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研究の背景と目的
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善と構造機能の保全に関する研究です。
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日本における食料供給基地北海道、この発展を支え
る農業水利基盤を長期にわたり合理的に維持管理する
技術を開発することを目的にしています。農業水利施
設機能の確保のためには、送配水機能と構造機能の確
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保、それと適正な維持管理が必要ですが、それに対し
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て三つの課題（図－１）を設けてあります。
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送配水機能の確保については、一つ目の課題でして、
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「寒冷地水田灌漑及び大規模畑地灌漑に適した送配水

図－１

機能の診断・改善技術の開発」
、それと構造機能の確
保としては二つ目の課題で、
「農業水利施設の構造機
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能の安定性と耐久向上技術の開発」
、それと三つ目に
「農業用水利施設の補修・計画技術に関する研究」に
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ついて成果を発表します。
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寒冷地水田潅漑および大規模畑地潅漑に適した送
配水機能の診断・改善技術の開発

᳇ᄌേ䈫↪᳓⾗Ḯ

寒冷地水田灌漑施設の送配水機能の診断・改

ଏ⛎䈱
⾗Ḯ▤ℂ

ᡰ✢↪᳓〝䈱䊌䉟䊒䊤䉟䊮ൻ䈭䈬䈮䉋䉎᳓㔛ⷐᄌൻ䈮ኻ䈚䈩䇮᳓▤ℂᯏ⢻䈱⸻ᢿ䈜䉎䈢䉄䈱⹏ଔ䊐
䊨䊷䉇ቯ䈚䈩ㅍ㈩᳓䈜䉎䈍䉋䈠䈱್ᢿᜰᮡ୯╬䉕␜䈜䇯
ข᳓⸳䋺㗡㚂Ꮏ

１－１

ଏ⛎⢻ജ䈱⺞ᢛ

⧣⒖ᬀ
⋥
⫳⊒ᢔ
㒠᳓⾗Ḯ

ᩱၭᴺ䈱ᄌൻ

１

㔛ⷐ䈱
᭴ㅧᄌൻ

ᐙ✢↪᳓〝

ᐓᷤ䉕ฃ䈔䉎ᐙ✢/ᡰ✢᳓

⹏ଔ䊐䊨䊷
䉴䊁䉾䊒

㔛ⷐ㊂䈱㓸ਛൻ䈭䈬ᄌേ䈱ᄢ䈐䈭ᡰᵷ✢
䊌䉟䊒䊤䉟䊮
ಽ᳓ᵹ㊂

善技術の開発（図－２）
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将来の地域の農業構造の変化と用水供給システムの
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図－２

課題の有無や内容を把握して、必要な改善策を提案す
るということですが、二つの変動に分けて説明します。
一つ目は年度単位を超えた用水量の需要の変動、そ
れと二つ目は日内変動も含む単年度内の送配水機能の
変動です。

で、非常に変動幅は小さい。一番要因が大きいのは、
水田面積の変化です。
二つ目ですが、幹線、支線水路があって、その支線
の中でもパイプライン化している場合です。この場合

一つ目についてですが、需要側の構造変化では、例

は大体、８時間で取水をするといったことが現実にあ

えば輪作体系、
栽培法の変化としては直播とか苗移植。

ります。取水量の集中化など変動が多いと、この幹線

そして気候変動による降水資源の変化で、これは非常

用水路系に影響を与えるので、日内変動の影響を考え

に将来的には危険な要因の一つだと考えています。

る必要があり、そのためには、不定流解析をしなけれ

それと、気候変動に伴う蒸発散ですが、内地並みに

ばならない。例えば、日内変動で影響が少ないという

なっても、せいぜい増えても１ミリ程度だということ

のは一次用水で、日変動水位が25％程度であれば幹線
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図－４

