●

ストックマネジメント
����������������
����������������

中央の動き������������������������

����
������������������������ ����

土地改良施設長寿命化技術の体系化
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から，老朽化が急速に進行し，耐用年数を超過し
1．はじめに
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た施設が増加するとともに，近年，突発事故の件
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昭和 24 年に土地改良法が制定されて以来，大
数も増加している。（図− 2 参照）
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規模な水源開発，頭首工，用排水路，用排水機場，
一方，国と地方の財政状況は厳しく，もはや施
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管理施設などの整備が行われ，現在，これらの基
設の全面的な更新は困難になっており，農業水利
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幹的な農業水利施設の資産価値は約 18 兆円に達
施設に適切な長寿命化対策を講じ，既存ストック
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している。（図− 1 参照）
の有効活用を可能な限り図ることが求められてい
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こうした農業水利施設は農業生産の基盤である
る。
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ばかりでなく，
地下水のかん養や洪水被害の軽減，
このようなことから，食料・農業・農村基本計
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地域用水としての農村景観の形成，生態系の保全
画（平成
22
年 3 月 3022日閣議決定）では，リスク
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などの多面的機能を持つ社会資本となっている。
管理を行いつつ，施設機能の監視・診断，補修，
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また，基幹的な農業水利施設の多くは，戦後の
更新等を機動的かつ確実に行う新しい戦略的な保
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緊急開拓や高度経済成長期に整備されてきたこと
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図− 2
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全管理を推進していくこととしている。
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図− 1 農業水利施設の資産価値
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耐用年数を迎える基幹的農業水利施設数と突発事故発生の状況
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2．農業水利施設のストックマネジメント
の取組

ストックマネジメント

●

ば「水を流す」，「水を蓄える」などの用水の水利
用機能）に着目し，その施設が機能に対して持つ
性能（例えば水路の「流下能力」，「耐久性」など

（1）基本的な考え方

の性能）を最適な手法により一定の範囲に維持す

日本列島は南北 3, 000 km に及び，亜寒帯から

るため，様々な保全対策の中から，最も合理的で

温帯，亜熱帯に至るまで多様な気候のもと，各地

経済的な保全対策を実施していく「性能の管理」

域の気象・地形特性に応じ様々な農業が営まれて

を基本的な考え方としている。

おり，農業のための水利用の形態は地域ごとに千
（2）「性能の管理」の仕組み

差万別である。
このため，農業水利施設のストックマネジメン

このような「性能の管理」は，①施設管理者に

トを適切に実施するには，
自然条件等の地域特性，

よる適切な日常管理，②定期的な技術的観点から

設計・施工条件により異なる農業水利施設の特

の機能診断，③施設の劣化予測や工法等の比較検

色を踏まえた上で，劣化予測技術，機能診断技術

討による対策の立案・計画の策定，④計画に基づ

や補修補強技術等の長寿命化技術を体系的に整理

く対策の実施，⑤その過程で得られる施設状態や

し，技術の共通化・標準化を図っていく必要がある。

対策履歴のデータの蓄積と利用といった一連のサ

こうしたことを踏まえ，農業水利施設のストッ

イクルの中で実行されるものである。
（図− 3 参照）

クマネジメントでは，各施設が有する機能（例え
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図− 3

ストックマネジメントの仕組みの概念図
資料：農林水産省農村振興局
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●
すなわち，ストックマネジメントを行うことと

