86

農 業 農 村 工 学 会 誌 第 84 巻 第 6 号

平成 27 年度

支部講演会報告

中国四国支部（第 70 回）
日時 平成 27 年 10 月 7 日
場所 広島 YMCA 国際文化センター（広島市）

足守川流域における樹林地変化の類型化による
林相構成の把握
岡山大学大学院 大山 翔平・守田 秀則
本研究は高度経済成長期後のわが国の里山における植生変化
を定量的に把握するため，農業地域類型ごとにオブジェクト指
向分類を用いた樹林地変化の特徴把握および類型化を試みた。
ロジットモデルによる結果から樹林地変化に関わるいくつかの
要素が示され，NDVI 値の平均と分散を指標に用いたクラス
ター分析を行った結果，樹林地変化は 6 つのグループに区分さ
れ，農業地域類型ごとに林相構成に大きな違いが確認された。

タイのアスパラガス圃場の地理空間的選好性
岡山大学大学院 守田 秀則
復建調査設計（株） 松本 雄樹
岡山大学 弘中 奨也
アスパラガス栽培が急速に進んでいるタイ国ナコーンパトム
県で現地調査を行い，農家 24 戸の農地 74 区画中 30 区画
（40.5％）でアスパラガス栽培が行われているとの結果を得た。
圃場の標高，傾斜，曲率，区画面積，通作距離，従前の作物を
説明変数としたロジットモデルにより，アスパラガス圃場の地
理空間的選好性の分析を試みた結果，小区画圃場が選好される
傾向が把握された。一方で，標高，傾斜，曲率，通作距離，従
前作物との関係は明確にできなかった。

積雪地域の低木街路樹の損傷に及ぼす冬期積雪の影響
鳥取大学 緒方 英彦・兵頭 正浩
積雪地域において道路植樹帯に植栽されている低木街路樹
は，冬期の降雪の堆雪や道路維持作業で行われる車道除雪によ
り損傷を受けている可能性があることが指摘されている。そこ
で本研究では，一年を通して枝折れを生じさせる曲げモーメン
トおよびその時の枝の弾性係数を測定するとともに，枝折れを
引き起こす積雪高さを評価した。その結果，低木街路樹は降雪
の堆雪だけで損傷を受ける可能性があることが明らかになっ
た。
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乾燥地スーダンにおける
外来侵入植生の地下水吸水について
鳥取大学乾燥地研究センター 安田

裕

鳥取大学 齋藤 忠臣
石巻専修大学 依田 清嗣
乾燥地スーダンでは，外来樹種メスキートが排他的な地下水
吸水能力により，在来種を駆逐し，侵入・拡散し大きな問題に
なっている。現地で観測された群落下の地下水位は，吸水のた
め日照時間に応じて低下するような日変動を呈していた。ま
た，日中低下現象による吸水停止が正午前後に見られた。この
ようなメスキートの吸水による地下水位変動をニューラルネッ
トワークでシミュレーションしたところ，実測値との相関は
0.883 であった。

香川用水土器川沿岸地区の環境配慮施設
中国四国農政局香川用水土器川沿岸農業水利事業所
石原 宏徳・金山 和司・大賀 芳治
国営香川用水土器川沿岸地区で改修などを実施する農業水利
施設は，送水機能とともに景観保全や防火用水などの地域用水
としても利用されている。このことから，国営香川用水土器川
沿岸農業水利事業所では，事業着手前に作成した環境配慮計画
に基づき，魚類の生息状況や地域住民の水路への関わりに配慮
し，積極的に整備を行う「拠点整備箇所」を選定し整備を進め
ている。今回，
「拠点整備箇所」で整備した環境配慮施設での魚
類の生息状況モニタリング結果から，成果と今後の維持管理に
おける課題について考察する。

