
　当協会では協会設立50周年事業として、優れた技術者の育成・確保
の観点から、大学において担当教員の指導の下に国営事業地区等を
フィールド調査し卒業論文等を作成する学生に対して、旅費、宿泊費
等の諸経費を支援する事業を実施しています。今回、試行として実施
した平成29年度事業の支援学生から研究成果の報告がありましたので
紹介します。
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⒈  はじめに
　泥炭地を農業利用するには排水が不可欠であるが、泥炭地盤では地下水位の低下に伴い沈下が不可避的に生
じる。泥炭地では泥炭の性質や土地利用履歴が場所ごとに異なるため、様々な条件で沈下が発生している実態
があり、地盤沈下により排水路や農地の機能低下が生じていることから、機能回復のための再整備が必要となっ
ている。本研究では、泥炭地に造成された農地ならびに農地に隣接する湿原において、地盤沈下の状況を把握
し、泥炭地の農業的土地利用が地盤沈下に及ぼす影響について考察した。

⒉  方法
⑴　調査地
　調査地は北海道北部の豊富町に位置するサロベツ泥炭地である。サロベツ泥炭地は、戦後の農地開発により
大規模草地酪農地帯となった。一方、未開発のまま残された湿原は、そのほとんどが国立公園に指定され保全
の対象となっている。農地では、地盤沈下に伴う過湿被害や不陸の発生によって農作物の生産性や農作業効率
の低下が問題となっていた。これを解消するため、2008年度から国営総合農地防災事業により、排水路や農地
の機能回復のための整備が実施されている。また、農地側で
は地下水位の低下、湿原側では地下水位の維持という相反す
る条件を満たすために緩衝帯が設けられるなど、湿原と農地
の共生が図られている。
⑵　使用データ
　標高データとして1956、2003、2013年の 3時期のDEMデー
タを使用した。1956年のデータは50cm間隔の等高線図（北
海道開発局）をデジタル化し 1 mメッシュで内挿したもの、
2003年と2013年は環境省の航空レーザ測量による 1 mメッ
シュデータである。また、農地の再整備状況と沈下の関係を
調べるため、北海道開発局稚内開発建設部より提供を受けた
国営事業地区における2008年度～ 2016年度の年度別の暗渠
箇所図と置土箇所図、置土の圃場別厚さデータを使用した。
⑶　方法
　データ解析にはESRI社のArcGIS（ver.10.2.2）を使用した。
1956年と2003年、2003年と2013年の標高値を差し引きし、そ
れぞれ47年間、10年間の沈下量とした。図 1に2003～2013年
の沈下量を示す。2008年から2012年に置土が施工された圃場
では、2003年と2013年の平均標高差から置土厚さを差し引き、
泥炭地盤のみの実沈下量も算出した。暗渠や置土の整備状況、
排水路からの距離、農地造成の時期と地盤沈下量の関係につ
いて考察した。

⒊  結果と考察
 ⑴　置土の影響
　置土施工圃場における2003～2013年の圃場標高変化をみる
と（図 2）、標高が低下している圃場もあり、置土が地盤沈

泥炭地の農業的土地利用による地盤沈下の実態
[キーワード]サロベツ、排水、暗渠、置土

北海道大学農学部　生物環境工学科　農業土木学研究室　森　香菜子  
（現在　静岡県東部農林事務所　勤務）

図 1　2003年～ 2013年の沈下量

図 2　置土施工圃場の2003～2013年の圃場表面の標
高変化（マイナスが沈下）
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第 1 章　序論
　幹線開水路における供給主導型配水は、水利用者が必要分だけの水量を確保することを前提として配水され
ている。しかし、供給先での分水が適切に行われない結果、上下流での分水の不均衡が生じるおそれがある。
　本研究では、チェックゲートの設定水位を制御するシステムを利用して流量調整を行い、上下流での分水の
不均衡を是正できるような幹線開水路の効果的な配水管理方法を構築することを目的とする。
　手法として、はじめに現地調査を行い幹線の実態を把握する。次に、幹線の水路モデルを作成し、そのモデ
ルが実際の水路系を再現できているかWongtragoon et al.（2010、2012）で用いられているUIWDC modelに
よる数値シミュレーションで再現する。最後に、上流水位一定制御のチェックゲートの設定水位を変更した場
合の幹線の流量変化を数値シミュレーションで確認する。

第 2 章　現地調査
　研究対象は、天竜川を水源とし静岡県袋井市を縦断する約19kmの農業用水路である社山幹線である。本研
究では、社山幹線の現地調査を計 4回行い、幹線水路の実態を確認するとともに、管理者である磐田用水東部
土地改良区の所長などから聞き取り調査を行った。
　社山幹線はほぼ全区間において矩形断面となっている。チェックゲートは合計19基設置されており、うちネ
ルピックゲートが 5基、ウォッチマンゲートが 9基、鋼製ゲートが 5基である。ネルピックゲートとウォッチ
マンゲートは上流水位一定制御方式をとる。鋼製ゲートは 1箇所のみ手動操作をしており、それ以外は全開で
ある。社山幹線の末端は浅羽揚水機場となっており、ファームポンド（容量9,600m3）が設置されている。
　現在使用されている分水工は106箇所である。社山幹線に設置されている分水工のほとんどが直接分水工と
なっている。ほとんどが円形断面となっており、分水工の上部にあるホイールを回転させることで開度が変更
できる。分水工の水路底からの高さや直径は場所によって異なる。それ以外に支線水路へ分水する分水工や、
揚水機場に接続する分水工も設置されている。
　社山幹線の配水管理は、日ごとの権利水量および9,039万m3の年間総権利水量の二つを満たすように行われ
ている。過去の取水量実績のパターンを基にして作成したシミュレーショングラフを参考に、土地改良区が水
管理システムの流量を見ながら調整している。2017年は、10月3日までの取水量実績は8,750万m3であり、年間
取水量の見込みは8,823万m3となる。
　幹線中に設置されている分水工のほとんどは、各地区の代表者が分水工を 1箇所から数箇所担当している。
管理方法はその代表者にゆだねられているため、まったく操作されず開けっ放しになっている箇所や分水工を
閉め忘れている箇所もある。
　社山幹線の受益地のうち、下流側になるほど農家からの水不足の苦情が増加する。特に浅羽管路から取水す
る地区の苦情が多い。しかし、浅羽揚水機場に付随するファームポンドに十分な水貯留がないため、これ以上
配水量を増やしてしまうとファームポンドの水が枯渇するおそれがある。

第 3 章　解析方法
⒊  1　水路モデルの作成
　水路モデルでは、社山幹線を26個の区間に分割した。各区間の両側は境界条件によって接続されており、 2
種類の外部境界条件（上流端と下流端）、 6種類の内部境界条件が設定されている。これらの境界条件は、連
続式とエネルギー式による条件が設定されている。
　各区間をさらに格子点に分割し、格子点間距離は同じ区間内では等しく20± 1 mとした。
　チェックゲートは、実際に使用している設定水位を設定した。ネルピックゲートは施工時の設定水位、ウォッ

チェックゲート操作による
幹線開水路流量調整に関する研究

東京大学農学部　環境資源科学課程　生物・環境工学専修　杉浦　武志
（現在　清水建設株式会社　勤務）

下に少なからず影響を与えているところもあった。沈下が大きい圃場では暗渠による排水強化の影響に加え、
置土の荷重によって圧密が促進されたと考えられる。一方、早くに農地化された区域では沈下の小さい圃場も
見られた。
 ⑵　放水路付近の圃場
　1956～2003年の期間では放水路に近い圃場ほど大きな沈下が生じていたが、2003年～2013年では放水路から
の距離に関係なく沈下している圃場があった。放水路は農地の造成に先立って20年ほど早く開削されたため、
放水路近傍の沈下は沈静化していたのに対し、各圃場は暗渠の再整備による排水強化の影響を受けたと考えら
れる。
⑶　農地に囲まれた未開発地
　農地に囲まれていながら未開発のまま残されている 2区画（落合地区と放水路付近）と、その周辺農地で
沈下量を比較した。 2区画の1956～2003年の沈下量はそれぞれ0.61mと0.35m、周辺農地では1.0～2.0m、0.6～
0.7mで、未開発区画の沈下量は小さかった。しかし2003～2013年の未開発区画の沈下量は0.22mと0.24mであり、
これは周辺農地と同程度であった。周辺農地の中で沈下の大きかったのは、圃場内で改修・新設された排水路
に接するところや、暗渠直上部であった。一方、排水が強化されなかった圃場では、沈下量が未開発区画と同
程度か小さい圃場もあった。開発された区域では、暗渠による排水の強化や置土等による荷重がなくても、周
囲の排水路による影響で断続的に沈下が生じ、また排水を強化するとさらなる沈下が生じていた。
⑷　緩衝帯
　緩衝帯付近の農地と湿原の沈下量を図 3に示す。農地で
は新排水路の近くで大きな沈下が発生していた。湿原でも
2003～2013年の間に0.09m～0.18mの沈下があった。この付
近の湿原域では放水路の開削（1966年）以降に大きな沈下
（0.8m程度）のあったことが判っており、その影響と見られ
る。緩衝帯が設置された2009年以降は湿原側の地下水位が
高く維持されていることから、地盤沈下が沈静化したか調
べる必要がある。

⒋  まとめ
　サロベツ泥炭地において様々な条件の沈下事例を分析したが、圃場の再整備状況や土地利用履歴などが影響
し、場所ごとに異なる沈下の挙動を示していた。これらの性質をふまえて、泥炭地における土地利用のあり方
を考えていく必要がある。
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図 3　落合緩衝帯付近における2003～2013年の沈下

