
大成建設技術センター報 第 44 号(2011) 

44-1

 

 

 

土木構造物の PDCA 型アセットマネジメント手法の開発 
 

継続的かつ整合的なマネジメントの実現のために 

 

堀 倫裕＊１・鶴田 知己＊２ 

 

Keywords : asset management, PDCA cycle, life cycle cost, management account 

アセットマネジメント，PDCA サイクル，ライフサイクルコスト，管理会計 

 

1.  はじめに 
 

近年，土木構造物の維持管理において，アセットマ

ネジメント（以下，AM）の導入が急速に進展しつつあ

る。今後，AM の浸透・定着に伴い，単なる AM の導入

にとどまらず，PDCA マネジメントサイクルに則った継

続的な AM への移行が求められる。 

後述するように，実際の維持管理における PDCA サイ

クルは，長期・中期・短期といった複数の計画レベル

で構成される階層構造をなしている。さらに，各階層

で必要とされる AM 検討は，長期・マクロな確率論的検

討から，短期・ミクロな確定論的検討まで，レベル毎

に異質なものとなっている。従来から一般に用いられ

てきた時系列シミュレーション手法は，個別の AM 問題

を検討する際には有用だが，上記のような現実の PDCA

サイクルを前提とした体系的な AM 手法の基盤として用

いることは困難である。 

以上のような問題意識の下，本稿では，長・中・短

期レベルからなる階層的な PDCA サイクルを持続的かつ

整合的に廻していくための AM 手法（以下，「PDCA 型 AM

手法」）を提案する。本手法は，数学的な定常解の解析

をベースとして，これに時系列シミュレーション手法

と管理会計手法をサブシステムとして組み込むことに

より，複数階層にわたる複雑な AM 問題を包括的に扱お

うとするものである。 

以下，2.では本研究の基本的考え方を概説する。続

いて 3.では，複数の構造物からなる資産群を対象とし

たケーススタディを通じて，長期・中期・短期の各レ

ベルにおける AM 問題・検討手法・出力情報等を，具体

的に例示する。 

なお，本手法でサブシステムとして用いられている

時系列シミュレーション手法については，既報「リス

クを考慮したアセットマネジメント支援システムの開

発」1)を参照されたい。 
 

2.  本研究の基本的考え方 
 

2.1 本研究のねらい 

土木構造物の維持管理における PDCA サイクルは，

図－１に示すように，複数階層からなる入れ子構造と

してモデル化できる。同図は，AM 問題の検討ステー

ジを，長期（戦略）レベル，中期（戦術）レベル，短

期（実施計画）レベルの 3 レベルに分類して整理した

ものである。 

各レベルにおける検討内容を簡単に示すと，次のと

おりである。まず，長期（戦略）レベルでは，長期経

営計画・財務会計・資産台帳システム等といった基本

情報に基づき，各構造物の 適点検・補修政策を立案

し，目標となる管理水準を設定して，長期予算計画を

立案する。中期（戦術）レベルでは，上位計画である

長期レベルの検討結果を受けて，中期的予算見通し等

に基づいて，予算制約下の 適優先順位の検討を実施

し，必要に応じて管理政策の見直しを行って，中期計

画として取りまとめる。短期（実施計画）レベルでは，

上位計画である中期計画の策定結果を受けて，現実の

補修箇所等を物的に特定して工事単位にまとめた実施

計画を立案し，補修工事を実施する。さらに，工事記

録を対策履歴として記録するとともに，支出等を会計

情報として記録する。 

このように，現実の PDCA サイクルは，複雑な階層

構造を有するとともに，検討すべき AM 問題の特性も

階層ごとに異なる。たとえば，長期レベルでは，大量

の構造物を対象としたマクロで期待値的な検討（確率

論的検討）が求められる一方，短期レベルでは，特定
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の構造物を対象としたミクロで物的な検討（確定論的

