ストックマネジメント

●

中央の動き

水資源機構におけるストックマネジメントの取組について
（第 3 回）
独立行政法人水資源機構
本誌において，水資源機構が取り組んでいるス

②非破壊調査手法の選定

トックマネジメントの概要について 3 回に分けて

PC 管の管外面の劣化は，カバーコートの中性

報告させて頂いています。第 1 回（JAGREE №

化・薄肉化，PC 鋼線の発錆・破断といった症状

85）では日常的な施設管理やライフサイクルコス

として現れます。そのため，これらの状態把握の

トの縮減に向けた老朽化対策，第 2 回（JAGREE

手法を検討しました。

№ 86）では大規模地震に備えた事故発生リスク

これまで PC 管に特化した非破壊調査手法は開

の低減に向けた取組や，事故発生時に速やかに通

発されていない中で，管の内面から管の外面の薄

水を再開するための取組（ロスコントロール）等

い健全カバーコートかぶり厚や密に配置された細

について報告させて頂きました。今回は，第 3 回

かい PC 鋼線の発錆・破断を検知しなければなら

として機能診断に関する技術開発，機械・電気通

ないといった技術的課題を克服する必要がありま

信設備のストックマネジメント，今後の展開につ

す。このため，既存のコンクリートの劣化現象に

いて紹介させて頂きます。

対応した一般的な調査手法から，適用可能と見込

１．機能診断に関する技術開発

まれる調査手法を選定し，測定方法や測定機器に
ついて検討を進めました。

（１）PC 管の非破壊診断
①開発の経緯

その結果，健全カバーコートかぶり厚の非破壊
調査手法については，現地調査を行い，試掘結果

水資源機構が直轄管理する水路における PC 管

との比較により信頼性のある成果を得た「超音波

の埋設延長は，約 95km に及んでいます。これ

法」を採用することとしました。また，PC 鋼線

ら PC 管は埋設後相当の年月が経過しており，老

の発錆・破断の診断については，「電磁誘導によ

朽化の進行と共に漏水や出水が顕在化しています。 る調査法（以下，「電磁誘導法」という。）」が㈱
このため，出水を未然に防ぐために PC 管の劣化

ダイヤコンサルタント及び三菱マテリアル建材㈱

状況の把握が重要となりました。

により新たに開発（H19.12.27 特開 2007-333577）

PC 管の劣化は主に管外面から進行することか
ら，劣化状況の確認・診断は試掘により管外面の

され，この有効性が確認されたことからこれを採
用しました。

状況を直接確認することが望まれます。しかし，

③以降でこれらの測定原理や測定方法について

試掘による全線調査は現実的に困難なため，管内

説明します。

部から診断する非破壊調査技術の確立が急務とな

③

り，独立行政法人農業・食料産業技術総合研究機

超音波法によるカバーコート部材厚の測定
ⅰ）測定原理

構農村工学研究所と水資源機構及び新技術研究開

超音波法による管厚測定は，PC 管内面の対

発組合（代表者㈱ダイヤコンサルタント）が共同

象測定箇所に超音波（縦波）を入射し，反射し

でこの技術を開発しました。

てくる伝播時間を測定し，対象 PC 管の伝播速
度（以下，「音速値」という。）との関係から，
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図ー１
超音波法と電磁誘導法の測定目的
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図－４

超音波測定実施箇所
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エ）管厚測定

 
探触子を管内面に押しあててから，超音波を
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測定方法（作業
) 全体のフロー
࿑㧟図－３
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ࠕ㧕㖸ㅦ୯ߩ⸳ቯ
ࠕ㧕㖸ㅦ୯ߩ⸳ቯ
ࠕ㧕㖸ㅦ୯ߩ⸳ቯ
 㖸ᵄᴺߦࠃࠆ᷹ቯ▤ෘߪޔવߒߚᤨ㑆ࠍታ
 㖸ᵄᴺߦࠃࠆ᷹ቯ▤ෘߪޔવߒߚᤨ㑆ࠍታ
᷹ߒޔ㖸ㅦ୯ߣߩⓍߢ᳞ࠆߚޔ2% ▤ߩ㖸ㅦ୯
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ߩ㊀ߥࠅ╬㧕߇ࠆߣޔ᷵㔚ᵹ߇ߘߎࠍㄤ࿁ߒߡ
ᵹࠇߡߊࠆේℂߦၮߠߡ߹ߔ↢⊒ߦᤨߩߎޕ
ߒߚ᷵㔚ᵹߪᱜᏱᤨߩ⁁ᘒߣ⇣ߥࠆߚޔ᷵㔚ᵹ
ߩᄌൻ߆ࠄᰳ㒱ㇱࠍᬌߔࠆᚻᴺߢߔޕ

