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はじめに

　水資源機構（以下「機構」という。）は、機構を
取巻く情勢の変化に対応するため、機構事業の効率
的な運営、技術の継承・維持・向上、および対外的
技術支援を主目的に、総合技術推進室（平成20年
度、「総合技術センター」（以下「センター」という。）
に改称）を平成17年度に新設しました。
　活動が今年で10周年を迎えましたので、センター
の現状をご紹介いたします。

１.センター誕生の経緯

　人々の生活や経済活動に必要不可欠な水を確保す
るためのダム等、並びにその水を必要な場所に導水
する水路等は、それぞれ最も重要なインフラの一つ
です。
　機構は、水資源開発公団として昭和37年に創設
以来、今日まで53年間に渡って、ダム・水路等の
水資源に係る施設の建設および管理の実務に携わ
り、「安全で良質な水を安定して安くお届けする」
を経営理念として、我が国の経済発展と生活向上に
寄与して来ました。また、その経験を通じて、これ
らに関する専門的技術を今日まで培ってきました。
　しかしながら、建設現場が少なくなってきたこと
や、熟練技術者が退職していく状況下で、若手技術
者への専門技術の継承が難しくなってきました。
　このような状況を踏まえ、機構事業の技術面にお
ける効率的運営を図る要として、また、組織が有す
る技術の継承、維持･向上を確実・効率的に進める
要として、機構は平成17年４月に総合技術推進室
を新設しました。
　また、国内に目を向けると、ダム・水路等技術者
の高齢化、若年技術者の減少・不足等に起因して、
施設の適切な建設、維持・管理・運営面での技術的
課題を抱える組織が増えてきています。また、国外
からも、ダム・水路等施設の建設および管理の経験
に基づく技術支援が求められています。
　機構は、技術を現有する組織の社会的責務として

これらの状況に対応するため、機構事業の業務量変
動と弾力的に調整を図りながら、外部組織への技術
支援を行うこととし、センターを国内外への技術支
援の中核組織と位置づけました。

２.組織理念

２．１．理念
　センターの組織運営の基本理念は、その設立趣旨
である、①：機構事業の効率的運営に貢献しつつ、
機構が有する技術の継承、維持・向上における中心
的役割を担うこと、並びに、②：機構が有する水に
関する実務的技術による社会貢献の中心的役割を担
うこと、を実践する組織として展開することです。

２．２．役割
　組織理念を実現するため、次に述べる多面的な役
割を担う組織としています。
①建設、改築および管理を行っている各現場で発生
する、計画・調査・設計等の基幹的な技術課題への
対応を支援すること
②複数現場の共通課題に対し、効率性とコスト低減
とを念頭に、統一的な視点で支援すること
③各現場に発生する緊急的な個別課題への対応を支
援すること
④機構が有している実務的技術を、維持・向上させ
ること
⑤若手職員に技術を確実に継承すること
⑥外部組織が技術者不足等によって抱えている技術
的課題への支援を行うこと

３.運営方針　　　

３．１．人材活用を基本にした運営
　センターの運営は、ダム・水路等の建設・管理に
関する実務に根ざした、高い専門性、広い知識、資
格等を有する職員の確保が前提です。これは、機構
内の他組織も含めた機構全体の職員バランスの中で
調整する必要があります。また、配属された人財を
如何に活用するかがセンターの重要課題ですが、技
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術力の高い職員の数を機構全体で増やすこと、並び
に現場力を常に養うことも必要であることから、定
期的な人事異動を基本にしています。
　センター内の組織は、下の図に示したとおりです。
センター配属の人財の有効活用のため、グループ制
とすることで組織の縛りを弱くし、各人が担当する
業務内容、業務量等に応じて、グループの枠を越え
た横断的なチーム編成を行っています。

　また、センター職員のみのチーム編成では、機動
性・効率性に欠けると判断した場合、センター配属
以外の職員の協力を得る等、柔軟な運営を行ってい
ます。
　チーム編成では専門性の高い職員と若手職員とが
組み、現場が抱える課題に現場職員と連携・協働し、
各々が実際に手を動かしつつ課題に対応していく中
で、若手職員が経験を積んでいくことを基本として
います。

３．２．運営経費
　センターの運営経費（職員の人件費、物件購入費
等）は、本社・支社局の運営経費が各現場事務所の
年度経費から一定率を課して確保されるのとは異な
り、センターが現場を支援したその量と質に応じて、
各現場事務所が支弁する方式になっています。
　また、新たな技術の開発に要する経費等について
は、将来の機構業務の効率化・高度化に寄与するこ
とから、機構の自己資金を活用しています。

