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１．国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構

農村工学研究部門の取組

【役割】

農地・水・水利施設等の地域資源や人、技術を活かし、
農村の振興のための技術開発を中核的に担うとともに、

災害対策基本法に基づく指定公共機関として、
農地・農業用施設にかかる防災・減災技術の開発と
災害支援を先導的、機動的に行う。
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約110名
（うち研究職員
約90名）約3,300名

（うち研究職員
約1,840名）



農業農村分野の重点目標

（１）今後５年間程度で技術開発及び実用化

❶ ＩＣＴやロボット技術を活用した水田の水管理の遠隔操作及び
自動化技術

❷ 非破壊センサー等を活用した農業水利施設の難アクセス区間
の省力診断技術や新たな補修・補強技術

❸ ため池等農業水利施設のリアルタイム危険度予測技術
❹ それらの情報を地域住民に速やかに伝達するシステムの構築

（２）中長期的な視点での取組

❶ 省力的営農や施設管理体制の変化に対応する次世代農業
水利システムの開発

❷ 農業水利施設の低コスト長寿命化技術の開発
❸ 農村インフラの防災・減災機能を強化するための研究開発
❹ 農業・農村の有する多面的機能の維持向上のための研究開発
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２．現場と農工研の連携（技術支援）

【H28熊本地震対応】

・熊本県宇城市（猫迫ため池）
・亀裂範囲確認のための石灰水
注入作業（地元関係者による作業）

・電気探査による亀裂調査
（農研機構：写真中のテント）

・熊本県阿蘇市
・被災農地調査（農研機構ほか）
・水田に大規模な亀裂と段差発生
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【H29九州北部豪雨対応】

・福岡県朝倉市（山の神ため池）
・被災ため池調査（農研機構）
・洪水と土砂、流木の流入により、
ため池堤体がＶ字型に決壊

・福岡県朝倉市（鎌塚ため池）
・被災ため池調査（農研機構）
・洪水と土砂の流入により被災した
ものの決壊せず、ため池による
洪水や土砂の貯留で下流の被災
を緩和した事例（プレスリリース）
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2017年8月3日(木) 日本農業新聞第2面 2017年8月9日（水）農業共済新聞2面
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３．ストマネに関する技術開発の事例紹介

(1)  断水が困難な水路トンネルを
点検する無人調査ロボット
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農業用水路トンネルの老朽化

 1,120箇所の調査の結果，ひび割れ等の変状が発生し
ている割合は56%に達するとの報告がある．

側壁部のひび割れ 天端部：段差を伴う
ひび割れ

底盤の膨れ
湧水による
背面土の吸出し
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壁面追尾型撮影装置

高感度CCDカメラ

赤外線距離計

透明ドーム

透明
ドーム部

船体部

フロート

超音波水深計
回転用モータ

駆動ギア
リングレールギア

ドップラー
速度計

高感度CCDカメラ

赤外線距離計

LED電灯

農業用水路トンネルでの調査状況
直径 450mm
高さ 528mm
重さ 35kg

• 動力は流水
• 画像を動画で記録

• 移動速度をドップラー
速度計で計測

• 水深を計測
• データはSDカードに
保存

供用中の水路トンネル上流から放流し，下流で回収することにより，

水路トンネル内部の変状を記録します。
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開発技術のポイント

ポイントは4箇所の距離計

距離の変化をモニタリングすること
により，回転方向と速度を認識

逆方向にカメラを回転させる

D1

D3

D2

D4

基準線

ドップラー
速度計

赤外線
距離計

高感度
CCDカメラ

流下
方向

右岸
壁面

左岸
壁面

上からみた図（船体が
左に回転している）

D1

D3
D2

D4

流下
方向

基準線

D1+D3の値がD2+D4の値と同じにな
るようにモーターで上部を逆回転
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現地調査の手順

①水路トンネル下流出口に網を設置 ②水路トンネル上流から投入

③下流出口で回収 ④画像の確認 13



拡大図1 拡大図2

拡大図1 拡大図2

坑口からの距離（m）展開図

遊離石灰

ひび割れ

湧水

覆工の穴
76×63cm
深さの情報は
得られない

ひび割れ幅2mm

直径1.8mの水路トンネルでの撮影結果

天端

左岸

右岸

森ら（2015）：壁面自動追尾型水路トンネル診断ロボットによる調査事例，ARIC情報117，12-19
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(2) パイプライン（FRPM管）の
ひずみ測定
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パイプライン管径区分と管種構
成（出典：農業水利ストック情
報データベースH19集計値）