●





࿑㧤 㔚

࿑㧢
図－６ 㔚⏛⺃ዉᴺߩ᷹ቯේℂ
電磁誘導法の測定原理

ࠞ㧕▤ෘߩ⸘▚

߆ࠄㆡ↪ᄖߣߒߡ߹ߔޕ

 ᷹ቯߐࠇߚવᤨ㑆ߦ▤ᓘߏߣߦ⸳ቯߐࠇߡ


ߥ߅ޔ㆙ᔃജᣇᑼߢㅧߐࠇߚ 2% ▤ߪࠦࠕࠦޔ
 㧼㧯▤߇ஜోߥ
あり，その場合，過電流の変化に影響を与えるこ

ࡦࠢ࠻ౝߦ߆ߏ╭߇㈩⟎ߐࠇߡࠆ႐ว߇
߇ᵹࠇ߹ߔ߇ޔ㧼
とから適用外としています。
δ㧕᷹ቯ⟎
ࠅߩߘޔ႐วޔㆊ㔚ᵹߩᄌൻߦᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆߎߣ
วߪޔ࿑㧥ߩࠃ߁
ⅱ）測定位置
 㔚⏛⺃ዉ᷹ቯߪ❑ޔᢿᣇะߩ 2% ㍑✢⟎એᄖߩ
電磁誘導測定は，縦断方向の PC 鋼線位置以
 ᷹✢ࠍၮᧄߣߒ߹ߔޕ
外の 1 測線を基本とします。





ࠆ㖸ㅦ୯ࠍജߒ▤ޔෘࠍ⸘▚ߒ߹ߔޕ
図－５ 波形読み取りの基本
 㖸ᵄᴺߦࠃࠅ᷹ቯߐࠇߚવᤨ㑆ߪޔ
2% ▤ߩ

ోෘ㧔ࠦࠕࠦࡦࠢ࠻ޔஜోࠞࡃࠦ࠻㧕ߦ
ኻߔࠆ߽ߩߢࠅࠢࡦࠦࠕࠦ⸘⸳ޔࠄ߆ࠇߎޔ
カ）管厚の計算
࠻ෘ߮⸳⸘ 2% ㍑✢ᓘࠍᏅߒᒁߡ▚ߒ߹
測定された伝播時間に管径ごとに設定されて
ߔޕ
いる音速値を入力し，管厚を計算します。

ζ㧕ജ㔚ߩ⹏

超音波法により測定された伝播時間は，PC
ஜోࠞࡃࠦ࠻߆߱ࠅෘ㧩
管の全厚（コアコンクリート，
健全カバーコート）
ታ᷹વᤨ㑆㖸ㅦ୯
に対するものであり，これから，設計コアコンク
㧙ࠦࠕࠦࡦࠢ࠻ෘߐ㧙⸳⸘ 2% ㍑✢ᓘ



リート厚及び設計 PC 鋼線径を差し引いて算出し

ます。
ԛ 㔚⏛⺃ዉᴺߦࠃࠆ 2% ㍑✢ߩ⊒㍕⎕ᢿ᷹ቯ


図－７㔚⏛⺃ዉ᷹ቯታᣉ▎ᚲ
電磁誘導測定実施箇所
࿑㧣



 γ㧕᷹ቯේℂ
健全カバーコートかぶり厚＝
㔚⏛⺃ዉᴺߦࠃࠆ 2% ㍑✢ߩ⊒㍕⎕ᢿ᷹ቯߪޔ
実測伝播時間×音速値× 1/2
⏛᧤ࠍᤨ㑆⊛ߦᄌൻߐߖࠆߣ⏛႐߇↢ߓࠆ⽎ࠍ
－コアコンクリート厚さ－設計 PC 鋼線径
↪ߒ߹ߔ⹜ࠄ߆࡞ࠗࠦޕ㛎ߦᵹ㔚ᵹࠍᵹߔ

