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ストックマネジメントストックマネジメント

1.  はじめに

（独）水資源機構（以下「機構」という。）が管
理する筑後川下流用水施設（以下「下流用水施
設」という。）は，平成 10 年 4 月の管理開始以
降 21 年目を迎える。当施設は，農業用水専用の
送水施設であり，福岡県，佐賀県を合わせて受益
地 31,900 ha に農業用水を送る。施設の大部分は，
パイプラインであり，福岡県で約 28 km，佐賀県
で約 36 km となる。本事業は，2 県にわたって非
常に広大な範囲の農業用水を供給していることが
特徴である。（図－ 1）

　図－ 1　筑後川下流施設と受益地

機構の管理業務における共通的な課題の一つと
して，業務量が年々増大する一方，要員は限られ
ており，このため，多様な面から業務の効率化を
図ることによって，職員の負担軽減に取り組むこ
とが挙げられる。

下流用水施設は，昭和 56 年度の建設開始から
すでに約 40 年が経過している。この間，蓄積さ

れた様々な情報は，CAD データや文書・写真等
の種類で構成され，多様な目的に応じて作成され
たデータが膨大な量に及んでいる。また，限られ
た職員で，継続的な施設管理を適切に進めるには，
蓄積データの利活用による業務効率化が重要であ
るとともに，蓄積情報を体系立てて管理する必要
がある。

近年，管理の高度化・効率化を目指すべく，多
方面で導入されている IoT 技術の活用により各
現場において様々な取組が行われている。筑後川
局筑後川下流用水管理室においても，業務の効率
化に向け，近年の新しい情報関連技術を導入し，
蓄積された情報（占用・用地・資産情報）の整理
と利活用（巡視業務・水運用操作・故障履歴・地
元対応）を図り，今後の管理業務ないしストック
マネジメント等への効率的な引き継ぎを目指して
いるところである。

本稿では，データベースの構築後 3 年目を迎え
る筑後川下流用水データベースの内容に関し，デ
ータベースの継続的な運用，構築時の留意点とそ
の効用，更にデータベースと連携した携帯機器を
用いた職員の巡視点検業務の効率化について紹介
する。併せて，下流用水施設の現状についても報
告する。

2.  管理室における現況と課題

当管理室では，施設管理に係る様々なデータを
社内サーバーにおいて一元的に保存していたが，
フォルダ・ファイル名のみで整理しており，必要
な情報を即座に取り出すといった効率的なデータ
の利活用の観点からは程遠いというのが実情であ
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った。
このことは，日々の管理業務のみならず，今後

のストックマネジメント等の展開を見据えたとき
に，近い将来，必ず顕在化する課題であった。ま
た，単なるデータ整理では，蓄積情報の利活用と
いった側面からは限界があるため，既存データの
継続的な運用が可能なシステムの環境構築が必要
であった。

しかしながら，当初事業において作成された図
書には，デジタル化されていないものも多数存在
した。そこで，優先順位を検討の上，紙媒体で存
在する管路縦断図等の利用性の高い情報に関して
はデジタル化を図ることで，今後の情報管理を効
率化し，現有データの利活用と継続的な運用を見
据えたデータベースの構築を行った。

3.  システム構築時の留意点

アクアネット内における社内サーバーには，
様々な目的に応じて作成された膨大な量のデータ
が蓄積されている。それらを単年度でデータベー
ス上において目的に応じた機能（検索・登録・更
新等）を構築することは，大幅な整備時間を要す
るとともに，予算の面からも問題があった。

このことから，構築初年度は，データベースの
根幹部分である地理情報システム（GIS）の整備
に注力し，即時，業務での利用を図りながら，随
時，管理情報（コンテンツ）の追加が可能となる
ようにデータベースの構築を進めた。

（1）   内部情報の一元化，共有利用

当管理室で蓄積されている情報には，多様な情
報が存在する中，全ての情報には「位置」という
キーワードが共通して存在する。このことから，
管理施設が広範囲であるという点で GIS を活用
した情報の集約化・視覚化によるメリットは容易
に想像できる。

しかし，一般的に GIS を導入する場合，市販
の有償地図を利用することになるため，広範な管
理範囲をカバーする地図データの購入に係る初期
費用や将来的に最新版の地図へ更新するための費

用は，限られた予算では大きな負担になると考え
られた。

このため，国土交通省国土地理院が無償で公開
し更新を行う地理院地図を活用し，地図利用に係
る初期コストの削減を図った。

最終的には，CAD データである管理図・用地
図を地理院地図上に表示し利用するシステムとし
たことで，低コストかつ自動的に最新の地図情報
を利用できる GIS の運用を可能とした。上図は
今回導入したシステムの運用イメージである。（図
－ 2）

