の判定，再対
策工事の方法を検討するにあたり重要な情報を
もたらすことから，早急に整えておかなければ
ならない。
本報では，今後，補修された農業水利施設が
更に増加し，ストックマネジメントの対象の多
くが補修された施設になることを踏まえ，補修
工事後の施設マネジメントサイクルについて著

者らなりに概説するとともに，補修材料で被覆
された農業水利施設の機能診断に関する一事例
を紹介する。

２． 補修工事後の施設マネジメントサイクル
ストックマネジメントのサイクルは，図－１

のように示されるが，これは大枠を示したもの
であり，対策工事後の施設に限定したマネジメ
ントサイクルとしては，図－２のようになると
考える。この図は，長寿命化のための手引きで
示されているモニタリング調査フロー図４）を
もとに作成したものである。ここで，本報では，
モニタリングは継続調査，機能診断はモニタリ
ングにより異常を検知した場合，あるいは定期
的に実施する詳細調査に区分し，補修工事が実
施された農業水利施設を対象にして施設マネジ
メントサイクルを概説する。
このサイクルで留意しなければならない事項

は，三つある。
2.1　モニタリング
留意事項の一つ目は，補修の効果を継続的に

調べるためのモニタリングである。
ストックマネジメントサイクルでは，定性的

な日常管理とされていたが，性能規定化の下，
策定された補修補強マニュアルに基づいて実施
された補修後の施設に対しては，品質規格値を
満足した補修材料や工法が適用されていること
から，補修後の初期値からの変化を調査するた
めにも，原則として定量的なモニタリングを行
う必要がある。
では実際に，補修後の施設に対して定量的な

モニタリングが行われているかというと，施設
管理者に任せられているのが現状であり，測定
方法と体制を整えてモニタリングを実施してい
る施設数が多いとは思われない。長寿命化のた
めの手引き４）では，長寿命化対策後の施設の
モニタリングとして基本調査，詳細調査，再対
策の要否の判定の行い方が示され，モニタリン
グの実施に必要な基本は記載されている。長寿
命化のための手引きは総論的なものであるのに

図－２　補修工事後の施設マネジメントサイクル
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対して，補修補強マニュアルは各補修工法の
具体である。この補修補強マニュアル５）では，
補修のモニタリングは１ページにも満たない記
載であることからも，まずは，補修補強マニュ
アルと長寿命化のための手引きが有機的に連携
するような業務参考資料を整えるとともに，補
修された施設のモニタリングをサイクルとして
回すためのシステムを整える必要がある。如何
なるモニタリングシステムを整えることができ
るかが，補修工事後の施設マネジメントサイク
ルを機能させる上で重要となる。開水路におけ
る対策工法のモニタリング，その対策工法が施
された躯体のモニタリングについては，著者ら
の意見を既報６）で述べているので一読してい
ただきたい。
一方，モニタリングにより得られる情報の評
価は，原則として定量化されていなければなら
ないが，現実的に全ての性能を測定などにより
定量化できないこともある。また，農業水利施
設は，その建造目的を果たすためにも，利用者
の視点からの評価が不可欠であり，利用者の視
点からは定量化された基準よりも，定性的な基
準の方が取り扱いやすく，管理がしやすいこと
もある。農業水利施設の評価・管理基準は，管
理者の視点と利用者の視点の両者から要求され
る機能を満足するようなものでなければなら
ず，性能に基づく定量的基準だけに止めず，定
性的基準もあってしかるべきである７）。補修さ
れた施設においては，この視点も忘れることな
く，モニタリングにより得られる情報の評価基
準を整えておく必要がある。
研究者である著者らからは，コンサルタント
会社には施設管理者に対する補修後の施設モニ
タリング方法並びに体制の提案，メーカー等の
開発企業には補修材料や補修工法のモニタリン
グ方法の積極的な提案を要望したい。
2.2　機能診断
留意事項の二つ目は，補修後の施設を対象に
した機能診断である。
補修前の機能診断と補修後の機能診断の大き