国営事業の概要説明を受ける初冬のサロベツ原野で現地調査
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第 1 章　序論
　幹線開水路における供給主導型配水は、水利用者が必要分だけの水量を確保することを前提として配水され
ている。しかし、供給先での分水が適切に行われない結果、上下流での分水の不均衡が生じるおそれがある。
　本研究では、チェックゲートの設定水位を制御するシステムを利用して流量調整を行い、上下流での分水の
不均衡を是正できるような幹線開水路の効果的な配水管理方法を構築することを目的とする。
　手法として、はじめに現地調査を行い幹線の実態を把握する。次に、幹線の水路モデルを作成し、そのモデ
ルが実際の水路系を再現できているかWongtragoon et al.（2010、2012）で用いられているUIWDC modelに
よる数値シミュレーションで再現する。最後に、上流水位一定制御のチェックゲートの設定水位を変更した場
合の幹線の流量変化を数値シミュレーションで確認する。

第 2 章　現地調査
　研究対象は、天竜川を水源とし静岡県袋井市を縦断する約19kmの農業用水路である社山幹線である。本研
究では、社山幹線の現地調査を計 4回行い、幹線水路の実態を確認するとともに、管理者である磐田用水東部
土地改良区の所長などから聞き取り調査を行った。
　社山幹線はほぼ全区間において矩形断面となっている。チェックゲートは合計19基設置されており、うちネ
ルピックゲートが 5基、ウォッチマンゲートが 9基、鋼製ゲートが 5基である。ネルピックゲートとウォッチ
マンゲートは上流水位一定制御方式をとる。鋼製ゲートは 1箇所のみ手動操作をしており、それ以外は全開で
ある。社山幹線の末端は浅羽揚水機場となっており、ファームポンド（容量9,600m3）が設置されている。
　現在使用されている分水工は106箇所である。社山幹線に設置されている分水工のほとんどが直接分水工と
なっている。ほとんどが円形断面となっており、分水工の上部にあるホイールを回転させることで開度が変更
できる。分水工の水路底からの高さや直径は場所によって異なる。それ以外に支線水路へ分水する分水工や、
揚水機場に接続する分水工も設置されている。
　社山幹線の配水管理は、日ごとの権利水量および9,039万m3の年間総権利水量の二つを満たすように行われ
ている。過去の取水量実績のパターンを基にして作成したシミュレーショングラフを参考に、土地改良区が水
管理システムの流量を見ながら調整している。2017年は、10月3日までの取水量実績は8,750万m3であり、年間
取水量の見込みは8,823万m3となる。
　幹線中に設置されている分水工のほとんどは、各地区の代表者が分水工を 1箇所から数箇所担当している。
管理方法はその代表者にゆだねられているため、まったく操作されず開けっ放しになっている箇所や分水工を
閉め忘れている箇所もある。
　社山幹線の受益地のうち、下流側になるほど農家からの水不足の苦情が増加する。特に浅羽管路から取水す
る地区の苦情が多い。しかし、浅羽揚水機場に付随するファームポンドに十分な水貯留がないため、これ以上
配水量を増やしてしまうとファームポンドの水が枯渇するおそれがある。

第 3 章　解析方法
⒊  1　水路モデルの作成
　水路モデルでは、社山幹線を26個の区間に分割した。各区間の両側は境界条件によって接続されており、 2
種類の外部境界条件（上流端と下流端）、 6種類の内部境界条件が設定されている。これらの境界条件は、連
続式とエネルギー式による条件が設定されている。
　各区間をさらに格子点に分割し、格子点間距離は同じ区間内では等しく20± 1 mとした。
　チェックゲートは、実際に使用している設定水位を設定した。ネルピックゲートは施工時の設定水位、ウォッ
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下に少なからず影響を与えているところもあった。沈下が大きい圃場では暗渠による排水強化の影響に加え、
置土の荷重によって圧密が促進されたと考えられる。一方、早くに農地化された区域では沈下の小さい圃場も
見られた。
 ⑵　放水路付近の圃場
　1956～2003年の期間では放水路に近い圃場ほど大きな沈下が生じていたが、2003年～2013年では放水路から
の距離に関係なく沈下している圃場があった。放水路は農地の造成に先立って20年ほど早く開削されたため、
放水路近傍の沈下は沈静化していたのに対し、各圃場は暗渠の再整備による排水強化の影響を受けたと考えら
れる。
⑶　農地に囲まれた未開発地
　農地に囲まれていながら未開発のまま残されている 2区画（落合地区と放水路付近）と、その周辺農地で
沈下量を比較した。 2区画の1956～2003年の沈下量はそれぞれ0.61mと0.35m、周辺農地では1.0～2.0m、0.6～
0.7mで、未開発区画の沈下量は小さかった。しかし2003～2013年の未開発区画の沈下量は0.22mと0.24mであり、
これは周辺農地と同程度であった。周辺農地の中で沈下の大きかったのは、圃場内で改修・新設された排水路
に接するところや、暗渠直上部であった。一方、排水が強化されなかった圃場では、沈下量が未開発区画と同
程度か小さい圃場もあった。開発された区域では、暗渠による排水の強化や置土等による荷重がなくても、周
囲の排水路による影響で断続的に沈下が生じ、また排水を強化するとさらなる沈下が生じていた。
⑷　緩衝帯
　緩衝帯付近の農地と湿原の沈下量を図 3に示す。農地で
は新排水路の近くで大きな沈下が発生していた。湿原でも
2003～2013年の間に0.09m～0.18mの沈下があった。この付
近の湿原域では放水路の開削（1966年）以降に大きな沈下
（0.8m程度）のあったことが判っており、その影響と見られ
る。緩衝帯が設置された2009年以降は湿原側の地下水位が
高く維持されていることから、地盤沈下が沈静化したか調
べる必要がある。

⒋  まとめ
　サロベツ泥炭地において様々な条件の沈下事例を分析したが、圃場の再整備状況や土地利用履歴などが影響
し、場所ごとに異なる沈下の挙動を示していた。これらの性質をふまえて、泥炭地における土地利用のあり方
を考えていく必要がある。
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図 3　落合緩衝帯付近における2003～2013年の沈下
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よび各直接分水工の分水量の変化を調べる。
　チェックゲートは、上流設定水位を 7時から17時に下げ、その前後 1時間は遷移時間とした。変化させる設
定水位は、ネルピックゲート、ウォッチマンゲート
でそれぞれ0.4m、0.3mとした。
　シミュレーション結果は、同じく大谷、原野谷、
浅羽の 3地点での流量を比較し、再現したモデルと
比較した各直接分水工での分水量の変化を調べる。
以後、上流設定水位を変化させない場合をパターン
1、上流設定水位を変化させた場合をパターン 2と
する。
　浅羽揚水機場上流地点での流量を比較した図をFigure 4-6に示す。
　パターン 1を基準にしたパターン 2の直接分水工での分水変動率をFigure 4-7に示す。

Figure 4-7　15号水位調整施設から浅羽揚水機場までの各分水工の分水変動率

第 5 章　結論
⒌  1　考察
　本研究では社山幹線を対象に、①現地調査で得られた資料とUIWDC modelを用いた数値シミュレーション
により実際の水路系を再現すること、②作成したモデルを用いたチェックゲート操作が幹線流量に及ぼす影響
を調べること、の 2点を行った。その考察を以下に示す。
　①シミュレーション結果は実際の水路系と比較して、上流側で昼間に流量が大きくなったり下流側で夜間に
流量が小さくなったりしたが、幹線中の観測地点の流量の差が最大でも20%程度となり、ほぼ再現することが
できた。
　②チェックゲートの上流設定水位を変更した場合の流量変化は、浅羽揚水機場での流量が 7時から17時に平
均して0.298m3/s（16.5%）増加することが分かった。また、チェックゲート操作が行える区間での分水量制御
は行えたが、チェックゲート操作不能区間ではそれが行えず、逆に分水量が増加してしまった。
　以上より、チェックゲートを操作することが、幹線開水路の流量調整に一定の効果があることが考えられる。
⒌  2　今後の課題
　本研究では、すべてのチェックゲートの設定水位を同じ時間に変更した。しかし、用水の到達時間を考慮す
ると、チェックゲートの操作は時間差をおいて行うとより効果的に流量調整が実施できると考えられる。
　また、本研究において設定水位の変化量はネルピックゲートで0.4m、ウォッチマンゲートで0.3mと設定した。
しかし、より効果的な配水のために設定水位の変化量をそれぞれのチェックゲートで調整できると良いと考える。

引用文献
稲垣仁根・益田和範・小西邦寿・大塚明克・小倉尚基・秋吉康弘（2002）：数値モデルを用いた開水路チェックゲートの機能評価　
―そのⅠ：間接型フロート式上流水位一定ゲートの場合―，雨水資源化システム学会誌　8（1），35-45

Wongtragoon U, Kubo N, Tanji H (2010):  Performance diagnosis of Mae Lao Irrigation Scheme in Thailand (I) Development of 
Unsteady Irrigation Water Distribution and Consumption model, Paddy and Water Environment 8(1): 1-13

Wongtragoon U, Kubo N, Tanji H (2012): Performance diagnosis of Mae Lao irrigation scheme in Thailand (II). Application of 
the UIWDC model for water distribution system analysis, Paddy and Water Environment 10(4): 321-332

Figure 4-6　浅羽揚水機場上流地点でのシミュレーション流量比較

チマンゲートは現在の設定水位とした。
　現在使用されている106箇所の分水工の分水量の設定方法は、①実測値、②揚水機場の吐出量、③水面と水
路底高との水位差、の 3種類に分類した。
　今回の解析では、対象期間は2017年 7 月27日から 7月28日である。 7月27日のデータは 7月28日の初期値を
求めるために用い、今回の解析で考察には用いない。
　解析で用いた基礎方程式は、連続式（3-1式）と運動方程式（3-2式）である。これらの方程式を、Two 
Step Lax Wendroff  法（東山（1988）、Patrick J.Roache（1978））を用いて解く。

∂A
∂t

∂Q
∂x+ q= （3-1）

　A：流積、Q：流量、q：単位長さ当たりの分水量である。
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　g：重力加速度、h：水深、n：粗度係数、R：径深、So：水路底勾配である。

