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1, はじめに 

近年，砂防関係施設の長寿命化計画策定において，修繕

等の対策にかかるライフサイクルコストの縮減や各年の対

策に要する費用の平準化を図りつつ，確実に施設の機能を

確保していくこととなった 1), 2)．そこで，本稿では，先行研

究 3)の老朽化した施設の健全度に対する定量的な評価手法

を活用し，ライフサイクルコストを考慮した長寿命化計画

策定に関する検討手法について提案するものとする． 

2, ライフサイクルコストを考慮した検討手法の提案 

2.1 提案する長寿命化計画（年次計画）策定の流れ 

ライフサイクルコストを考慮した長寿命化経過計画策定

における劣化予測（経過年数と健全度との関係予測 2)）に

際しては，健全度として変状レベルの健全度指数 Vd
 3)（例

えば，表-1）を用いる．ここに，一般的な劣化予測に対応

させるため，健全度指数 HI (Health Index)例えば 4)として表す． 

HI = Vd_max –  Vd （1） 

なお，Vd_max は健全度指数 Vd における最大値(=100)である． 

砂防関係施設の特性や点検要領 1)に示された点検内容

（変状区分やレベル）を考慮した長寿命化計画の策定に関

する本検討の流れを図-1に提案する．図-1に示すとおり，

ライフサイクルコストを縮減させるため，健全度評価にお

いて「経過観察 2)」として評価された施設を対象に，健全

度指数HI を用いた将来における劣化予測を行い，最終的に

ライフサイクルコストが最小となる最適な対策時期につい

て検討するとした予防保全型の維持管理を基本としている．

しかしながら，これまでの砂防関係施設については，一般

的に点検の実施や予防保全措置等が十分でなく，事後保全

型の維持管理等に基づいて修繕等の対策が講じられてきて

おり，多くの「要対策 2)」施設が存在している． 

そこで，当面の対応として，これらの「要対策」施設を

対象に，これまでと同様に，健全度や保全対象との位置関

係等を考慮した対策優先順位 3)に基づいて早急に対策を講

じ，今後，順次に予防保全型に移行していくこととした． 

2.2 「経過観察」施設における対策時期決定手法の提案 

ライフサイクルコストの縮減を図った予防保全型の維持

管理に向けて，前述の健全度指数 HI と経過年数との関係 2)

予測に基づいた検討手法について提案する．ここで，一般

的に，砂防関係施設における変状は，建設当時等からの経

過年数に伴って，進行または他の変状に遷移・拡大するこ

とが知られている．一方，変状の発生に伴って，変状の進

行が鈍化または停止することも知られている．しかしなが 

表-1 砂防堰堤における主な変状に関する分析結果 3)の一例 

部 位 1) 変状レベル（概要）1) 健全度指数 Vd

本 堤

副 堤

床固工

垂直壁

天端

摩耗

鉛直方向の摩耗（深さ：１リフト程度未満）:b 32 

鉛直方向の摩耗（深さ：１リフト程度以上）:c 49 

ひび

割れ

水平方向のひび割れ（ブロック幅の 1/2 未満）:b 50 

水平方向のひび割れ（ブロック幅の 1/2 以上）:c 83 

洗掘
基礎部の洗掘（堰堤基礎面に未到達）:b 54 

基礎部の洗掘（堰堤基礎面に到達）:c 89 

漏水
部分的な漏水:b 50 

本体の広範囲にわたる漏水等:c 84 

経過観察(B)

要対策(C)

END

健全度や保全対象との位置関係等を考慮した修繕等の

対策優先順位の検討（当面の対応）

提案する評価値Vd による

定量的な健全度評価

START

対策不要（A)

健全度指数HIを用いた施設毎の劣化予測

年次計画の策定（修繕等にかかる費用の平準化等）

ライフサイクルコストの最小化となる最適な対策時期の検討

：予防保全型の維持管理

定期的な点検の実施

施工条件の確認、修繕等にかかる工事費の概算

施工条件の確認や修繕等に要する費用の算定

長寿命化計画の策定

（A)

（B)

（C)

図-1 提案する長寿命化計画策定(優先度検討等)までに関する流れ 
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ら，現在の点検要領 1)においては，点検時における変状の

進行度に対する評価が 2 段階 1)（b, c）であり，一般的に詳

細な対策時期の検討は困難であると考えられる．

そこで，これらの砂防関係施設の特性や現状を考慮した

ライフサイクルコストの基本となる劣化予測手法の概念図

を図-2 及び図-3 に提案する．ここで，ガイドライン 2)にも

示されるとおり，「経過観察」施設に要す修繕等の費用と，

大規模な修繕・改築等が必要となる「要対策」施設に要す

費用とが大幅に異なることが考えられる．そこで，現時点

で確認されている変状（ただし，「経過観察」）が将来に

亘って，現時点（tn）と同じ速度（現時点の健全度指数 HIn

と前回点検時の HIn-1 との関係）で劣化すると仮定し，「要

対策」（例えば，変状レベル c 1)）の健全度指数HIn-c’まで

の進行に要する期間（時期：tn_c’）を推定する（図-3）． 

ここで，点検要領 1)に示されている変状毎に，「経過観

察」と「要対策」の変状レベル（健全度指数 Vd 
3)）との関

係性がそれぞれ異なり，更なるライフサイクルコストの縮

減を図るため，予測する変状の進行途中において「経過観

察」から「要対策」への遷移前までに要す期間（時期：

tn’）を推定し，各評価時における修繕等に要する費用をそ

れぞれ算出する． 

なお，劣化予測に際して，評価する際に過去における複

数年の点検結果が存在する場合は，それらの結果を踏まえ

た近似曲線による予測が望まれるが，不足する場合は，現 
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図-2  劣化予測手法の概念図 
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図-3  各評価時における修繕等に要す費用算出の概念図 

時点（tn）の点検結果（HIn）と前回（tn-1）の点検結果（HIn-

1）との関係を用いて予測する（図-3）．ここで，ライフサ

イクルコストを最小化させるため，新たに，ライフサイク

ルコスト指数LCIを提案する． 

LCI = C /  t （2） 

ここに，C は修繕等に要する費用，t は各評価時までの経過

年数（修繕サイクル）である．なお，この LCI の最小化に

より，効率的な対策時期の設定が可能となる（図-4）． 

最後に，「経過観察」として評価された施設を対象に，

ライフサイクルコスト指数 LCI を算出し，この LCI が最小

化となる修繕等の対策時期決定の一例を，参考として表-2

に示す．なお，各施設の各時期の修繕に要する費用 C，経

過年数より，ライフサイクルコスト指数 LCI を算出し，最

小化となる対策時期をそれぞれ決定している． 
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図-4  効率的なライフサイクルコスト時期の概念図 

表-2 「経過観察」施設の対策時期に関する検討結果事例 

施設名

現時点 tn 
（経過観察：B）

要対策遷移前 
 tn’ （経過観察B） 

要対策時 tn_c’ 
（変状b→c） 

対策 
時期 

T 年後 
(t  - tn) Cn_b t0 - tn LCIn Cn_b

’ t0 - tn’ LCIn Cn t0 - tn_c LCIn

施設② 10 50 0.20 20 60 0.33 30 80 0.38 0 (50-50)

施設④ 2 10 0.20 5 50 0.10 20 70 0.29 40 (50-10)

施設⑧ 40 30 1.33 50 40 1.25 100 100 1.00 70(100-30)

施設n2 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・

C (百万円), t0: 建設当時期(または対策時), 各評価時期  t(年), LCI（百万円／年） 
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