
漁港施設のストックマネジメントについて

水産土木チーム　三上　信雄

１．はじめに

　水産物の安定供給を図るため、総合的かつ計画的に
整備されてきた漁港施設は総額10兆円を超す大量の社
会資本ストックになっている。これらのストックは、
施設の老朽化に伴い、補修・更新を必要とする施設が
増加しており、今後維持管理費用の増加が必至な状況
である。
　このような状況に対応するため、水産庁では、維持
管理を体系的に捉えた計画的な対策を行うことで、施
設の機能を適切に維持（機能保全）するだけでなく、長
寿命化を図りつつ維持管理費用の平準化・縮減を図る
「ストックマネジメント」の運用を始めている。平成20
年度より「水産物供給基盤機能保全事業（水産基盤ス
トックマネジメント事業）」を創設し、機能保全のため
の計画策定と保全対策に取り組んでいる。さらに、事
業の普及・推進を図るため、水産基盤施設ストックマ
ネジメントガイドライン（案）（平成24年10月）１）を策
定し積極的な展開を進めている。なお、国全体として
も関係省庁連絡会議において、「インフラ長寿命化基
本計画」２）が決定（平成25年10月）され、インフラの老
朽化対策について基本的な考え方と工程が示されたと
ころである。
　本稿では、漁港施設にストックマネジメントを適用
するための基本的な考え方と具体的な手順、およびこ
れら一連の過程を体系化する運用システムについて解
説する。

２．漁港施設の整備状況と更新需要３）

　漁港施設の整備状況を概括するため主要な漁港施設
である外郭施設と係留施設の整備延長の推移を図－１

に示す。1960年代から1980年代にかけ、新設延長は増
加し、1990年代以降から減少傾向に転じ、現在に至っ
ている。
　次に、今後の更新需要を把握するため外郭施設と係
留施設の更新費用を推計した（図－２）。推計にあたっ
ては耐用年数を迎えた施設を単純に更新すると仮定し
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図－２　外郭施設・係留施設の更新費用の推移の推定

図－１　漁港施設の整備延長の推移

た（耐用年数は法定耐用年数に基づき施設毎に設定）。
2020年頃から急増期間を迎え、年間当たり更新費用は、
1,500億円前後に達すると試算される。今後増加する
更新費用に対応するには、既存施設を有効に活用する
観点からの適時の保全対策に努め、ライフサイクルコ
スト（LCC：施設の供用期間内における補修・更新等
の維持管理を含めた総費用）の低減を図りつつ、更新
需要に適切に対応する計画的な維持管理に努めなけれ
ばならない。

３．漁港施設のストックマネジメント

３．１　ストックマネジメントとは

　ストックマネジメントとは、社会資本のマネジメン
ト手法の一つであり、既存施設の管理に特化したもの
である。施設管理と施設運用を実践していくアセット
マメジメントや新規の建設を含めた施設管理を実践し
ていくライフサイクルマネジメントに比べ、対象範囲
は限定的であるが、既存施設の老朽化対策という喫緊

解　説
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３．３　ストックマネジメントの手順と考え方

　漁港施設のストックマネジメントの基本的な手順を
図－５に示す。維持管理目標の設定から始まり、施設
の現況把握、機能診断、老朽化予測、それらに基づく
保全対策の検討を行い、一連の検討結果を明記した機
能保全計画を策定する。そして、策定した計画に基づ
く保全対策（工事）を実施し、定期的な点検とモニタリ
ングを行いながら、順応的に計画の見直しを図る。以
下に、主要手順（図－５の１、３、４、５）の基本的考
え方を示す。
３．３．１　維持管理目標の設定

　維持管理目標は、ストックマネジメントの基本コン
セプトである次の３項目を設定する（図－５の１）。こ
れらの適切な設定は、利用者や納税者に対するストッ
クマネジメントの取組を分かり易く説明する上で重要
である。