３．３．その他
　運営は、民間的発想に立つことを基本にしていま
すが、公的機関としての規則厳守が前提としてあり
ます。例えば、民間業者の協力を得るのが好ましい
場合、透明性・公平性を確保する必要性から、業者
選定などの手続きに時間を要することになり、迅速

性に制限がかかります。このように、全くの民間的
発想に基づく運営というわけには行かない面が、ど
うしても残っています。

４.センターの具体的業務活動　　

４．１．機構内部への技術支援
　機構内部への技術支援は、
　　⑴ダム・水路等の基幹的技術に関すること
　　⑵各現場の共通的課題に関すること
　　⑶突発的課題に関すること
に大別されます。以下に具体例を示します。
⑴基幹的技術に関する支援の例
①ダム本体設計・施工計画作成：ダム本体に係る設
計、並びにダム建設機械等の配置・運用計画の作成
②積算・技術評価：ダム建設費用の算出、並びに技
術提案等の評価
③水路等管理システム構築支援：長距離導水する施
設を確実・効率的に管理するシステムの検討　　　　　
④ダム等耐震照査：巨大地震に対する水資源施設の
安全性検証

所長
マネージメントグループ

ダムグループ

水路グループ

施工監理グループ

情報グループ

国際グループ

次長
　事務１
　技術２

 

  

 

地震時にゲートに発生する最大応力(動的解析の例) 

 

 

 

 
堤体の固有振動モード誇張表示の例 

 

 
大規模地震の照査に用いる地震波形の例 
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⑤築堤材料試験：ダム用コンクリート配合設計並び
に強度確認試験、フィルダム形状決定等のための材
料（土質・岩石材料）強度試験等 
⑥水理実験：ダム放流施設設計のための水理実験

⑵共通的課題に関する支援の例
⑦ダム挙動評価：ダム挙動の安定性に関する定期的
な評価（ダムは不動ではなく、気温の変化等で挙動
を示します。） 
⑧コンクリート堤体の健全性評価：コンクリート堤
体の健全性に関する定期的な調査および評価（ダム
用コンクリートは、耐久性を追求していますが劣化
は生じます。） ⑨水路等施設の保全計画：水路等施設の横断的な保

全計画
⑩ダム定期検査：ダム健全性保持のため、国に準拠
して３年毎に機構が実施している定期検査の主体
⑪ダム等管理フォローアップ：ダム等管理状況を、
５年毎に外部有識者に評価して頂く「ダム等管理
フォローアップ制度」に基づく審議資料等の作成
⑫ダム総合点検：河川管理施設のダムに対し、国に
準拠して管理開始以降30年毎に、ダム管理者が自
ら行う総合点検
⑬河川水辺の国勢調査（ダム編）：ダムが自然環境
に与える影響を把握する目的で、専門家の指導・助
言を得つつ、周期的に実施する生物調査

 
堤体の固有振動モード誇張表示の例 

 

 
大規模地震の照査に用いる地震波形の例 
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⑶突発的な課題に関する支援の例
⑭水質解析・改善：貯水池水質が悪化した場合の
対応
⑮地すべり・斜面対策：斜面に変状が生じ、地す
べりや斜面崩壊の懸念が生じた場合等の対応
⑯この他、平成26年度には御嶽山噴火の火山灰が
泥水となって牧尾ダムへ流入したため、その影響
の評価に関する支援も行いました。

４．２．国内の外部組織への技術支援
　国内での外部支援の皮切りは、ダム本体工事費
用の積算でした。その後、ロックフィルダム（岩石・
土質材料で築造）建設の経験が無かった組織に対
し、建設に関する技術支援を行う等、支援が拡大
してきました。
　ダム事業の進捗に応じ、現状では次に述べる分
野の技術支援を行っています。
①ダム本体発注：ダム建設工事の発注に際し、標
準施工計画書案の作成、工費の積算、業者技術提
案の審査・評価等

②施工監理：ダム本体工事発注後の、現地常駐によ
る施工監理・助言等
③湛水試験：ダム稼動前の試験湛水に際し、試験湛
水計画に係る資料作成、試験湛水時のダム挙動評価
等
④点検・管理：管理中のダムの安全性評価、ダム定
期検査支援、ダム総合点検専門家派遣、ダム耐震性
能照査支援、ダム管理運用課題検討等
　平成27年７月末現在までに、累計25件のダムに
関する技術支援を行っています（次ページ「国内技
術支援の実績」参照）。