平成 26 年台風豪雨時の大規模地すべりの活動状況と
排水トンネルの効果
中国四国農政局高瀬農地保全事業所 伊藤 吾一
溝手 宗二
高瀬地区の大規模地すべりである D―0 ブロックにおいて，
対策工着手前の平成 16 年と，3 基の排水トンネルが供用され
た平成 26 年について，豪雨時の地表移動量と地下水位データ
を比較した。その結果，排水トンネルなどの地すべり対策工の
整備が進んだことにより，豪雨時においても地下水位の上昇や
地すべりの移動量が明らかに低下しており，排水トンネルの効
果が顕著に表れていることがわかった。

柑橘の島・怒和における樹園地整備の実施例について
畑地帯総合整備事業 元怒和地区
愛媛県中予地方局 上田 秀則・木村 成二
高橋
寿・鎌田 浩徳
松山市怒和（ぬわ）島に位置する元怒和地区は，柑橘を中心
とした農作物の生産が盛んであるが，農道は人が通行できるだ
けの狭小なものであり営農労力が多大であったこと，水源は個
人所有の小規模な井戸のみで不安定な水源のため品質・収量が
一定でなかったことから，畑地帯総合整備事業として平成 19
年度から農道，排水路，貯水池の造成・整備を行い平成 27 年
度完了を迎える。本報では事業計画から事業実施までの概要を
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報告する。

の土地生産性および水生産性を評価した。その結果，冬コムギ
に水分ストレスがかからないようにする灌漑パターンが必ずし

キャベツの大規模農業団地化に向けた
低利用農地の再編整備の取組
大規模農業経営体に対応した区画整理と
かんがい施設設計の視点
広島県西部農林水産事務所 高田 善雄・佐々木拓治
進藤 正章
広島県で進めるキャベツの産地計画において，低利用農地が
一定規模でまとまっていて集積利用の可能性が高い候補地に着
目し，再生整備をして活用を図ることとした。この際，大規模
農業経営に適応した大区画・整形化と平坦性を考慮した区画整
理の設計を行い，既存灌漑施設の更新とライフサイクルコスト
を考慮した路線配置などの検討を行った。当地区では間もなく
工事に着手し，平成 28 年度後半から経営を開始する見込みで
ある。

中国内蒙古自治区河套灌区における
標高差に着目した土地利用変遷の分析
岡山大学大学院 上田 昌輝・守田 秀則・赤江 剛夫
中国内蒙古自治区に位置する乾燥灌漑農業地域の河套灌区を
研究対象として土地利用変遷の分析を行う。本研究の独自の視
点として DEM データから「標高差」という変数を作成し分析
に用いる。
「標高差」とは標高値を内挿にして作成した基準面
と標高値の差を示したもので，フラットな土地に対しての地形
的分析が可能である。また衛星画像より土地利用分類データを
作成し，標高差と組み合わせて土地利用変遷と標高差の分析を
行った。

も水生産性が高いわけではないことが示された。また，同じ灌
漑パターンでも品種により水生産性が異なることが示された。

国営道前平野地区における
氾濫解析に基づく排水計画の樹立
中国四国農政局四国土地改良調査管理事務所 末吉
修
西山佐喜雄・大西 正幸
国営緊急農地再編整備事業「道前平野地区」は，農地の大区
画化と汎用化を目的とする区画整理（19 団地，650 ha）と併せ
て排水改良（3 工区，320 ha）を行うもので，平成 26 年度に事
業構想を策定した。ここでは，排水改良を行う工区のうち河川
氾濫解析により排水計画を策定した田野上方東・周布工区（崩
口川流域）について，排水計画概要，河川氾濫解析および河川
管理者との協議経過について概要を報告する。

南岸堰における劣化状況及び対策方針の検討について
中国四国農政局那賀川農地防災事業所 浦田
憲
越智
猛・小石 和平・山田 達也
国営土地改良事業那賀川地区の基幹的農業水利施設は，国営
那賀川土地改良事業，県営那賀川南岸用水改良事業により整備
されたが，北岸堰，南岸堰および吉井大西堰は，経年劣化によ
る機能低下が生じており，河川管理上安全性が低下している。
このため，本地区では，3 カ所の堰を南岸堰に統合する計画と
しているため，南岸堰の機能低下に係る対策方針について，機
能診断調査の結果などを踏まえた検討状況を報告する。

