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１．はじめに
近畿農政局土地改良技術事務所（土技所）で

は，国営事業所等における業務，工事のより適
正な執行に向けて現場からの支援要請に応じて
技術的な指導や助言を行うなど，土地改良施設
が精粗の差なく新設，更新及び保全管理される
よう必要な技術支援を実施している。

本稿では，管内国営事業に対する施設機械分
野における主な技術支援の実績について総括
し，評価・分析を加え，更には，それらも踏ま
えて整理，とりまとめをしている施設機械業務・
工事執務参考資料（執務参考資料）の内容等に
ついて紹介することとしたい。

２．支援業務の概要
（１）支援項目

農業用施設機械工種のうち水門扉，用排水機，
除塵機の設計業務及び工事について，その円滑
な進捗，適正な品質及び良好な維持管理性を確
保するため，高度な専門知識を有する外部技術
者の知見も踏まえながら指導や助言を行うこと
とし，以下の４つの項目に区分して事業所等を
支援している（写真１）。

１）設計資料等の照査
業務における設計打合せ資料について，現場

条件，設計基準，技術資料等と照査する。

２）承諾図書の照査
発注図書及び業務報告書をもとに，工事の承

諾図書を照査するとともに，製作，据付，運用，
維持管理等の観点から配慮すべき事項の提案を
行う。

３）検査要領書の照査
施工管理基準及び承諾図書等をもとに検査項

目，検査方法について照査するとともに，検査
成績書類より検査結果の評価を行う。

４）打合せ・現地立会
実施設計業務，工事施工打合せ等に直接参画

し設計，施工，検査の面で準拠基準，経験等に
基づいた指導・助言を行う。また，現地におけ
る機能診断調査立会による目視・計測判定，健
全度評価等への助言を含む。

（２）支援体制
土技所は事業所への支援業務を実施するため

ストックマネジメント

施設機械業務・工事の品質確保について
＜施設機械分野の技術支援業務の実態と分析＞

事業の動き

近畿農政局土地改良技術事務所
増尾 学　山本 敦志　佐藤 琢磨

写真１　技術支援の状況

JAGREE102.indb   43JAGREE102.indb   43 2022/05/19   17:02:172022/05/19   17:02:17



44 JAGREE 102．2022・5

に，あらかじめ簡易プロボーザル方式により専
門技術者を有する受注者と契約を締結し，その
専門技術者の協力を得て，事業所が行う業務・
工事等への指摘・助言を行っている。事業所等
はこれを受け，業務・工事受注者と協議しなが
ら，適宜追加検討を加え，より良い品質確保に
努めている。

また，事業所等担当者と業務・工事受注者と
の打合せや現地立会等にも出向き，専門技術者
の同行支援も得ながら直接指導や助言も行って
いる（図１）。

図１　支援体制

３．これまでの技術支援実績
（１）支援件数

平成 28 年度から令和２年度までの５年間に
おける主な支援対象案件と個別の業務支援の件
数は以下の表１のとおりである。

表１　支援件数一覧

注）支援件数は１業務・工事内で複数計上している。

（２）助言・指導の分類
平成 28 年度から令和２年度までの５年間に

おける主な指導・助言の件数はその重要度Ａ～
Ｃ別に分類して以下の表２のとおりである。

表２　支援項目別の指摘・助言の件数

注）Ａ：仕様や工事施工上の疑義等重要な指摘
　　Ｂ：ＡとＣの中間で検討，修正が望ましいもの
　　Ｃ：仕様や工事施工に影響しない軽微な指摘

（３）助言・指導の実例
表２のＡ分類に当たる重要な指導・助言の概

要は，以下のとおりである。
１）設計資料等の照査
－更新整備の考え方に関するもの

① 排水機場ポンプ形式を選定するための比較
設計について，比較案毎のイニシャルコス
ト，ランニングコストの違いを精査し選定
するよう指摘

② ポンプ主電動機を起動トルクの大きな巻線
形から小さなカゴ形へ更新する場合の起動
性能，電力系統の安定度（フリッカ対策等）
の確認

－構造，性能，機能等品質向上に関するもの
③ ポンプ主電動機の形式変更に伴う送水路

ウォータハンマの確認
④ ゲート開閉荷重算出の下端放流時のダウン

プル力の考慮について助言
⑤ ダム取水ゲートの異種金属接触腐食を考慮

した設計への助言

２）承諾図書の照査
－構造，性能，機能等品質向上に関するもの

① 高揚程ポンプ送水系統で発生する圧力脈動
の対策について助言

② ポンプ小量運転時の過熱，振動，騒音等の
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障害を回避するため，特に並列運転時の許
容最小吐出量（ミニマム量）を性能曲線上
で注記するよう助言