強化プラスチック複合管（FRPM管）
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FRPM管
農村振興局整備部水利整備課施
設管理室調べ より：施設の管
理者（国、都道府県、市町村、
土地改良区等）に対して聞き取
り調査を実施（H19）

管体破損
継手のズレ

FRPM管の破損原因

大口径の農業用パイプラインの約3割にFRPM管が使用
破損原因の3/4が管体の破損
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FRPM管の安全性について

W= LOAD/UNIT LENGTH

wL/2 wL/2

PIPE

（出典：Buried pipe design)

FRPM管の安全性は、管周囲
の地盤の存在が重要

不等沈下などにより地盤が
不均一になると、管の一部
に荷重が集中

土圧の集中により、管底に
生じた亀裂

荷重

管側の土が
管の変形を
抑制

管上部に作用した全ての土圧を、管下
部では、パイプと土が接触した箇所の
みで受けるため、大きな土圧を受ける。
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FRPM管に生じているひずみを計測し、安全性を評価する技術を開発

開発した技術 （ひずみ計測）

管底に発生するひずみ。土圧により曲げモーメ
ントを受け、内面と外面にひずみが発生する。

＜ひずみ計測の特徴＞

・FRPM管が破壊するひずみと比較して、定量的に安全性を評価できる

・部分的に変形した場合でも評価できる

ひずみとは…（伸び量 or 縮み量）/（元の長さ）



開発した技術 （ひずみ計測の方法）

dの長さを計測するだけ。
dとl から曲率が計算できる。

 

l 

d 

曲率測定装置 

ベース 

パイプ 

測定範囲 

横断方向（6箇所）
管頂・管側・管底・管底±22.5°
縦断方向（3箇所）
管端から1m・管中央

FRPM管に発生
したひずみ

 

(管側）

(管底）

(管側）

(管頂）

4,000
2,000

-2,000
0

6,000

基本的な測点の位置

管の曲率半径を計測してひずみに換算する。（曲り梁の曲率と
曲げモーメントの関係を適用）

現場での計測事例。管底に比較的大きな
ひずみが発生していることが分かる



開発した技術 （ひずみによる安全性評価）

FRPM管の長期強度試験の結果などから下記のような指標を設定

ひずみを指標としたFRPM管の診断表(案）
ひずみ（μ） 対策の目安
6000以上 新管による敷設替え/管路更生

4000-6000 2年毎に点検、補修の検討
2000-4000 5年毎に点検

2000以下 10年毎に点検

マニュアルは下記よりダウンロードできます。
https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_late
r/pamphlet/tech-pamph/076137.html
（農研機構技術紹介パンフレットのHP)

これまでの適用事例
・筑後下流地区、北総中央地区、盛岡南部地区、道央用水（鋼管）など
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https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/pamphlet/tech-pamph/076137.html


(3) 高圧パイプラインの
管内圧力変動緩和装置
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農業用パイプラインは、日本全国で総延
長7,500kmに達しており、その破損事故は
年間約6,700件起きていると推定される。

破損事故の半数以上は、支線の水路に
ある小口径の塩化ビニル管で生じている。

破損形態は、管内圧力が繰り返し変動す
る際に、管の内壁面に引っ張り応力が繰り
返し作用することで生じる疲労破壊である。

小口径塩化ビニル管の疲労破壊

管の破損事故の状況

断面

疲労破壊
脆性破壊 脆性破壊

塩ビ管のき裂の外観 き裂断面の断面 22



①構成
本装置は空気室、空気弁、オリフィス、および穴あき逆止弁から構成されている。

圧力変動緩和装置の概要

②原理
・弁の閉塞により急激な管内圧力が発生した際には、空気室内の空気が、上昇した
管内圧力で圧縮されて“緩衝材”として働くことにより管内圧力の上昇を抑制する。

・弁の閉塞により大きな圧力が発生した際には、管内の水は順方向、逆方向に向き
を変えながら流れるが、水がオリフィスと穴あき逆止弁を繰り返し通過する際にエネ
ルギーを損失することによって、圧力の変動を速やかに低減する。

23



③効果

室内実験において、
下流端の弁閉塞後
の管内圧力の最大
振幅が26%減少し、
その振幅は10秒後に
は52%減少して、速
やかに低減する。

例えば、300Aの塩ビ管に1MPaの水圧が繰り返しかかる場合に破
壊に至る回数を試算したところ、通常1,540,000回で壊れるところ、
本装置を設置することで6,740,000回（約４倍）まで壊れません。