検討）が求められる。したがって，PDCA サイクルに

対応した AM 手法を構築するにあたっては，計画レベ

ルの階層性及び計画レベル間の検討の異質性を包含で

きる方法論を開発することが必要である。 

 従来，AM 検討は，時間軸に沿って状態の変化やコ

ストの発生を追跡する時系列シミュレーション手法に

より実施されるのが一般的である。しかしながら，上

記のような階層構造を有する現実の PDCA サイクルを

前提とした場合，時系列シミュレーション法では，長

期にわたって継続的に，かつ各階層をまたいで整合的

に AM 検討を実施していくことは困難である。たとえ

ば，中期レベルにおける予算制約額の変更に伴う長期

計画の修正・変更，短期レベルにおける物的な補修計

画策定に伴う補修対象および工事費の修正など，通常

起こりうる計画変更に対して，再度の長期シミュレー

ションを行うことなくその影響を再評価することは困

難である。また，計画変更の結果を上位計画にフィー

ドバックしたり，各階層をまたいで利用可能なモニタ

リング情報（資産価額の変動，予算の執行状況，等に

関する情報）を提供することも困難である。 

 以上のような問題意識の下，本稿では，上記のよう

な階層的な PDCA サイクルの存在を前提として，維持

管理の PDCA サイクルを継続的・整合的に廻していく

ための PDCA 型 AM 手法を提案する。本手法は，数学

的な定常解の解析をベースとして，これに時系列シミ

ュレーション手法と管理会計手法をサブシステムとし

て組み込むことにより，複数階層にわたる複雑な AM

問題を包括的に扱おうとするものである。具体的には，

まず長期レベルにおいて，年平均費用法を用いて，長

期予算計画や 適点検・補修政策を立案するとともに，

工学的 AM 情報（2.2 参照）を算定する。工学的 AM

情報には，当初計画からの‘ずれ’がライフサイクル

コスト（以下，LCC）に及ぼす影響（追加で必要とな

る LCC 増分）に関する情報が含まれている。そして，

図－１ PDCA 型 AM の概念 

Fig. 1 Basic configuration of asset management methodology designed to correspond with PDCA management cycle 

図－２ ライフサイクルコストの収束特性 

Fig. 2 Convergence characteristics of life cycle cost 
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以降の中期・短期レベルでは，この工学的 AM 情報を