第 4 章　解析結果
⒋  1　再現性の評価
　作成した社山幹線モデルが実際の水路系を再現できているかを確認するため、幹線で流量が計測されている
大谷（約6.4km地点）、原野谷（約13.8km地点）、浅羽（約18.1km地点）の 3地点で流量を比較する。
　作成したモデルの水面形の時間変化をFigure 4-1に、流量の時間変化をFigure 4-2に示す。

Figure 4-2　社山幹線モデルの流量の時間変化Figure 4-1　社山幹線モデルの水面形の時間変化

　大谷分水工下流地点、原野谷サイホン上流地点、浅羽揚水機場上流地点での流量を比較した図をFigure 4-3
からFigure 4-5に示す。

Figure 4-4　原野谷サイホン上流地点での流量比較

Figure4-5　浅羽揚水機場上流地点での流量比較

Figure 4-3　大谷分水工下流地点での流量比較

⒋  2　チェックゲートを操作した場合の流量変化
　作成した社山幹線モデルを用いて、自動式チェックゲートの上流設定水位を操作した場合の流量の変化、お
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よび各直接分水工の分水量の変化を調べる。
　チェックゲートは、上流設定水位を 7時から17時に下げ、その前後 1時間は遷移時間とした。変化させる設
定水位は、ネルピックゲート、ウォッチマンゲート
でそれぞれ0.4m、0.3mとした。
　シミュレーション結果は、同じく大谷、原野谷、
浅羽の 3地点での流量を比較し、再現したモデルと
比較した各直接分水工での分水量の変化を調べる。
以後、上流設定水位を変化させない場合をパターン
1、上流設定水位を変化させた場合をパターン 2と
する。
　浅羽揚水機場上流地点での流量を比較した図をFigure 4-6に示す。
　パターン 1を基準にしたパターン 2の直接分水工での分水変動率をFigure 4-7に示す。

Figure 4-7　15号水位調整施設から浅羽揚水機場までの各分水工の分水変動率

第 5 章　結論
⒌  1　考察
　本研究では社山幹線を対象に、①現地調査で得られた資料とUIWDC modelを用いた数値シミュレーション
により実際の水路系を再現すること、②作成したモデルを用いたチェックゲート操作が幹線流量に及ぼす影響
を調べること、の 2点を行った。その考察を以下に示す。
　①シミュレーション結果は実際の水路系と比較して、上流側で昼間に流量が大きくなったり下流側で夜間に
流量が小さくなったりしたが、幹線中の観測地点の流量の差が最大でも20%程度となり、ほぼ再現することが
できた。
　②チェックゲートの上流設定水位を変更した場合の流量変化は、浅羽揚水機場での流量が 7時から17時に平
均して0.298m3/s（16.5%）増加することが分かった。また、チェックゲート操作が行える区間での分水量制御
は行えたが、チェックゲート操作不能区間ではそれが行えず、逆に分水量が増加してしまった。
　以上より、チェックゲートを操作することが、幹線開水路の流量調整に一定の効果があることが考えられる。
⒌  2　今後の課題
　本研究では、すべてのチェックゲートの設定水位を同じ時間に変更した。しかし、用水の到達時間を考慮す
ると、チェックゲートの操作は時間差をおいて行うとより効果的に流量調整が実施できると考えられる。
　また、本研究において設定水位の変化量はネルピックゲートで0.4m、ウォッチマンゲートで0.3mと設定した。
しかし、より効果的な配水のために設定水位の変化量をそれぞれのチェックゲートで調整できると良いと考える。

引用文献
稲垣仁根・益田和範・小西邦寿・大塚明克・小倉尚基・秋吉康弘（2002）：数値モデルを用いた開水路チェックゲートの機能評価　
―そのⅠ：間接型フロート式上流水位一定ゲートの場合―，雨水資源化システム学会誌　8（1），35-45
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Unsteady Irrigation Water Distribution and Consumption model, Paddy and Water Environment 8(1): 1-13

Wongtragoon U, Kubo N, Tanji H (2012): Performance diagnosis of Mae Lao irrigation scheme in Thailand (II). Application of 
the UIWDC model for water distribution system analysis, Paddy and Water Environment 10(4): 321-332

Figure 4-6　浅羽揚水機場上流地点でのシミュレーション流量比較

チマンゲートは現在の設定水位とした。
　現在使用されている106箇所の分水工の分水量の設定方法は、①実測値、②揚水機場の吐出量、③水面と水
路底高との水位差、の 3種類に分類した。
　今回の解析では、対象期間は2017年 7 月27日から 7月28日である。 7月27日のデータは 7月28日の初期値を
求めるために用い、今回の解析で考察には用いない。
　解析で用いた基礎方程式は、連続式（3-1式）と運動方程式（3-2式）である。これらの方程式を、Two 
Step Lax Wendroff  法（東山（1988）、Patrick J.Roache（1978））を用いて解く。

∂A
∂t

∂Q
∂x+ q= （3-1）

　A：流積、Q：流量、q：単位長さ当たりの分水量である。

 (                   )∂Q
∂t

∂
∂x+ ∂h

∂xgA+ n2Q|Q|
A2R  gA So –Q2

A (     ) 4
3

= （3-2）

　g：重力加速度、h：水深、n：粗度係数、R：径深、So：水路底勾配である。

第 4 章　解析結果
⒋  1　再現性の評価
　作成した社山幹線モデルが実際の水路系を再現できているかを確認するため、幹線で流量が計測されている
大谷（約6.4km地点）、原野谷（約13.8km地点）、浅羽（約18.1km地点）の 3地点で流量を比較する。
　作成したモデルの水面形の時間変化をFigure 4-1に、流量の時間変化をFigure 4-2に示す。

Figure 4-2　社山幹線モデルの流量の時間変化Figure 4-1　社山幹線モデルの水面形の時間変化

　大谷分水工下流地点、原野谷サイホン上流地点、浅羽揚水機場上流地点での流量を比較した図をFigure 4-3
からFigure 4-5に示す。

Figure 4-4　原野谷サイホン上流地点での流量比較

Figure4-5　浅羽揚水機場上流地点での流量比較

Figure 4-3　大谷分水工下流地点での流量比較

⒋  2　チェックゲートを操作した場合の流量変化
　作成した社山幹線モデルを用いて、自動式チェックゲートの上流設定水位を操作した場合の流量の変化、お
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　降雨直前のクリーク水位が田面下45cm
の時の短時間の強い雨（総降雨量82mm）
においては、クリーク水位がすぐに上昇し、
水路の水位と暗渠内の水位の差が急激に縮
まりました。その結果、暗渠排水は滞り、
作土は17時間滞水しました。一方で、降雨
直前のクリーク水位が田面下60cmの時の
同規模の短時間降雨（総降雨量69mm）で
は、クリーク水位は同様に上昇していくが、
その最大値は前者より低く、水路の水位と
暗渠内の水位差が確保できて排水量は最大
3.0mm/hまで高まり、作土内の滞水は13時
間で消失しました。
　以上から、降雨直前のクリーク水位が低ければ排水の所要時間が短くなることがわかりました。現地では大
きな降雨が予測されている場合、あらかじめクリークから排水し、水位を低下させていました。常時水位が高
くても、事前に水位を下げれば十分な排水能力が発揮されることが確認されました。
　次に、晴天時にクリーク水位が高く維持されていることの影響について述べます。用排分離がなされた一般
的な転換畑での通常の排水路水位は田面下70cm以下ですが、この時期の当該地域の排水路水位は田面下50cm
と極めて高いものです。しかし 8月下旬は晴天が続いたため、土層の乾燥は下層にまで及び、地表からの灌漑
が行われるほどでした。つまり、排水路水位が常時高いことによる過湿は生じていないことがわかりました。
これは土壌が粘土質のため、地下水位が高くても上層への水供給がほとんど起こらないためと考えられます。
　以上のように、地域の水管理と圃場内での水分条件の関係が、相互に密接に関わっていることを、現地視察
と現地調査で学ぶことができました。本事業における様々な御支援ならびに御協力のもと、本研究を成し遂げ
ることができたことを、この場をお借りして御礼申し上げます。

⒈  はじめに
⒈  1  背景
　SWAT model （Soil and Water Assessment Tool）などの流域における水質予測モデルは、流域の環境保全
に有用であるといわれている。しかし今ある流域の水質予測モデルでは、水田地帯を含む流域に完璧に適応す
ることができない。なぜなら、水田地帯における水の挙動のメカニズムは、未だに全て解明されているわけで
はないからである。
　山口ら（2005年）は川と排水路との間の水の挙動のメカニズムを、矢島（2016年）と小美野（2017年）は小
規模な水田と排水路の間の水の挙動のメカニズムを解明した。しかし、高地から水田の下を通って排水路に流
入する地下水と排水路の間の水の挙動のメカニズムについては未だ解明されていない。
　千葉県の北部に位置する印旛沼は、関東圏において重要な水源だが、深刻な富栄養化に悩まされてきた。そ
の主な原因の一つとして、印旛沼に流入する河川の面源・点源汚染があげられる。
　千葉県佐倉市を流れる鹿島川は、印旛沼に流入する河川の中で最大の流域面積をもち、印旛沼の水質に大き
な影響を及ぼす。鹿島川流域は谷津に住宅地と畑、低地に水田地帯が広がっており、鹿島川流域全体の出水の
挙動はまだ全てが解明されていない。

低平地水田地帯における地下水位変動と
排水路への水質流出特性の関係
　―印旛沼鹿島川流域を事例として―
Drainage water quality characteristics with ground water level fl uctuation in low land paddy fi elds
　─ A case study of kashima river block in Inbanuma basin, Chiba, Japan ─