③ 取水ゲート後面への塵芥堆積によるゲート
操作への支障を回避するため，リセス部の
余裕距離，揚程について改善を指摘

④ 頭首工ゲート機側操作盤の非常停止機能の
追加検討について助言

⑤ 取水ゲート開閉荷重の算定に係る金属摩擦
抵抗値の推奨値を助言

３）検査要領書の照査
－検査時の品質証明に関するもの

①測定機器の校正証明の添付に係る指摘
－構造，性能，機能等品質確認に関するもの

② ポンプの自主性能試験時の測定データと監
督職員立会時データを照合できるよう取り
まとめ方法を助言

③ 部品交換等の整備により継続使用するポン
プについて，造成時と整備後の性能曲線を
対照し性能変化を把握するよう助言

－ 機能保全計画へのフィードバックに関する
もの
④ 継続使用するポンプ羽根車，ケーシングの

経過年数，運転時間及び検査時に計測の摩
耗量（当初からの減耗量）を機能保全計画
に引き継げるよう助言

４）打合せ・現地立会
① 改修ポンプ場に近接する民家への除塵機騒

音対策について助言
② ダム取水水門の斜樋油圧配管部の更新施工

計画について助言
③ ポンプ機能診断調査の３者立会（調査業務

の発注者・受注者，支援業務受注者）によ
り，各部劣化状況の調査（目視，指触，計
測等）の留意点の指導や健全度評価への助
言（写真２）

写真２　機能診断調査の現地立会の様子

４．支援内容の評価・分析

図２　重要な指摘・助言の内訳

表２の重要な指摘事項（Ａ分類）の内訳を見
ると設計計算等の確認，追加検討の必要性に関
する指摘が多く，支援業務受注者の専門技術者
からは細かく丁寧な助言が比較的多く見受けら
れた（図２）。

これらの指導・助言の傾向は，承諾図書の照
査において特に顕著に見られた（図３）。

図３　承諾図書照査における助言等の傾向
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このような承諾と諸段階の指導・助言は，発
注仕様書における要求性能を踏まえた製造・シ
ステム設計に至る段階での品質確保に有用な技
術視点として反映されることとなり，支援業務
の大きな意義になっていると考えられる。

次に打合せ・立会時においては，施工管理・
検査方法に関する指摘・助言が最も多い（図４）。
このなかでは，工場試験確認時や中間技術検査
の要領策定段階における機能・性能等確認のた
めの方法や判定基準，管理値等に関する指摘・
助言も多くなっている。

特に，機能診断調査に受発注者以外の土技
所（専門技術者）という第三者が立ち会うこ
とによりその客観性が確保され，情報共有面
でも，効率的な更新整備計画の策定に繋がっ
ている。

図４　打合せ・立会における助言等の傾向

 ５．執務参考資料の内容
これまでの支援業務を通じて指摘・助言した

主要なものについて，施設機械設計・施工段階
で留意すべき点の理解を深め，効果的な工事目
的物の品質確保を図るため，管内国営事業所等
の実務担当者に向けに配布する執務参考資料を
整理・とりまとめしているところ，その内容を
一部紹介する。

（１）ポンプ最小水量（ミニマムフロー）につ
いて

ポンプの流量制御には，バルブ制御，回転速
度制御等があるが，回転速度制御を行う場合に

は，ポンプ固有の最小水量（ミニマムフロー）
の取扱いに留意する必要がある。単独運転はも
とより並列運転を行う際には，実揚程変動に応
じたポンプの運転範囲を確認し，需要者が求め
る要求水量を無理なく供給できるかを設計業務
段階において確認しておくことが重要である。

土地改良事業計画設計基準「ポンプ場」１に
は，ミニマムフローの考え方についての解説は
ない。また，「実務家のための最新ポンプ設備
工学ハンドブック」（農業土木事業協会）３に
は「渦巻ポンプの吐出し水量は，ポンプ設計流
量の 20 ～ 25％以下」とあるが，その取り扱い
には以下の点から注意が必要である。