な違いは，補修前では，露わになっている躯体
を対象に診断を行うことができたが，補修後は
補修材料で被覆された躯体が対象になり，補修
材料の影響，経年的な補修材料の劣化を考慮し
た躯体診断を行う必要があるということであ
る。ただし，表面被覆工法には，無機系被覆工
法，有機系被覆工法，パネル工法，シート工法
があり，補修後の躯体診断の難易は補修材料の
種類により異なる。
ここで，2007 年以降の機能診断に関わった
者が思い返さなければならないことは，補修前
の診断では対象のほとんどが長年供用されてき
た躯体の診断であり，その中心が変状箇所の特
定および変状程度の把握であったことである。
それに対して，補修後の機能診断では，対象が
補修材料に加えて，補修材料で被覆された躯体
になるということである。加えて，躯体は，機
能診断の際にコアが採取され，部分的に断面修
復材が充填されていたり，補修工事の際に下地
処理により劣化部が除去されていたり，補修前
後で躯体の状況は異なっている。ストックマネ
ジメントのサイクルに則り，補修時のデータが
共有できれば，非常に有効な情報となるが，い
ずれにしても補修材料で被覆された躯体を確実
に診断する手法を整えておく必要がある。
補修材料により診断手法の難易は異なるが，

コンサルタント会社，診断会社には，補修材料
で被覆された躯体の診断手法の積極的な提案を
要望したい。前記したモニタリング手法と連携
した診断手法であれば，性能の時間変化も含め
た評価も行えることから更に望ましいと考える。
2.3　対策工事の検証と再対策工事の判定
留意事項の三つ目は，対策工事の検証並びに

再対策工事（補修，補強，更新）の判定である。
対策工事の検証は，機能診断及びモニタリン

グの結果を踏まえた補修材料および躯体材料の
性能低下に基づく物理的評価，施設機能の性能
低下に基づく機能的評価（要求させる施設機能
の向上に対する評価も含む），ライフサイクル
コストに基づく経済的評価により行うことが基
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本になる。ただし，この基本に加えて，補修工
事の目的である施設の長寿命化を図るための施
設マネジメントサイクルを確実に機能させるた
めの評価も忘れてはならない。具体的には，施
設マネジメントサイクルが成立し得るかの評価
であり，モニタリングの実行性，機能診断の実
行性，農業水利施設の建造目的を果たすための
利用者視点の利便性，管理者視点の維持管理性
を総合的に評価して対策工事の検証を行うこと
が求められる。つまりは，施設マネジメントサ
イクルを回し続けることができるかの適合性に
よる評価を含めることが必要であると考える。
次に，補修後の農業水利施設に対する再対策
工事の要否判定は，施設があくまでも水利シス
テムを構成する要素であることを踏まえ，水利
システムの長寿命化を図ることを前提に行うべ
きである。もちろん，歴史的施設は存続させる
べきであると考えるが，高齢化した施設を無理
に長寿命化するのではなく，新たな材料と工法
で更新すること，あるいは水利システムの利便
性，維持管理性を踏まえて減築することも視野
に入れて再対策工事の判定を行うことが必要で
ある。新たな土地改良長期計画においても，更
新費の低減に資する施設の集約や再編、統廃
合等によるストックの適正化を推進８）とあり，
このことも含めて判定すべきだと考える。
いずれにしても，対策工事の検証と再対策工
事の判定については，一過性ではなく施設マネ
ジメントサイクルを継続することができるかの
適合性から行うこと，農業水利施設の長寿命化
ではなく水利システムの長寿命化を図ることを
前提にした方針を含めることを，行政を含めた
施設所有者に要望したい。

３． 補修された農業水利施設の機能診断
本章では，前章で述べた補修工事後の施設マ
ネジメントサイクルにおける三つの留意事項の
うち，実際に著者らが取り組んでいる補修後の
施設を対象にした機能診断について，一つの事
例を紹介する。紹介するのは，無機系補修材料

で被覆された開水路の電磁波レーダ法による躯
体診断である。
3.1　電磁波レーダ法による躯体診断の検討
電磁波レーダ法は，コンクリートに埋設され

た鉄筋等の位置と深さ，コンクリートの部材厚
さ，空洞等を調査するために一般に用いられて
いる手法である。開水路のほとんどはフリュー
ムであり，鉄筋コンクリート構造であることか
ら，機能診断の際には電磁波レーダ法による鉄
筋探査装置（以下，電磁波レーダ装置）を用い
た調査が必ずと言ってよいほど行われる。そこ
で，著者らは，現場に必ずある電磁波レーダ装
置は，無機系補修材料で被覆された開水路の躯
体診断にどのような活かし方があるのかを検討
している。
本報で紹介するのは，補修された開水路側壁