ε㧕᷹ቯᣇᴺ
ⅲ）測定方法
 㔚⏛⺃ዉᴺߩ᷹ቯᯏེߪޔ2% ▤ౝ㕙ߦၮḰࠦࠗ
電磁誘導法の測定機器は，PC 管内面に基準
࡞ߣᬌࠦࠗ࡞ߣࠍ⸳⟎ߒߡޔᬌࠦࠗ࡞ߩߺࠍ
コイルと検出コイルとを設置して，検出コイル
৻⋥✢ߦᩏߒޔ2% ▤ߩᄖㇱߦᏎ߆ࠇߚ 2%
のみを一直線上に走査し，PC 管の外周部に巻
㍑✢ߦ᷵㔚ᵹࠍ⊒↢ߐߖࠆߎߣߦࠃࠅޔ2% ㍑✢ߩ
かれた PC 鋼線に渦電流を発生させることによ
⊒㍕⎕ᢿࠍᬌߒ߹ߔޕ
り，PC 鋼線の発錆・破断を検出します。

ߣ᷵㔚ᵹ߇⊒↢ߒ߹ߔޕ᷵㔚ᵹߪࠦࠗ࡞߆ࠄߩ⏛
④ 電磁誘導法による PC 鋼線の発錆・破断測定
᧤ࠍᛂߜᶖߔࠃ߁ߥ⏛᧤㧔↪ߩ⏛᧤㧕ࠍ
ⅰ）測定原理
ߔࠆ․ᕈ߇ࠆߎߣ߆ࠄ᧤⏛ߩߘޔౝߦਇㅪ⛯㕙
電磁誘導法による PC 鋼線の発錆・破断測定は，
㧔2% ▤ߩ႐วߪޔ2% ㍑✢ߩ⊒㍕⎕ᢿ߿ 2% ㍑✢
磁束を時間的に変化させると磁場が生じる現象を
ߩ㊀ߥࠅ╬㧕߇ࠆߣޔ᷵㔚ᵹ߇ߘߎࠍㄤ࿁ߒߡ
利用します。コイルから試験体に交流電流を流す
ᵹࠇߡߊࠆේℂߦၮߠߡ߹ߔ↢⊒ߦᤨߩߎޕ
と渦電流が発生します。渦電流はコイルからの磁
ߒߚ᷵㔚ᵹߪᱜᏱᤨߩ⁁ᘒߣ⇣ߥࠆߚޔ᷵㔚ᵹ
束を打ち消すような磁束（反作用の磁束）を放出
ߩᄌൻ߆ࠄᰳ㒱ㇱࠍᬌߔࠆᚻᴺߢߔޕ
する特性があることから，その磁束内に不連続面
 管の場合は，PC 鋼線の発錆・破断や PC 鋼
（PC
線の重なり等）があると，渦電流がそこを迂回し
て流れてくる原理に基づいています。この時に発
生した渦電流は正常時の状態と異なるため，渦電
流の変化から欠陥部を検出する手法です。
なお，遠心力方式で製造された PC 管は，コア
コンクリート内にかご筋が配置されている場合が

図－８
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࿑㧢 㔚⏛⺃ዉᴺߩ᷹ቯේℂ


ζ㧕ജ㔚ߩ⹏ଔ

ߥ߅ޔ㆙ᔃജᣇᑼߢㅧߐࠇߚ 2% ▤ߪࠦࠕࠦޔ

 㧼㧯▤߇ஜోߥ႐วߦߪ৻ޔቯߩ㔚ߢㆊ㔚ᵹ

●

ストックマネジメント

●

ⅳ）出力電圧の評価
PC 管が健全な場合には，一定の電圧で過電
流が流れますが，PC 鋼線が発錆や破断してい
る場合は，図－９のようにその部分で，過電流が
迂回して流れるため大きな電圧変動を示します。
ߡᵹࠇࠆߚᄢ߈ߥ㔚ᄌേࠍ␜ߒ߹ߔޕ
㪇

