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一般講演

中村と申します。本日は、どうぞ宜しくお願い致し
ます。
今日、スクリーンで見ていただきます資料は、お配
りした資料に少し手を加えております。ご容赦のほ
ど、お願い申し上げます（図－1）。
本日お伝えしたいのは、主に3点です（図－2）。第1

は、北海道の水田地帯の農業で、今どんな変化が生じ
ているか、ということ、第2は、そういった変化によ
って、今後、水利用がどうなっていくのか、ということ、
第3は、その変化していく水利用に対して、これから

灌漑施設でどう用水供給すればいいんだろうか、とい
うことで、この第3のところは、若干悩みごとめいた
話です。これらのことを、今日は、農業農村整備以外
の分野の方々にお伝えしたいと思っております。
本日の目次です（図－3）。まず、「水田用水はどう
変わるか」です。これは、直播栽培が増えているとい
う話です。直播栽培というのは、田植えをせずに、種
もみを直まきする栽培方法です。つぎは、「水田の転
作で水利用はどうなるか」です。この2項目を受けて、

「北海道の大規模稲作地帯におけるこれからの用水利用」
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3つめは、直播栽培や転作作物の導入によって、地域
としての水利用がどう変わっていくのかです。4つめ
は、「用水供給」の話です。北海道の水田では、冷害
対策を狙った特徴的な水の管理が行われていて、水を
取り入れる時間帯にラッシュアワーがあります。その
うえ、3つめの項目でお話しする地域の水利用の変化
もあります。このような需要に対する用水供給につい
てお話しします。で、5つめは、「灌漑排水と地域環境
の保全」です。
では、まず、3つめまでをご説明しますが、途中で、
話の本筋とはちょっとずれる、寄り道として、水田の
大区画化と地下水位制御システムの話も挟みます。
水稲の直まき、つまり直播栽培についてご説明する
前置きとして、現在主流である栽培方式、つまり移植
栽培についてお話しいたします（図－4）。これは、苗
を育てて、この苗で田植えをする、つまり移植する方
式です。移植栽培の場合、水田では、田植えの前に代
かきをします。水田に水を張って、土の塊をほぐす作
業です。このことで水の縦方向の浸透が抑制されま
す。つまり田んぼの水持ちがよくなるわけです。代か
きの役割には、このほかにも、春先に芽を出した雑草
を泥の中に埋め込んでしまう、つまり雑草の防除など
があります。
このスライド（図－5）は、移植栽培での水田の水
管理方法です。「水田の水管理」という言葉の意味は、
水深の調節や土壌水分の管理のために、水田の取水と
排水を行うことです。横軸は4月から9月で、縦軸は、
稲の背丈や水田の水深を示す軸で、単位はセンチメー
トルです。水色に塗った形が、北海道の水田で見られ
る水深調節のイメージです。
代かきと田植えをした後は、だいたい水深を2、3セ

ンチにします。イネの背丈がこの青い線のように伸び
ていきます。7月になると、冷害対策として深水灌漑
という水管理をします。冷害対策とか深水灌漑の少し
詳しい説明は、また後の方でします。深水灌漑の時期
を過ぎたら、また浅くします。8月の途中からは暗渠
排水の出口を開いて排水し、土壌水分を下げます。こ
れにより、その後の収穫作業で農業機械が入りやすく
なります。ただし、この時期にも時々灌漑して、イネ
に必要な水分状態を保ちます。
現在は、移植栽培が主流ですから、このスライド（図

－6）のような水利用パターンで水利権が設定されて
います。縦軸は、頭首工などで取水する水の流量です。
用水計画上の呼び方では、苗代期、代かき期、普通期
があり、普通期の途中に深水期があります。代かき期
と深水期は、他の時期よりも水が多く必要です。
で、ここまでが、直播栽培の説明のための前置きで
す。

図－4 図－6
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さて、いま水田地帯ではどんな変化があるのでしょ
うか（図－7）。近年、北海道内の大規模稲作地帯では、
農家の高齢化と後継者の不足などによって農家戸数が
減少し、農家１戸当たりの農地面積が増えています。
近い将来に1戸当たり50ha程度になるという予測もあ
ります。
いま主流である移植栽培は、春先に育苗、代かき、
田植えという作業が集中します。そのため、家族経営
で１戸当たりの稲作面積が20haを超えた場合、その
全てを移植栽培で行おうとすると、春の作業に手が回
らなくなるといわれています。この対応策として、こ
れらの作業量を減らせる直播栽培の導入があります。
直播栽培（図－8）では、水田に種もみを直まきし
ます。大きくは乾田直播と湛水直播に分かれます。乾
田直播では、この写真のように、水を張らないで、土
を細かく砕いた状態の農地に播種をします。湛水直播
では、代かきをして、水をたっぷり含んだ土壌に直ま