を対象に，補修前にコアが採取された位置の特
定を検討した結果である。補修材料で被覆され
た躯体のコア採取位置は，目視で確認すること
ができず，図面で記録が残されている場合もあ
るが，その位置が実際と異なる場合もある。そ
のため，補修材料で被覆された躯体からコアを
採取する際，以前にコアを採取し断面修復材で
充填されている箇所を避けるための現地調査が
必要になる。
同様な鉄筋探査装置として電磁誘導法がある

が，ファラデーの電磁誘導の法則に基づく電磁
誘導法は，鉄筋探査に特化した手法であること
から，補修材料で被覆された躯体のコア採取位
置を調べる方法としては電磁波レーダ法が適当
である。
電磁波レーダ法に関しては，数多くの書

籍例えば９），10）があることから原理の説明は省略
するが，電磁波が電気的特性（比誘電率）の異
なる物質の界面に達すると透過または反射する
性質を利用した手法である。測定結果は，受信
した反射波形（Aモード）と反射波形の大き
さを画像化した垂直断面画像（Bモード）が得
られる。電磁波レーダ法の利点としては，装置
を走査することで数十 cm～数mの連続した
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測定が可能であり，走査方向を二軸にすること
で面評価も可能である。
本検討では，室内試験と現地試験を実施し
ている。室内試験では，現地試験で得られるB
モード画像の評価方法を決めることを目的に，
３ケースの試験体による試験を行った。現地試
験を実施した開水路は，北海道空知地方で供用
されている昭和 60 ～ 61 年に施工された現場打
ち鉄筋コンクリート開水路（内空幅 5,100mm，
側壁高さ 2,100mm，側壁天端厚さ 200mm，側
壁基部厚さ 300mm）である。この開水路の
一部の区間では，PCMによる補修が被覆厚
10mmで実施されている。また，補修工事前に
躯体の機能診断の一環として，コア採取（φ
100mm）が行われており，その位置情報が得
られている。
使用した電磁波レーダ装置は，GSSI 社製ス
トラクチャスキャンSIR-EZ（周波数1,600MHz）
である。試験時に装置に設定した誘電率は，全
ての試験において７である。測定結果のBモー
ド画像はカラー画像で示し，反射波形が大きい

場合は赤色で示され，小さい場合は青色で示さ
れる。
3.2　室内試験におけるBモード画像の評価
室内試験における３ケースの試験体は，図－３

に示すとおり，Case 1 がプラスチック製のコン
テナの上に静置した縦 50cm×横 50cm×厚さ
3.7cmのモルタル平板，Case 2 が D10の鉄筋に
載せたCase 1 のモルタル平板，Case 3 が鳥取
大学農学部内にある材齢約10年が経過し表面に
特に目立った変状は見られない壁厚 14.7cmの鉄
筋コンクリート壁体である。試験にモルタル平
板を用いた理由は，躯体からコアを採取した箇
所は断面修復材が充填され，これには粗骨材が
含まれないからである。モルタル平板は，試験
前に水温 20±１℃の水槽内で１日以上浸漬し，
表面の水分を拭ったものを使用した。電磁波レー
ダ装置の走査は，コンクリート・モルタル水分
計（KETT，HI520）で表面含水率を測定した
後に行った。試験時の表面含水率は，Case 1と
Case 2 が 6.2%，Case 3 が 4.9%であった。
電磁波レーダ装置の走査で得られる画像に

図－３　室内試験の各試験ケースにおける試験体とBモード画像
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は，単一材料であれば走査方向に変化は見られ
ないが，鉄筋がある場合には波形が現れる。鉄
筋コンクリート構造物において鉄筋は，同一深
度で等間隔に配置されるため，鉄筋に直交して
電磁波レーダ装置を走査すると鉄筋間ごとに同
一の波形が現れる。そのため，鉄筋間の波形を
二等分すると対称な画像が得られる。本検討で
は，得られた Bモード画像の対称性を波形の
形態に基づいて評価した。
室内試験で得られた Bモード画像を図－３
に示す。図中には，鉄筋間の対称性を確認する
ために，鉄筋間を抜き出し，鉄筋間中心に線を
入れた局所画像も示している。この局所画像
は，装置の専用ソフトウェアで測定画像を部分
表示したものであるため，走査距離は処理起点
を 0cmとして表示される。