鳥取県東部における大規模ため池の取水管理の現状
中国内蒙古自治区河套灌区における塩害地率
および砂地率と水収支との関係
岡山大学大学院 後藤 愛華・守田 秀則・赤江 剛夫
乾燥・半乾燥地域であり，灌漑農業が盛んな中国内蒙古自治
区河套灌区を研究対象地とし，土地利用とその変化と水収支の
関係性についてリモートセンシングを用いた解析を行うことを
目的とする。水収支の情報としては 2000〜2010 年度分の蒸発
散量（MODIS）
，降水量（GSMap）を平均したものと灌漑用排
水量を用いる。結果として，砂地では蒸発散量が少ない可能性
があるなど，土地利用と水収支の間に関係性があると考えられ
た。

鳥取大学 清水 克之・吉岡 有美
ウエスコ（株） 長戸 琴美
鳥取県東部の大規模ため池を対象に，取水管理，堤体の維持
管理の現状を調査した。水田面積の減少に伴い，深刻な渇水は
起こらないが，取水管理は慣習に従っていて昔と変わらない。
維持管理は受益農家の労働力によって成り立っているが，農家
の高齢化・担い手不足は，農家のさらなる金銭的，労働力負担
の増加につながる。地域住民の協力を得る取組みを発展させる
一方で，管理労力を軽減する技術開発やそれらの情報共有が必
要である。

樹液流速・樹体水分量の同時測定および測定方法の開発
ヨルダンにおける 10 種の冬コムギを用いた
補給灌漑の水生産性の評価
鳥取大学大学院 小川 温子
鳥取大学 清水 克之・吉岡 有美
国際乾燥地農業研究センター Vinay Nangia
Theib Oweis
補給灌漑の効果がまだ検証されていないヨルダン在来種の冬
コムギ 10 種を，3 パターンの灌漑水量の補給灌漑区と対照区
として天水区による栽培試験を行い，灌漑パターン，品種ごと
水土の知
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鳥取大学大学院 櫻井 未優・稲垣
岬
鳥取大学 齊藤 忠臣・猪迫 耕二
鳥取大学乾燥地研究センター 藤巻 晴行
本研究では，樹液流速・樹体水分量の同時測定を行い，樹木
の水利用特性解明におけるそれらの重要性を確認するととも
に，単一のセンサによる樹液流速と樹体水分量の同時測定方法
の開発を行った。 対象樹木は鳥取大学構内に生息するタブノ
キである。樹体水分量の測定には誘電率土壌水分計を使用し
た。また，樹液流速・樹体水分量のほかに EC も計測すること
551
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で，EC 計測によって樹体水分量の測定が可能かどうかについ
ても検討した。

パイプラインの通水試験における可視化ツールの適応
（株）チェリーコンサルタント 社家里枝子・姜
華英
都築 正弘
パイプラインの通水試験時，限られた人的資源と限られた時
間を最適配分するためには，充水量による水位の到達時間を正
確に把握し，空気急排による水位急上昇の防止が大きな課題で
ある。そこで，パイプラインの充水による水位の変動を可視化
することで，効率的な通水作業および空気の急排による水撃が
生じ得る箇所の特定も可能となった。また，空気弁の急閉鎖に
よる水撃圧の可視化により，最適な充水速度の推定が可能に
なった。構築した可視化ツールを印旛沼二期事業白山甚兵衛地
区における通水試験で試みたのでその概要を報告する。

したものである。結果，凍結防止剤の飛散による農作地への影
響は基準値を下回る値で影響はないものと考えられる。

数値シミュレーションによる凍結防止剤の
地下浸透経路・浸透範囲の検討
西日本高速道路エンジニアリング中国（株） 秦
二朗
佐々木 薫
岡山大学大学院 諸泉 利嗣
供用 30 年以上の高速道路において，凍結防止剤の地下への
浸透経路・浸透範囲などを定量的に検討するために，現地調査
データをもとに 2 次元浸透流−移流分散解析を行った。その結
果，凍結防止剤はまず透水性の高い破砕帯沿いに浸透し，破砕
帯沿いから透水性の低い周辺地質にゆっくりと移流分散し，15
年かけて河川に到達することを示した。また，凍結防止剤の散
布を中止した場合は，元の水質に戻るのに 30 年程度かかるこ
とを推定した。