また，データベースを稼働するサーバー機器は，
社内ネットワーク内に構築した。これにより，イ
ンターネット上のクラウドサービスに全施設情報
を保管し，データ取得を行うよりも，接続回線
の容量が小さい事務所等においても快適に利用す
ることが可能となった。更に，社内ネットワーク
に接続されている機構本社や，支社・局等からも
容易に構築データベースへのアクセスが可能とな
ることから，危機管理時における情報共有の面で，
防災的な観点としてもメリットを享受できる。

そして，関係機関から提供される各種の統計情

図－ 2　地理院地図と管理図等の利用イメージ 
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報や一般公開されている汎用的な GIS データの
取り込みを可能としたことで，各種情報の視覚的
な把握，情報解析等に活用することも可能となり，
他の GIS を用いたシステムとの連携やストック
マネジメントにも展開できるよう拡張性も配慮し
た。

（2）  競争性，経済性を考慮した仕様の設定

複数年計画によるデータベース構築を進めるに
当たり，市販の商用 GIS やデータベース製品を
利用した場合，そのメーカーに依存する形となっ
てしまい，2 年目以降の機能拡張等に際して，入
札手続の競争性を阻害する可能性が危惧された。
更に，安定的に複数年を掛けて，データベースの
機能拡張が行えない場合，計画自体が頓挫する可
能性も危惧された。

上記については，官公庁等において多くの導
入・利用実績を有するオープンソースソフトウェ
ア（Open Source Software ※）を活用することで，
危惧された課題の解消を図った。（※ソースコー
ドが利用可能で著作権保持者が変更，配布等の権
利を提供するライセンスに基づいたソフトウェ
ア。）

データベースのシステム情報の製作は，ソース
を編集できる者であれば行える仕様としたことで，
入札参加への間口が広がり，競争性のある健全な
入札行為を促すことにつながった。

（3）災害等発生，緊急対応時における利活用

1） タブレット導入による現場対応力の強化

災害等発生時ないし緊急対応時においては，被
災箇所における迅速な情報収集と事後対応が重要
である。しかし，今まで，当管理室においては事
後対応を進める上で必要となる各種の膨大な量の
施設情報を現地へ持ち出す術がなかった。このた
め，例えば大規模地震の際，現場でバルブ設備等
の破損を発見しても，点検補修履歴や対応マニュ
アル等の「情報」が手元にないことから，その場
でできる対応も限られていた。

そこで，これからの緊急対応時には，様々な施
設情報が保存され，前節のデータベースとも連携

が可能なアプリケーションの入ったタブレットを
携行することで，必要な情報を現場で即座に参照
できるようになる。これによって，更に，より迅
速で的確な対応を可能とした。
2） タブレット端末とデータベースシステムの連携

被災現場における情報収集の一つとして位置
情 報 付 写 真 デ ー タ（Exchangeable ImageFile 
Format 通称「EXIF: エグジフ」）の活用による
現地写真の即時共有も可能とした。（図－ 3）

具体的には，タブレットで撮影した写真には位
置データ（EXIF）が記録されており，撮影者は
これを，インターネットを介したクラウドに保管
する。構築したシステムはそのデータを拾い上げ，
データベースの地図上にピンポイントで表示する
といった流れである。このことで，本部は現場状
況を撮影位置と共に確認することが可能となり，
指示命令・意思決定の迅速化にも寄与することが
期待できる。

（4）  巡視業務全般に渡る効率化

当管理室における管理施設の延長は，福岡県と
佐賀県をあわせ 60km 以上となる。施設は地下
埋設のパイプラインのため，地上からの目視によ
る状況把握は難しいことが特徴として挙げられる。
その施設を毎週一回，二人の職員がペアとなり，
両県を交互に巡視しており，片道 30 km の道の
りを 3 時間程かけて行う。また，田んぼの似たよ

図－ 3　EXIF を利用したデータベースシステムへの反映
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うな風景や，住宅街の細い道路を通ることが多い
ことも特徴である。
1） 下流独自ルートへの対応

これまでの水路点検巡視は，紙媒体のルート図
を助手席の職員が逐次確認しながら，運転手に指
示し行っていた。しかし，細い農道を通ることや，
似たような風景を右左折する箇所もあり，ルート
間違いを生ずることがあった。また，ルートを熟
知した職員の異動により巡視業務効率が低下する
といったこともしばしば感じられた。したがって，
上記業務の効率化は，IoT 活用によるメリットが
非常に大きいと考えられた。

新たな機器を導入した理由としては，巡視ルー
トの特殊性にあった。車両に設置されるカーナビ
ゲーションやタブレットを用いた場合には目的地
への“最短“ルートでしか案内ができなかった。