よう「農業水利施設の機能保全の手引き」を平成

は，これまでのように施設の変状のみから対策工

19 年に作成し，機能保全を行うための統一的な

法を選定するものではない。施設の機能診断調査

仕組みや技術指針の整備を図ってきた。

結果に基づき劣化予測を行い，対策の実施時期と

さらに，平成 23 年度には，農業水利施設が存

その時点での劣化状況に応じた対策工法の組合せ

する地域の気温や湿度等の自然条件など，設置場

（シナリオ）を複数仮定し，各機能保全シナリオ

所による地域条件，施設の施工年代や施工条件等

毎に全ての費用を積み上げた機能保全コストを算

の様々な劣化要因とそれに起因する劣化メカニズ

定した上で，施設管理者の意見を聞き，最も適切

ム及び変状について，主として農業水利施設の内

なシナリオを機能保全計画とするものである。こ

のコンクリート構造物を対象に体系的に整理する

れにより，機能保全計画に対策工法の実施時期と

とともに，農業水利施設の長寿命化対策に最適な

内容が示され，対策工法は農業水利施設に求めら

材料及び工法を選定するための視点及び考え方を

れる水利用機能，水理機能，構造機能に応じて，

具体化した「農業水利施設の長寿命化のための手

これらの性能の回復・維持に適した工法，材料が

引き」を作成したところである。

選定されることとなる。

こうした取組を踏まえつつ，土地改良技術事務
所及び農村工学研究所を中心として，①農業水利

（3）技術的な留意点
基幹的な農業水利施設については，これまでの

システムの性能規定化，②劣化予測技術の研究開
発，③長寿命化技術の標準化・共通化等を通じて，

農業農村整備事業の仕組みに基づき，施設造成者

更に長寿命化技術の体系化を進めていくこととし

と施設管理者が異なる場合が多い。

ている。

このため，農業水利施設のストックマネジメン
トに効率的に取り組むためには，施設の利用と日

（2）農業水利システムの性能規定化の取組

常管理を行っている施設管理者，中長期的に基幹

いわゆる性能設計といわれる分野の取組として

施設の機能を適切に保全する責務を担っている施

は，これまで，農業水利施設として整備量の多い

設造成者の両者が連携・協力することが必要であ

用水系の開水路を対象として，水路の持つ機能を

る。

水利用機能，水理機能，構造機能等に区分し，そ

また，農業水利システムは多様な施設が組み合

の機能が発揮する性能の規定化及び性能の程度を

わさり機能を発揮していることから，システム全

表す各種指標の定義づけ等を行ってきたところで

体としての機能を効率的に保全するためには，構

ある。現在，性能の管理については，特に構造性

成する施設毎の適切な機能保全手法を定めること

能に着目し，その構造学的劣化状態を健全度指標

が必要であり，今後とも①農業水利施設の機能診

により評価する手法の検討を行っている。

断における調査及び評価技術の向上，②農業水利

また，農業水利システムは，用水系，排水系，

施設の劣化予測技術の向上，③機能保全対策工法

管理制御システムから構成されており，それぞれ

の検証及び評価，④施設群を単位としたマネジメ

の系統は通水施設，分水施設等の多様な施設から

ント及び施設の性能低下リスク評価などの技術開

構成されている。

発を実施していく必要がある。

3．長寿命化技術の体系化について
（1）取組の経緯と今後の方向
これまで，農業水利施設の機能保全に関する基

このため，今後は排水系の有する機能及びその
発揮能力，その能力を示す指標及び性能の照査方
法等を検討し，もって農業水利システムの有する
機能，性能を規定していくことが適切な性能管理
に必要となっている。

本的な考え方を整理した上で，施設機能の診断，
計画的な施設の更新・保全，管理を実施できる
36
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（3）劣化予測技術の研究開発