東京農工大学農学部　地域生態システム学科　口分田　彩夏

現地圃場での流量観測機器設置準備
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　私の調査研究の対象地区は、福岡県と佐賀県の県境にあたる筑後川下流域です。筑後川下流域ではクリーク
と呼ばれる水路網が、調整機能を持った用排水路として用いられています。この地域の用水は筑後大堰で取水
され、幹線用水路からクリークへもたらされます。その水はポンプで揚水され、パイプラインで各圃場へ配ら
れ、余剰水はクリークへと排水されます。当該地域では水稲と麦の二毛作が主流ですが、転換畑での大豆の栽
培も広く行われています。
　研究を始めるにあたり、本支援事業を活用し、
筑後川下流農業水利事務所、水資源機構筑後大堰
管理室、水資源機構筑後川下流用水管理室、筑後
川下流右岸農地防災事業所、佐賀東部土地改良区、
大詫間土地改良区を訪問し、地域の現状を見聞し
ました。
　筑後川下流農業水利事務所では筑後川下流事業
の全貌について説明していただきました。有明海
の干拓から始まりクリークが運用されるまでの歴
史や現時点での問題点を知ることで、本研究の意
義や重要性を再認識しました。
　水資源機構筑後大堰管理室では流量による堰開
度の調節のお話が印象的でした。訪問日が先の九
州北部豪雨の直後だったこともあり、その時分の出来事や堰操作について細かにご説明頂きました。
　水資源機構筑後川下流用水管理室では資料館にて筑後大堰で得られた水がどのように末端まで運ばれていく
かを紹介していただきました。本研究で対象とした地域は筑後川の中州であり、どのように給水されるか不思
議に思っていたため大変興味のある展示でした。
　筑後川下流右岸農地防災事業所では、クリークの改修について重点的に話していただきました。こちらで伺っ
た、張り巡らされたクリークが連動しているため水位制御をたやすく行えないという問題は、研究と現場には
乖離があり、そのギャップを埋めることの困難さを痛感しました。
　佐賀東部土地改良区では豪雨が予想されるときのクリークからの排水についてのお話が現場での測定結果の
考察を行うにあたり意義深いものでした。後述する、大野島で降雨直前のクリーク水位を人為的に低下させて
いるという考察は、ここでうかがったことをもとにしたものです。
　大詫間土地改良区では実際にクリークを運用している方の談話をうかがいました。こちらで聞いたクリーク
条件での通常時排水路水位が田面下50cmであることは、後述の考察において最も重要な意味を持ちました。
　現地調査の対象地は、福岡県大川市大野島の45aの大豆転換畑で、 8本の暗渠が約 8 m間隔で敷設されてい
ます。一般に、転換畑では、排水路の常時水位が高いと過湿になると考えられ、排水路は低水位管理がなされ
ます。しかしクリークを用いた水管理では、排水しつつ取水もしなければならないので、水路は高水位となり
ます。このような常時水位が高い用排兼用水路であるクリークが、転換畑の水分環境に及ぼす影響をこの研究
では明らかにしました。
　測定項目は、クリーク水位、暗渠管内の両端水頭、圃場中央の暗渠管外側の水位、並びに暗渠排水量です。また、
作土から耕盤にかけての体積含水率の鉛直分布、作土耕盤境界付近でのマトリックポテンシャルもあわせて測
定しました。
　圃場が過湿になりうる場面として、大きな降雨の後と、晴天でも排水路水位が高いときの 2つが考えられま
す。最初に降雨直後の排水状況について述べます。

用排兼用クリークの水管理が
転換畑の水分制御に果す役割に関する研究

東京大学農学部　生物・環境工学専修　平野　怜  
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　降雨直前のクリーク水位が田面下45cm
の時の短時間の強い雨（総降雨量82mm）
においては、クリーク水位がすぐに上昇し、
水路の水位と暗渠内の水位の差が急激に縮
まりました。その結果、暗渠排水は滞り、
作土は17時間滞水しました。一方で、降雨
直前のクリーク水位が田面下60cmの時の
同規模の短時間降雨（総降雨量69mm）で
は、クリーク水位は同様に上昇していくが、
その最大値は前者より低く、水路の水位と
暗渠内の水位差が確保できて排水量は最大
3.0mm/hまで高まり、作土内の滞水は13時
間で消失しました。
　以上から、降雨直前のクリーク水位が低ければ排水の所要時間が短くなることがわかりました。現地では大
きな降雨が予測されている場合、あらかじめクリークから排水し、水位を低下させていました。常時水位が高
くても、事前に水位を下げれば十分な排水能力が発揮されることが確認されました。
　次に、晴天時にクリーク水位が高く維持されていることの影響について述べます。用排分離がなされた一般
的な転換畑での通常の排水路水位は田面下70cm以下ですが、この時期の当該地域の排水路水位は田面下50cm
と極めて高いものです。しかし 8月下旬は晴天が続いたため、土層の乾燥は下層にまで及び、地表からの灌漑
が行われるほどでした。つまり、排水路水位が常時高いことによる過湿は生じていないことがわかりました。
これは土壌が粘土質のため、地下水位が高くても上層への水供給がほとんど起こらないためと考えられます。
　以上のように、地域の水管理と圃場内での水分条件の関係が、相互に密接に関わっていることを、現地視察
と現地調査で学ぶことができました。本事業における様々な御支援ならびに御協力のもと、本研究を成し遂げ
ることができたことを、この場をお借りして御礼申し上げます。

⒈  はじめに
⒈  1  背景
　SWAT model （Soil and Water Assessment Tool）などの流域における水質予測モデルは、流域の環境保全
に有用であるといわれている。しかし今ある流域の水質予測モデルでは、水田地帯を含む流域に完璧に適応す
ることができない。なぜなら、水田地帯における水の挙動のメカニズムは、未だに全て解明されているわけで
はないからである。
　山口ら（2005年）は川と排水路との間の水の挙動のメカニズムを、矢島（2016年）と小美野（2017年）は小
規模な水田と排水路の間の水の挙動のメカニズムを解明した。しかし、高地から水田の下を通って排水路に流
入する地下水と排水路の間の水の挙動のメカニズムについては未だ解明されていない。
　千葉県の北部に位置する印旛沼は、関東圏において重要な水源だが、深刻な富栄養化に悩まされてきた。そ
の主な原因の一つとして、印旛沼に流入する河川の面源・点源汚染があげられる。
　千葉県佐倉市を流れる鹿島川は、印旛沼に流入する河川の中で最大の流域面積をもち、印旛沼の水質に大き
な影響を及ぼす。鹿島川流域は谷津に住宅地と畑、低地に水田地帯が広がっており、鹿島川流域全体の出水の
挙動はまだ全てが解明されていない。

低平地水田地帯における地下水位変動と
排水路への水質流出特性の関係
　―印旛沼鹿島川流域を事例として―
Drainage water quality characteristics with ground water level fl uctuation in low land paddy fi elds
　─ A case study of kashima river block in Inbanuma basin, Chiba, Japan ─

東京農工大学農学部　地域生態システム学科　口分田　彩夏

現地圃場での流量観測機器設置準備

3

　私の調査研究の対象地区は、福岡県と佐賀県の県境にあたる筑後川下流域です。筑後川下流域ではクリーク
と呼ばれる水路網が、調整機能を持った用排水路として用いられています。この地域の用水は筑後大堰で取水
され、幹線用水路からクリークへもたらされます。その水はポンプで揚水され、パイプラインで各圃場へ配ら
れ、余剰水はクリークへと排水されます。当該地域では水稲と麦の二毛作が主流ですが、転換畑での大豆の栽
培も広く行われています。
　研究を始めるにあたり、本支援事業を活用し、
筑後川下流農業水利事務所、水資源機構筑後大堰
管理室、水資源機構筑後川下流用水管理室、筑後
川下流右岸農地防災事業所、佐賀東部土地改良区、
大詫間土地改良区を訪問し、地域の現状を見聞し
ました。
　筑後川下流農業水利事務所では筑後川下流事業
の全貌について説明していただきました。有明海
の干拓から始まりクリークが運用されるまでの歴
史や現時点での問題点を知ることで、本研究の意
義や重要性を再認識しました。
　水資源機構筑後大堰管理室では流量による堰開
度の調節のお話が印象的でした。訪問日が先の九
州北部豪雨の直後だったこともあり、その時分の出来事や堰操作について細かにご説明頂きました。
　水資源機構筑後川下流用水管理室では資料館にて筑後大堰で得られた水がどのように末端まで運ばれていく
かを紹介していただきました。本研究で対象とした地域は筑後川の中州であり、どのように給水されるか不思
議に思っていたため大変興味のある展示でした。
　筑後川下流右岸農地防災事業所では、クリークの改修について重点的に話していただきました。こちらで伺っ
た、張り巡らされたクリークが連動しているため水位制御をたやすく行えないという問題は、研究と現場には
乖離があり、そのギャップを埋めることの困難さを痛感しました。
　佐賀東部土地改良区では豪雨が予想されるときのクリークからの排水についてのお話が現場での測定結果の
考察を行うにあたり意義深いものでした。後述する、大野島で降雨直前のクリーク水位を人為的に低下させて
いるという考察は、ここでうかがったことをもとにしたものです。
　大詫間土地改良区では実際にクリークを運用している方の談話をうかがいました。こちらで聞いたクリーク
条件での通常時排水路水位が田面下50cmであることは、後述の考察において最も重要な意味を持ちました。
　現地調査の対象地は、福岡県大川市大野島の45aの大豆転換畑で、 8本の暗渠が約 8 m間隔で敷設されてい
ます。一般に、転換畑では、排水路の常時水位が高いと過湿になると考えられ、排水路は低水位管理がなされ
ます。しかしクリークを用いた水管理では、排水しつつ取水もしなければならないので、水路は高水位となり
ます。このような常時水位が高い用排兼用水路であるクリークが、転換畑の水分環境に及ぼす影響をこの研究
では明らかにしました。
　測定項目は、クリーク水位、暗渠管内の両端水頭、圃場中央の暗渠管外側の水位、並びに暗渠排水量です。また、
作土から耕盤にかけての体積含水率の鉛直分布、作土耕盤境界付近でのマトリックポテンシャルもあわせて測
定しました。
　圃場が過湿になりうる場面として、大きな降雨の後と、晴天でも排水路水位が高いときの 2つが考えられま
す。最初に降雨直後の排水状況について述べます。