㪌 㪇㪇

㪈㪇㪇㪇

㪈㪌㪇㪇

᷹ቯ〒㔌㩿㫄㫄㪀
㪉㪇 㪇㪇
㪉㪌㪇㪇


㪊㪇㪇㪇

㪊㪌㪇㪇

㪋㪇㪇㪇

Ԙᯏ᪾⸳ోᡰេࠪࠬ࠹ࡓ

㪇㪅㪌
ജ㔚 㩿㪭㪀

࿑㧝㧜 ోᛛⴚ♽

㪇
㪄㪇㪅㪌

ࡔࡦ࠹࠽ࡦࠬ⸥㍳╬ࠍ▤ℂߔࠆ࠺࠲ࡌࠬᯏ

㪄㪈
㪄㪈㪅㪌

⢻⸘ޔ᷹࠺࠲ߩ▤ℂᯏ⢻ਗ߮ߦᮡḰขᦧᐕᢙ╬

㪄㪉
㪄㪉㪅㪌
㪄㪊
㪄㪊㪅㪌

2% ㍑✢߇⎕ᢿߒߡࠆ▎ᚲߢ
ᕆỗߥജ㔚ߩᄌേ߇ࠄ
ࠇࠆޕ
㧔⎕✢ߢ࿐ߞߚㇱಽ㧕

ߩ⛔⸘ಣℂᯏ⢻ࠍᜬߟࠪࠬ࠹ࡓࠍ᭴▽ߒ⸳ޔߩ


⸘↹⊛߆ߟല₸⊛ߥ⛽ᜬ▤ℂߦᵴ↪ߒߡ߹ߔޕ
ԙᯏ᪾⸳ోታോⷐ㗔
図－ 10 保全技術体系
⡯ຬߩ⸳ోᬺോߩᚻᒁ߈ᦠߣߒߡᵴ↪ߒߡ
機械設備の整備や修繕工事の企画，計画，設計

࿑㧥 2%PC
㍑✢ߩ⎕ᢿߒߚ▤ߩജ㔚ߩ
図－９
鋼線の破断した管の出力電圧の例


２．機械設備のストックマネジメント
㧞㧚ᯏ᪾⸳ߩࠬ࠻࠶ࠢࡑࡀࠫࡔࡦ࠻

߅ࠅࠬࡦ࠽࠹ࡦࡔޔ᳓Ḱߩ⏕ߦᓎ┙ߡߡ߹ߔޕ

等の技術的要点などについて実施例を取り纏めた
Ԛᯏ᪾⸳ᢛᦝᣂᛛⴚ⸃⺑ᦠ
解説書であり，計画・発注業務に役立てています。

㧔㧝㧕᳓⾗Ḯᯏ᭴ߩోᛛⴚ♽
（１）水資源機構の保全技術体系
࠳ࡓ᳓〝ߩࠥ࠻⸳߿឴ឃ᳓ࡐࡦࡊ⸳ߥ
ダム・水路のゲート設備や揚排水ポンプ設備な
ߤߩᯏ᪾⸳ߪޔᬺߩਥߚࠆᯏ⢻ߢࠆᵹ᳓▤
どの機械設備は，事業の主たる機能である流水管
ℂ߿឴᳓ޔឃ᳓ߥߤࠍᜂ߁߽ߩߢࠅߩࠄࠇߎޔ
理や揚水，排水などを担うものです。これらの機
ᯏ⢻߇ᄬࠊࠇߚ႐วޔၞ␠ળߦਈ߃ࠆᓇ㗀ߪ㕖
能が失われた場合，地域社会に与える影響は非常
Ᏹߦᄢ߈ߥ߽ߩߣߥࠆߎߣ߆ࠄ⸳ޔోߪ⏕ታ
に大きなものとなることから，設備保全は確実か
߆ߟല₸⊛ߥขࠅ⚵ߺ߇ᔅⷐߣߥࠅ߹ߔޕ
つ効率的な取り組みが必要となります。
᳓⾗Ḯᯏ᭴ߩᯏ᪾⸳ߩోߦ㑐ߒߡߪޟޔᯏ
水資源機構の機械設備の保全に関しては，「機
᪾⸳▤ℂᜰ㊎ߩߘߢޠၮᧄ⊛⠨߃ᣇࠍⷙቯߒߡ
械設備管理指針」でその基本的考え方を規定して
߅ࠅޔᐔᚑ㧢ᐕߦቯᓟޔᐔᚑ㧝㧡ᐕߩᡷቯߢߪޔ
おり，平成６年に制定後，平成１５年の改定では，
▤ℂ⸳߇ᦝߦჇടߔࠆ᧪ߦะߌߡޔା㗬ᕈࠍ
管理設備が更に増加する将来に向けて，信頼性を
ૐਅߐߖߕޔല₸⊛ߥࡔࡦ࠹࠽ࡦࠬࠍⴕ߁ߚޔ
低下させず，効率的なメンテナンスを行うため，
ା㗬ᕈ⸃ᨆ㧔(/'#ޔ4%%/㧕ߦၮߠߊὐᬌᚻᴺࠍዉ

ຬ߇⋥༡ߢታᣉߔߴ߈ᚻ㗅ࠍ⸳Ფߦขࠅ➙ߚ
（２）ポンプ設備の健全度評価手法について
߽ߩߢޔෂᯏ▤ℂߩᔕᕆᓳᣥߦᓎ┙ߡߡ߹ߔޕ
水資源機構が管理しているポンプ設備のうち，

