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１．はじめに
独立行政法人水資源機構（以下「水機構」と

いう）は，農業用水，水道用水，工業用水を供
給する利水事業ならびに洪水調節，流水の正常
な機能維持などを行う治水事業を実施するため
に，長大な水路やダムなどの施設を管理運用し
ている。それら施設には様々な形式・規模の機
械設備が設置されており，主要な機械設備の総
数は，約 3,400 設備，その内訳はゲート設備約
2,400 門，ポンプ設備約 600 台，その他の管理
用機械設備約 400 基である。

これらの機械設備は，各々の目的，機能，設
置時期，設計思想，管理状況などの違いはある
が，重要な目的により設置された機械設備であ
り，故障した場合，地域社会や国民生活への影
響は計り知れないものがある。そのため，水機
構独自に「機械設備管理指針（案）」（以下「管
理指針」という）を制定し，更に「機械設備保
全支援システム」（以下「支援システム」という）
を構築することにより，機械設備の信頼性確保
を図ってきた。

本稿は，水機構がこれまで制定してきた機械設
備の管理指針等の変遷から現状，ならびに現在
取り組んでいる管理の高度化について報告する。

２．管理指針制定から社会的影響度を考慮した
改定
水機構における機械設備の管理は，その前身

である水資源開発公団が昭和 37 年に発足して
以来，新規に設置され運用に入った機械設備ご
とに実施してきたが，点検や整備の基準につい
て特に定められたものは無く，統一された点検

や整備は実施されていなかった。
（1）平成６年管理指針の制定

管理指針は，各設備毎に実施されていた点検
項目を統一し，点検や整備の周期および内容，
部品等の標準取替年数，機器等の標準更新年数
を定め，本邦初の機械設備に関する管理指針と
して制定された。定められた周期および標準年
数は，各設備における実績調査，製造メーカへ
の聞取りや関係資料などを基に検討し決定され
た。

また，点検や整備を経済的かつ効率的に実施
することを目的に，各機械設備を構成している
主要な部品等の継続使用良否判定の指針となる
標準的な数値として，判定基準値を定めた。

標準更新年数および標準的な判定基準値は，
引続きデータ蓄積および解析による見直しを実
施し精度を高める必要はあったが，機械設備の
状態を明確に説明する根拠資料として用いられ
てきた。
（2）平成１５年管理指針の改定

平成 6 年の管理指針は，水機構が管理運用す
る機械設備の社会的重要度などの観点から設備
故障を未然に防止する予防保全を原則とし，定
期的に実施する点検・整備の内容，部品等の取
替，更新年数を定めていた。

しかし，当時の社会情勢などから機械設備の
信頼性を低下させず，合理的かつ効率的な設備
管理がますます要求されてきたことや，管理指
針運用による部品取替年数等のデータ蓄積がさ
れたことより改定を実施した。

改定では，故障時の社会的影響度の考慮，運
転時の形態を重視した点検手法，管理記録の
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データベース化，機械設備が直面する危機に適
切に対応するための基本事項を定めた応急対応
を取入れた。
1）設備分類基準の設定

機械設備はその目的および機能により要求さ
れている信頼度はそれぞれ異なるが，全ての機
械設備は画一的な点検内容や周期により，故障
を未然に防止する予防保全を原則として点検さ
れてきた。そこで，設備が故障した場合に社会
的に及ぼす影響ごとに分類し，影響の大きなも
のは重要な設備として重点的に点検し，そうで
ない設備の点検は簡素化した点検周期への見直
しを行う手法を定めた。（表－ 1）（図－ 1）

2）点検項目と点検周期の決定方法
平成 15 年の管理指針は，管理コストの縮減

を目的に，原子力発電所などで採用されてい
る信頼性評価の手法である「故障モード影響
解析（Failure Mode Eff ect Analysis）」（以下

「FMEA」という）および「信頼性重視保全計
画 手 法（Reliability Centered Maintenance）」

（以下「RCM」という）を適用し，収集しうる
管理データから点検項目および点検周期を定め
た。

①  FMEA の目的は，点検時における機器・
部品ごとに設備への影響度合別に分類，
差別化することである。機能停止や機能
低下等，設備の機能に重大な影響を及ぼ
す機器・部品については設備の信頼性を
確保するため故障を発生させないよう予
防保全を施し，機能維持可能で設備の機
能に大きな影響を及ぼさない機器・部品
についてはできる限り事後保全とするこ
とで機器・部品のコスト対効果を最大限
に引き出し，コスト縮減効果を確保でき
る。