用排兼用クリークの水管理が
転換畑の水分制御に果す役割に関する研究
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⒈  はじめに
　近年、農業用水の節水や、流域レベルの自然環境の保全の観点から、農業排出負荷の削減を目的とする灌漑
方法が模索されており、 ［1］ 水田や畑地を含む面源からの水量・水質変動を解析することが必要とされている。
　本研究で取り上げる霞ヶ浦流域南部、利根川左岸に位置する茨城県新利根川沿岸地区は、かつては湿地であっ
たが、干拓された後、現在では主に低平地水田として運用されており、灌漑・排水ともにポンプ機場を必要と
する地区である。また、排水においては地区の常時排水機能も担っており、灌漑期・非灌漑期問わず洪水対策
としての排水管理を用水管理と併せて土地改良区が実施しているのが特徴である。本地区は霞ヶ浦流域内に立
地していることから水質保全（窒素、リン、有機物）が重要視されている。
　本研究では、水田排水を受ける幹線排水路の水質をサンプリングにより調査・解析し、その時系列的な解析
を通じ、 ポンプを用いた水田排水の水質変動傾向特定を主目的に、それに適した排水管理の提案を副目的とし
た。

⒉  現地調査と方法
⒉  1  水および物質収支のためのモニタリング
　本調査水田域の用水・排水地点である太田金江津揚水機場、十平用水機場、金江津排水機場（以下それぞ
れ太田、十平、金江津とする。）にて2016年11月より、連続観測（水位、EC）を実施した。同時に、月に 1
度（2017年 5・9 月を除く）の頻度で採水調査を行った。太田・金江津には水圧計ロガーとEC計ロガーを、十
平にはEC計ロガーを設置し、2016年11月より 1時間毎の連続データを取得した。また、金江津での気圧デー
タも同様の水圧計ロガーを用いて計測した。本調査地は上流部の灌漑ブロックからの排水も受流しているが
H26・H27年度の水収支データより、用水 2機場と降雨の流入が、排水機場の流出量の 9割以上を支配してい
るため本研究では無視できるものとした。

⒉  2  水質分析
　水質分析項目はpH, EC（電気伝導度）、 SS（懸
濁物質）、T-N（全窒素）、T-P（全リン）、陰
イオン、の 6項目である。SSはガラス繊維濾
紙により質量差を測定することによって求めた。
T-Nは紫外吸光光度法（JISK102法）。T-Pは
モリブデン青吸光光度法（JISK102法）により
定量した。イオンはイオンクロマトグラフィー
（島津製作所）で定量した。pHとECはpH測定
電極計（東亜DKK社）とEC測定電極計（東亜
DKK社）を用いて、サンプル採取時と実験室
でのそれぞれ 2回ずつ測定した。

⒉  3  データ処理
　2017年における灌漑期・非灌漑期は代掻きを行った日付（ 4 /10）と収穫を確認できた日付（ 9 /11）で判断
した。全体の傾向をみるために、EC値の移動平均は10日毎の旬平均値で括り分析を行った。

ポンプ排水がおよぼす干拓地水田域の排水水質変動
　―茨城県新利根川土地改良区を事例に―
Characteristics of drainage water quality in polder rice fi eld with pump irrigation system
　─ A case study in Shintone Land Improvement District, Ibaraki, Japan ─

東京農工大学農学部　地域生態システム学科　池田　周平  

Fig. 1　調査範囲と取水地点

⒈  2  目的
　本研究の目的は、鹿島川流域にある低平地水田地帯において、排水路と地下水の水質特性の関係を明らかに
することである。

⒉  調査方法
⒉  1  調査地
　調査地は、印旛沼鹿島川流域にある約25haの土地改良区と、
そのすぐそばを流れる約 1 kmの幹線排水路を調査対象区とし
た。地区内に高地側に 4ヶ所、低地側に 4ヶ所の計 8ヶ所地下
水採取ポイント、幹線排水路に 4ヶ所の水採取ポイントを設置
した。各ポイントにロガーを設置し、水位とECを測定した。
⒉  2  調査手法
　調査期間は、非灌漑期である2016年 9 月から2017年 4 月、灌
漑期である2017年 5 月から 8月。
　地下水位差と排水路水位、地下水位差と排水路EC、地下水
ECと排水路ECの相関を調べることにより、排水路の水位、水
質変動の要因を考察した。

⒊  結果
⒊  1  水位
　排水路水位、低地側の地下水位と高地側の地下水位を比べる
と、排水路水位と低地側の地下水位は灌漑期の方が非灌漑期よ
り水位が高くなっていた。一方で高地側の地下水位は灌漑期よ
り非灌漑期の方が水位は高くなっている。（Fig. 2）
　また排水路水位と地下水位差の関係を見てみると、非湛水時
には相関がみられたが、湛水時には相関がみられなかった。
⒊  2  EC
  排水路のECでは灌漑期において変動が多くみられた。一方で
地下水では、高地側は一年を通して値も低く変動も見られない
が、低地側では値は低いが変動がみられた。
　また排水路水位と排水路ECの相関を調べると、非灌漑期で
は相関がみられないのに対し、灌漑期ではみられた。一方で、
地下水位差と排水路ECの相関を調べると、非灌漑期では相関
がみられたが、灌漑期ではみられなかった。（Fig. 3）

⒋  考察
　以上の結果より、非灌漑期では、地下水が排水路の水質に大
きく影響しており、一方で灌漑期では地下水が排水路の水質に
及ぼす影響は少なく、表面排水や浸透水などが排水路の水位質
に大きく影響していると考えられる。

参考文献
［1］  山口康晴ら：水田地域からの排水の水質特性と河川水質に及ぼす影響：農業土木学会誌：74巻（3）, p225-229
［2］  石川雅也ら：暗渠排水による水田の水質浄化試験―水田土層の水質浄化機能に関する研究Ⅰ― ：農業土木学会誌（159）, p81-89
［3］  小美野聡子：東京農工大学卒業論文
［4］  矢島光弘：東京農工大学卒業論文

Fig. 1　水田と排水路の水循環

Fig. 2　1, 4と 7 月の水位平均値

Fig. 3　非灌漑期の排水路ECと地下水位差
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⒈  はじめに
　近年、農業用水の節水や、流域レベルの自然環境の保全の観点から、農業排出負荷の削減を目的とする灌漑
方法が模索されており、 ［1］ 水田や畑地を含む面源からの水量・水質変動を解析することが必要とされている。
　本研究で取り上げる霞ヶ浦流域南部、利根川左岸に位置する茨城県新利根川沿岸地区は、かつては湿地であっ
たが、干拓された後、現在では主に低平地水田として運用されており、灌漑・排水ともにポンプ機場を必要と
する地区である。また、排水においては地区の常時排水機能も担っており、灌漑期・非灌漑期問わず洪水対策
としての排水管理を用水管理と併せて土地改良区が実施しているのが特徴である。本地区は霞ヶ浦流域内に立
地していることから水質保全（窒素、リン、有機物）が重要視されている。
　本研究では、水田排水を受ける幹線排水路の水質をサンプリングにより調査・解析し、その時系列的な解析
を通じ、 ポンプを用いた水田排水の水質変動傾向特定を主目的に、それに適した排水管理の提案を副目的とし
た。

⒉  現地調査と方法
⒉  1  水および物質収支のためのモニタリング
　本調査水田域の用水・排水地点である太田金江津揚水機場、十平用水機場、金江津排水機場（以下それぞ
れ太田、十平、金江津とする。）にて2016年11月より、連続観測（水位、EC）を実施した。同時に、月に 1
度（2017年 5・9 月を除く）の頻度で採水調査を行った。太田・金江津には水圧計ロガーとEC計ロガーを、十
平にはEC計ロガーを設置し、2016年11月より 1時間毎の連続データを取得した。また、金江津での気圧デー
タも同様の水圧計ロガーを用いて計測した。本調査地は上流部の灌漑ブロックからの排水も受流しているが
H26・H27年度の水収支データより、用水 2機場と降雨の流入が、排水機場の流出量の 9割以上を支配してい
るため本研究では無視できるものとした。

⒉  2  水質分析
　水質分析項目はpH, EC（電気伝導度）、 SS（懸
濁物質）、T-N（全窒素）、T-P（全リン）、陰
イオン、の 6項目である。SSはガラス繊維濾
紙により質量差を測定することによって求めた。
T-Nは紫外吸光光度法（JISK102法）。T-Pは
モリブデン青吸光光度法（JISK102法）により
定量した。イオンはイオンクロマトグラフィー
（島津製作所）で定量した。pHとECはpH測定
電極計（東亜DKK社）とEC測定電極計（東亜
DKK社）を用いて、サンプル採取時と実験室
でのそれぞれ 2回ずつ測定した。

⒉  3  データ処理
　2017年における灌漑期・非灌漑期は代掻きを行った日付（ 4 /10）と収穫を確認できた日付（ 9 /11）で判断
した。全体の傾向をみるために、EC値の移動平均は10日毎の旬平均値で括り分析を行った。

ポンプ排水がおよぼす干拓地水田域の排水水質変動
　―茨城県新利根川土地改良区を事例に―
Characteristics of drainage water quality in polder rice fi eld with pump irrigation system
　─ A case study in Shintone Land Improvement District, Ibaraki, Japan ─

