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ストックマネジメント
中央の動き

利根調・保全技術センター通信
（第 8 回）
関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所
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

保全技術センター長

林

活歩

年 3 月）」において，農業水利施設の戦略的な保
全管理を推進することとされており，この中で，

対策センター」として設置されて以来，農業水利

「リスク管理」「監視」についても明文化されまし

施設のストックマネジメント技術の確立に向けた

た。特に，平成 23 年 3 月に発生した東日本大震

業務を行っています。

災は，農業水利施設におけるリスク管理の在り方

保全技術センター通信では，農業水利施設のス

を改めて考え直す大きなきっかけとなりました。

トックマネジメントに関する動向や保全技術セン

また，この間に現場でのストックマネジメント

ターでの取組などを紹介しています。

の取組も進められてきました。手引きに基づいて

第 8 回目となる今回は，「農業水利施設の機能

実際に機能診断を実施していく中で明らかとなっ

保全の手引き」
（以下「手引き」という。）の改定

た手法上の改善点や，これまでに蓄積されてきた

に向けた動きとして，6 月 13 日に開催された食料・

施設機能診断の結果等のデータの反映等について

農業・農村政策審議会農業農村整備部会技術小委

も検討が必要な時期となりました。

員会（以下，
「技術小委」という。）での審議内容

これらを背景として，今年度の技術小委におい

について紹介します。

て手引きの改定が審議されることとなりました。

1．手引きの概要

3．主な検討事項と検討の方向

手引きは，
農業水利施設の機能を適切に診断し， （1）社会情勢等の変化
計画的な施設の更新・保全管理を実施することを

まず，社会情勢等の変化として政策的な展開や

目的として，技術小委において平成 19 年 3 月に

事業制度の充実等を踏まえた検討についてです。

とりまとめられました。その後，工種毎の特性を

上述のとおり，食料・農業・農村基本計画等にお

踏まえた工種別編として，土木施設については平

いて，戦略的な保全管理を推進することとされ，

成 20 年度にパイプライン編，平成 22 年度に開水

この中で「リスク管理」「監視」が明文化されま

路編及び頭首工編，平成 24 年度に水路トンネル

したが，さらに，「国土強靱化政策大綱（平成 25

編が策定されました。施設機械については，平成

年 12 月）」においても，リスクマネジメントの重

22 年度に頭首工（ゲート設備編），平成 25 年度

要性が示されたところです。

にポンプ設備編，ゴム堰編，除塵設備編，電気設
備編，水管理制御設備編が策定されました。

2．手引き改定の背景
平成 19 年の手引き策定から 7 年が経過し，機

また，「インフラ長寿命化基本計画（平成 25 年
11 月）」においても，各インフラの管理者による
戦略的な維持管理・更新等の推進が明記され，国
営造成施設の保全管理については，国と地方，農
家がライフサイクルを通じて役割分担をしつつ，

能保全をとりまく諸情勢が変化してきました。こ

共同の取組を強化し，効率的かつ確実に対応して

の間に策定された「食料・農業・農村基本計画（平

いくこととなっています。

成 22 年 3 月）
」や「土地改良長期計画（平成 24
28
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対応した手引きの内容充実について検討していく

強を実施するタイミングは，施設機能診断結果を

こととしています。具体的には，リスク管理の概

もとにした劣化予測を踏まえて設定されています

念を明示的に導入することや，国による長寿命化

が，劣化予測はあくまでも「予測」であり，図－

対策の事業化に向けた手順等の整理等について検

2 に示すとおり不確実性を伴います。そのため，

討が進められることとなります。

補修・補強が必要と予測された時期が到来して
も，実際は施設の劣化が予測したほどは進んでお

（2）取組実績を踏まえた手法の改善

らず，まだ補修・補強が必要ない場合もあります。

次に，
取組実績を踏まえた手法の改善としては，
主に以下の 4 つが検討項目となっています。

そこで今後は，切れ目のない施設監視を行い，
可能な限り補修・補強を行う時期を遅らせること
で，本格的な更新事業の実施時期をこれまで以上

①施設監視の取組強化に向けた考え方等の整理
平成 19 年の手引き策定以降，手引きに基づい

に延伸させ，さらなる施設長寿命化を目指すこと
としています。

た施設機能診断が進められてきましたが，機能診
断実施済みの施設が増加するにつれて，これまで

②耐震対策の位置づけの明確化

以上に施設監視の重要性が高まってきています。

ストックマネジメントに関する事業では，施設

図－ 1 に示すとおり，現在は，更新事業の合間

の機能を元々あった水準まで回復させることまで

に補修・補強（機能保全事業）を行うことで，施

が可能ですが，施設の機能を元々あった水準より

設の長寿命化を図ることとしています。補修・補

向上させたい場合（機能向上）は，従来のかんが

図－ 1

老朽化施設の監視強化，補修・更新時期の最小化

図－ 2
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劣化曲線のイメージ
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●
い排水事業等を選択することになります。
耐震対策は耐震性を向上させるものであり，一
見すると機能向上に含まれるようにも思われま