昭和 50 年代に建設された約 200 台を超えるポン
㧔㧞㧕ࡐࡦࡊ⸳ߩஜోᐲ⹏ଔᚻᴺߦߟߡ
プ設備が順次更新時期を迎えることとなり，更新
᳓⾗Ḯᯏ᭴߇▤ℂߒߡࠆࡐࡦࡊ⸳ߩ߁ߜޔ
予算の平準化や設備の延命化，ライフサイクルコ
ᤘ㧡㧜ᐕઍߦᑪ⸳ߐࠇߚ⚂㧞㧜㧜บࠍ߃ࠆࡐ
スト縮減などが課題となっています。
ࡦࡊ⸳߇㗅ᰴᦝᣂᤨᦼࠍㄫ߃ࠆߎߣߣߥࠅᦝޔ

手法を規定すべく改定作業を進めています。水資
ߩోᛛⴚߪ࿑㧝㧜ߦ␜ߔ♽ߢޔ⒳࡞࠷ߩޘ
源機構の保全技術は図－
10 に示す体系で，種々
ࠍ↪ߡ㧼㧰㧯㧭ࠨࠗࠢ࡞ߢ⸳ోࠍⴕߞߡ

価結果から適切な更新時期を見出して，最適な更
ߎࠇࠄߩ⺖㗴ߦᔕ߃ࠆߦߪ⸳ޔߩ▤ℂታᘒࠍ
新計画とする必要があります。水資源機構では，
ᛠីߒߚ߁߃ߢ⸳ޔߩஜోᐲࠍ⹏ଔߒ⹏ߩߘޔ

のツールを用いてＰＤＣＡサイクルで設備保全を
߹ߔޕ

評価結果を取り纏めた「ポンプ設備更新計画書」
ଔ⚿ᨐ߆ࠄㆡಾߥᦝᣂᤨᦼࠍߒߡᦨޔㆡߥᦝ

行っています。


を作成しました。ここでは，ポンプ設備の健全度
ᣂ⸘↹ߣߔࠆᔅⷐ߇ࠅ߹ߔޕ᳓⾗Ḯᯏ᭴ߢߪޔ

信頼性解析（FMEA，RCCM）に基づく点検手
ߒ߹ߒߚߚ߹ޕ⸳ޔߩஜోᐲ⹏ଔᚻᴺࠍ
法を導入しました。また現在，設備の健全度評価
ⷙቯߔߴߊᡷቯᬺࠍㅴߡ߹ߔޕ᳓⾗Ḯᯏ᭴

①機械設備保全支援システム

ᯏ᪾⸳ߩᢛ߿ୃ❲Ꮏߩડ↹⸘⸳ޔ↹⸘ޔ
④応急対応マニュアル
╬ߩᛛⴚ⊛ⷐὐߥߤߦߟߡታᣉࠍขࠅ➙ߚ
故障時に最低限の設備機能を確保するために
⸃⺑ᦠߢࠅ⊒↹⸘ޔᵈᬺോߦᓎ┙ߡߡ߹ߔޕ

職員が直営で実施すべき手順を設備毎に取り纏め
ԛᔕᕆኻᔕࡑ࠾ࡘࠕ࡞
たもので，危機管理の応急復旧に役立てています。
㓚ᤨߦᦨૐ㒢ߩ⸳ᯏ⢻ࠍ⏕ߔࠆߚߦ⡯

これらの課題に応えるには，設備の管理実態を
ᣂ੍▚ߩᐔḰൻ߿⸳ߩᑧൻ࡞ࠢࠗࠨࡈࠗޔ
把握したうえで，設備の健全度を評価し，その評
ࠦࠬ࠻❗ᷫߥߤ߇⺖㗴ߣߥߞߡ߹ߔޕ

評価手法について紹介します。
⹏ଔ⚿ᨐࠍขࠅ➙ߚ⸳ࡊࡦࡐޟᦝᣂ⸘↹ᦠޠ

メンテナンス記録等を管理するデータベース機

ࠍᚑߒ߹ߒߚ⸳ࡊࡦࡐޔߪߢߎߎޕߩஜోᐲ
健全度評価の全体構成は図－ 11 に示すように，

能，計測データの管理機能並びに標準取替年数等

⹏ଔᚻᴺߦߟߡ⚫ߒ߹ߔޕ
評価は「健全度評価」「余寿命評価」「弱点機器抽

の統計処理機能を持つシステムを構築し，設備の

ஜోᐲ⹏ଔߩో᭴ᚑߪ࿑㧝㧝ߦ␜ߔࠃ߁ߦޔ
出」で行い，
それらを「総括シート」に取り纏め，
⹏ଔߪޟஜోᐲ⹏ଔޟޠኼ⹏ଔޟޠᒙὐᯏེ
その結果を基礎資料として更新計画書に活用する