②  RCM 解析では ,FMEA により設備の機能
に重大な影響を及ぼすと判断された機器・
部品について，故障モード（過熱 ･ 振動 ･
異音 ･ 固着等）に対してそれぞれの故障
内容，機器特性に応じた最適な保全計画
を選定することができる。

3） 各事業所における点検整備実施要領作成の
義務化

点検整備実施要領は，各事業所において各設
備毎に設備区分と適用する保全方法を定め，以
下の 6 項目をとりまとめることを管理担当者に
義務付けた。

①一般事項　 目的，適用範囲，対象設備の主
要仕様，用語の定義，設備区分
と適用保全手法，灌漑（洪水）
期間等，緊急時の体制，点検整
備実施時の手続き

RCM

(
)

表－１　機械設備の社会的影響度分類

図－１　保全方法解析フロー
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②操作手順　 点検整備作業中の誤動作等によ
る事故防止のための操作手順書

③保全内容　 種類および周期，点検チェック
シート

④保全手順　 人および設備の安全を図るため
の点検・整備等の手順

⑤良否判定および措置
⑥記録および保存　 点検整備記録簿（点検履

歴，計測データ履歴，機
器・部品等取替履歴）

4）支援システムの構築
支援システムは，平成 16 年に管理指針に沿っ

た設備管理を行うためのツールとして，設備仕
様，異常発生調書，点検・整備記録等をデータ
ベース化したもので，汎用ソフトにより構築し
た。

一方，整備・取替・更新の周期等の見直し
は，解析データが少なく適用できる解析手法が
無かったため，解析手法の確定も含め今後の検
討課題とされた。また，各事業所の管理担当者
によるデータ入力作業や水機構全事業所のデー
タ統合に多くの労力を要する課題が有った。

３．管理指針を補完する要領等の制定
（1）平成18年機械設備保全実務要領の制定
1） 管理指針は，現地で点検整備作業を実施す

る場合等の詳細な作業内容等については記
載されていない。このため機械設備保全実
務要領（以下「実務要領」という）が，経
験の浅い管理担当者でも管理指針の内容を
正しく履行できるように制定された。

2） 実務要領は，①点検整備業務の契約から履
行管理，検査までの事務手続き，②点検整
備の詳細な判定基準値および計測の傾向管
理値，実作業上の留意事項等，③更新の判
断および更新実施事例等，④塗装，電気防食，
⑤点検整備業務を実施する上で関係する法
令・準拠規程等，⑥応急対応マニュアルの
作成例，臨時点検等，⑦安全管理について

記載し，管理担当者への手引き書として作
成された。一方で，水機構の管理担当者の
技術力維持・向上の妨げとならないために，

「記載内容を鵜呑みにすることなく，当該設
備に最も適した内容に咀嚼し，管理担当者
の創意・工夫を盛り込むことで有効な手引
き書として機能する」と注意喚起している。

（2）機械設備整備・更新技術解説書作成によ
る技術の承継
本解説書は，適切な整備計画の立案，整備水

準の確保，コスト縮減，技術の承継等による効
率的な維持管理の実施を目的とする資料であ
り，平成 21 年より水機構における整備工事を
例に監督員等により作成開始した。作成の背景
には，水機構に関連する製造メーカの事業撤退
や再編成等に伴い，業界の点検整備技術者が減
少するなど，これまで水機構に蓄積された専門
技術をとりまとめる必要が有った。
（3）ゲート設備・ポンプ設備の応急対応マニュ
アル作成要領の制定
本作成要領は，平成 6 年管理指針の制定後，

平成 12 年に危機管理の一環として，自然災害，
第 3 者に起因する事故，誤操作および故障によ
り設備が所要の性能または機能を発揮できな状
態における具体的対処方法となる応急措置およ
び対応策を各事業所の各設備毎に定めることを
目的に制定された。

平成 15 年の管理指針改訂において，応急対
応が追加され，想定される危機に適切に対処し
被害防止のため，各設備における応急対応マ
ニュアルを整えておくこととした。

４．平成28年健全度評価の導入による管理指
針改定
平成 15 年の管理指針改訂から 10 年以上が経

過し，機械設備管理に係る社会情勢の変化やス
トックマネジメントの本格的推進を踏まえ，管
理技術の更なる向上のため，健全度評価，標準
点検項目表の見直し（判定方法や不具合時対応
を詳細に記述），不可視部の点検を規定，潤滑油
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管理の導入，管理記録の徹底，予備品等の情報
共有，標準取替・更新年数の見直しを図った。