東京農工大学農学部　地域生態システム学科　池田　周平  

Fig. 1　調査範囲と取水地点

⒈  2  目的
　本研究の目的は、鹿島川流域にある低平地水田地帯において、排水路と地下水の水質特性の関係を明らかに
することである。

⒉  調査方法
⒉  1  調査地
　調査地は、印旛沼鹿島川流域にある約25haの土地改良区と、
そのすぐそばを流れる約 1 kmの幹線排水路を調査対象区とし
た。地区内に高地側に 4ヶ所、低地側に 4ヶ所の計 8ヶ所地下
水採取ポイント、幹線排水路に 4ヶ所の水採取ポイントを設置
した。各ポイントにロガーを設置し、水位とECを測定した。
⒉  2  調査手法
　調査期間は、非灌漑期である2016年 9 月から2017年 4 月、灌
漑期である2017年 5 月から 8月。
　地下水位差と排水路水位、地下水位差と排水路EC、地下水
ECと排水路ECの相関を調べることにより、排水路の水位、水
質変動の要因を考察した。

⒊  結果
⒊  1  水位
　排水路水位、低地側の地下水位と高地側の地下水位を比べる
と、排水路水位と低地側の地下水位は灌漑期の方が非灌漑期よ
り水位が高くなっていた。一方で高地側の地下水位は灌漑期よ
り非灌漑期の方が水位は高くなっている。（Fig. 2）
　また排水路水位と地下水位差の関係を見てみると、非湛水時
には相関がみられたが、湛水時には相関がみられなかった。
⒊  2  EC
  排水路のECでは灌漑期において変動が多くみられた。一方で
地下水では、高地側は一年を通して値も低く変動も見られない
が、低地側では値は低いが変動がみられた。
　また排水路水位と排水路ECの相関を調べると、非灌漑期で
は相関がみられないのに対し、灌漑期ではみられた。一方で、
地下水位差と排水路ECの相関を調べると、非灌漑期では相関
がみられたが、灌漑期ではみられなかった。（Fig. 3）

⒋  考察
　以上の結果より、非灌漑期では、地下水が排水路の水質に大
きく影響しており、一方で灌漑期では地下水が排水路の水質に
及ぼす影響は少なく、表面排水や浸透水などが排水路の水位質
に大きく影響していると考えられる。

参考文献
［1］  山口康晴ら：水田地域からの排水の水質特性と河川水質に及ぼす影響：農業土木学会誌：74巻（3）, p225-229
［2］  石川雅也ら：暗渠排水による水田の水質浄化試験―水田土層の水質浄化機能に関する研究Ⅰ― ：農業土木学会誌（159）, p81-89
［3］  小美野聡子：東京農工大学卒業論文
［4］  矢島光弘：東京農工大学卒業論文

Fig. 1　水田と排水路の水循環

Fig. 2　1, 4と 7 月の水位平均値

Fig. 3　非灌漑期の排水路ECと地下水位差
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⒌  研究結果の応用
　今回の研究で明らかになった当灌漑ブ
ロックにおける物質浄化量能力を考慮し、
排水を反復利用した際に、灌漑ブロック内
の負荷量が増していくかの仮想計算を行っ
た。
　左項が系外におよぼす負荷排出率になっ
ている、排水循環率が 0のとき100％の負
荷が排水され、100％の排水を循環利用し
た際には系外への負担は 0 ％となる。右項が灌漑ブロック内への負荷上昇率になっている。排水時のEC濃度
が用水地点のEC濃度よりも高くなっている（Table 1 ）ため、循環比率の上昇と共にブロック内負荷は表の
比率で高くなっていくと考えられる。ちなみにこの値は循環利用した際に上がる平均負荷上昇率を示しており、
循環回数を増やせば増やすほどにこの比率が累乗されてゆく。
　窒素項目は一度100％を切った後、上昇する傾向をみせているが、これは計算を簡略化させるため用水を全
て太田用水機場から取水するという仮定で計算したためである。以上の結果から、循環灌漑を行うと以上の比
率でEC、T-N、T-Pの値の上昇が起きることが示唆された。

⒍  参考文献
［1］農林水産省ホームページ、2016
［2］高村義親ら：水田の物質収支に関する研究（第 1報）：農業土木学会誌47巻 （1976） 9号 p. 398-405 1976
［3］Haibo Zhang et al: Characterization of water quality on stratified nursely recycling irrigation reservoirs, Agricultural 

Water Management Volume 160, October 2015, Pages 76-832015
［4］原田久富美ら：八郎潟干拓地大区画水田における移植前落水に伴う水質汚濁負荷量とその特徴：農業土木学会誌79巻 （2008） 

1 号 p. 53-60 2008
［5］濱武英ら：循環灌漑を実施する水田地区の排水路底泥に含まれる窒素、リン、炭素の特徴： 水環境学会誌35巻 （2012）7 号　　　　

p103-09
［6］Giveson Zulu et al: Characteristics of water reuse and its effects on paddy irrigation system water balance and the riceland 

ecosystem: Water Management Volume31, Pages 269-283

　高齢農家が農業の中心を担う中山間地域において、継続して農業を行う方法のひとつとして、伝統野菜の栽
培が考えられます。本研究では、中山間地域において高齢農家が伝統野菜の生産を継続していく上で有効な農
業生産面の支援を明らかにすることを目的とし、柏崎市南鯖石地区の土垂芋の栽培と長岡野菜であるかぐらな
んばんの栽培を調査対象としました。
　はじめに調査結果の概要をまとめます。詳細につきましては、農業農村工学会誌「水土の知」Vol.86/No.2
をご覧ください。南鯖石地区では、地区全体が土垂芋の産地であることから地域の産業振興を担うコミュニティ
センターに里芋部会が発足し、任意グループや農事組合法人などの体制で、各集落において土垂芋の栽培に取
り組んでいます。中山間地域等直接支払制度の活用により、土垂芋を栽培する任意グループの継続や機械化が
可能になり、土垂芋を栽培する高齢農家の楽しみや張り合いに結びついていることが分かりました。また、ほ
場整備により、土垂芋の生育環境の向上につながっています。他方で、山古志地区では山古志かぐらなんばん
保存会が中心となり、かぐらなんばんの生産と振興を担っています。保存会では、人的支援により高齢農家の
負担となる事務作業の補助や活動の実施が可能になっており、高齢農家の活動の継続や活動の幅を広げること
に貢献しています。以下では、調査の経緯や調査を通して感じたことを中心に紹介していきます。

伝統野菜の栽培を行う高齢農家への支援を調査して

新潟大学農学部　生産環境科学科　　伊佐　朋子
（現在　新潟県魚沼地域振興局　勤務）

Table 2　灌漑ブロック内の平均負荷上昇率

⒊  解析・分析結果
　以下に水質解析の結果を載せる。

⒋  考察
　各期によるEC変動傾向（Fig. 2）
を見ていくと、営農の始まる 4月か
ら収穫にかけてEC値は下がり続け
ていること。また、灌漑期よりも非
灌漑期におけるEC値が高いことが
わかる。11月は断続的な激しい降雨
の影響で非灌漑期のEC値が大幅に
下がっているが、その後は上昇傾向
に遷移していく様子がみられ、移動
平均結果も右肩上がりになっている。
　Table 1 、Fig. 3 よ り 灌 漑 期 の
T-N、T-Pにおいては水田地による
脱窒、脱リンなどの浄化機能［2］ に
より水中の溶存物質が減少したと推
察される。
　非灌漑期においてECが高値を示
しているのは、本調査地では非灌漑
期に用水機場稼動はしていないため、
排水ポンプ非稼動時には流速が発生
せず、幹線排水路の水が滞留してし
まうこと。上流部で通年行われてい
るレンコン畑（湛水法）の排水が慢
性的に流れ込んでいることが挙げら
れる。
　また、Fig. 4 では金江津でのポン
プ稼動による水深変化、および同地
点のEC推移の相関を表したもので
ある。これより、水深のピーク（ポ
ンプ稼動時点）の 2時間後に決まっ
てEC値の一時的な上昇が見られた。
排水ポンプ非稼動時下では流速が与
えられないため、浮遊物・土粒子な
どは排水機場前で沈降する。ECは
沈殿物に依存する特性［3］ があるた
め、排水ポンプ稼動下で流速が生ま
れ、底泥が巻き上げられたために一
時的な影響を与えたのではないかと考えた。また排水地点における水質は農業用水としての水質基準を満たし
ているため（Table 1 、Fig. 3 ）八郎潟［4］ や琵琶湖［5］ の例のような循環灌漑［6］ という手法を取り入れた農業
利用としての潜在価値も高いと評価できる。

Table 1　各水質項目の解析結果（2017年度平均）

Fig. 2　2017非灌漑期・灌漑期の金江津EC変動傾向

Fig. 3　T-N・T-Pの年変動

Fig. 4　ポンプ稼動によるECへの影響
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⒌  研究結果の応用
　今回の研究で明らかになった当灌漑ブ
ロックにおける物質浄化量能力を考慮し、
排水を反復利用した際に、灌漑ブロック内
の負荷量が増していくかの仮想計算を行っ
た。
　左項が系外におよぼす負荷排出率になっ
ている、排水循環率が 0のとき100％の負
荷が排水され、100％の排水を循環利用し
た際には系外への負担は 0 ％となる。右項が灌漑ブロック内への負荷上昇率になっている。排水時のEC濃度
が用水地点のEC濃度よりも高くなっている（Table 1 ）ため、循環比率の上昇と共にブロック内負荷は表の
比率で高くなっていくと考えられる。ちなみにこの値は循環利用した際に上がる平均負荷上昇率を示しており、
循環回数を増やせば増やすほどにこの比率が累乗されてゆく。
　窒素項目は一度100％を切った後、上昇する傾向をみせているが、これは計算を簡略化させるため用水を全
て太田用水機場から取水するという仮定で計算したためである。以上の結果から、循環灌漑を行うと以上の比
率でEC、T-N、T-Pの値の上昇が起きることが示唆された。

⒍  参考文献
［1］農林水産省ホームページ、2016
［2］高村義親ら：水田の物質収支に関する研究（第 1報）：農業土木学会誌47巻 （1976） 9号 p. 398-405 1976
［3］Haibo Zhang et al: Characterization of water quality on stratified nursely recycling irrigation reservoirs, Agricultural 