ポンプのミニマムフローとは，過熱，騒音，
振動等を生じることなくポンプを連続運転でき
る最小の吐出し流量のことであるが，ポンプ形
式（渦巻ポンプ，立軸斜流ポンプ等）やポンプ
メーカーによってその取り扱いは異なる。従っ
て，ポンプの予想性能曲線を作成する際に，ハ
ンドブックに掲載されている「ポンプ設計流量
の 20 ～ 25％以下」をそのまま適用することが
できない場合もあることに留意し，個別に複数
のポンプメーカーへ必ず技術照会を行い，その
結果を反映させる必要がある。ポンプをミニマ
ムフロー未満で連続運転させた場合には以下の
ような問題が生じる。

① 内部圧力の異常上昇によるケーシング等の
破壊

② 内部の熱膨張による摺動部（ブッシュやラ
イナーリング等）の固着

図５に示すように，ポンプのミニマムフロー
をポンプの予想性能曲線に明記して，ポンプの
運転可能範囲，不可能範囲を明確にしておくこ
とが重要である。

概　要

基準・指針類の取扱い

解　説
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 アイアール技術者教育研究所HP4

図５　ポンプミニマムフロー

（２）ゲート水密ゴムの摩擦抵抗について

ゲートの開閉荷重の計算において，四方水密
のゲート設備の場合は，側部水密ゴムと上部水
密ゴムに作用する平均水圧が異なることに留意
する必要がある。ゲートを円滑に稼働させ，そ
の性能を長期に維持する観点から，実情に応じ
た水圧を考慮してゲート稼働時の摩擦抵抗を算
出し，設計に反映させることが重要である。

鋼構造物計画設計技術指針（水門扉編）２に
は，ゲートの開閉荷重（すべり摩擦角）に関し
て以下の計算式が掲載されている。
水密ゴムのすべり摩擦力：　　　　　

Fr=μr ×（q＋P × b）×Σℓ
ここに　

Fr ：水密ゴムと金属間のすべり摩擦力（kN）
μr ：水密ゴムと金属のすべり摩擦係数
q ：水密ゴムの初期押し付け力（kN/m）
P ：水密ゴムに作用する平均水圧（kN/㎡）
b ：水密ゴムの有効受圧幅（m）
Σℓ ：ゴムの摺動総長（m）

四方水密ゲートの設計計算書では，技術指針
に掲載されている計算式に準拠しているもの
の，側部水密ゴムと上部水密ゴムに作用する平
均水圧を区分して計算していない事例が多い。

基本的な考え方は，図６に示すとおり，各々
の水密ゴムに作用する平均水圧は明らかに異な
ることから，これらは区分して考え，以下の計
算式ですべり摩擦力を計算して設計に反映させ
る必要がある。

図６　開閉荷重算定のための水圧算定の概念図

この場合のすべり摩擦力は
Fr= μr ×（q × b ×（Σℓ1＋Σℓ2）＋b × P1 ×

Σℓ1＋b・P2・Σℓ2）
ここに　

Fr ：水密ゴムと金属間のすべり摩擦力（kN）
μr ：水密ゴムと金属のすべり摩擦係数
q ：水密ゴムの初期押し付け力（kN/m）
P1 ：側部水密ゴムに作用する平均水圧（kN/㎡）
P2 ：上部水密ゴムに作用する平均水圧（kN/㎡）
b ：水密ゴムの有効受圧幅（m）
Σℓ1 ：側部水密ゴムの摺動総長（m）　
Σℓ2 ：上部水密ゴムの摺動総長（m）

（３）異種金属接触腐食について

施設機械設備では，塗装を塗り替える維持管
理コストを極力低減しつつ施設の長寿命化を図
るために，ステンレス鋼が多く採用されている。

少し以前までは，異種金属の電位差による腐
食をあまり意識しないで普通鋼材に近接してス
テンレス鋼を用いている事例が多く，機能診断
した際にステンレス鋼にも腐食を発生させてい
る事例が多く見られたので，これらを補修する
場合には留意することが重要である。

鋼構造物計画設計技術指針（水門扉編）には，
異種金属接触腐食に関して以下のように掲載さ

概　要

基準・指針類の取扱い

解　説

概　要

基準・指針類の取扱い
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れている。
水門扉，導水管及び付属施設は，環境，使用