一貫して用いることにより，各レベルにおける変更計

画代替案の評価を行うとともに，計画変更によって生

じる影響（資産健全度や管理会計情報の変化等）をモ

ニタリング情報に逐次フィードバックする。本手法は，

以上のような仕組みを通じて，継続的かつ整合的な

PDCA 型 AM の実現を支援するものである。 

2.2 年平均費用法の概念と用語の定義 

本節では，年平均費用法の概念と本稿で用いる用語

の定義について概説する。数学的根拠と定式化は参考

文献 2)～6)に譲ることとし，ここでは，若干厳密さには

欠けるが，直観的な理解を助ける説明を試みる。 

一般に，土木構造物の劣化・点検・補修過程を記述

するマルコフ過程は，初期状態に依存せず，常に同一

の定常状態に収束することが知られている（完全エル

ゴード性）。したがって，累積 LCC 総額は，初期状態に

依存しない定常コスト部分と初期状態に依存する追加

コスト部分に分解することができる。 

このことは，図－２のような例を見ると理解が容易

である。同図は，同一の劣化過程かつ同一の点検・補

修政策の下で，初期状態の健全度のみが異なる場合

（初期健全度が 1～5 の 5 ケース）の累積 LCC の経年

推移を示している。図からは，年次の経過につれて，

初期状態が異なる全ての累積 LCC 曲線の傾きが同一

（単年度コストが一定値）になっていく様子が見て取

れる。これは，劣化による健全度低下と補修による健

全度回復がいわば‘釣り合った’定常状態が出現して

いることを示す。一方，定常状態で現れる直線部分を

ｙ軸まで延長した時のｙ切片は，初期健全度がそれぞ

れ 1～5 である場合の，定常状態に至るまでに追加で必

要となる累積 LCC 増分を示している。この例が示すよ

うに，累積 LCC 総額は，初期状態に依存しない定常的

な単年度費用（直線部の傾きに相当）と，初期状態に

依存して追加で必要となる累積 LCC（ｙ切片に相当）

とに分解することができる。 

以下本稿では，この定常状態における一定の維持補

修費用を「年平均費用」と定義する。一方，検討時点

の健全度分布に応じて定常状態に至るまでに追加で必

要となる累積 LCC 増分を，「相対費用」と定義する。そ

して両者を合わせて，「工学的 AM 情報」と呼ぶことに

する。社会インフラとして長期的に機能を維持すべき

土木構造物においては，定常管理費用である年平均費

用を 小にする点検・補修政策を立案することが重要

である。一方，相対費用は，状態の単位変化量当たり

の累積 LCC 増分の原単位を表しており，計画の実施や

変更に伴う健全度分布の変化が累積 LCC に与える影響

を算出する際の基本情報として重要な意味を持つ。先

に述べたように，本手法は，長期レベルで 適点検・

補修政策を立案する過程で，工学的 AM 情報を予め算定

しておき，下位のマネジメントサイクルでは，この工

学的 AM 情報を用いた計画変更代替案の評価を行うとと

もに，モニタリング情報を逐次改訂することで，多階

層からなる PDCA サイクルを整合的・継続的に廻してい

こうとするものである。 

次章では，長期・中期・短期レベルの 3 階層からな

る AM 問題への本手法の適用事例を通じて，PDCA 型 AM

手法の適用方法及び出力情報等を具体的に示す。 

なお，本手法の管理会計は，繰延維持補修会計原則

に準拠したものとなっている。同会計原則においては，

年平均費用の支出不足の累積残高を示す「繰延維持補

修引当金」や，相対費用の累積残高を示す「繰延不足

維持補修引当金」などが主要な管理会計情報として出

