技術の課題と展望

鋼構分野
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上出
１．鋼構造物における技術の課題

耕三，田中

秀明

（２）保守点検・機能診断を巡る課題

農業水利施設を構成するゲートや除塵機等の

ストックマネジメントを通じた施設の長寿命

技術課題について述べるに当たり，まずこれら

化を図るためには，日々の適切な保守点検や再

の老朽化などにかかる特徴に触れる。ストック

塗装や部品交換を含めた維持管理・保全が重要

マネジメントによる施設の長寿命化には，適時

である。また，大規模な補修あるいは更新整備

適切な「保守点検，機能診断」や「施設機能の

を行うかどうかの判断については，適切な時期

保全・維持管理」を行う必要があるが，それぞ

に機能診断を行う必要がある。

れに難しい技術的課題がある。さらに「施設の

しかしながら運用中の施設は，点検や診断の

更新整備」にかかるさまざまな課題や，
「工事

ために開閉操作することが難しい場合が多く，

の高難度化」と「不調不落問題」などについて

目視点検程度しかできない場合もある。また常

も記述する。

時水中にあるダムゲートなどは，潜水調査が必
要になるなど，調査に多大な労力経費がかかる

（１）施設の老朽化や耐用年数などの特徴

場合もある。

ゲートや除塵機等は鋼構造物であり，設置年

また機能診断については，建設コンサルタン

数だけでなく，設置環境や稼働状況，使用材

トを含め，技術者の確保が難しいという課題も

質等により耐用年数に差が出てくる。例えば，

ある。

ゲート設備の耐用年数は 40 年とも 50 年とも言
われているが，常時空中にあるか水中あるいは

（３）施設機能の保全・維持管理を巡る課題

水面境界付近にあるかによっても腐食状況は変

施設の材質について，1990（平成２）年頃以

わり，また海岸付近や汽水域などの設置環境に

前は，イニシャルコストの安い SS 材などの普

よって大きく異なってくる。

通鋼が広く採用された。このため，定期的な再

開閉装置や操作盤などはゲート本体に比べて

塗装や腐食による部品・部材の交換が必要と

耐用年数が短く，また除塵機やコンベヤなどの

なっている。近年は，ランニングコストが重視

施設機械は運転頻度が高く，耐用年数は比較的

され，1990（平成２）年頃以降は，ステンレス

短くなることが多い。さらに，ゲートや除塵機

鋼が広く採用されるようになり，長寿命化が図

は駆動させるための多くの部品や電気製品が使

られていると思われる。

用されており，これらの交換を含めた整備や補

しかし，既設設備の修繕・保全や部分更新に

修を適切に行うことで，施設の長寿命化を図っ

当たり，一部部材のみをステンレス化すること

ていく必要がある。

については，かえって異種金属接触腐食などの
問題が生じるため，慎重な判断が必要となる。
また施設管理者の高齢化もあり，維持管理負
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担の軽減はますます重要な課題になってきてい