の課題に対して有効であるとともに、将来のアセット
マネジメントの導入に向けた第一段階と位置づけられ
る（図－３）。

図－５　漁港施設のストックマネジメントの手順

図－３　社会資本に対するマネジメントの概念

図－４　ストックマネジメントにおけるPDCAサイクル

３．２　ストックマネジメントの基本方針

　漁港施設のストックマネジメントを実践するにあた
っては、従来の事後保全中心の対処療法的マネジメン
トから予防保全中心（施設の老朽化が顕在化する前に
予防的に処置する）の戦略的マネジメントへの転換を
図る必要がある。予防保全においては、個々の漁港施
設や漁港全体、あるいは圏域内の漁港群に対するLCC
の最小化と平準化といった経済性の観点も重要とな
る。LCCの最小化は、限られた予算の圧縮に寄与し、
平準化は、変動の少ない安定した事業費の編成に寄与
するとともに、納税者に対する世代間の負担の公平化
に資することとなる。
　一方で、後述する機能診断や老朽化予測に関して、
現状では技術力やノウハウが不足しているため精度面
等で課題が残されており、将来予測について一定の不
確実性を許容することが必要である。そのため、PDCA
サイクルを取り入れ柔軟に計画を見直すといった対応
が不可欠となる。図－４に、漁港施設のストックマネ
ジメントの実行計画である機能保全計画の策定プロセ
スを示す。

１） 施設の供用期間の設定

　施設の供用期間は、対象となる施設区分や構造形式
に関わらず、水産基盤ストックマネジメント事業の計
画期間である50年間を基本とする。これは、主要構造
である鉄筋コンクリートの法定耐用年数を参考として
いる。
２） 施設の機能保全レベルの設定

　各施設に求められる機能を適切に維持するために
は、供用期間に施設の性能を要求水準以上に保持する
必要がある。この保持すべき性能水準を「機能保全レ
ベル」として設定する。機能保全レベルは、後述する
施設の保全対策のシナリオを作成する際に用い、施設
毎の性能低下に対する許容限界（維持管理の水準）を示
すものである。
　構造形式や施設重要度（後述する施設の優先度の構
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　なお、評価項目の選定や配点は、一義的に決まるも
のではなく、仮設定した評価項目と配点に実データを
当てはめ、地域の実情が反映されるようにトライアン
ドエラーを繰り返す必要がある。ただし、評価項目数
や得点を細分化し過ぎると煩雑になるので注意が必要
である。配点例を表－３に示す。
② 漁港重要度

　漁港重要度は、対象漁港の地域や圏域内における役
割分担や機能分担等の各種特性に関する評価項目と配
点を設定する。その際には、港勢調査等の客観的デー
タを利用することが有効である。配点例を表－４に示
す。

３） 施設の優先度の設定

　施設の優先度は、各施設の LCCの最小化の検討結
果を集約し、各漁港、あるいは圏域内の漁港全体で
LCC の平準化を図る際に用い、保全対策実施の順位
付けにおける優先性を評価する指標である。設定に当
たっては、図－７に示す評価体系に基づいて設定する。

　図において、「施設重要度」は個別施設の重要性を
示し、「漁港重要度」は漁港総体としての重要性を示す。
「老朽化レベル」は、対象とする施設毎の老朽化の程
度を示すもので施設の安全性への影響度を評価したも
のである。これらを変数とする（式１）の評価式を用い
ることにより客観的に保全対策の優先順位付けを行
う。ここで、機能保全においては、老朽化への対応が
最優先であることから、直接的に影響する「老朽化レ
ベル」に重点を置いていることが特徴である。

優先度＝（施設重要度＋漁港重要度）×老朽化レベル

･･･（式１）

① 施設重要度

　施設重要度は、個別施設に応じた評価項目毎に重み
付けを行い、評価点を設定する。この考え方を表－２

に示す。特徴として、水産物の陸揚げで直接利用する
係留施設の重要度が高く、外郭施設、輸送施設、漁港
施設用地、附帯施設の順番に重要度を低くしている。
また、同種の施設間でも地域での役割や利用頻度等に
より重要度は異なるので、これを留意した設定とする。

成要素）、施設の残存供用期間や講ずるべき保全対策
工法の難易度等に留意して、施設毎にレベルを設定す
る。具体的には、表－１および図－６に示すレベルⅠ
～レベルⅣに分けられる。コンクリート構造形式の多
い漁港施設では、レベルⅡやⅢが主体となる。

図－６　漁港施設の機能保全レベルのイメージ

表－２　施設重要度の設定の考え方

図－７　優先度の評価体型

表－１　機能保全レベルの概要
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３．３．２　機能診断

　機能診断とは、①施設の老朽化状態（コンクリート
のひび割れ・剥離や鉄筋の腐食、構造物の沈下・移動・
陥没といった変状）の程度の把握し、②施設の機能や
保有する性能に及ぼす影響の評価を行うともに、③老
朽化要因の特定とその要因に応じた対策の検討を行う
一連の流れを言う。
１） 機能診断の手順と評価方法