力される。本手法で出力される管理会計的モニタリン

グ情報は，これらの引当金の推移情報，および資産価

額の変動情報などで構成されている。管理会計手法の

説明にはかなりの紙幅を要するので，本稿では，事例

検討の中で，資産価額の推移等に関するモニタリング

情報を例示するにとどめる。管理会計手法の詳細につ

いては参考文献 7）を参照されたい。 

図－３ 劣化予測モデルの例 

Fig. 3 Sample of deterioration prediction model 

表－１ 補修代替案 

Table 1 Repair policy alternatives 

補修パターン 健全度1 健全度2 健全度3 健全度4 

補修対策１ ○

補修対策２ ○ ○

補修対策３ ○ ○ ○

補修対策４ ○ ○ ○ ○
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3.  ケーススタディ 
 

3.1 ケーススタディの概要 

本章では，長・中・短期レベルの 3 階層にまたがる

包括的な AM 検討を取り上げ，各レベルにおける代表

的な AM 問題に関するケーススタディを通じて，

PDCA 型 AM 手法における検討手順・結果出力等を具

体的に例示する。 

長期・中期・短期レベルの計画期間は，それぞれ 30

年，15 年，5 年と設定した。すなわち，長期 1 サイク

ルの中に中期が 2 サイクル，中期 1 サイクルの中に短

期 3 サイクルが含まれる PDCA サイクルを想定した。

ただし，これらは各レベルの計画策定期間を表すもの

であり，計画代替案の評価においては，長期にわたる

定常状態の LCC と，状態の変化に対して加算される増

分 LCC が用いられている。 

 本ケーススタディでは，検討の見通しを良くするた

め，橋梁 5 橋からなる小規模な資産を対象とした。各

橋梁は，床板・桁・支承・橋台・橋脚といった 大 5

種類のエレメント（同一の劣化・補修過程が適用され

る部材群）で構成されており，対象エレメント数は合

計 23 個である。 

3.2 長期レベルにおける検討事例 

3.2.1 対象とする AM 問題 

長期レベルは，長期経営計画・財務会計・資産台帳

システム等といった基本情報に基づき，各構造物の

適点検・補修政策を選定し，目標となる管理水準を設

定して，長期計画を立案するステージである。 

本ケーススタディでは，長期レベルの代表的な AM 問

題として，AM の上位計画である長期経営計画上の予算

計画を与件とする，「 適点検・補修政策の立案」，お

よび「単年度予算制約下での 適対策優先順位の決

定」を取り上げる。 

3.2.2 検討手法と結果の概要 

中・長期レベルにおいては，劣化のばらつきを考慮

できる確率論的劣化・補修モデルを用いるのが望まし

い。そこで本事例では，劣化・補修過程を斉次マルコ

フモデルで記述した。同モデルによる状態遷移図の一

図－４ 点検・補修政策代替案の比較 

Fig. 4 Comparison of inspection-repair policy alternatives 

表－２ 適点検・補修政策と工学的 AM 情報 

Table 2 Optimal inspection-repair policies and engineering asset management information 
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例を図－３に示す。一方，点検・補修代替案について