きします。普通は代かきをして播種しますが、代かき
なしの湛水直播もあります。
直播栽培の面積は、近年伸びています（図－8）。水
稲作付面積のうち、直播栽培が占める割合は、平成
26年時点で、北海道全体では2%ですが、岩見沢市で
6%、美唄市で5%、妹背牛町で10%です。
直播栽培が増えていく地域で、今後も安定した用水
供給を行うためには、直播栽培での水田水管理の特徴
を調べて、移植栽培と比べておく必要があります（図

－9）。たとえば、さっき、代かきの役割の１つに、浸
透抑制があると申しました。また、1枚前のスライド
で、直播栽培では代かきを行わない場合があると申し
ました。ならば、代かきのない栽培方式では、移植栽
培に比べて、水の浸透が大きくなって用水量が増える
ことが予想されますが、それは本当かという確認も重
要です。
それで、私たちは、7年前から、直播栽培の用水量
を調べています。私たちの調査フィールドの一つは、
妹背牛町です（図－10）。妹背牛町では、国営農地再
編整備事業によって、圃場の大区画化と地下水位制御
システムの設置が進みました。
今日の話の本筋である水管理や用水量から話はそれ
ますが、ここでちょっと寄り道をして、大区画化と地
下水位制御システムのことをご説明します。
従来の水田は1枚が0.3ha程度ですが、この地域にお
ける圃場の大区画化では、数枚が合わさって2.2haと
かその2倍の4.4haになります。この大区画化によって、
トラクターなどのUターン回数を減らせますし、開け
閉めしなければならない給水栓の数が減るなど、営農
作業が効率化されます。
このスライド（図－11）で、地下水位制御システム

図－8

図－7
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をご説明します。下にあるのは、水田の平面図です。
暗渠排水用のパイプが10m間隔で平行して埋設されて
います。地表からの埋設深さは90cmです。整備後に
は、右の中段の断面図のように、用水路から暗渠パイ
プに水を入れられるようになります。土壌に対し下か
ら上に水を供給しようというものです。
このスライド（図－12）の左の水田の平面図のよう

に、従来の地表からの取水では、水は取水口のところ
から拡がります。大区画でこの取水をすると、取水口
の反対側に必要な水が届いたときには、取水口付近と
反対側で、土壌への給水量のアンバランスが生じ、時
間的にも水量としても余計に必要になりがちです。ま
た、地表灌漑では、直播栽培の種もみが流されるおそ
れがあります。
一方、地下から給水すると、このスライド（図－

12）の右下の絵のように、暗渠埋め戻し部を上がって
いく水が、地表面付近で左右に広がるため、水田全体

に比較的均一に、ジワジワと水が到達するという利点
があります。
話を寄り道から戻して、水田水管理や用水量の話を
続けます。
妹背牛地区の調査では、予想に反して、代かきのあ
りなしで用水量に大きな差は出ませんでした。原因を
考えてみたのがこの大区画圃場のスライド（図－13）
の下段にある断面図です。代かきを行うと、土壌の浅
い部分の透水性が小さくなります。代かきがない場
合、この部分の透水性は小さくはなりませんが、もと
もと地下水位が高い地域であったので、下に向かう水
の浸透量が小さくて、結局、用水量の差が小さかった
のだろうと考えました。
では、直播栽培で特徴的な水管理とは何なのかを、
このスライド（図－14）でご説明します。これは、平
成23年のデータです。横軸は月日で、5月の下旬から8
月末までです。一番上が日降水量です。2段目、3段目、

図－10 図－12

図－11 図－13
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4段目のグラフでは、一つ一つの棒グラフが1回の取水
です。棒グラフの幅が取水時間の長さを、棒グラフの
高さが取水の強さを示しています。ですから棒グラフ
の面積が、その1回で取水した水の総量です。
3段目、4段目の無代かき湛水直播栽培と2段目の移
植栽培の水管理の大きな違いは、灌漑期間のはじめの
頃にあります。移植栽培では、代かき作業に大きな水
量が必要です。また田植えをした後で初めて湛水する
ときにも相当の水量が必要です。それに比べると、直
播栽培では、背の高い棒グラフが多数あって、それは
移植栽培の水需要の大きな時期より少しあとの期間で
す。これは、何をやっている取水かといいますと、こ
のスライド（図－15）のような水管理のための取水で
す。種もみは、水面下では窒息してしまいます。その
ため直まき後の約3週間は、水田を湛水状態にはしま
せん。種もみが乾かないように、地表面まで水位を上
昇させ、数日して水位が下がったころに、また地下か