ストックマネジメント

●

子化支援システム）の統合運用を図るとともに，

現在，農業水利施設の劣化予測は，全国の劣化

これらシステムの改良を図りデータベースシステ

状態に関する調査結果を統計処理することにより

ムに各種技術情報を体系的に蓄積し，各種長寿命

行っているが，表面的な健全度が必ずしも機能の

化技術の適切な評価検証に活用していく予定であ

健全度を表すことにはならないため，材料の物性

る。

値の変化等に基づく定量的な劣化予測手法を開発
する必要がある。

また，①技術のカルテ化等の作業を通じて地
域特性を考慮した技術的留意事項等を評価検証し

このため，農村工学研究所等の研究機関を中心

共通的に統一すべき事項を整理する，②地域特性

として，①既存施設の物理的劣化度等を考慮した

等の検証を行った上で熟度の高い技術から設計基

最適な対策時期の決定手法，②対策工法の耐用年

準，施工基準，積算基準への位置づけを行ってい

数を予測することによる最適な補修材・工法の決

くことにより技術基準の体系的整備を図る予定で

定手法等の研究開発を実施する必要がある。

ある。

これらの技術を開発することにより，目視を中

なお，これら技術基準の体系的整備に当たって

心とした外観変状の現場診断を定量的な予測で代

は，関東農政局土地改良技術事務所技術支援セン

替し調査地点数や調査頻度の最適化を図ること及

ターが中心となり，技術の現地適応性の検証及び

び機能保全計画の精度向上等が可能となる。

これを通じて技術基準の案を作成するとともに，

さらに，この技術開発の円滑な実施を図るため，

先端的な技術開発や技術の分析，評価，検証につ

農業水利施設の劣化の要因を継続的に調査分類し

いては農村工学研究所を中心として実施していく

ていくことが必要である。
（図− 4 参照）

ことを考えている。（図− 5 参照）

（4）長寿命化技術の標準化・共通化
前述のとおり，これまで，主として外観変状調
査による施設の機能診断・評価技術を開発してお
り，開水路やパイプライン等の各工種毎に作成を
進めてきた「農業水利施設の機能保全の手引き」
により，機能診断・評価技術の標準化を進めてい
るところである。
また，農業農村整備の分野に適用されている長
寿命化技術には，他分野で開発された技術の転用
も多くあるが，農業水利施設については，期別の
水位変動が大きい，パイプライン内圧がかかる等
の特徴があり，これら技術の適応性を検証すると
ともに，劣化要因に応じた材料・工法選定の考え
方や各種工法の施工，照査時の留意点の整理を通
じた長寿命化技術の体系化にも取り組んでいく必
要がある。
このため，平成 23 年度に前述の「農業水利施
設の長寿命化のための手引き」を作成し，現場技
術者が最適な工法・材料の選定をするための一助
とすることとしたところである。さらに，今年度，
水利ストックデータベースと EXP（現場業務電
JAGREE 82. 2011・11
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研究要素とコスト削減の関係①【対策実施時期の予測】
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図− 4 ストックマネッジメントとコスト削減の関係
資料：農林水産省，
（独）農村工学研究所
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図− 5
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長寿命化技術の体系化に向けた取り組み

資料：農林水産省農村振興局
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4．おわりに

の負担軽減，更には地球温暖化の防止等の観点か
らも，土地改良施設について「壊れるまで待って

����
農業水利施設のストックマネジメントやその一
作り直した方が有利」との考え方から，「自ら早
部としての長寿命化対策は，まさに人間ドックを
めの補修で長持ちさせる方が有利」との考え方へ，
�����������������������������������������
受診することによる健康管理と考えれば理解し易
我々の標準的な考え方を変える必要がある。
�����������������������������������������
い。身体の機能別に検査項目を分け検査し，病気
このため，施設の長寿命化を行う前提として，
����������������������
�����������������
やその兆候が発見されれば治療や予防を行う。す
予防保全を念頭に置いた日常管理を適切に行うこ
なわち，農業水利施設で言えば，施設が一度破損
とが求められるとともに，計画的かつ定期的に施
��������������������������������������
すると，その復旧には多大の時間と費用を要する
設の機能診断を行うことが必要である。
��������������������������������������
とともに，当該施設が機能しないことによる損害
また，施設の維持管理に関わる関係者が互いに
������������������������
も多大のものとなることから，施設の機能保全を
よく相談して，あらかじめ長期を見通した施設の
図る上で，今後は「壊れてから直す」のではなく
機能保全のための全体構想をつくり，それに基づ
��������������������������������������
「壊れる前に補修・補強する」姿勢が重要となる。
き事前積み立て等による資金確保を行い，将来に
���������������������������������������
今日的課題である資源の有効利用，農家や財政
備えるといった取組が重要である。
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