　機能診断は、膨大な既存ストックに対し、効率的・
効果的に実施していくため、簡易調査（簡易項目・重
点項目）および詳細調査に分けて、段階的に調査を進
める（図－８）。これは、現場での担当者の負担軽減と
機能診断過程の省力化を配慮したものである。その手
順は、担当者が行う目視や簡単な計測機器を用いた簡
易調査により概略的な老朽化程度の把握と老朽化進行
箇所のスクリーニングを図り、専門技術者が高度な機
材を用いて詳細調査を行うという二段階での調査であ
る。簡易調査において調査実施者によりバラツキが生
じやすいため、客観的な判断基準を用いた簡便なチェ
ック方式を採用しバラツキを抑制している。具体的に
は、グレーディング手法を用い、a～ dの４ランクで
老朽化状態の程度（老朽化度）を重み付けしている（表

－７）。

ぼす影響」（Ⅰ～Ⅲ）と後述の機能診断（簡易調査）によ
る部材の評価結果（老朽化度 a～ d）の施設全体に対す
る割合に応じてＡ～Ｄの４段階で施設の健全性を評価
する（表－５）。このＡ～Ｄ評価を明文化すると表－６

下段となる。なお、表－５と表－６は次の機能診断の
際にも利用する。

③ 老朽化レベル

　老朽化レベルは、機能診断時における「施設の安全
性に及ぼす影響」と「施設の状態（健全度）」の２つの
評価軸から配点を設定する（表－５）。「施設の安全性
に及ぼす影響」は、対象施設の構成部材毎にⅠ～Ⅲの
３段階で分類する（表－６上段）。例えば、防波機能を
有する外郭施設の本体工は“Ⅰ”であるが、上部工は
本来機能に対する役割が本体工より小さいため“Ⅱ”
と分類される。「施設の状態」は、「施設の安全性に及

表－３　施設重要度の評価項目と配点例

表－５　老朽化レベルの評価指標と配点例

表－４　漁港重要度の評価項目と配点例

表－６　老朽化レベルの評価指標の分類
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る測定が可能である。この特徴を利用して「構造体と
しての相対的な老朽化状態の指標化」や「老朽化部分
の推定による詳細調査箇所の絞り込み」などの検討が
行われている６）。また、インパルスハンマーを用いて、
より簡易に圧縮強度を推定する手法（機械インピーダ
ンス法）も実証が進められている７）８）。このように、
衝撃弾性波法はコンクリートが主体で長大な構造物で
ある漁港施設の診断に対して適用性が高く、前述のス
トックマネジメントガイドラインにおいても参考事例
として紹介されている１）。
３．３．３　保全対策の検討

１） 検討手順

　主な検討手順は以下のとおりである。
●�対象施設を構成する部材の老朽化に応じ、対象施
設に対する複数の保全対策のシナリオを作成する。

●�シナリオ毎に供用期間中の LCC を算定し、LCC
が最小化となる保全対策を選定する。

２） 保全対策時期の設定と老朽化予測

　保全対策の開始時期については、機能診断結果に基
づく老朽化予測による施設の性能低下度と機能保全レ
ベルを踏まえて設定する。ここで、予防保全型の維持
管理では、老朽化の進行を事前に予測し、施設の老朽
化（性能低下）が顕在化する前に、つまりは老朽化の初
期段階でその要因に応じた適切なタイミングで的確な
保全対策を実施しなければならない。また、LCC の
算定では、50年という長期の供用期間における対策を
計上する必要があり、事前に次期の対策の実施時期を
決定しなければならない。そのため、老朽化予測は、
予防保全型の維持管理を進めていく上で不可欠なもの
である。
　老朽化予測の手法は様々なものが提案されている。
漁港施設の老朽化予測に適用性の高いと考えられる手

　そして、老朽化度を用いて健全度（施設全体の健全
性）を判定（推定）する（表－５を準用し、Ａ～Ｄの４段
階で評価）。この健全度に基づいて保全対策の必要性
を検討する。
２） 漁港施設に適した老朽化調査手法