道後平野の地下水位データへの NMF 適用における
初期値依存性と基底数の影響
愛媛大学 泉
智揮
愛媛大学大学院 中村 壮志
愛媛大学 小林 範之
データマイニングの一手法である非負値行列因子分解
（NMF）を道後平野における地下水位観測井の時系列データに
対して適用し，適用結果における初期値依存性や基底数の影響
について検討した。その結果，基底数が増えると初期値依存性
が現れるが近似精度は高くなること，また，抽出される特徴が
明確になることが明らかとなった。

Evolution Strategies and Differential Evolution
Application to Long-and-Short Term Runoff Model
Calibration
岡山大学大学院 Nguyen Thi Thuy Hang・近森 秀高
ベトナム南部のベ川（R.Be）流域を対象に，長短期流出両用
モデルを Differential Evolution 法（DE 法）および進化戦略法
により Nash-Sutcliffe（NS）係数を目的関数として最適同定
し，それぞれの手法で同定されたモデルの流量再現性を比較し
た。その結果，DE 法により，進化戦略法に比べて簡便なアル
ゴリズムで最適化を実行でき，進化戦略法よりも早くかつより
高い再現性が得られた。

サイフォン管を用いたため池の防災・減災策の検討
鳥取大学大学院 福田 祐樹
鳥取大学 清水 克之・吉岡 有美
鳥取県農林水産部 木下
治
ため池の水収支に基づく豪雨時の水位上昇時間と避難のタイ
ミングを考慮した水位警報システムの運用方法の提案とサイホ
ン管の緊急放流装置としての機能評価を行った。対象ため池に
おいて口径 20 cm のサイホン管を設置すれば，水位警報システ
ムの注意水位を余水吐水位 30 cm，危険水位を同 54 cm に設定
することで，避難の要否を判断できることが示された。今後の
課題として，サイホン管取水部の設置位置が挙げられる。

夜間の純放射量と気温低下量との関係
翌朝の最低気温予測方法の検討
岡山大学大学院 上田 悠生・三浦 健志・諸泉 利嗣
凍霜害を防止もしくは被害を軽減するためには，夕方の時点
で翌朝の最低気温を予測することは有用である。予測方法を再
検討する端緒として，夜間の気温低下と，その主因とされてい
る有効放射との関係について，現地での測定値をもとに検討を
加えた。その結果，気温低下量予測には，純放射以外の気象要
素も無視できないことが明らかになった。

鳥取砂丘におけるオアシスと地下水の水位変動
道路の凍結防止剤による農地土壌への影響
に関する調査研究
西日本高速道路エンジニアリング中国（株） 佐々木 薫
秦
二朗
岡山大学大学院 諸泉 利嗣
冬期道路では路面凍結防止のため凍結防止剤（塩化ナトリウ
ム）が散布される。塩化ナトリウムは，農地土壌に飛散浸透す
ることにより，農作物への生育阻害（塩害）をもたらす。本報
文は，凍結防止剤の飛散による農地土壌内の塩分濃度などを調
査，解析して凍結防止剤の飛散が農地土壌に与える影響を評価
552

鳥取大学大学院 箆津 杏奈・西本 貴之
鳥取大学 齊藤 忠臣・猪迫 耕二
新潟大学災害・復興科学研究所 河合 隆行
鳥取砂丘は山陰海岸に広がる有名な観光砂丘である。この砂
丘内にはオアシスが存在し，年間を通じて発生と消滅を繰り返
している。また，オアシスの近くには年中枯れることのない湧
水が存在する。オアシス発生時，湧水はオアシスに流入してい
るが，消滅時は砂に浸透し尻無川になる。そこで本研究では，
主に水文観測を用いて，いかなるメカニズムで発生・消滅して
いるか，オアシス形成と降雨・降雪の関係を解明することを目
Water, Land and Environ. Eng. Jun. 2016
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農村河川流域における生活排水由来の
医薬品分解中間生成物の存在実態