全手法の決定から健全度評価の作業フローを
示す。（図－ 2）（図－ 3）

図－２　保全手法の決定フロー

図－３　健全度評価の作業フロー
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健全度評価は，機械設備を構成する全ての部
位・機器ごとに必要であり，作業量が多く煩雑
であったため，管理指針改定の前，平成 27 年
末に「機械設備健全度評価（総合評価）マニュ
アル（案）」を制定した。健全度評価作業は，
設備区分，健全度，設置条件，設備機能影響度

（致命度）による順位点および健全度評価指数
により実施する。なお，健全度評価指数は，点
検結果評価点，計測データ評価点，経過年数評
価点，故障頻度評価点，部品供給可能性評価点
から成り，各評価点の重付け係数により算出さ
れる。（図－ 3）

５．管理技術の体系化
管理指針および実務要領は，水機構の機械設

備管理技術の根幹である。また，支援システム
は，水機構の管理技術全体のために構築され，
設備情報を蓄積し活用されている。これらによ
り，管理担当者は，必要な資料作成や的確な管
理を実施することが可能となる。
（図－ 4）

（1）管理担当者の作成資料
1）点検整備実施要領の作成

各事業所の管理担当者は，各設備に応じた点
検整備実施要領を作成することで，通常の管理
を的確に実施することが可能となる。したがっ
て，機器等の更新ごとに見直し，事業所長決裁
を受けた後，次の管理担当者へ引き継がれて行
く。

また，実際に施工された整備・更新工事を基
に機械設備整備・更新技術解説書を作成し，管
理技術の蓄積に努めている。
2）応急対応マニュアルの作成

応急対応マニュアルは，管理担当者が各設備
に応じたものを作成することで，危機管理能力
の維持・向上を図ることができる。管理担当者
には，この作成作業により，機械設備完成図書
の理解，整備工事の安全確保や的確な施工管理，
更には設備故障時に必要な資機材保有確認や調
達方法の検討など実践的な技術力向上が望まれ
ている。
（2）支援システムの現状

支援システムは，的確な管理を実施するため
の計画（Plan），実施（Do），分析・評価（Check），
改善（Action）（以下「PDCA サイクル」という）
の実現を目指し，平成 26 年に専用サーバによ
り再構築し，リアルタイムな活用を可能とした。

６．支援システムの改良
支援システムは，各種データベースおよび解

析予測システムにより構成され，運用されて
きたが，平成 28 年よりこれまでの課題を解決
し，PDCA サイクルをスパイラルアップさせ
るツールの中核とし，高度化検討を開始した。

（図－ 5）
（1）管理の高度化検討

今後，老朽化が進んで行く機械設備が増加す
るなか，限られた人員により確実な設備機能の
確保を図るために，設備管理の効率化・高度化
を推進する必要がある。

高度化検討は，水機構の機械職による 4 つ

図－４　管理技術体系図
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のワーキンググループ（以下「WG」という），
PDCA WG， 支 援 シ ス テ ム WG， 職 員 支 援
WG，状態把握 WG により検討され，主に以下
の改良項目をとりまとめ，支援システム改良要
件定義書を策定したところである。
1） 点検データの入力負担軽減として，タブレッ

ト等の利用により作成された点検表などの
容易な取り込み

2） 健全度評価，総合評価および維持管理計画
書の作成機能

3） ナレッジマネジメント機能／情報共有機能
の追加により，各設備固有の情報や管理担
当者の気づきなど，注意すべき事項の確実
な引継ぎ

4） 累積ハザード分析機能の追加により，寿命
予測値を算出し，標準更新年数の評価・見
直し

７．おわりに
機械設備管理技術の基本となる点検は，管理

担当者の視診，聴診，触診，異臭および違和感
を感じる所謂五感が必要であるが，これらは経
験により培われ，管理担当者個人の資質に負う
ところが大きい。設備の信頼性は，質の高い点
検結果を得ることで確保される。そのため ,25
年以上にわたり管理指針等の制定・改定を行い，
支援システムを構築し，管理担当者の技術力維

持・向上に努めてきた。今後も，質の高い点検
や整備を実施することにより，水機構の経営理
念である「安全で良質な水を安定して安くお届
けする」および「洪水被害の防止・軽減」の達
成に向け，有効かつ効率的な管理技術の向上を
図りかつ設備故障はあるべきものとし，設備へ
の習熟度を高め，設備故障時の応急対応への備
えに精進して行く所存である。

図－５　PDCAサイクル
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