　コンクリート構造が主体の漁港施設の調査方法とし
ては、電磁波や弾性波等を利用して構造物の老朽化の
程度を把握する「非破壊試験」とコア採取等による「局
部的に破壊する試験（破壊試験）」などがあげられる。
しかしながら、膨大なストック量と現場での実用性や
調査コストを踏まえると、非破壊試験を活用して安価
でスピーディーに構造物の現状を把握することが実用
的である。
　非破壊試験の方法としては、反発度法、超音波法、
および衝撃弾性波法等が挙げられる（表－８４）５））。こ
れらの非破壊試験は、対象施設に損傷を与えず、比較
的簡便にその老朽化状態を把握できることから、簡易
的な老朽化状態の推定や詳細調査の予備的な方法とし
て、広く現場での老朽化調査に用いられている。ここ
では、著者が取り組んでいた衝撃弾性波法について概
説する。
　衝撃弾性波法は、“比較的簡便であり安価で迅速に
測定が出来る”、“測定領域が広い”、“内部の鉄筋・骨
材の影響を受けにくい”などの特徴を有し、圧縮強度
の推定・内部欠陥探査・ひび割れ深さなど多岐にわた

図－８　機能診断の手順

表－７　部材の老朽化状態の分類

表－８　非破壊試験の概要と特徴
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　表の備考には類似施設（港湾施設の重力式護岸・岸
壁）の遷移確率算定事例13）を示している。これと比較
すると、岸壁No.3は、港湾施設よりも大きな遷移確率
となっていることがわかる。この理由は、当該岸壁へ
の船舶の衝突による突発的な損傷によるものであり、
その部分の損傷が aと評価されたと考えられる。それ
以外の施設については、同様な遷移確率を示している。
　このように遷移確率を算定することにより、施設の
老朽化の進行特性の評価、利用状況や想定外の外力に
よる損傷の影響などを考察することも可能となる。
３．３．４　機能保全計画の策定

　機能保全計画では、施設の機能診断結果とそれに基
づく保全対策、日常管理計画を明記した長期的な計画
を漁港別に策定する。ただし、計画では、施設別の
LCC の最小化までを明示することとなるが、漁港全
体で保全対策コストを集約化し、漁港単位や圏域単位
での LCCの平準化を検討することも必要である。そ
の際、集約化した保全対策費が予算限度額を上回る場
合の対応が重要となる。これらに対して、各保全対策
の分散化を図り、予算限度額内に収めるためのルール
を明確にしておくことも大切である。
　平準化の検討フロー例を図－10に示す。このフロー
では、予算限度額を超えた年度の各施設群に対する保
全対策の分散化期間を設定する14）。この期間内で、前
述の施設の優先度に基づき、優先度の高い施設の保全
対策は前倒しし、低い施設の保全対策は先送りし、予
算限度額内に収まり、かつ平準化されるまで繰り返し
実施する。

①マルコフ連鎖モデルによる老朽化予測

　マルコフ連鎖モデルとは、「未来の現象は、現在の
事象だけで決定されるものであり、過去の現象と無関
係である」という「マルコフ性」と呼ばれる性質に基
づく予測手法である。
　ある施設における変状は、a、b、c、d の独立する
老朽化度のいずれかに存在し、１年経過すると遷移確
率（Px）で老朽化度が１ランク進行し、残りは（1-�Px）で
同じ老朽化度に留まるというものである（図－９）。９）

②マルコフ連鎖モデルによる老朽化予測例

　ここでは、ある漁港の係留施設（重力式岸壁・物揚場）
の上部工の老朽化予測の例を紹介する。上部工に対す
る簡易調査（重点項目）の結果から、これを再現した遷
移確率を試算した（表－10）。

法を表－９に整理した。それぞれの手法の長所短所を
踏まえ、対象施設を構成する部材に応じて、適切な手
法を採用し、老朽化予測する必要がある。このうち、“④
確率モデル”に位置付けられるマルコフ連鎖モデルに
よる老朽化予測手法の概要について紹介する。