は，点検・補修周期を 1～20 年間隔の 20 ケースとし，

補修対策代替案としては表－1 に示すような 4 種（○

印が補修対象ランクを示す）を想定して，計 80 ケース

の組合せの中で点検・補修政策を探索した。 

以上の条件の下，平均費用法を適用して，エレメン

ト毎の 適点検・補修政策と工学的 AM 情報を算定した。

算定結果の一覧を表－２に示す。ここで算定された工

学的費用は，長期レベルの後続の検討および中・短期

レベルの検討において，健全度分布の変化量から LCC

の変動を求める際の原単位として用いられ，各レベル

における AM 検討の高速化と，検討レベルを跨いだ情報

の整合性の確保に寄与することになる。本手法は 適

解のみを高速で探索できるものであるが，参考までに，

全 80 ケースの点検・補修代替案の年平均費用の比較結

果の一例を図－４に示しておく。同図からは，当該エ

レメントについては，「補修対策 3，点検・補修周期 4

年」の組合せが 小の年平均費用を与える 適政策と

なっていることが読み取れる。 

以上で求められた 適政策をすべて実施できれば

LCC 総計は理論上 小となる。しかしながら多くの場

合，単年度に費消できる予算の上限を規定する長期財

政計画が存在する。このため現実には，予算制約下で

の対策費用の平準化が必要となる。ここでは AM 検討の

前提として 40,000 千円の単年度予算制約が課されてい

るという条件設定の下，対策の投資効率を 大化する

適対策優先順位の算定を行った。優先順位指標とし

ては，任意の対策を一年先送りすることにより失う逸

失便益の絶対値を便益 B とし，その対策費用を費用 C

とした費用便益比 B/C を用いた。 

紙面の都合上，各年度に実施すべき対策リストの掲

載は割愛し，ここでは予算制約下において 適点検・

補修政策を 適対策順序で行った場合の全対象資産の

LCC 総計の推移を図－５に示す。同図に併記された予

算制約がない場合の LCC 総計との差は，予算制約の存

在により追加で必要となる LCC 総計を示している。同

図は，初期には 適政策のすべてが実施できないこと

により LCC 総計が増大するが，この傾向は経過年 10 年

次付近を境に安定し，以降は持続的な維持・管理が可

能になることを示している。なお，予算制約額が過少

な場合（同図中の点線）には，非効率的な補修の悪循

環に陥り，持続的な維持管理の実現は困難となる。こ

のように，長期レベルにおいては，上位計画で与えら

れた予算制約下での AM の持続可能性を検証することも

重要な課題となる。 

AM の持続可能性を資産価額の安定性から評価したも

のが図－６である。同図は，予算制約の有無により全

資産の価額総計が時間軸上でどのように推移するかを

示す管理会計的モニタリング情報の一部である。グラ

フの推移は，当初は予算制約の存在による資産価額の

減少がみられるものの，長期的に安定した予算を継続

することにより，経過年 10 年次付近から積み残された

補修需要が解消されて，定常管理状態におけるレベル

まで資産価額を回復できることを示している。 

以上の検討により，予算制約の下で実現可能な，

適点検・補修政策および 適対策実施順序が同定され

る。本手法による 適解の探索はきわめて高速である。

また対策優先順位の検討においても，予め算定された

工学的 AM 情報に基づき，健全度分布の推移情報から直

ちに優先順位指標 B/C を算定することができる。この

ため，時系列シミュレーション法と比較して計算負荷

が大幅に軽減でき，膨大な資産群を対象とした AM 検討

を実施することが可能である。

図－６ 資産価額に関するモニタリング情報 

Fig. 6 Monitoring information on assets value 

図－５ 長期予算制約下の LCC の推移 

Fig. 5 Changes in LCC under long-term budget restriction 
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3.3 中期レベルにおける検討事例 