Case 1 では鉄筋がない単一材料であるため，
走査方向に変化は見られない。Case 2 では鉄
筋による波形が明確であり，鉄筋間に強い対称
性が確認できる。Case 3 では粗骨材が含まれ
ているコンクリートであるために，鉄筋間に
対称性は認められるがCase 2 ほど強くはない。
乾燥時の比誘電率はコンクリートが４～６，粗
骨材が５～９と異なる。したがってコンクリー
トは比誘電率の異なる粗骨材が不均一に分布し
ているため，Case 2 と比較し Case 3 の対称性
が弱くなったものと考えられる。このことから
も，粗骨材が含まれない断面修復材で充填され
たコア採取位置は，電磁波レーダ装置により探
索できる可能性が示された。
3.3　現地試験におけるコア採取位置の探索
現地試験は，躯体が露わになっておりコア

図－４　現地試験の実施箇所とBモード画像

JAGREE No_101_本文.indb   53JAGREE No_101_本文.indb   53 2021/11/18   16:38:102021/11/18   16:38:10



54 JAGREE 101．2021・11

採取位置が目視確認できる箇所（Case 4），補
修工事前にコア採取が行われ補修材料（PCM）
で被覆された箇所（Case 5）の２ケースで測定
を行った。現地試験の実施箇所の状況を図－４
に示す。測定機器は室内試験と同じであり，試
験時の表面含水率は，Case 4 が 3.9%，Case 5
が 4.2% であった。
現地試験で得られたCase 4，Case 5 の Bモー

ド画像を図－４に示す。図中には，鉄筋間の対
称性を確認するために，鉄筋間でコア採取の有
無の区間をそれぞれ抜き出し，鉄筋間中心に線
を入れた局所画像も示している。
Case4 と Case 5 の両者とも，コア採取あり
区間の方がコア採取なし区間より波形がランダ
ムでなく滑らかな濃淡の画像が得られ，対称性
が確認された。これはコア採取あり区間には，
粗骨材が含まれない断面修復材が充填されてお
り，鉄筋間の粗骨材量が総じてコア採取なし区
間より少ないからであると考えられる。した
がって，電磁波レーダ装置を走査することで，
粗骨材が含まれない断面修復材で充填されたコ
ア採取位置を探索できる可能性が本試験から示
唆された。
一方，Case 5 では，被覆層がある表面側で

比誘電率が高くなる画像が得られた。この被覆
層は，ポリマーとガラス繊維を含む PCMであ
り，測定時の PCM内部の含水率が把握できて
いないために確実なことは言えないが，PCM
とコンクリートの含水率の違いが画像に現れた
のではないかと思われる。今回測定に用いた電
磁波レーダ装置の周波数は 1,600Hz であるが，
更に高い周波数の装置を用いれば，被覆厚の調
査，PCMや HPFRCC 等の補修材料の種類の
調査，あるいは補修材料の劣化調査等も行える
可能性があるのではないかと思われる。ただ
し，含水状態により得られる画像は異なること
から，表面含水率だけでなく補修材料内部あ
るいは躯体内部の含水率測定は必ず行う必要
がある。

４． おわりに
農業水利施設のストックマネジメントが行わ

れ始めてから 10 年以上が経過した。農林水産
省からは，基幹水利施設保全管理対策農業基盤
情報基礎調査報告書において，標準耐用年数に
基づく基幹水利施設の経過率別整備状況，残存
耐用年数別整備状況が毎年報告されている。こ
れにより，既存施設のストックマネジメントの
必要性を現認することができるが，一方で，対
策工事により長寿命化が図られた施設数も着実
に増えている。このことを踏まえると，対策工
事後の施設マネジメント体制をしっかりと整え
ておく必要がある。本報では，この施設マネジ
メントサイクルを継続するための留意事項と補
修材料で被覆された農業水利施設の機能診断に
関する一事例を紹介した。施設マネジメントサ
イクルでは，関係者への要望も記させていただ
いたが，その実現と進歩に向けて著者らも研鑽
していきたいと思っている。また，関係者から
のご意見を賜ることができれば幸甚である。
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