的とする。

バリ島・サバ川上流域における
プランテーション林が流域水収支に及ぼす影響
愛媛大学 大上 博基
愛媛大学大学院連合 Sanz Grifrio Limin
バリ島北部のサバ川上流域において，コーヒー林とクローブ
林の面積割合が異なる 2 つの小流域で 2 年間の水収支を検討
した結果，コーヒー林面積割合の大きい小流域で基底流出が全
流出に占める割合が大きかった。また，クローブ林よりもコー
ヒー林の浸入強度が大きかったことから，コーヒー林がクロー
ブ林よりも洪水抑制効果と水源涵養機能に優れていると評価で
きた。

山口県における防草発電シートを活用した取組について
山口県農林水産部 橋本
誠・井川 康治・藤井 達夫
山口県土地改良事業団体連合会 義嶋 毅士
日本植生（株） 平田 賀彦・日笠
健
コアテック（株） 光畑 共久・岡
裕史
富士電機（株） 神路
勝
農業者の高齢化や減少などにより，草刈りを中心とした維持
管理負担の軽減は，喫緊の課題である。防草発電シートは，防
草と発電を兼用したもので，農地畦畔などを資源として活用す
る非常に画期的な対応策である。山口県柳井市で，防草発電
シートを設置し，草刈り労力や売電収益について検証した内容
を紹介する。

愛媛大学 治多 伸介・久米

崇

愛媛大学大学院連合 菅田
伴
琉球大学 中野 拓治
生態系への悪影響が懸念される医薬品分解中間生成物と，そ
れらの元となる医薬品（原体）について，香川県の農村河川と
ため池を調査した。その結果，5 種類の分解生成物が検出され，
それらの濃度は原体と同程度か高かった。また，ため池では，
表層で濃度が低く，2 m より深い水深で濃度が高まる分解中間
生成物があった。これらの結果は，分解中間生成物に対する汚
染対策の重要性と，ため池での光分解作用を利用できる可能性
を示唆した。

地質統計学手法によるため池堤体における
CPT 先端抵抗分布の推定
岡山大学大学院 今出 和成・西村 伸一
珠玖 隆行・柴田 俊文
京都大学大学院 村上
章・藤澤 和謙
本研究は，地質統計手法を用いて，ため池堤体における CPT
先端抵抗の空間分布を推定することを目的としている。本研究
の対象であるため池は，全国に約 21 万カ所存在しているが，
その多くが江戸時代に造られており，老朽化により決壊の危険
性が高まっている。ため池が決壊すると，下流に大きな被害を
与える恐れがあり，早急な対策が求められる。本研究により，
ため池堤体内部の強度分布を詳細に可視化でき，対策を検討す
る際に有用な情報となると考えられる。

土木的配慮による環境配慮型水路と全断面魚道の有効性
広島県土地改良事業団体連合会 秋山 浩三
遡上効果が最も優れた魚道形状において，土木的配慮に基づ
き，その特徴と魚類の特性を考慮した内容を報告するととも
に，生態系に配慮した環境配慮型水路における生物の定着状況
からみた有効性について報告を行う。

小規模な掘り込みを用いた農業水路の環境改善工法
に関する実験的検討
香川高等専門学校 高橋 直己・長尾 涼平
本津 見桜・小林 恭子
矩形断面水路の直線区間に簡易的に水生生物の生息場となる
流況を創出する工法として，小規模な掘込みの設置による流速
の減勢と砂の堆積について検討した。実験にて，掘込みの奥行
きよりも掘込みの深さの方が，流速減勢および砂の堆積への影
響が大きいことが示唆された。また本実験で用いた水路規模お
よび流量条件では，深さ 4.5 cm，奥行き 15〜30 cm 程度の小
規模な掘込みにより，水路内に水生生物の生息場を創出できる
と考えられた。