条件によって異種金属の接触腐食と呼ばれる局
部腐食を発生することがある。

異種金属の接触腐食は電位の異なる金属が電
解液（海水，イオンを含む水素）に接すること
によリ電位の高い陰極と電位の低い陽極に電池
が形成されて電流が流れ，電位の低い陽極が腐
食される。そのため，海岸近く，又はイオンを
含む水中等に設置する場合は電位差の大きくな
る異種金属の組合わせ及び特に電位の低い金属
等の仕様は避けるべきである。

水門扉，導水管及び付属施設では次の対策が
とられている。

① 戸当りや導水管の水中露出部は全てステン
レス鋼とする。

② 異種金属間に合成樹脂製のワッシャを用い
て絶縁する。

③ ステンレスクラッド鋼の端面に軟鋼部分が
露出する場合は同一のステンレス鋼を溶接
する。

④ 鋼鈑とステンレス鋼の接続部では，100 ～
200mm 程度はステンレス鋼にも塗装を
施す。

近年では，技術指針等が整備され，異種金属
接触腐食に留意した施設設計が行われている
が，以前に設計されたゲート設備等では戸当た
りの接水部にステンレス鋼が多く使用されてお
り，以下のような箇所に腐食による劣化が見ら
れることが多いので注意すべきである。

① 常時閉め切り状態にある普通鋼材のゲート
設備においては，スキンプレートの底面戸
当たり部付近に使用されているステンレス
鋼

② 放流ゲートと接続している普通鋼材の導水
管においては，ゲート戸当たり部付近に使
用されているステンレス鋼

このように，中途半端にステンレス鋼を使用
したことによる腐食発生が多く見受けられると
ころ，技術指針の内容を確実に遵守することが
必要である。また，ボルトに関しては，塩分濃
度が高い部分においては SDC ボルト※を採用
することも考慮すべきである。
※  SDCボルト：ステンレスのボルトに絶縁処理を施した
ボルトで，耐食性が高く，通常のステンレスボルトのよ
うな焼き付きもない。

これまでの照査の中では，扉体や戸当たり周
辺の腐食が多く見られたが，写真３のように，
ダムに水没している油圧配管のクランプ材（普
通鋼材）が原因で腐食が進行した事例もある。
このような場合は，クランプ材などの購入部材
類についても配管と同様のステンレス製とする
よう留意する必要がある。

写真３　ダム水門開閉装置（油圧配管）の腐食事例

配管はステンレスであり，
クランプ材は普通鋼で腐
食が激しい。配管はもら
い錆の影響を受けている。

（４）その他
このほか，執務参考資料には，承諾図書や検

査要領書等において共通して見られた初歩的な
ミスや基本的留意事項（表２のＣ分類に当たる
軽微な指摘で，①立会省略できる検査項目に関
するもの，②適用規格や適用基準を適切に記載
すること，③管理値や規格値などの用語の定義
を明確にすることなど）を，担当者がチェック
リストのように活用できるよう一覧に整理して
いる。

解　説
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ストックマネジメント

６．おわりに
施設機械分野においては，ポンプ，ゲートな

どの機械製品やモータ，発電機などの電気製品
の寿命が短く，更新や改修を比較的頻繁に行う
必要があるものの，その計画設計，運用管理，
工事監督などをする際には特有の専門的知見が
必要となる。

このため，業務・工事の発注者と受注者が高
度な知見を有する専門技術者から中立的な目線
でサポートを受けられる支援業務を通じて，施
設に求める品質の確保を図る取組は非常に有効
である。

これらは新たな入札契約方式の一つとして注
目されるコンストラクション・マネージャー方
式の特徴でもある技術的な中立性を保ちつつ設
計・施工の各種マネジメントを担うという役割
の一端をなしているとも言え，現場業務の効率
化，高度化にも合理性を有している。また，設
計施工一括発注方式や施工点検一括発注方式を
進めていくうえで，こういった仕組みやノウハ
ウの蓄積，活用を拡充していくことが重要で

あると思われる。
本稿が全国の施設機械担当者の一助となれば

幸いであるとともに，ご紹介した執務参考資料
が，今後とも管内のみならず管外における様々
な知見や情報を集約していくことにより，更に
充実した手引き書として盛り上がっていくこと
を期待したい。
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