Water Management Volume 160, October 2015, Pages 76-832015
［4］原田久富美ら：八郎潟干拓地大区画水田における移植前落水に伴う水質汚濁負荷量とその特徴：農業土木学会誌79巻 （2008） 

1 号 p. 53-60 2008
［5］濱武英ら：循環灌漑を実施する水田地区の排水路底泥に含まれる窒素、リン、炭素の特徴： 水環境学会誌35巻 （2012）7 号　　　　

p103-09
［6］Giveson Zulu et al: Characteristics of water reuse and its effects on paddy irrigation system water balance and the riceland 

ecosystem: Water Management Volume31, Pages 269-283

　高齢農家が農業の中心を担う中山間地域において、継続して農業を行う方法のひとつとして、伝統野菜の栽
培が考えられます。本研究では、中山間地域において高齢農家が伝統野菜の生産を継続していく上で有効な農
業生産面の支援を明らかにすることを目的とし、柏崎市南鯖石地区の土垂芋の栽培と長岡野菜であるかぐらな
んばんの栽培を調査対象としました。
　はじめに調査結果の概要をまとめます。詳細につきましては、農業農村工学会誌「水土の知」Vol.86/No.2
をご覧ください。南鯖石地区では、地区全体が土垂芋の産地であることから地域の産業振興を担うコミュニティ
センターに里芋部会が発足し、任意グループや農事組合法人などの体制で、各集落において土垂芋の栽培に取
り組んでいます。中山間地域等直接支払制度の活用により、土垂芋を栽培する任意グループの継続や機械化が
可能になり、土垂芋を栽培する高齢農家の楽しみや張り合いに結びついていることが分かりました。また、ほ
場整備により、土垂芋の生育環境の向上につながっています。他方で、山古志地区では山古志かぐらなんばん
保存会が中心となり、かぐらなんばんの生産と振興を担っています。保存会では、人的支援により高齢農家の
負担となる事務作業の補助や活動の実施が可能になっており、高齢農家の活動の継続や活動の幅を広げること
に貢献しています。以下では、調査の経緯や調査を通して感じたことを中心に紹介していきます。

伝統野菜の栽培を行う高齢農家への支援を調査して

新潟大学農学部　生産環境科学科　　伊佐　朋子
（現在　新潟県魚沼地域振興局　勤務）

Table 2　灌漑ブロック内の平均負荷上昇率

⒊  解析・分析結果
　以下に水質解析の結果を載せる。

⒋  考察
　各期によるEC変動傾向（Fig. 2）
を見ていくと、営農の始まる 4月か
ら収穫にかけてEC値は下がり続け
ていること。また、灌漑期よりも非
灌漑期におけるEC値が高いことが
わかる。11月は断続的な激しい降雨
の影響で非灌漑期のEC値が大幅に
下がっているが、その後は上昇傾向
に遷移していく様子がみられ、移動
平均結果も右肩上がりになっている。
　Table 1 、Fig. 3 よ り 灌 漑 期 の
T-N、T-Pにおいては水田地による
脱窒、脱リンなどの浄化機能［2］ に
より水中の溶存物質が減少したと推
察される。
　非灌漑期においてECが高値を示
しているのは、本調査地では非灌漑
期に用水機場稼動はしていないため、
排水ポンプ非稼動時には流速が発生
せず、幹線排水路の水が滞留してし
まうこと。上流部で通年行われてい
るレンコン畑（湛水法）の排水が慢
性的に流れ込んでいることが挙げら
れる。
　また、Fig. 4 では金江津でのポン
プ稼動による水深変化、および同地
点のEC推移の相関を表したもので
ある。これより、水深のピーク（ポ
ンプ稼動時点）の 2時間後に決まっ
てEC値の一時的な上昇が見られた。
排水ポンプ非稼動時下では流速が与
えられないため、浮遊物・土粒子な
どは排水機場前で沈降する。ECは
沈殿物に依存する特性［3］ があるた
め、排水ポンプ稼動下で流速が生ま
れ、底泥が巻き上げられたために一
時的な影響を与えたのではないかと考えた。また排水地点における水質は農業用水としての水質基準を満たし
ているため（Table 1 、Fig. 3 ）八郎潟［4］ や琵琶湖［5］ の例のような循環灌漑［6］ という手法を取り入れた農業
利用としての潜在価値も高いと評価できる。

Table 1　各水質項目の解析結果（2017年度平均）

Fig. 2　2017非灌漑期・灌漑期の金江津EC変動傾向

Fig. 3　T-N・T-Pの年変動

Fig. 4　ポンプ稼動によるECへの影響
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Ⅰ.  はじめに
　中山間地域において高齢農家が農業を持続していく上で、伝統野菜の栽培は有効であると考えられる。研究
では、高齢農家が伝統野菜の栽培に取り組む意義と有効な人的支援を明らかにすることを目的とし、柏崎市南
鯖石地区と長岡市山古志地区で調査を行った。地域の子どもへの栽培指導や外部への視察・勉強会などの取り
組みに対して、活動の運営や外部との調整、事務作業などの支援が必要であることがわかった。コミュニティ
センターや支所といった行政機関は、金銭的支援だけでなくこうした人的支援の側面からも高齢農家を支えて
いく必要があると考えられる。これらの詳しい内容については、農業農村工学会誌「水土の知」86（2）を参
照いただきたい。ここでは、調査を通して感じたことを中心に述べたいと思う。

Ⅱ.  柏崎市南鯖石地区の「土垂芋」の生産
　研究を始めるにあたって、北陸農政局柏崎周
辺農業水利事業所の方から国営事業や水利施設
について説明していただいた。また、柏崎市内
で伝統野菜の生産に取り組む農業法人（写真
1）を紹介していただき、柏崎野菜に認定さ
れているマコモタケの栽培体験に参加すること
ができた。その後も柏崎野菜の産地をいくつか
調査し、土垂芋の特産地である南鯖石地区の「里
芋部会」を調査対象とした。南鯖石地区は中山
間地域でありながら高齢農家を中心に熱心に取
り組んでおり、土垂芋や郷土料理に対する思い
から、伝統野菜の可能性を感じることができた。郷土料理である「おいな汁」をイベントで販売する際は、土
垂芋以外の具材も地域内で生産されたものを使いたいというこだわりを持っており、こんにゃくまで手作りし
ている。土垂という品種はほかの地域でも生産されているが、この地域で受け継がれている種芋は、味が濃く
ねばりが強いのが特徴的であり、ほかの地域では出せない味だという。こうした「その土地でしか味わえない
もの」は、農家の活力につながるだけでなく、その地域全体にとっての原動力になり得ると感じた。

Ⅲ.  長岡市山古志地区で受け継がれる「山古志かぐらなんばん」の種
　研究室で長年調査を行ってきた長岡市山古志
地区にも、長岡野菜のかぐらなんばんを生産す
る「山古志かぐらなんばん保存会」（以下、「保
存会」という）という高齢農家で構成された団
体が存在する。長岡野菜は2003年に新潟県内で
最初に認定された伝統野菜であるが、その中で
もかぐらなんばんは長岡野菜第1号であり、地
域内の直売所や農家レストランなど幅広く活動
を行っている先進的な事例である。山古志地区
は2004年新潟県中越地震で大きな被害を受けた
が、避難する際にかぐらなんばんの種も持ち出
し、仮設住宅で栽培や種採りが続けられたとい

伝統野菜の継承に取り組む農家を調査して

新潟大学農学部　生産環境科学科　中山　桃花
（現在　藤井産業株式会社　勤務）

写真 1　伝統野菜の生産に取り組む農業法人での聞取り（筆者中央）
（2017年 5 月20日撮影）

写真 2　保存会と中学生のかぐらなんばんの植付けに参加（筆者右前）
（2017年 5 月24日撮影）

　調査ではまず北陸農政局柏崎周辺農業水利事
業所の担当の方からお話を伺い、国営柏崎周辺
農業水利事業や柏崎野菜の栽培に関する取り組
みを学びました。事業所の方からの紹介もあり、
予備調査として柏崎市矢田地区にある矢田営農
組合を訪ねました。矢田営農組合では、柏崎野
菜であるマコモタケの栽培と農業体験の実施
（写真 1）を始め、通年で約60種類もの作物を
栽培する少量多品目にこだわっており、「他か
ら食べ物が入らなくても地区の人を守れるよう
に」という地域に対する思いが窺えました。ま
た、国営事業の実施前は、干害の時には農業用
水が不足したため排水の循環利用を行っていた
が、国営事業の実施により水を下流から取水できるようになったと伺い、農業における水の確保の重要性を実
感しました。
　その後も調査を進め、中山間地域の高齢農家が中心の取り組みが継続して行われている点や、山古志地区と
同様に新潟県中越地震との関連性があるという点から南鯖石地区を選定しました。南鯖石地区での聞き取りの
中で、「地域のおじいちゃん、おばあちゃんは晴れている日は畑に行けば会えるほど働き性である」、「農業が
生きがいとなっている」という声があるように、農業を通して高齢農家が活動的になっていることが分かりま
した。私自身も同様の環境で生まれ育った経験から、農業によって、地域の人々と顔を合わせ交流が生まれて
いることや自然と体を動かす機会になっていること、また四季の移り変わりを色濃く感じられ中山間地域特有
の景観を作り出していることは、地域の活力や中山間地域ならではの魅力になっていると実感しました。
　対照地として、長岡市山古志地区のかぐらなんばんの栽培において調査を行いました。かぐらなんばんは、「山
古志の宝」、「ピーマンよりもかぐらなんばんの食文化の方が多い」と言われるほど、地域で大切に守り育てら
れ、活用されてきた野菜です。かぐらなんばんの保存と次世代への継承を通して地域活性化に貢献することを
目的に設立された団体が保存会です。高齢農家が中心の団体でありながらも、行政職員らの支援により学びの
場や他地域との交流の場、次世代への継承の場が生まれており、活動が多岐に亘ることが特徴です。保存会の
前会長は、「山古志の子どもは自分の孫のよう
で山古志の宝」と考えていました。実際に中学
生への栽培指導に参加させていただいた時（写
真 2）には、保存会の方たちが生徒を自分の
孫のように接しており、大きな家族のような印
象でした。このような人の温かさや距離の近さ
は小規模であるからこその良さなのではないか
と感じました。
　このように中山間地域の生業である農業を活
かした取り組みが進められており、活動の継続
は伝統野菜を守っていくだけでなく、高齢農家
の活躍の場や交流の場を作ることにより、生き
がいや楽しみといった生活の糧につながってい
ることが分かりました。一方、中山間地域と聞くと少子高齢化や後継者不足などのマイナスの面が着目されが
ちですが、調査を通してマイナス面を感じさせない高齢農家が生きがいを持った活動的な取り組みが行われて
いることを実感することができ、今後も継続していくことが中山間地域の将来を守っていくことにつながると
考えられます。今後は、収益性だけでなく生きがいに着目することで中山間地域の高齢農家の活動といった小
規模な取り組みに対しても支援を推進していく必要があると考えられます。
　最後に、機会を与えてくださった一般社団法人土地改良建設協会、北陸農政局柏崎周辺農業水利事業所ほか
行政機関および地元住民の皆様に厚く御礼申し上げます。