Particle Swarm Optimization による
不均質堤体の最小安全率探索
岡山大学 工藤 賢司・珠玖 隆行
西村 伸一・柴田 俊文
設計体系が移行しつつあり構造物の安全性を確率に基づいて
定量的に評価する必要に迫られている。特に，地盤構造物は本
質的に不均質な材料から構成されており，材料の不均質性を考
慮した安定評価が必要不可欠である。そのため本研究では，不
均質性を考慮した斜面安定解析手法の構築を目的とし，
Fellenius法と確率場の生成手法，粒子群最適化法（PSO）を組
み合わせた新たな斜面安定解析手法を提案する。本講演では主
として PSO による最小安全率の探索結果について報告する。

個別要素法による EPS 破砕片混合土が持つ
衝撃吸収性の検討
愛媛大学大学院 田中 洋平
愛媛大学 小林 範之
大阪府立大学大学院 木全
卓
廃棄発泡スチロールの再資源化の取組みとして，粒状化した
混合地盤材料としての活用が試みられている。これまでは，主
に「軽さ」や「圧縮性」に関する検討が行われてきたが，本研
究では廃棄発泡スチロール破砕片（EPS）の「衝撃吸収性」を解
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析的に評価する。すなわち，粒子の変形を考慮できる個別要素

で，本研究では水路補修材として汎用性があり強度の調整が可

法（DEM）を用いて衝撃荷重実験をシミュレートし，EPS の変

能である ARG ネットについて着目し，物性の異なる 3 種の
ARG ネットと PCM の複合材料による内面補強工法の検討を

形と衝撃吸収性の関係を検討した。

行った。

高濃度可燃性ガス含有層における
防爆型推進工法の実績報告

接着界面での剥離を促す新たな剥離強度試験方法の検討

中国四国農政局四国東部農地防災事業所 下
元
池本 賢弘

鳥取大学大学院連合 松本
拓
島根大学 長束
勇・石井 将幸・山崎 悠里

国営吉野川下流域農地防災事業における幹線水路の建設に当
たり，ϕ2，
800 のパイプラインを泥水式推進工法により計画し
着工した。工事着手後に行った調査ボーリングにより高濃度可
燃性ガスが検出されたため，推進機可とう部，テール部および
管目地部へのシール材塗布によりガス浸入経路を遮断する方法
を採用した。これにより，従来の防爆工法と比べ安全性の確保
に加え，短期間かつ低コストでの現場対応を可能とした。

本研究では，表面被覆材と母材を接着させた時，その接着界
面での剝離強度を測定するための試験方法の確立を目的とし，
斜めに切断した円柱供試体の間に試験被覆材を挟んだ試験供試
体を作製して圧縮試験を行った。その結果，試験供試体は界面
で剝離したことから，接着界面でのせん断強度が計測できる試
験であると考えられる。しかし，試験供試体の端面摩擦によ

泥炭のセメント改良において強度発現を阻害する
脂溶性有機化合物の活性限界の推定
高知大学大学院 川﨑 順風
愛媛大学大学院連合 長谷川雄基
高知大学 手林 慎一・佐藤 周之
鹿島建設（株） 岡本 道孝
本研究では，泥炭内の脂溶性有機化合物がセメントの硬化不
良を引き起こすために必要な最低限の量，すなわち活性限界の
特定を目的とした。加えて抽出時の溶媒として使用したメタ
ノールがセメント硬化体の強度発現特性に及ぼす影響の有無を
検証した。結果として，メタノールはセメント硬化体の強度発
現特性に影響を及ぼさなかった。そして，活性限界はセメント
と泥炭の乾燥重量比 18〜38 の間に存在すると推察された。

内水圧を受けるたわんだ管の挙動
島根大学 石井 将幸
とう性管は埋設によってたわむことが知られており，たわみ
率 5％を基準とした管理が行われている。しかし内水圧作用時
にたわみがどう変化しているかは明らかではない。内水圧によ
るたわみの復元量を推定する式の誘導を目的として，楕円管に
対するフレーム解析によって得られたたわみ復元量の大きさを
定式化する試みを行った。そしてその式に基づき，埋設された
FRPM 管のたわみが内水圧によってどの程度復元するかの計
算を行った。