もあり，さまざまな要件を総合的に判断しな

るが，施設の高機能化がかえって維持管理を難

がら更新計画を検討していくが，極めて困難

しくする側面もあり，昨今急速に発展してきて

な業務となる。

いる IoT 技術を活用し，施設機能の高度化と

③運用中施設と施工期間

維持管理の効率化を併せて図ることが重要であ

 更新計画を行う際に，最も難しいことは，

る（後述）
。

既存施設を運用しながらの工事となり，現場
施工に多くの制約があるなかで，いかに工事

（４）施設の更新整備を巡るさまざまな課題
鋼構造物施設の老朽化対策や機能強化，また

を安全確実に進捗させるかということである。
 ダムゲートなど河川工事が伴う場合には，

土木構造物の設計変更などに伴い，施設の更新

秋以降の非出水期間に限定して施工せざるを

整備を検討する際は，さまざまな要件を整理す

得ない場合が一般的である。また使用中の農

る必要がある。

業水利施設の場合には，４月からのかんがい

①現有施設の評価

期には従来通り取水・排水等ができるよう，

 まず現有施設がどのような状況にあるか評

仮設計画や工事工程の検討をしなければなら

価が重要である。
数十年前の施設については，

ない。
土木工事と工程調整が必要な場合には，

機械設備だけでなく，土木構造物も含めて施

その工程遅れが施設の据付工程に直接影響す

設の現況図面が現存していないことも多く，

る場合も少なくないことから，現場における

更新計画を検討する場合に問題となる場合が

工程調整が重要となる。

多い。またコンクリートに埋設されている施

 豪雪地域などでは，仮設工事を除くと１，

設や，ダムゲートのように常時水中にある施

２カ月程度しか工事期間がなく，ひとつの更

設など，不可視箇所の現状評価が困難なもの

新工事を完了させるために何年もかかる場合

も多く，これに対するリスクの評価が問題と

もある。また，昨今のように季節外れの大雨

なる。

など異常気象が特別ではなくなってきている

②準拠基準の改訂に伴う対応

状況にあって，水文気象の変動に対するリス

 現有施設の建設時の設計基準に対し，現行

ク管理，自然災害に対するリスクヘッジもこ

基準との違いが問題となることも多い。部品

れまで以上に重要となっている。

レベルの交換であれば，現状復旧ということ

 また工事の効率的な進捗のためには，工事

で問題になることは無いが，例えば，ローラ

発注前の事前調査・検討が重要であるが，前

ゲートの主ローラや戸当りなどは設計基準の

述したように既設図面が充分でない場合や水

改定により，建設当時の部材より大きくせざ

中部や埋設部などの不可視箇所の問題がある

るを得ないことがある。このようなケースで

場合，コンサルタントだけで解決することに

は，既設門柱に埋設する戸当りが大きくなる

は限界があるともいえる。

ことから，
土木構造物の設計に影響を与える。
 また，開閉装置についても，基準改定に伴
い大型化が必要となる場合があり，コンク

上記のようなことから，鋼構造物施設の更新

リートスラブへの作用荷重が大きくなる場合

工事は，新設工事の時に比べ高難度化している

や，点検スペースの確保が困難になる場合も

といえる。また適切な工事計画がなされたとし

ある。

ても，限られた工事期間で工事が可能かという

 既存土木構造物の配筋図や構造図が無い場

大きな問題がある。
また前述したリスクがあり，

合には，これらの強度照査が困難になること

さらには技術者が不足する時代となった。
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近年，更新工事や補修工事では，入札発注の

ス鋼である SUS304 に対して，さらに耐食性

際に応札参加者がいない，あるいは応札額が予

および強度を高めたリーン二相ステンレス鋼

定金額とかけ離れていることにより不調・不落

（SUS821L1，SUS323L） が 開 発 さ れ， ゲ ー ト

となるケースが多くなっている。
施設メーカは，さまざまなリスク対策を考え
ながら応札を行っている。

等で採用されつつある。現時点では，材料入手
面や製作難度により，完全に SUS304 に取って
代わるというところまでには至っていないが，

①発注時の計画通りに施工は可能か。

さらなる技術改良により採用が広がり，長寿命

②予測できるリスクは何か。

化が図られることが期待されている。また，塗

③想定外の事象が発生した場合に，工期延

装や溶射，
電気防蝕などの技術発展についても，

期の余地はあるか。

期待が寄せられているところである。

④予定価格で受注した場合において，適正
な利益は確保できるか。
⑤技術者の配置，育成計画は妥当か。

（２）ゴム堰の保全管理・更新整備
農業用の取水堰に関し，イニシャルコスト，

リスク内容によっては，契約後に設計変更で

ランニングコストの軽減の観点から，多くのゴ

対応するといった解決策が見つかる場合もある

ム堰が設置されてきた。高度成長期に中山間地

がゲート設備はかんがい期や出水期までに運用

域から平場に至るまで，多くは中小河川におい

可能とする必要があるため，工期面での折り合

て設置されたが，現在，補修や更新に一定の需

いがつかない場合も多い。また，少額の土木工

要が見られる。設置当時はゴム袋体等の耐用年

事や建築工事など異工種工事が含まれる場合な

数が明確でなかったものの，おおむね耐用年数

どでは，積算金額と実勢価格がかけ離れている

が到来していると思われるため，技術的課題を

場合が多く，施設メーカとして適正な利益が確

整理し，今後の保全管理，更新整備に反映して

保できない事態は避けなければならない。

いくことが重要である。

以上のような理由が，不調・不落の要因のひ
とつと思われるが，重要なインフラ施設が必要
なタイミングで更新できないことは，極めて深
刻な事態にもつながりかねない。

（３）点検・調査・維持管理技術の高度化
前述したように，既存設備の点検や調査を適
切に実施するためには，
さまざまな制約があり，
解決すべき技術課題がある。また，維持管理業