図－６

に大きな影響を与えないという試算もありますが、是

ている、有機質土の層厚が変化している、こういった

非、評価フローを用いて検討、評価して頂きたいと考

ところが非常に漏水が多いということがわかりまし

えています。

た。今後の維持管理についてはこういうところをまめ
にチェックするといったことが必要だと考えています。

１－２

大規模畑地灌漑施設の機能評価と予防保全技
術の開発（図－３）

２

農業水利施設の構造機能の安全性と耐久向上技術
の開発

実態を調べましたところ、非常に維持管理費に関す
る年度の変動が大きく、特に大きいのはこのバルブ類
です。これについては計画的に補修することが必要で

開水路の凍害劣化と補修技術については詳しく、後
で御説明します（図－４、５）。

す。そのためには、例えばこのバルブ類の弁室ですけ
れども、その弁室に水が入る、そして、寒気が入ると

２－１

頭首工に関する補修技術の開発（図－６）

いったことが非常に大きな影響を与えているというこ
とがありますので、弁室を計画的にチェックしていく
ことが必要だということがわかります。
それとパイプラインによる漏水要因の事例的検討で
すが、劣化に伴って当然漏水が多くなってくるという

頭首工についての劣化メカニズムですが、開水路と
同じように凍上凍結作用があります。南面、太陽の方
に向いているところについては非常に温度差が大きい
ため、凍結が進みやすいという環境にあります。

こともありますが、それにプラスして、地盤の支持力

外気温が水色線ですが、この南面壁の表面温度とは

が低い、自然含水比が90％を超える有機質土が堆積し

非常に差が大きいということで、これによって何が起
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図－９
パイプライン施工では用いられましたが、実験により
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農業用水利施設の補修・改修計画作成技術に関す
る研究（図－８）
農業水利施設については、劣化予測に関するデータ

がほとんどないといった状況なので、どのように優先
順位を決定していくのかということが問題です。これ

ୃ䊶ᡷୃ䉕੍ቯ䈚䈩䈇䉎ᣉ⸳䈗䈫䈮䇮䈮䈠䈦䈩
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３

については、一つの提案ですけれども、施設の健全度、

図－８

水利システムの重要度を勘案して点数化し、その他要

きるかというと、いったん雪が解けて、それがコンク

るとか、また用地の確保が難しいとかそういったもの

リートに浸潤して、また凍結するといったことが劣化

がありますので、その他の要因による工程の調整をし

に非常に大きい影響を与えているということです。

ながら工程の決定をしていくことを提案しています。

そのための補修工法ですが、気中部、喫水部につい
ては断面修復材を施工した後に薄層の表面保護材を上
塗りすることで、寒冷条件下でも比較的長期にわたる
耐久性が確保されることになりました。この試験につ

因、例えば協議調整が必要とか、また残耐用年数があ

これについては、技術者にアンケートを求めまして、
この指標とフローをまとめたものです。
従来の結果に対してこれを用いることによって、大
体妥当な線だということが評価されています。

いては1,000サイクルとありますが、凍結融解が起こ

「改修用水施設の施設操作性改善方法の提案」（図－

るのは、マイナス５度と零度の間、これを行き来して

９）です。用水管理の変化については先ほど説明しま

いる分を数えると１年間で60回、70回起きます。10年

したが、パイプラインに改修されたということで、ど

で600回とか700回です。この繰り返し試験はマイナス

のようにリスク軽減するかの検討が必要になってきま

５度からプラス８度間を１サイクルとして、これを３

す。

時間行った結果ですので、非常に評価は高いと考えて
います。

水田地帯の改良区はパイプライン化を進めていま
す。そのことにより下流の水位を確保するためにスラ
イドゲートを設けますが、支線において取水を止める

２－２

特殊土壌地帯における管水路の経済的設計手

と幹線系の水が溢れるおそれがあるので、バイパス水

法の開発（図－７）

路や余水吐をきちんと整備しなくてはいけないと考え
ています。

従来からジオグリッドを用いた工法が泥炭地の中の
80
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おわりに
北海道の積雪寒冷、特殊土壌という地域特性から、
農業施設の長期にわたる機能確保が重要な課題であり
（図－10）
、土地改良区などの関係機関の協力を得なが
ら研究を進めてきました。感謝申し上げます。水利施
設の機能確保については引き続き新しい中期計画の中
で研究しますので御協力お願いします。
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