計画的かつ効率的な維持管理に活用しています。
②機械設備保全実務要領
職員の設備保全業務の手引き書として活用し
ており，
メンテナンス水準の確保に役立てています。
③機械設備整備・更新技術解説書

✚ޟࠍࠄࠇߘޔⴕߢޠࠪ࠻ߦޠขࠅ➙
こととしています。
⚿ߩߘޔᨐࠍၮ␆⾗ᢱߣߒߡᦝᣂ⸘↹ᦠߦᵴ↪
評価に先立ち，設備の管理実態を把握するため，
ߔࠆߎߣߣߒߡ߹ߔޕ
設置後 20 年以上が経過した 84 機場 261 台のポン

プ設備を抽出し，図－ 12 に示す項目で定性的な
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図－
11 健全度評価の構成
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健全度評価シート
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の 76％を占める農業用水ポンプにおいて，故障

頻度が増加傾向にあることが分かりました。これ
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できる手法②物理的劣化と機能低下を総合的に評
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価できる手法③設備における弱点機器を抽出でき
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目を基本的なコンセプトとし，図－ 13 に示す各
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力することにより，健全度を点数で表し，ポンプ
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機場毎に評価シートに取り纏めました。各項目の
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３分の１となるよう重みをつけています。
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管理実態アンケート
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 余寿命評価は，図－ 14 に示すように，設備の
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標準低下曲線
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……ワイブル解析結果より
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●