２．将来の展望

務についても，高齢化や技術者不足の問題があ

現有施設の老朽化，陳腐化に対し，施設の保

り，いずれも容易に解決できることではない。

全・更新を行いながら，適切に施設機能を発揮

例えば，UAV（ドローン）や水中ロボット

させていくことが重要であるが，
「限られた財

などの普及により，点検・調査の効率化や整

源でいかに効率的に施設の長寿命化や，新たな

備・更新工事の事前調査への応用が期待されて

ニーズに応じた機能強化を図っていくか」は，

いる。

社会インフラ施設に関わるあらゆる分野の課題
である。
今後，ゲートや除塵設備等の鋼構造施設に期
待される技術について記述する。

維持管理技術としては，IoT 技術を利用した，
画像診断技術や振動測定技術，操作や点検支援
システム，AI を使用した劣化診断などが考え
られる。しかしながら，農業水利にはこれまで
数十年にわたり使用してきた既存インフラ施設

（１）長寿命化のための新材料および防食技術
近年，一般的なオーステナイト系ステンレ
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や，それを操作管理してきた維持管理体制があ
り，
今後もこれらの農業水利ストックについて，
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新しい技術を取り入れながらも，後世に引き継

る水没対策や自家発電などのリスク管理対策も

いでいくことも重要である。耐久性に優れ，効

重要となっている。さらに海岸防災施設につい

率的かつコスト面でも負担とならない新しい維

ては，東日本大震災の経験を踏まえ，津波防止

持管理技術の開発が期待されるが，維持管理を

の水門・陸閘の無人化自動化も重要となってい

担う人材確保や新しい技術の教育訓練について

る。

も合わせて考えていく必要がある。

今後，ゲート，除塵機等の技術開発に当たっ
ては，このような農業振興と国土強靭化の両者

（４）国土強靱化などに対応した施設の機能強
化
ダム，ため池など水源施設については，近年
の水害の激甚化等を踏まえ，防災・減災対策の

における社会のニーズを先取りしつつ，品質の
向上や機能の高度化，現場適合性の改善など，
さまざまな観点から施設機能の向上に努めてい
く必要がある。

強化が重要となっており，例えばダムの洪水調
節機能の強化に注目が集まっている。農業用ダ
ムの整備および機能強化は国土強靱化対策にも
資するものであるが，今や農業水利専用ダムの
管理運用にあっても，事前放流等の洪水調節に
資する操作が検討されている。農業水利ダムの
取水・放流施設など鋼構造物施設にも影響が出
てくることにもなるが，既存の取水・放流設備
では大流量の取水・放流を行うことができない
など，迅速な水位低下や水位維持などの治水機
能の発揮にはおのずと限界がある。また事前放
流を行うための操作員の確保や態勢などの問題
もある。ゲート施設のことを考えると，もし長
年使用していなかった底部放流ゲートを開放す
るとなると，堆積土砂などによる環境問題につ
いても配慮が必要となる。また，洪水時に発生
する多量の流木の対策も，ダム管理上の新しい
問題として指摘されている。
次に，水源から下流の用排水施設や，調整施
設などについては，農業振興の側面において，
農業経営の大規模化，生産コストの縮減，高収
益性作物の拡大などに合わせた施設機能の高度
化が求められている。農業者・土地改良区から
は，調整ゲート・バルブ，除塵設備など水管理
に係る付帯施設のスマート化，維持管理の省力
化，機能点検の合理化などが期待されている。
さらに下流の排水システムについては，ゲリ
ラ豪雨に対する洪水の一時貯留機能の向上や排
水設備の低コスト化，また，大規模洪水に対す
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