ら水を入れるという管理がなされます。
このスライド（図－6）は、さっきもお見せした、

移植栽培にあわせた現在の水利用パターンです。これ
に対して、直播栽培の面積が増えてくると、このスラ
イド（図－16）のような水利用パターンになるのかも
知れません。移植栽培の面積が減るので、代かき・田
植えのための水量が少し減って、さっきみた直播栽培
の、最初の頃の大きな取水量の分が増えるのではない
かという考え方です。
話は変わって、つぎは、転作の話です（図－17）。
水田の転作では、小麦や大豆のほかタマネギ、メロン
などが栽培されます。その場合も農業用水を使いま
す。たとえば、さっき紹介した地下水位制御システム
があれば、雨が少ない時期に、地下から比較的容易に
水を供給することができます。それと、転作作物によ
っては、3月～4月のハウスでの育苗や、9月から10月
まで続く、農地での病虫害防除作業に水が必要です。

図－14 図－16

図－15 図－17



46 寒地土木研究所月報　特集号　2017年度

直播栽培まで想定した、この用水パターンに加えて、
転作まで考えると、このスライド（図－18）のように
なります。3月～4月と9月～10月に、水量としてはわ
ずかですが、水が必要だという水利用パターンです。
この例でいいますと、3月、4月と9月、10月は、現在
の水利用期間の外ですから、今後、あらたな水利権を
要望する地域が出てくると思います。
さて、目次に戻ります（図－19）。ここまでは、直

播栽培の話、転作の話、水利用パターンの話をいたし
ました。次は、農地で必要とされる水を、水路でどの
ように送るかについて、今後考えなければならないこ
とをお話しします。
さっき、7分ほど前に、冷害対策としての水田水管
理の少し詳しい話はあとでしますと申しました。その
話をします（図－20）。冷害のタイプは3種類です。遅
延型冷害と障害型冷害、それとこの二つの混合型です。
遅延型というのは、低温や日照不足によって稲の生育

が例年よりも遅れて、結局は十分に成熟しないまま終
わってしまう場合です。障害型冷害は、成熟途中の花
粉が低温に曝されて未熟になり、結局受精ができず、
収量が落ちるというものです。この大事な時期を、障
害型冷害の危険期といいます。
冷害対策として指導されている水管理は、それぞ
れ、取水は夜間あるいは早朝を推奨する、ということ
と深水灌漑です。それらの水管理をこのスライド（図

－21）で説明します。
まず、障害型冷害への対策である深水灌漑です。緑
の絵で示す稲の穂は、そのできはじめの頃は地表に近
く、それが徐々に上がって行きます。7月中旬までは、
常に水面が穂の高さよりも上になるように、徐々に湛
水を深くしていきます。こうすれば、障害型冷害の危
険期の最中に、もし気温が低下した場合でも、水温は
それよりも高いことが多いので、受精に関係する部分
を低温に曝さないですみます。

図－18 図－20

図－19 図－21
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もう一方の、遅延型冷害への対策は、赤矢印で示す
時期に、イネを取り巻く温度を少しでも高く保つとい
うことです。そのために指導されている水管理が、さ
っき申しました、取水は夜間か早朝を推奨するという
内容です。日平均水温を上げること、さらに、同じ日
平均水温でも昼夜の水温差を大きくした方が生育には
よいということで、昼間の水温上昇を狙っています。
また、障害型冷害の危険期よりも早い時期であっても、
気温が低下する場合には、水深をいつもより2、3セン
チ深くして、イネを低い気温に曝さないで、少しでも
成長をかせぐという水管理も指導されています。
少々古いのですが、実際のデータで、水田への取水
の時間帯を見てみましょう。このグラフ（図－22）は、
約390haの地域に灌漑するパイプラインの入り口で測
定した流量の0時から24時までの変化です。1996年6月
3日から7月25日までの間で、1日の取水量が大きかっ
た順に6位までのデータをグラフにしました。夜間の