（3）蓄積されたデータの反映
蓄積されたデータの反映としては，主に以下の
2 つが検討項目となっています。

す。しかし，耐震対策として求められる水準が向
上したとしても，それは時代の要請に応じて，施

①施設状態評価表の検証

設が本来備えるべき性能が向上しただけであり，

現場において，施設機能診断は，工種別の施設

機能向上には含まれないという考え方もできま

状態評価表に基づいて行われています。このうち，

す。今回の手引き改訂では，この考え方に基づい

鉄筋コンクリート開水路については，最大ひび割

て，ストックマネジメントにおいて耐震対策が可

れ幅のほか，中性化残り，欠損・損傷の状況，目

能であることを明確化することとしています。

地の開き具合等を総合的に勘案して健全度を評価
しています。ここで，鉄筋コンクリート開水路の

③劣化曲線による予測において留意すべき点の整理

施設状態評価表（抜粋）を図－ 3 に示しますが，

劣化予測に不確定性があることについては，上

これによれば，最大ひび割れ幅が 0.2mm 未満で

記①でも述べたとおりですが，現場においては，

あれば，S-5 となり，1.0mm 以上であれば S-3 と

この劣化予測を確定性の高いものとして扱ってい

評価する基準となっています。これは，平成 19

るケースも見受けられます。このため，劣化曲線

年の手引き策定時点では，農業水利施設における

には不確定性があることから，継続的な機能診断

データの蓄積が乏しかったことから，日本コンク

により予測の精度を高めつつ，機能監視により実

リート工学会の基準を準用したものです。

際の劣化状況を見極めながら運用する必要がある
ことについて留意点として示すこととしています。

これについて，手引き策定から 7 年が経過し，
ストックマネジメントの取組が進捗していること
を踏まえ，本基準の妥当性を検証することとして

④水利用性能・水理性能を含めた性能管理の考え
方の整理

います。
具体的には国営事業により造成された農業用現

農業水利施設の機能とは，施設が本来的に果た

場打ち鉄筋コンクリート開水路を対象とした，ひ

す役割であり，水利用機能，水理機能，構造機能

び割れ幅と鉄筋腐食の関係に関する調査結果を分

等に分類されます。施設機能診断にあたって，こ

析して検証することになります。

れらの機能を総合的に評価できれば最も望ましい

本調査の調査期間は，平成 25 年 9 月から平成

ですが，実際には困難です。そこで，現場におい

26 年 2 月まで，対象とした国営事業地区は 21 地

ては，水利用機能，水理機能を下支えしており，

区，施設数は 40 施設です。

比較的把握のしやすい構造機能に着目した施設機
能診断が行われています。
しかし，
施設機能診断の実績が増えるにつれて，

調査に当たっては，鉄筋コンクリート開水路の
側壁内面に発生した乾燥収縮や温度変化等による
初期ひび割れを対象としました。鉄筋探査により

現場では，施設の構造的な状態を評価することに

鉄筋位置をチョークで明示した上でひび割れ幅を

囚われてしまい，水利用性能や水理性能が適切な

測定，その後チッピングを行い，鉄筋の腐食状況

水準であるかを確認することに意識が向いていな

を確認しました。

いようなケースも見受けられます。
このため，水利用性能，水理性能を含めた性能

その際，水中と気中における鉄筋腐食状況の違
いを調べるため，最多頻度流量の水面付近を基準

管理の考え方を整理したうえで，構造性能だけで

とし，それより上位を「気中」，下位を「水中」とし，

なく，水利用性能や水理性能についても意識する

気中は可能な限り高いところ，水中は最多頻度流

必要があることについて明示することとしています。

量水面の半分以下の高さとなるようチッピング箇
所を選定しました（図―４）。
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※ 現行の手引きではひび割れ幅の評価は，日本コンクリート工学会の「コンクリートのひび割れ調査，補修・補強指針－ 2003 －」の判定基準を準用

図－ 3

鉄筋コンクリート開水路の施設状態評価表（抜粋）
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図－ 4

鉄筋コンクリート開水路のひび割れ幅と鉄筋腐食に関する調査

②標準的な劣化曲線の精度向上
比較的新しく，ほとんど劣化していない施設につ
いては，支配的な劣化要因を把握して劣化予測を
行うことが困難であることから，図－ 5 に示す標準
的な劣化曲線を用いて劣化予測を行っています。こ
の標準的な劣化曲線は，過去に行われた広域基盤
整備計画調査における鉄筋コンクリート開水路の約
2,000 データを統計的に分析して設定したものです。
今般，手引きに基づいた施設機能診断結果の蓄
積が進んだことを踏まえ，蓄積されたデータを分

図－ 5

現行手引きにおける鉄筋コンクリート開水路
の標準的な劣化曲線

析して，標準的な劣化曲線の精度を向上させるこ

まえて，今後も技術小委での審議が続けられ，平

ととしています。なお，今回の分析では，開水路

成 26 年度内に同部会に対して審議結果が報告さ

だけでなく，頭首工，用排水機場，水路トンネル

れる予定です。手引きの改定については，同部会

等を含めたコンクリート構造物における 6,000 を

での承認を経た上で，正式に行われることとなり

越えるデータを反映させることとしています。

ます。なお，技術小委での審議の過程では，手引

4．今後のスケジュール
今回紹介した手引き改定に向けた基本方針を踏
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き改定案に関する意見・情報について，農林水産
省のホームページ等を通じて，広く募集（パブリ
ックコメント）する予定です。
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