3.3.1 対象とする AM 問題 

中期レベルは，上位計画である長期レベルの検討結

果を受けて，予算計画や管理政策の中期的な見直しを

行って，実行可能な中期計画を取りまとめるステージ

である。 

本ケーススタディでは，中期レベルの代表的な AM 問

題として，前述の長期レベルにおける検討結果を与件

とする，「予算計画の中期的見直しにおける中期予算代

替案の評価」，および「修正された中期予算の下での

適対策優先順位の決定」を取り上げる。 

3.3.2 検討手法と結果の概要 

中期レベルでは，中期的な予算見通し等に基づいて

長期レベルで設定された予算計画を見直し，実行可能

な 適中期計画を立案する必要に迫られることが少な

くない。ここでは，中期計画の対象期間を現時点から

15 年間とし，この期間の累積予算総額の上限は不変の

まま，期間内での投資配分を時間的に変更できる場合

を想定する。具体的には，表－３に示すような①前半

重点投資型，②平準化型（長期予算案と同じ），③後半

重点投資型の 3 パターンの中期予算代替案を設定し，

それぞれの予算代替案について， 適点検・補修制約

の下での 適対策順序を算定し，予算代替案ごとの

LCC 総額を比較することにより， 適な中期予算配分

案と，それに基づく中期対策計画を作成した。予算制

約下での 適対策順序の検討手順は，長期レベルと同

様であるため，ここでは説明を省略する。 

中期予算代替案の比較評価結果を図－７に示す。同

図から，累積予算総額の上限が一定という条件下にお

いても，前半重点投資型の中期予算代替案を採用する

ことにより，平準化型より LCC 総計を小さくできるこ

とが読み取れる。一方，後半重点型の予算配分は，LCC

総計を大きく押し上げる結果となっている。本試算は，

現時点ですでに劣化が進行している橋梁群を対象とし

たものである。この評価結果は，早期に健全度を回復

させ，劣化進行速度が遅い状態に健全度分布を移行さ

せた後に単年度予算を縮小する戦術が，当初の劣化進

行速度が速い段階を放置した後，集中的に状態を改善

させる戦術より有利であることを示している。 

すべての予算代替案の下での 適点検・補修政策と

適対策順位は，中期予算代替案の評価の前段階で既

に算定されている。このため，中期予算代替案が決定

されれば，直ちに当該予算案の下での中期対策計画を

立案することができる。 

一般に， 適政策を 適優先順位で実施する場合の

予算代替案の検討には膨大な量の逐次繰返し計算が必

要となるため，従来手法では，大量の資産群を対象と

した予算代替案の検討の実施は困難である。一方，本

手法によれば，多数の中期予算代替案の比較評価を高

速に実施することが可能である。さらに，以上の検討

により更新された中期計画の策定結果を，工学的 AM 情

報を媒介として，直ちに上位計画およびモニタリング

情報へとフィードバックすることが可能である。 

3.4 短期レベルにおける検討事例 

3.4.1 対象とする AM 問題 

短期レベルは，上位計画である中期計画の策定結果

を受けて，現実の補修箇所等を物的に特定し，さらに

これを工事単位にまとめて，各年度の実施計画を立

案・評価するステージである。 

本ケーススタディでは，短期レベルの代表的な AM 問

題として，長期レベルで得られた工学的 AM 情報・ 適

点検・補修政策と中期レベルで得られた中期計画の変

更案を与件とする，「補修時期の同期化を考慮した実施

計画代替案の評価」を取り上げる。 

3.4.2 検討手法と結果の概要 

 前項までで述べた長・中期レベルでは，劣化過程の

不確実性を考慮しつつ，大量の構造物を扱うために，

確率論的検討に基づくマクロな検討を実施した。一方，

短期レベルでは，中期計画を実施に移すに際して，計

表－３ 中期予算代替案 

Table 3  Medium-term budget alternatives 

図－７ 中期予算代替案の比較 

Fig. 7 Comparison of medium-term budget alternatives 

1 前半重点投資型
 1～ 5年次まで：60,000千円/年
 6～15年次まで：30,000千円/年
（期間内の制約内予算総額：600,000千円）

2
平準化型

（長期予算案と同じ）
 1～15年次まで：40,000千円/年（一定）
（期間内の制約内予算総額：600,000千円）

3 後半重点投資型
 1～10年次まで：30,000千円/年
10～15年次まで：60,000千円/年
（期間内の制約内予算総額：600,000千円）
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画期間内の各年度に実施する補修工事の対象部材を物