流量は小さくて、早朝4時半ころから一気に流量が増
えます。午前9時頃から流量が減り始めます。つまり、
この区域の農家のほとんどが、典型的な早朝取水を行
っていることを示しています。このような、一日の中
での流量の変化を、日内変動と呼ぶことにします。
今度は、日内でなく、日間変動です（図－23）。さ
っきと同じ元データを日取水量として図にしました。
棒グラフは、黒い部分が日取水量で、白い部分が日降
水量です。上の折れ線グラフは、気温です。代かきや
田植えが済んで、徐々に日取水量が落ち着いてきます。
その後の毎日の取水量には、大小のばらつきがありま
す。たとえば、赤い線のところは、それ以前の数日に
比べて気温が下がっていて、なおかつ取水量が比較的
大きいところです。さきほどご説明したように、気温
の低下が予想されれば、農家は水深をいつもより2、3
センチ深めにします。そういった水管理によって、こ
のような日間変動が生じます。
日内変動、日間変動ともに、冷害防止を目的とした
水管理なので、水を供給する側にとっては、このよう
な変動を有する水需要を満たすことが必要です。
ここからは、水を供給する施設の話です。皆さんは、
北海幹線用水路をご存じでしょうか？赤平市にある北
海頭首工で取水して、南へ南へと流れ、約80kmの延
長があります。この写真は（図－24）、美唄市付近の
もので、縦方向に3本ある線のうち、真ん中が国道12号、
右がJR、左を流れるのが北海幹線用水路です。
この水路の場合、頭首工のゲートの開き具合を変え
て取水量を変化させると、その効果が灌漑区域全体に
届くのに約1日かかるそうです。北海幹線用水路ほど
の延長を持つ水路は珍しいですが、20kmとか30kmの
長さの幹線用水路はたくさんあります。延長数十キロ

図－23

図－22

図－24
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の幹線用水路の場合、水需要の日内変動や日間変動に
あわせて、頭首工の取水量を調節するのは困難ですし、
現実的ではありません。ですから、この図（図－25）
のように、用水需要の変動をカバーするような送水量
で、凸凹のある水需要を満たす必要があります。水田
への取水が早朝や夜間に偏るということは、昼間に用
水路を流れる水は水田に取水されず、排水路に流れて
いきます。しかし、それは冷害対策の水田水管理を支
えている水と考えるべきだろうと思います。
用水路の耐用年数は40年ですから（図－26）、水稲
の作付面積が減って用水量が変化したからといって、
水路のサイズをコロコロ変えることはできません。変
化していく水需要に対して、現況の断面の水路で、ど
う水を供給するかは、これからの重要な課題です。こ
のスライド（図－26）の下の絵は、幹線水路の断面で
す。画面の奥から手前に向かって水が流れていて、直
交する支線水路に分水しているとします。たとえば、

左下の絵のように、毎秒10トンの水を流してきた水路
があったとします。で、水稲の作付けが減って、水需
要が毎秒6トンになったとします。このとき、右下の
絵のように、断面が現況のままなら、毎秒6トンの流
量では水路の水位が低下します。そうなると、幹線水
路から各支線水路に分水するための水位が不足する箇
所が出てきます。ですから、必要な分水位の確保方法
が問題です。たとえば、幹線水路の途中に適当な間隔
で水位調整ゲートを設けるという考えもあります。し
かし、ゲートの建設費や維持管理費、管理労力の問題
が伴います。繰り返しになりますが、この問題は、こ
れからの重要な課題です。
さて、最後の話題は、灌漑排水と地域環境の保全の
話です（図－27）。いま、調査中の事柄です。3年ほど
前に、ある方から聞いた話では、用水路のパイプライ
ン化をしてから、古川の水位が下がったということで
した。たとえば、こんな箇所です（図－28）。水利基

図－25 図－27

図－26 図－28
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盤チームでは、この原因として、次のような仮説を立
てて検証中です（図－29）。緑に塗った区域の左上に
ある青い太線は幹線用水路で、そこから分水した青い
細線の支線用水路が、この緑に塗った区域を灌漑して
いるとします。この区域内の用水路が開水路であった
ころは、一日中、水が流れていて、水田に取水されな
かった水は、排水路に流入していたと考えられます。
パイプライン化されると、幹線用水路からこの緑の
区域に入ってくる水は、給水栓を開けたときに水田に
取水される水だけです。結局、排水路に入る水量が減
って、それが、河跡湖への流入量の減少につながって
いるんじゃないか、という仮説です。
地域環境に関するもう一つの話は、泥炭地盤の沈下
です（図－30）。泥炭地盤は泥炭の圧密・分解などに
よって沈下します。そうすると、農地地表面に不陸が
生じてしまったり、地下にあるパイプラインが損傷し
たりします。それゆえ、泥炭地盤の沈下抑制が重要で

す。地下水位を、ある程度高く保てば、沈下抑制に有
効だろうと考えられています。
地域の農業の変化や農業農村整備事業が進む中で、
従来、地域で水が果たしていた役割を理解し、将来も
水がその役割が発揮できるような灌漑排水が必要だと
思います。そんなことで、現在、こういった調査にも
取り組んでおります（図－31）。
さて、私の話はここまでです（図－32）。つたない

話でしたが、本日、お伝えしたかったこれらのことに、
関心を持っていただけたなら幸いでございます。
ご静聴、ありがとうございました。

図－29 図－31

図－30 図－32