図－ 15

ストックマネジメント

●

弱点機器の抽出

図－ 16

の期間を余寿命としました。更新が必要と考えら

総括シート



果が期待できるものと考えられます。

れる健全度は既存の更新記録から 25 点とし，標

これら評価した結果は，図－ 16 のような総括

準更新年数及び標準低下曲線は，機構におけるポ

シートに取り纏めます。ここで健全度評価結果

ンプ設備の更新実績や保全記録をワイブル解析し

は，各評価項目の内訳が分かり易いようにグラフ

て得られた結果から設定しました。

化しています。また，弱点機器抽出結果を部分更

弱点機器の抽出は，ポンプ設備の部分更新の可

新へ反映する際のポイントを考察として記載して

否又は範囲の検討に活用するものであり，図－ 15

おり，総合所見には，実態調査結果の内容を反映

に示す項目により，点数で評価することとしました。

させ，管理実態が把握できようにしています。

この評価結果で総合レベルの低い機器は，弱点

以上の評価手法については，今後，機械設備保

機器と考えられ，これらの機器を部分更新するこ

全支援システムに取り込み，日常の保全業務に役

とによっても設備の延命化や更新コスト低減の効

立て，ストックマネジメントの実践を更にすすめ

JAGREE 87. 2014・5

21

●
（１）運用管理

ていきます。
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３．電気通信設備のストックマネジメント

設備の運用管理では，操作状態と管理体制状態

㧟㧚㔚᳇ㅢା⸳ߩࠬ࠻࠶ࠢࡑࡀࠫࡔࡦ࠻

について，次の管理を実施し設備の安全性向上に

水資源機構では，ダム，堰，湖沼及び水路など
᳓⾗Ḯᯏ᭴ߢߪޔࡓ࠳ޔႍޔḓᴧ߮᳓〝ߥߤ
㧟㧚㔚᳇ㅢା⸳ߩࠬ࠻࠶ࠢࡑࡀࠫࡔࡦ࠻
に設置された電気通信設備の安全性・信頼性を適
ߦ⸳⟎ߐࠇߚ㔚᳇ㅢା⸳ߩోᕈା㗬ᕈࠍㆡ
᳓⾗Ḯᯏ᭴ߢߪޔࡓ࠳ޔႍޔḓᴧ߮᳓〝ߥߤ
切に確保することを目的に，設備管理に必要な水
ಾߦ⏕ߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߦ⸳ޔ▤ℂߦᔅⷐߥ᳓
ߦ⸳⟎ߐࠇߚ㔚᳇ㅢା⸳ߩోᕈା㗬ᕈࠍㆡ
準とライフサイクルコストを統一的に管理するた
Ḱߣࠗࡈࠨࠗࠢ࡞ࠦࠬ࠻ࠍ⛔৻⊛ߦ▤ℂߔࠆߚ
ಾߦ⏕ߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߦ⸳ޔ▤ℂߦᔅⷐߥ᳓
めの「電気通信設備管理指針」を定めています。
ߩޟ㔚᳇ㅢା⸳▤ℂᜰ㊎ࠍޠቯߡ߹ߔޕ
Ḱߣࠗࡈࠨࠗࠢ࡞ࠦࠬ࠻ࠍ⛔৻⊛ߦ▤ℂߔࠆߚ
これにより，設備管理の体系化とＰＤＣＡサイク
ߎࠇߦࠃࠅ⸳ޔ▤ℂߩ♽ൻߣ㧼㧰㧯㧭ࠨࠗ
ߩޟ㔚᳇ㅢା⸳▤ℂᜰ㊎ࠍޠቯߡ߹ߔޕ
ルの実現を図り，①設備等の性能及び機能の長期
ࠢ࡞ߩታࠍ࿑ࠅޔԘ⸳╬ߩᕈ⢻߮ᯏ⢻ߩ㐳
ߎࠇߦࠃࠅ⸳ޔ▤ℂߩ♽ൻߣ㧼㧰㧯㧭ࠨࠗ
にわたる維持と運用，②設備等の故障，不具合等を
ᦼߦࠊߚࠆ⛽ᜬߣㆇ↪ޔԙ⸳╬ߩ㓚ޔਇౕว
予知し，障害，事故などの発生を未然に防止，③適
ࠢ࡞ߩታࠍ࿑ࠅޔԘ⸳╬ߩᕈ⢻߮ᯏ⢻ߩ㐳
╬ࠍ੍⍮ߒޔ㓚ኂޔߥߤߩ⊒↢ࠍᧂὼߦ㒐ᱛޔ
切なライフサイクルコストの管理を行っています。
ᦼߦࠊߚࠆ⛽ᜬߣㆇ↪ޔԙ⸳╬ߩ㓚ޔਇౕว
Ԛㆡಾߥࠗࡈࠨࠗࠢ࡞ࠦࠬ࠻ߩ▤ℂࠍⴕߞߡ
この指針では，設備管理を「運用管理」「維持
╬ࠍ੍⍮ߒޔ㓚ኂޔߥߤߩ⊒↢ࠍᧂὼߦ㒐ᱛޔ
߹ߔޕ
管理」
「技術管理」に分類し，それぞれの考え方
Ԛㆡಾߥࠗࡈࠨࠗࠢ࡞ࠦࠬ࠻ߩ▤ℂࠍⴕߞߡ
を以下の通り定めています。
߹ߔޕ

活かしています。
操作状態の管理では，設備の日常巡視，運用操
作記録及び障害警報記録などから，当初の設備の
設置目的や運用方法に沿った運用，操作又は稼働
となっているかを確認すると共に，設備の運用担
当職員から操作及び運用に関する改善･改良等の
意見要望などを聴取して，設備の整備（改造を含
む。）又は更新の計画及び設計のための資料を作
成します。
管理体制状態の管理では，操作規則及び細則，
技術解説書及び各種マニュアルなどから，運用操
作に関する支援訓練，点検計画，障害及び事故対
応訓練について，実施計画の作成とその実行の有
無を確認し，問題点等を整理して設備更新又は改
造の計画及び設計のための資料を作成します。
（２）維持管理
設備の使用年数による故障率は，設備の稼働当
初は初期故障期と呼ばれ比較的故障率が高くなり

ߦߔߔ

ますが，その後は安定し故障率が低い偶発故障期
を経て，長期使用による摩耗故障期を迎え故障率
が上昇してきます（いわゆる「バスタブカーブ」
）。



の省力化などから，従来，TBM（時間計画保全）

࿑㧝㧣 ⸳▤ℂߩ♽ൻ࿑

図－ 17 ⸳▤ℂߩ♽ൻ࿑
設備管理の体系化図
࿑㧝㧣



による予防保全を行っていましたが，推定寿命に
バラツキがある中で，一律に補修・交換すること





このため，事故の未然防止，信頼性の向上，保守

となるため，経済的とはいい難い面がありました。
また，故障率が時間と共に増加，或いはバスタブ
カーブに従って変化するという劣化パターンが必



ずしも合致せず，合理的でないケースが多くなっ
ていることから，故障の兆候を検知して設備の状
態を判断し，整備又は部分更新を行う CBM（状
態監視保全）への移行を図りました。
機構におけるＣＢＭでは，各種電気通信設備の
使用年数と故障率の関係について，1977 年 1 月
から 2009 年 9 月までの 32 年 8 ヶ月間の機構で使
図ー 18