疲労破壊を抑制することで、破裂事故を少なくし、これまでの補修
費を大幅に削減できます。

圧力変動緩和装置の効果
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(4)  ポンプ設備の機能診断
（非分解）
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マグホワイトによる大豆のカドミウム吸収抑制効果

金属疲労時の摩耗粒子正常運転時の摩耗粒子

（写真提供：ﾄﾗｲﾎﾞﾃｯｸｽ株式会社）

トライボロジーを活用したポンプ設備の機能診断

トライボロジー(Tribology)とは、摩擦する表面と潤滑
に関する科学技術

ポンプ設備の回転部（軸受、減速機）から潤滑剤（潤
滑油やグリース）を採取・分析し、その中に含まれる
金属摩耗粒子の量や形態などの情報を用いて、ポン
プ設備を分解すること無く機能診断する手法を開発

潤滑剤から得られる情報（三要素）
①油の物理的性状（劣化）
②油の汚染状態
③軸受や歯車等の金属摩耗粒子

油中の金属摩耗粒子の量や形態を定期的に
観察することにより、機械部品の異常摩耗の診
断が可能、また異常時の原因分析が可能

研究のポイント

研究の概要



電子顕微鏡で観察した金属摩耗粒子の形態

a.溶融摩耗粒子 b.切削（アブレシブ）摩耗粒子 c.凝着摩耗粒子
電食 異物混入 金属接触

（12V 1,000rpm） （6,100ppm異物混入グリース） （排油15回目）

ポンプ実機を使い、人為的に摩耗現象を促進

H28農業農村工学会賞【優秀論文賞】を受賞 27



誰でも使える携帯型測定装置の開発（「一次診断」という）

潤滑油の
汚染状態

◎測定結果を三段階評価（良好･注意･異常）で表示
詳細な解説分を，ARIC情報（第119号）に記載。

潤滑油の
劣化状態

機器の
摩耗状態

ATR結晶内を
通過した
赤外線強度を検出

透過光強度から
油中の粒子の大きさと
個数を計測

磁場で捕捉した油中の粒子を
データプレート上に配列し

マイクロスコープで光学強度を
読み取り画像処理
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一次診断
施設管理者自らが，携帯型測定
装置を用いて現地で簡易診断

二次診断
分析機関に潤滑診断を依頼し，
異常箇所を特定

分解補修
機械設備会社に
異常箇所の分解補修を発注

異常あり

新たな方式従来方式

分解点検・補修
機械設備会社に
定期的に分解点検を発注

異常なし

使用を継続

概ね20年間隔

目視や触診
聴音などで
日常点検を実施

ポンプ設備の新たな機能診断システムを提案

第1回インフラメンテナンス大賞【優秀賞】を受賞 29



一般財団法人
建設物価調査会
2017年10月号
記事１５～１９に記載



(5)  コンクリート水路の漏水補修テープ

農家や地域住民が自らできる
水路の簡易な漏水補修技術
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コンクリート水路の目地からの漏水を補修

小規模コンクリート水路の漏水補修テープを新たに開発
・従来の技術に比べて、低コスト、かつ、施工が簡単で労力のかからない技術
・素材が柔軟なため水圧に押されて凹凸な表面にも密着し漏水を遮断できる
・誤って開けた穴に重ね貼りして容易にパッチ補修が可能
・分水枡の隅角部のひび割れからの漏水も簡単に補修できる

清掃 プライマー塗布 貼着

定着（ブラシで押付）
分水枡の漏水補修例

① ② ③

④ ⑤

完成

水路補修ブチテープ
（共同研究：日東電工）
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初級者向け参考図書

発行：（一社）農山漁村文化協会 33



農村工学研究部門ホームページ
http://www.naro.affrc.go.jp/nire/index.html

農村工学研究部門メールマガジン 会員募集中
http://www.naro.affrc.go.jp/nire/mail_magazine/index.html

前年度までにまとめられた普及成果情報や主要普及成果をはじめ、広く研究成果を分かりやすくまとめ
編集したものです。

問い合わせ先：〒305-8609茨城県つくば市観音台2-1-6 TEL.029-838-7677（技術移転部移転推進室交流チーム）

農村工学研究部門の最新情報をメールマガジンで毎月配信しています。

農業農村整備のための 実用新技術成果選集
http://www.naro.affrc.go.jp/org/nkk/jituyo/

34
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