したがって，これらの機器とは別の新たなナビ
ゲーション機器の導入を検討する必要があった。

ここで用いたのが，独自のルート設定により経
路誘導が可能な「サイクルコンピュータ」の採用
である。この機器は主にロードバイク等の自転車
競技で利用されている。これを巡視車両に設置す
ることで，正規巡視ルートへの的確な案内が可能
となった。（図－４）

2） 巡視結果報告の簡便化

また，施設の異常個所等の記録，報告の方法に
おいても改善の必要があった。例えば，施設異常や
不法投棄の有無を確認した場合には，写真の撮影に
加え，手書きによる記録を行っていた。巡視終了後，
事務所へ戻り，パソコン上で規定の報告様式へ転記・
入力の上，撮影写真の整理を行っており，結果とし
て二度手間が生じていた。また，重大な施設異常を

発見した際は，現場からの報告を本部へ送信する即
時性も，痛切に必要を感じていた。

上記については，タブレットにて操作可能な，
巡視専用のアプリケーションを開発し改善を行っ
た。タブレット上での選択方式によって施設状況
の入力を可能としたことで，デジタル化を図った。
更に，事務所へ戻った後は規定の報告様式へ自動
的に出力もできることから，転記の必要もなくな
り，入力ミスの低減，登録情報の精度向上を実現
した。また，タップ操作一つで現地から即座に報
告書の送信も可能となり，必要とされる即時性も
得ることができた。
3） 巡視風景の変化

以上，これら巡視業務について導入した内容
をまとめると，巡視の様子は（図－ 5）のように
変わる。機器導入前は手書きの「報告用紙」「A3
ルート地図」「カメラ」を持ち巡視業務を行って
いた。これが，今後は「タブレット」と「サイク
ルコンピュータ」のみを携行すればよいことにな
る。タブレットは報告様式とカメラの機能を備え，
サイクルコンピュータはルート地図の代わりとな
る。その結果，巡視業務全般にわたる省力化が可
能となった。

図－ 5　巡視風景の変化

図－ 4　サイクルコンピュータ



●

42 JAGREE 95. 2018・11

4.  筑後川下流用水施設の現状

冒頭で述べたとおり，下流用水施設は管理開始
以降 21 年目を迎え，最近では，長期の使用によ
り施設の老朽化・破損等，不具合箇所が目立つ状
況である。人の体に例えると，定期健康診断や病
院での診察等により，年齢を重ねると共に処置の
必要な箇所が増えるのと同様，施設においても予
想される部位で老朽化が確認されることもあれば，
予期せぬ箇所において異常を示すことも現実に発
生している。

これまで，管理開始以降，日が浅い時期におい
ては軽微な対応で事足りる状況であったが，時間
の経過（老化）と共に修繕する回数・費用が増大
する傾向となっている。下流用水施設は，施設の
大半が地中に埋設された管路ということもあるが，
設備（電気・機械）と一体となり，当然のことな
がら用水の安定供給を果たすべく一つの水利シス
テムを構築する形態である。したがって，設備に
おいても状態を適切に監視しつつ運用管理するも
のの，故障・不具合が顕著に現れているのが現状
である。

今後，近い将来に訪れる大規模な施設更新，改
築整備に当たってはその時代に合致する知見・設
計基準に則り，投資する費用も意識しつつ適切に
計画立案していくのが常套であるが，単に元の通
りに直すのではなく，これまでの管理で経験・蓄
積した情報，水利機能上における改善，改良点，
及び受益者側における水利用上の課題点など十分
に振り返り，また，関係者と十分議論した上で更
新整備に向けた計画に対し適切に対処していくこ
とが重要であると認識している。

5.  今後の活用について

これまで当管理室におけるデータベースの構築
について紹介したが，本業務を通した実際の使用
感については，4 月に赴任した職員が巡視を行う
際に，導入したサイクルコンピュータが大いに役
立った。更に，異常発生時には専門職員以外がタ
ブレットを用いて対応に当たるなど有効的な活用

を行えている。
今後は，今回導入したシステムが情報窓口（ポ

ータルサイト）として機能し，他の業務と連携し
ていけるよう更なる活用を目指す。そのためには，
例えば今後必要となるであろう，ストックマネジ
メント調査結果の反映や，巡視点検結果，補修履
歴等との連携など幅広くコンテンツを拡充してい
く予定である。（図－ 6）

図－ 6　今後のシステム運用モデル

また，システムの継続的な利活用のために，当
システムの存在・意義等を踏まえた勉強会を期初
に実施し，職員一人一人が習熟を図り，管理業務
ないしストックマネジメント等へのスムーズな引
き継ぎを図りたい。

最終的には，今後，全国的に管理の現場が増え
ていく中において，IoT を活用した水路施設の管
理という面で，管理業務の効率化となるようなシ
ステムとしていきたいと考えている。

 