的に特定した確定論的検討が求められる。 

短期レベルでは， 新の点検結果に基づいて優先的

に補修すべき部位を物的に特定するとともに，単年度

予算，周辺環境条件，等を総合的に勘案しつつ，近傍

に位置する部材群の補修時期を同期化した合理的な実

施計画を立案することが必要である。中期レベルまで

で得られた計画情報（ 適点検・補修政策等）は，合

理的な短期レベルの実施計画の立案においてきわめて

有用ではあるが，計画立案作業自体は，実務的には施

設管理技術者の人的判断によらざるを得ない。したが

って，短期レベルの検討課題は，施設管理者の総合判

断に基づき作成された短期変更代替案を長期 LCC の観

点から評価し，より合理的な実施計画を策定するため

の支援情報を提供することである。 

ここでは，中期計画で得られた直近 5 年の補修計画

に基づいて，2 案の短期変更計画代替案を作成し，長

期 LCC の観点から評価を行って，より望ましい短期計

画を選定した。本検討で設定した短期変更計画代替案

を表－４に示す。表中，左欄（原案）は中期計画で得

られた直近 5 年間の補修実施時期を示している。中央

欄（短期変更代替案 1）は，橋梁単位での補修時期の

同期化を前提とした中期計画の短期的修正案である。

また右欄（短期変更代替案 2）は，橋梁部材を上部工

と下部工とを分けて補修時期の同期化を図ったもので

ある。表中の赤丸が計画変更後の補修実施時期を，矢

印の始端が原案における補修予定時期を，それぞれ示

している。 

 工学的 AM 情報に基づく代替案の LCC 評価結果を表

－５に示す。同表は，原案の LCC を基準としたときの，

各代替案への変更による LCC 増分を示している。LCC

評価の観点からは，中期レベルで策定した 適計画か

らの LCC 増分が も小さい短期変更計画代替案 2 が採

択されることになる。 

変更代替案の LCC 増分が正であることは，短期レベ

ルの補修実施時期の同期化により，中期レベルで得ら

れた理論上の 適補修実施時期からのズレが生じ，増

分コストが発生していることを示している。また，2

案を比較すると，上部工・下部工を分離して補修時期

の同期化を図った代替案 2 が有利となっている。これ

は，代替案 2 の方が， 適補修時期からのズレが小さ

い変更計画になっていることに起因する。 

なお，本事例では，補修工事費用として直接工事費

のみを取り扱っているため，補修時期の同期化による

間接工事費の縮減効果等は考慮されていない。実際の

計画にあたっては，長期レベルの検討で間接工事費を

表－４ 短期変更計画代替案 

Table 4 Modified short-term plans 

表－５ 短期変更計画代替案の比較 

Table 5 Comparison of modified short-term plans 

1年次 2年次 3年次 4年次 5年次 1年次 2年次 3年次 4年次 5年次 1年次 2年次 3年次 4年次 5年次
橋梁１ 床版 ● ● ●

桁 ● ● ● ● ●
支承
橋台 ● ● ●
橋脚 ● ● ●

橋梁２ 床版 ● ● ●
桁 ● ● ● ● ● ●

支承
橋台 ● ● ●
橋脚 ● ● ●

橋梁３ 床版 ● ● ●
桁 ● ● ●

支承
橋台 ● ● ●
橋脚 ● ● ●

橋梁４ 床版 ● ● ● ● ●
桁 ● ● ● ● ●

支承
橋台 ● ● ●

橋梁５ 床版 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
桁 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

支承
橋台 ● ● ●

短期変更計画代替案２
橋梁 部材

原案（中期計画案） 短期変更計画代替案１

計画変更に伴うLCC増分（千円）

原案（中期計画） 0

短期変更計画代替案1 31,703

短期変更計画代替案2 5,926
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事前に考慮するとともに，補修工事費をより詳細に見

積ることにより，各レベル間の費用の整合性を高める

とともに，同期化による費用縮減効果を考慮した検討

を行うのが望ましい。 

以上で見てきたように，短期レベルでは，技術者の

総合判断を踏まえて作成された実施計画案を，試行錯

誤を通じて改善・合理化していくための探索ツールが

求められる。このような計画支援技術は、近年の補助

制度の創設により計画策定の緊急性が高まっている橋

梁や下水道施設に関する長寿命化計画の立案の際にも

極めて有用である。本手法を用いれば、中・長期的

適政策と整合的な実施計画代替案（複数の長寿命化計

画案）を容易に立案することができる。さらに、工学

的 AM 情報を用いることで、新たなシミュレーション

を経ることなく、実施計画代替案の LCC 評価を実施し

て 適な長寿命化計画案を立案するとともに、事後保

全政策に対する LCC 削減効果を定量的に算定すること

が可能である。 

以上の短期レベルにおける計画変更および各年度の

工事実施による実績データは，工学的 AM 情報を媒介

として，上位計画や実施状況のモニタリング情報にフ

ィードバックされることになる。 

 

4.  おわりに 
 

本稿では，長・中・短期レベルからなる階層的な

PDCA サイクルを持続的かつ整合的に廻していくための

PDCA 型 AM 手法を提案した。さらに，ケーススタディ

を通じて，本手法の適用性・有用性を示した。 

ケーススタディで詳述したように，本手法では，数

学的な定常解の解析により得られた工学的 AM 情報を媒

介として各階層をつなぐことで，各レベルにおける

様々な AM 問題に対する意思決定支援情報を整合的かつ

簡便に提供するとともに，計画策定結果を直ちに他の

計画階層やモニタリング情報にフィードバックするこ

とができる。これにより，多階層にわたる複雑な AM 問

題を包括的に取り扱うことが可能となる。 

今後，実務への適用を通じて，より実効性の高い AM

支援システムを構築するとともに，より大規模かつ包

括的な AM 問題の検討に本手法を適用していく予定であ

る。また，補助制度の創設により計画策定の緊急性が

高まっている長寿命化修繕計画の策定においても，本

手法を有効に活用していきたいと考える。 
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