ほろ形トンネルにおける耐アルカリガラスネット
を用いた内面補強工法の効果
島根大学大学院 浅野 純平
島根大学 長束
勇・石井 将幸
鳥取大学大学院連合 松本
拓
ほろ型トンネルにおける FRP グリッドと PCM による内面
補強の問題点は，剝離を生じてしまうことである。剝離を防ぐ
には，補強材の弾性係数などの補強レベルと，躯体との付着強
度などの一体化のバランスを考慮しなければならない。そこ
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り，実際のせん断強度より大きい値が得られていると考えられ
る。

長期供用された農業用水路コンクリートの
摩耗特性の評価
愛媛大学大学院連合 長谷川雄基
高知大学 佐藤 周之
本研究では，長期供用された複数の農業用水路コンクリート
の摩耗特性を定性的および定量的に評価した。結果として，水
路コンクリートにおける摩耗は，喫水部において最も進行する
ことを確認した。また，水中部における摩耗の進行を評価する
際，気中部の表面状態を初期状態と仮定することで，気中部に
対する表面粗さの増加率を用いて，劣化区分や補修の要否，要
求性能との関連付けにおける閾値を設定できることが示唆され
た。

レーザー，レーダーを用いた
水路トンネルの機能診断と課題
中国四国農政局四国土地改良調査管理事務所 宮本 修二
木村
良・河原
昭・末吉
修
通年通水を行っている農水・工業などとの共用水路トンネル
において，レーザー，レーダー探査を活用して機能診断を実施
した。本講演では，その実用性・有効性（適用と評価）を検証
するとともに，明らかになった課題に対して今後求められる技
術開発について検討したので報告する。

サンドブラスト法による無機系補修材の
耐摩耗性評価への適用性の検討
高知大学大学院
愛媛大学大学院連合
高知大学
島根大学

小嶋 啓太
長谷川雄基
佐藤 周之
長束
勇

本研究では，サンドブラスト法による無機系補修材の耐摩耗
性評価への適用性について検討するために，適用時間の検討と
既往の摩耗試験の試験結果との比較を行った。結果として，サ
ンドブラスト法では 10 秒以下の短い適用時間においても無機
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系補修材のすりへり抵抗性を評価することが可能であることが
分かった。さらに，サンドブラスト法において試験時間 30 秒
は既往の摩耗試験における試験時間 10 時間に相当することが
明らかとなった。

安芸灘地域における農道渡海橋の長寿命化対策について
広島県呉農林事業所 梶間 裕司・進藤 哲志
広島県の南西部に位置する安芸灘地域は，昭和 47 年以降，
農業振興のために 5 つの農道渡海橋が建設された。供用開始
後 30 年以上を経過し，施設の老朽化対策と新たな耐震基準に
沿った補強が必要となり，平成 22 年度から各施設の点検診断
を実施し，保全対策計画策定委員会の審議を経て，平成 24 年 4
月に施設ごとの保全対策計画を策定した。保全対策計画に基づ
き，県営基幹農道整備事業 2 地区で，各渡海橋の保全対策を実
施している。
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粒子フィルタによる腐食減耗量の予測と LCC の評価
岡山大学大学院 石故有生也・柴田 俊文
松江工業高等専門学校 大屋

誠・武邊 勝道
広瀬

望

日本では戦後の経済発展に伴い急速にインフラの整備がなさ
れてきた。特に橋梁は 1970 年代を中心にピーク時には 12，
000
橋以上の橋梁が建設された。今後，これらの橋梁は老朽化が進
み補修が必要となる。しかし，特定時期に集中して造られてい
るため補修時期が重なる可能性や，人口減少・少子高齢化によ
り予算の獲得が困難になっていることが考えられる。そういっ
た中で，補修時期の分散や費用対効果の最大化が必要であり，
その判断材料として本研究では粒子フィルタによる橋梁の腐食
を対象とした維持管理費や補修時期の試算を行っている。
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