４．３．国外組織への技術支援
　国外、特に日本の気象状況と共通性があるアジア
モンスーン地域に対し、発展の手助けとして、洪水
被害、水不足、水質汚染、水紛争といった水問題の
解決に向けた支援を、３つの形態で進めています。
　１つめの形態は、「総合水資源管理（IWRM）の
普及推進等活動」を軸とする支援です。IWRMとは、
様々な水利用者や関係者間の利害を調整し、公平で
持続的かつ環境にも配慮した流域内での総合的な水
利用のことです。
　機構は、アジア開発銀行（ADB）等と連携し
て設立した「アジア河川流域機関ネットワーク

（NARBO）」の事務局本部として活動することによ
り、IWRMの普及に努めています。
　２つめの形態は、アジア地域諸国の具体的な個別
課題に対する支援です。
　この支援は、国際協力機構（JICA）等の国際機関
からの受託という形で行っています。その際、必要
に応じて国内民間業者と連携する等、より適切な支
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技術提案（施工希望社提出）の審査状況



援体制を構築しています。
　３つめの形態は、「機構職員の派遣」による支援
です。機構職員を、国際協力機構（JICA）の専門家
として、大使館・アジア開発銀行等国際機関の職員
として、また、大規模水災害時の国際緊急援助隊の
一員として、種々の立場で派遣することにより、幅
広い支援を展開しています。

４．４．情報センターとして
　センターは、機構内への技術情報提供も行なって
います。機構内部の業務成果、機構の技術研究発表
会資料等をセンターのサーバーに蓄積しており、そ
の蓄積情報は、機構内のローカルネットワークを通
じて各職員のパソコンから検索・ダウンロードが行
え、効率的な情報入手が可能です。
　データベース構築および技術情報提供のノウハウ
は、「情報登録検索システムおよび情報登録方法並
びに情報検索方法」として体系化し、特許出願を行っ

ています。
　また、日本大ダム会議の「ダム事業のITに関す
る調査分科会」では、機構が進めている技術情報の
蓄積手法等について情報提供し、分科会成果取りま
とめを支援しました。
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５.センター効果と外部評価

５．１．実績
　この10年間に渡る取組みの効果は、次のように
整理できます。
①知識豊富な技術者が必ず直接関与するため、高レ
ベル品質の成果を得ている。
②センターの技術者が、臨機に機構全体の技術的課
題に対応するため、業務の効率化・コスト低減が図
られている。
③現場に根ざした技術力の維持・向上、並びに若手
職員への実務的技術の継承が確実に進んでいる。
④国内外を問わず、外部への技術支援が効果的に行
われており、高い評価を得ている。

５．２．表彰等外部評価
　センターは種々の業務成果に基づく技術論文を、
多数発表しており、その中にはダム工学会、並びに
農業農村工学会から高い評価を得たものも多くあり
ますし、外部への支援に対しても、先方から高い評
価を得ています。それらの証として、これまでに計
10件の表彰を受けています。
　また、国内外から感謝状も多数いただいています。
　国内例では、東日本大震災の被災により断水被害
が発生した茨城県桜川市等への一連の給水支援活動
に対し、国土交通大臣より感謝状を賜りました。
　国外例では、平成23年秋に大きな被害をもたら
したタイ王国での洪水に対して、職員派遣による災
害対応支援を行ったことに対し、タイ王国産業大臣
より感謝状を賜りました。
　また、アジア河川流域機関ネットワーク（NARBO）
活動においても、NARBOを発展させると共に各国
の流域機関の能力向上に貢献してきたことに対し、
感謝状を賜っています。

６.今後の展望

　これまでの取組みに加え、ダム・水路等の維持・
管理・運営を、より適切に行っていくため、新技術
を含む次のような有用技術の検討・実用化を、積極
的に進めていきます。
①老巧化していく既存施設を、より長期に渡って健
全に使用していくための、維持・管理に関する技術
の開発・実用化
②既存施設の潜在能力を引出し、更に有効活用を図

るための技術の開発・実用化
③水利用の社会的要望の変化に対応するための、既
存施設の改造等に関する技術の開発・実用化　　等
　また、国の内外を問わず、外部組織における水資
源施設の建設および維持・管理・運用に関する技術
者不足への対応として、技術支援を継続的に進めて
いきます。

おわりに

　機構が効率的・効果的に社会的責務を今後も果た
していくためには、組織が現有している技術を若い
世代が確実に継承し、その継承技術の維持・向上が
持続的に成されていく必要があります。このため、
センター職員・現場等職員が一体となった業務の協
働を進めるよう努めてきました。
　今後も、機構全体の連携、センターと現場との協
働意識を喚起しながら、機構の技術力向上に大きな
役割を果たしていきたいと考えています。
　皆様の引き続きのご協力、ご支援を宜しくお願い
いたします。
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