
●

28 JAGREE 86. 2013・11

　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
対策センター」として設置されて以来，農業水利
施設のストックマネジメント技術の確立に向け
た業務を行っています。保全技術センター通信では，
農業水利施設のストックマネジメントに関する動向や
保全技術センターでの取組などを紹介しています。
　第 6 回目となる今回は，ストックマネジメント
に関する基本的な考え方等を示した「農業水利施
設の機能保全の手引き（以下「手引き」という。）」
の策定状況と平成 25 年度の保全技術センターの
取組状況について紹介します。

1．農業水利施設の機能保全の手引き

　手引きについては，平成 19 年 3 月の総論編策
定以降，順次工種別編が策定されてきました。今
回，これまでの工種別編に加えて，昨年 12 月に
水路トンネル編，今年 4 月にポンプ設備編とゴム
堰編，5 月に電気設備編と水管理制御設備編が新
たに策定されました。
　なお，機械設備に関する工種別編の策定に伴い，

「農業用施設機械設備更新及び保全技術の手引き」
（通称：茶本）は平成 25 年 5 月をもって廃止され
ました。また，これまでに策定された工種別編は
図－１のとおりです。

2．平成 25年度保全技術センターの取組

　平成 25 年度の保全技術センターの主な取組の
うち，今回は，（1）手引き改訂に向けた取組，（2）
ポンプ設備診断調査手法の検証，（3）農業水利ス
トック情報データベースについて紹介します。

（1）手引き改訂に向けた取組

　手引きの改訂については，国営完了地区を対象
とした施設機能診断結果の蓄積が進んできたこと
や，関係する指針等が改訂されたことなどを踏ま
えた取組を進めています。
　具体的には，手引きに示されている鉄筋コンク
リート開水路の標準劣化曲線を機能診断結果に基
づいて見直すことや，施設状態評価表のひび割れ
評価基準の検証などに取り組んでいます。
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図－1　農業水利施設の機能保全の手引きの概要
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①　標準劣化曲線の見直し

　手引きに示されている鉄筋コンクリート開水路
における標準劣化曲線は，広域基盤整備計画調査
において，主として事前調査や現地踏査で行われ
た施設機能診断結果をもとに作成されたものです。
　国営完了地区を対象に手引きに基づいて行われ
てきた機能診断調査も今年で 7 年目を迎え，ひと
とおりの結果が蓄積されたことから，より精度の
高い標準劣化曲線の検討に向け，これらの集計・
分析に取り組んでいます。
　現在，昨年行った H19 ～ 22 までの機能診断調
査結果（図－ 2，3）に，H23 の調査結果を加え
た上で分析を進めているところです。
②　状態評価表のひび割れ評価基準の検証

　手引きに示されている鉄筋コンクリート開水路
施設状態評価表のひび割れ評価基準は，「コンク
リートのひび割れ調査，補修・補強指針（コンク
リート工学協会 2003）」の基準をもとに作成され
たものです。
　2009 年の同指針改訂により，補修が必要なひ
び割れ幅の考え方などに変更があったことを踏ま
え，農業用用排水路特有の劣化状況を考慮したひ
び割れ評価基準の検証を行っています。
　具体的には，全国の概ね 20 年以上が経過した
鉄筋コンクリート開水路において，セメントの水
和熱（温度応力）や乾燥収縮（応力集中）により
発生した初期ひび割れを対象として，1,000 箇所
以上の測点を設け，ひび割れ幅の測定や鉄筋の腐
食状況の観察等を行っています。

（2）ポンプ設備診断調査手法の検証

　ポンプ設備の機能診断は，大きく概略診断（外
観目視等）と詳細診断調査（簡易内部診断調査，
分解整備による診断）に分けられます。
　分解整備により内部を目視する詳細診断調査は
最も確実な機能診断手法ですが，その反面，いつ
でも手軽に行えるわけではありません。
　そこで，詳細診断調査が必要となるタイミング
を推定するための簡便な診断手法が求められてい
ますが，こうした調査手法は未だ確立されていま
せん。このことから，保全技術センターでは，排
水機場の主ポンプ（横軸斜流），電動機，減速機
を対象に，①振動調査，②潤滑油診断調査を実施
し，これら調査の有効性の検証を行っています。
　これらの調査手法は，常時運転を行う発電機な
どでは一定の有効性が確認されていますが，稼働
時間が比較的短く，運転・停止が繰り返される農
業用用排水ポンプに対する有効性は確認できてい
ません。今回の調査では，今年度に分解整備を行
うポンプ等を対象に，振動調査と潤滑油診断調査
の結果と分解整備による内部目視結果を比較する
ことでその有効性を検証します。
①　振動調査

　振動調査は，ポンプ設備の軸受部の振動値（変
位，速度，加速度）を測定し，振動の波形から，
どのような周波数がどの程度含まれているかを解
析することで（周波数解析），設備のアンバランス，
ミスアライメント等の設置状況の異常，インペラ，
ベアリング，歯車等の部位の劣化を推定する診断
手法です。

図－ 2　工種別の健全度低下傾向
（H19 ～ 22：JAGREE 84.2012.11 掲載）
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図－ 3　地域別の健全度低下傾向
（H19 ～ 22：JAGREE 84.2012.11 掲載）
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　機械を運転すると様々な振動が発生しますが，
それらの振動は合成されたものであり，そのまま
取り出しても，異常振動の発生原因ははっきりし
ません。そこで，この振動を周波数ごとに分解す
ることで，原因を解析しやすくなります。
②　潤滑油診断調査

　潤滑油診断調査は，ポンプの摺動部（軸受や歯
車等）に使用されている潤滑油（オイル・グリー
ス）を採取し，その中に含まれる成分を分析する
ことにより，潤滑油の劣化や摺動部の摩耗状態を
把握する診断手法です（図－ 4）。
　採取した潤滑油に含まれる金属摩耗粒子につい
て，SOAP 法による元素の識別や，フェログラフ

ィー法による粒子径や粒子形状の観察などを行う
ことで，ポンプ内部の異常箇所を推定する手掛か
りが得られます。

（3）農業水利ストック情報データベース

　施設の劣化予測の精度向上や適切な対策工法を
検討するためには，過去の機能診断調査や補修の
履歴，日常の維持管理情報等が必要であり，施設
ごとに情報を蓄積することが重要です。
　保全技術センターでは，これらの情報を蓄積・
活用するための「農業水利ストック情報データベ
ース（以下「ストック DB」という。）」の保守・
運用も行っています（図－ 5）。

図－ 4　採油状況とフェログラフィー法による金属摩耗粒子の分析

図－ 5　農業水利ストック情報データベースの概要
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　ストック DB には，造成年度や建設費，構造，
規格などの施設基本情報のほか，補修補強工法名
や施工年月日などの補修等履歴情報，維持管理体
制や点検整備費，補修費などの維持管理費情報，
機能診断調査年月日や劣化要因などの機能診断情
報が蓄積されており，機能保全計画等の作成に活
用されています。

　また，ストック DB は文字・数値情報が主です
が，更なる利便性向上のため，施設に関連した電
子ファイルも広く利用できるよう，他のシステム
との連携を進めています。

（※本投稿文の内容や意見は，執筆者個人に属し，農林水産省の公式
見解を示すものではありません。）