Px

表－９　老朽化予測手法の特徴 表－10　遷移確率の算定例（係留施設）

図－９　マルコフ連鎖モデルの老朽化度の推移

　この手法の利点は、機能診断で実施した簡易調査で
得られた対象施設の各部材の老朽化度の評価結果（a
～ dの割合）を用いて老朽化予測ができること、老朽
化に関する専門的知識やコストを要する詳細調査が不
要なことが挙げられる。膨大な既存ストックを有し、
かつ長大で複合構造物が多い漁港施設を効率的・効果
的に老朽化予測する観点からも合理的な手法と言える
10）11）12）。さらに、算定された遷移確率から対象部材
の老朽化の進行度を把握でき保全対策を講ずる時期を
設定することができる。
　また、漁港施設の約半数を占める無筋コンクリート
構造物は、老朽化予測が難しく事後保全による対応が
多く、予防保全対応を進める意味でもこの手法の適用
性が高い。
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４．３．１　施設情報データベース

　施設の基本情報（施設名、建設年次、建設価格、構
造形式、補修・改良履歴、図面等）をデータベース化し、
インターフェイスエンジンを通じて、閲覧・検索・編
集・印刷等を可能とするものである。
４．３．２　点検・調査データベース

　機能診断として実施された簡易調査や詳細調査の結
果をデータベース化し、インターフェイスエンジンを
通じ、閲覧・検索・編集・印刷等を可能とするもので
ある。
４．３．３　老朽化予測プログラム

　点検 ･調査データベースから抽出した老朽化度デー
タを用いてマルコフ連鎖モデルによる老朽化予測を行
う。予測した老朽化状態に基づいて将来的な性能低下
度を推定する。図－12に老朽化予測の画面イメージを
示す。

診断から対策工法の選定・LCCの算出・平準化までの
一連のプロセスを一貫して検討できる管理・運営シス
テムとして、著者が提案15）している「漁港施設ストッ
クマネジメントシステム（Fishinng�Ports�Management�
System：以下、「FPMS」と称す）」を概説する。

４．３　FPMS の基本構成と主要機能

　FPMS の基本的枠組みは、３つのデータベースと
３つのシミュレーションプログラムおよびこれらを統
合するインターフェイスエンジンで構成される（図－

11）。
　以下に各データベースとプログラムの概要を示す。

４．運用システムの構築

４．１　運用システムの役割

　継続的な維持管理のためには、機能診断結果等の情
報の効率的・効果的な蓄積、更新、活用が重要となる。
特に、蓄積される情報量は膨大かつ多様であり、この
情報の有効活用がストックマネジメントのポイントで
ある。
　このためには、データベースを利用した運用システ
ムの構築による検討過程の体系化が有効である。漁港
管理台帳などの施設基本情報と点検・診断結果など各
種施設情報の電子化とデータベース化（履歴保存）を図
り、各段階の検討過程を LCC算定や老朽化予測とい
った計算プログラム等に連動させることにより一連の
作業プロセスを一貫して検討できる。情報の一元化や
統一的な施設管理も可能になるだけでなく、PDCA
による計画の見直しにも順応に対応できる。

４．２　管理・運用システムの高度化

　蓄積した機能診断データを活用することで老朽化予
測モデルの導入が容易になり、老朽化状態の把握・予
測の簡便化や精度の向上が期待できる。さらに、合理
的な保全対策のシナリオ作成や LCC 算出の簡略化、
優先度に基づく対策工法の組み替えによる維持管理費
用の平準化も容易となる。また、施設の位置情報とい
った GIS エンジンを組み込むなどシステムの高度化
することで、老朽化状態を空間的に可視化することに
より、老朽化部分の早期発見も可能でありリスク管理
にも対応できる。
　このような対応策を具現化するため、施設の点検・

1 +1

�
�

 図－10　LCC の平準化の検討フロー例

図－11　FPMS の構成
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４．３．５　予算管理プログラム

　最小化された LCCを、漁港単位や圏域単位で集約
化し、設定された予算限度での執行が可能か否かを照
合できるプログラムである。予算限度額を上回る場合
には、施設の優先度に基づき、保全対策の実施時期の
前倒しや先送りによる分散化を図ることで、対策コス
トを年度予算額に収め、平準化する検討ができる（図

－14）。

５．まとめ

　漁港施設のストックマネジメントに対する基本的考
え方とその具現化のための管理・運営システム（FPMS）
について概説した。提案したシステムを活用すること
により、効率的な機能保全計画の立案と合理的かつ効
果的な維持管理が可能になると考える。なお、運用シ
ステムについては、現場のニーズに合致するように、
性能や機能を改良・向上させることが必要である。
　最後に、ストックマネジメントは緒に就いたばかり
の考え方である。今後も成熟化に向け、本稿がその一
助となることを期待したい。
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