設備管理の PDCA サイクル図

࿑㧝㧤 ⸳▤ℂߩ2&%#ࠨࠗࠢ࡞࿑
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用した設備障害履歴の整理分析を行い，使用年数
と故障率の関係をグラフ化し，設備毎の初期故障
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ストックマネジメント

●

期，偶発故障期，摩耗故障期の標準的な整備サイ

レベル」「運用環境（周辺環境，浸水・漏水，雷害，

クルを設備毎に機構独自に設定し，それに基づき

地震等への対策）レベル」及び「設備取扱（運用

中間整備，更新等を行っています。

操作及び維持管理）レベル」を定め，「運用保全
の水準」「整備水準」及び「職員の技術水準」を

（３）技術管理

設定しています。

技術管理では，主として設備診断結果に基づく

さらに，設備管理における職員の実務として，

評価により，継続運用するための点検周期や項目

設備の運用管理及び維持管理に必要な「基礎デー

の見直し，設備を構成する一部の装置又は機器の

タの確認と共有化」をはじめ，技術力の向上のた

交換（取替），若しくは設備全体を更新するかを

めの「技術の継承」を行っています。

判断します。一方，運転監視及び点検から得る改
善改良情報は，運用及び保守面から設備設計に必
要な評価事項としています。
今後は更新判断のための総合評価をより効率的

４．水資源機構のストックマネジメントの展開
（１）施設情報・対策工法のデータベース化
第 1 回（ＪＡＧＲＥＥ

No.85）でも報告した

に行うため，設備の諸元とその保全記録（障害・

ように，土木施設については平成 20 年度から平

整備・運用）を統合した「設備診断カルテ」の作

成 24 年度までに自ら管理している 20 施設におい

成を目指していきます。

て機能保全計画を作成しました。

また，設備の管理水準として，設備毎に「障害

これら機能保全計画の作成にあたっては，機能

発生対応レベル（要求稼働率）」「安全性・信頼性

診断結果，劣化要因，保全対策工法など，膨大な
劣化等情報を収集・整理しています。ストックマ
ネジメントを効率的に実施するためには，これら
情報を一元的に保管・蓄積・有効利用するための
データベース化が必要であり，平成 25 年度にこ
の構築に着手したところです。
水資源機構では，先に述べたように「機械設備
保全支援システム」，
「電通障害履歴データベース」
が先行して構築されており，将来的な連係も念頭
におき検討を進めていく予定です。
また，近年，スマートフォンやタブレット端末

写真－ 1

ＯＪＴ研修概要説明

をはじめとする ICT を活用したデータ共有・提
供ツールが提案されています。水資源機構におい
ても業務の円滑かつ効率的な実施，省力化，経費
節減等を図ることを目的に，今回構築するデータ
ベースにおいても，この ICT 技術の導入を図っ
ていく予定です。
（２）適切な予防保全対策に向けたリスクコミュ
ニケーションの促進
農業用水のみならず上水道，工業用水の安定供
給を担う水資源機構では，老朽化に伴う重大な施
設の損壊や機械・電気通信設備の故障等が生じな

写真－ 2
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通信設備点検

いよう，これらのリスクに対する適切な予測と予
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●
防保全対策に加え，万一事故が発生した場合の影

年数が短く，故障時の影響が大きい設備も多いこ

響を極力抑制するためのロスコントロールへの取

とから，機構職員が日々リスク管理に取り組んで

り組みを重視し取り組んでいます。これらの対策

いますが，その過程を関係利水者と十分共有でき

を適切に実現していくためには費用を負担する関

ていない面があります。

係利水者の方々とリスク情報を共有し，リスクに

現在の技術的知見では，施設の劣化予測を正

対する評価とそれに対する対策について合意形成

確に行うことは困難な現状にありますが，これま

を図ることが重要です。

で直轄管理を行ってきた水資源機構の経験や知見

しかしながら，現在，土木施設に係るストッ

を生かしたリスク評価の手法や手順を明らかに

クマネジメントの取り組みにおいては，主に外形

し，利水者とのリスクコミュニケーションを通じ

的な機能診断による健全度の評価と劣化予測のも

てより効率的で安全度の高いストックマネジメン

とライフサイクルコストを最小化する経済比較の

トの推進に取り組んでいくこととしています。

観点から保全計画を作成しており，施設損壊の危

水需要への安定的かつ的確な対応が求められ

険性や損壊した場合の被害想定を踏まえたリスク

る機構施設においては，ストックマネジメントに

評価が十分利水者に説明できていない状況にあり

よる施設の適切な保全対策は極めて重要であり，

ます。

今後とも中核的な業務として推進して参りたいと

また，機械・電気通信設備については，耐用
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考えています。
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