引用文献　伊佐朋子，坂田寧代：高齢農家による柏崎野菜「土垂芋」の栽培に対する行政支援，水土の知86（2），pp.19 ～ 22（2018）

写真 2　保存会による中学生への栽培指導に参加（筆者右端）
（2017年 5 月24日撮影）

写真 1　マコモタケの定植を終えた小学生に聞き取り（筆者中央）
（2017年 6 月 5 日撮影）
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Ⅰ.  はじめに
　中山間地域において高齢農家が農業を持続していく上で、伝統野菜の栽培は有効であると考えられる。研究
では、高齢農家が伝統野菜の栽培に取り組む意義と有効な人的支援を明らかにすることを目的とし、柏崎市南
鯖石地区と長岡市山古志地区で調査を行った。地域の子どもへの栽培指導や外部への視察・勉強会などの取り
組みに対して、活動の運営や外部との調整、事務作業などの支援が必要であることがわかった。コミュニティ
センターや支所といった行政機関は、金銭的支援だけでなくこうした人的支援の側面からも高齢農家を支えて
いく必要があると考えられる。これらの詳しい内容については、農業農村工学会誌「水土の知」86（2）を参
照いただきたい。ここでは、調査を通して感じたことを中心に述べたいと思う。

Ⅱ.  柏崎市南鯖石地区の「土垂芋」の生産
　研究を始めるにあたって、北陸農政局柏崎周
辺農業水利事業所の方から国営事業や水利施設
について説明していただいた。また、柏崎市内
で伝統野菜の生産に取り組む農業法人（写真
1）を紹介していただき、柏崎野菜に認定さ
れているマコモタケの栽培体験に参加すること
ができた。その後も柏崎野菜の産地をいくつか
調査し、土垂芋の特産地である南鯖石地区の「里
芋部会」を調査対象とした。南鯖石地区は中山
間地域でありながら高齢農家を中心に熱心に取
り組んでおり、土垂芋や郷土料理に対する思い
から、伝統野菜の可能性を感じることができた。郷土料理である「おいな汁」をイベントで販売する際は、土
垂芋以外の具材も地域内で生産されたものを使いたいというこだわりを持っており、こんにゃくまで手作りし
ている。土垂という品種はほかの地域でも生産されているが、この地域で受け継がれている種芋は、味が濃く
ねばりが強いのが特徴的であり、ほかの地域では出せない味だという。こうした「その土地でしか味わえない
もの」は、農家の活力につながるだけでなく、その地域全体にとっての原動力になり得ると感じた。

Ⅲ.  長岡市山古志地区で受け継がれる「山古志かぐらなんばん」の種
　研究室で長年調査を行ってきた長岡市山古志
地区にも、長岡野菜のかぐらなんばんを生産す
る「山古志かぐらなんばん保存会」（以下、「保
存会」という）という高齢農家で構成された団
体が存在する。長岡野菜は2003年に新潟県内で
最初に認定された伝統野菜であるが、その中で
もかぐらなんばんは長岡野菜第1号であり、地
域内の直売所や農家レストランなど幅広く活動
を行っている先進的な事例である。山古志地区
は2004年新潟県中越地震で大きな被害を受けた
が、避難する際にかぐらなんばんの種も持ち出
し、仮設住宅で栽培や種採りが続けられたとい

伝統野菜の継承に取り組む農家を調査して

新潟大学農学部　生産環境科学科　中山　桃花
（現在　藤井産業株式会社　勤務）

写真 1　伝統野菜の生産に取り組む農業法人での聞取り（筆者中央）
（2017年 5 月20日撮影）

写真 2　保存会と中学生のかぐらなんばんの植付けに参加（筆者右前）
（2017年 5 月24日撮影）

　調査ではまず北陸農政局柏崎周辺農業水利事
業所の担当の方からお話を伺い、国営柏崎周辺
農業水利事業や柏崎野菜の栽培に関する取り組
みを学びました。事業所の方からの紹介もあり、
予備調査として柏崎市矢田地区にある矢田営農
組合を訪ねました。矢田営農組合では、柏崎野
菜であるマコモタケの栽培と農業体験の実施
（写真 1）を始め、通年で約60種類もの作物を
栽培する少量多品目にこだわっており、「他か
ら食べ物が入らなくても地区の人を守れるよう
に」という地域に対する思いが窺えました。ま
た、国営事業の実施前は、干害の時には農業用
水が不足したため排水の循環利用を行っていた
が、国営事業の実施により水を下流から取水できるようになったと伺い、農業における水の確保の重要性を実
感しました。
　その後も調査を進め、中山間地域の高齢農家が中心の取り組みが継続して行われている点や、山古志地区と
同様に新潟県中越地震との関連性があるという点から南鯖石地区を選定しました。南鯖石地区での聞き取りの
中で、「地域のおじいちゃん、おばあちゃんは晴れている日は畑に行けば会えるほど働き性である」、「農業が
生きがいとなっている」という声があるように、農業を通して高齢農家が活動的になっていることが分かりま
した。私自身も同様の環境で生まれ育った経験から、農業によって、地域の人々と顔を合わせ交流が生まれて
いることや自然と体を動かす機会になっていること、また四季の移り変わりを色濃く感じられ中山間地域特有
の景観を作り出していることは、地域の活力や中山間地域ならではの魅力になっていると実感しました。
　対照地として、長岡市山古志地区のかぐらなんばんの栽培において調査を行いました。かぐらなんばんは、「山
古志の宝」、「ピーマンよりもかぐらなんばんの食文化の方が多い」と言われるほど、地域で大切に守り育てら
れ、活用されてきた野菜です。かぐらなんばんの保存と次世代への継承を通して地域活性化に貢献することを
目的に設立された団体が保存会です。高齢農家が中心の団体でありながらも、行政職員らの支援により学びの
場や他地域との交流の場、次世代への継承の場が生まれており、活動が多岐に亘ることが特徴です。保存会の
前会長は、「山古志の子どもは自分の孫のよう
で山古志の宝」と考えていました。実際に中学
生への栽培指導に参加させていただいた時（写
真 2）には、保存会の方たちが生徒を自分の
孫のように接しており、大きな家族のような印
象でした。このような人の温かさや距離の近さ
は小規模であるからこその良さなのではないか
と感じました。
　このように中山間地域の生業である農業を活
かした取り組みが進められており、活動の継続
は伝統野菜を守っていくだけでなく、高齢農家
の活躍の場や交流の場を作ることにより、生き
がいや楽しみといった生活の糧につながってい
ることが分かりました。一方、中山間地域と聞くと少子高齢化や後継者不足などのマイナスの面が着目されが
ちですが、調査を通してマイナス面を感じさせない高齢農家が生きがいを持った活動的な取り組みが行われて
いることを実感することができ、今後も継続していくことが中山間地域の将来を守っていくことにつながると
考えられます。今後は、収益性だけでなく生きがいに着目することで中山間地域の高齢農家の活動といった小
規模な取り組みに対しても支援を推進していく必要があると考えられます。
　最後に、機会を与えてくださった一般社団法人土地改良建設協会、北陸農政局柏崎周辺農業水利事業所ほか
行政機関および地元住民の皆様に厚く御礼申し上げます。

引用文献　伊佐朋子，坂田寧代：高齢農家による柏崎野菜「土垂芋」の栽培に対する行政支援，水土の知86（2），pp.19 ～ 22（2018）

写真 2　保存会による中学生への栽培指導に参加（筆者右端）
（2017年 5 月24日撮影）

写真 1　マコモタケの定植を終えた小学生に聞き取り（筆者中央）
（2017年 6 月 5 日撮影）
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り組みを行った場合の効果を定量化することを目的とした。

⒉  方法
⒉  1  調査概要 
　本研究では、奈良県田原本町阿部田南地区
にある、図 1に示した 4圃場を研究対象地
とした。調査圃場①、②は田んぼダム実施水
田として、排水枡に落水量調整板を設置した。
調査圃場③、④は非実施水田としてこれを設
置していない。ここで、大きな降雨イベント
があった場合に、湛水深が高くなることに
伴う畦畔からの越流により対象圃場への横流
入量が増加してしまう可能性を考慮し、 2圃
場分の間を空けた。空けた 2圃場分は、西側
には落水量調整板を設置せず、東側には落水
量調整板を設置することで、隣の調査圃場の
条件と同じとした。調整板を設置した排水枡
の断面構造を図 2に示す。調査圃場①～④
の面積は、それぞれ1694.59、960.27、 960.27、
1412.16m2である。降水量、湛水深、排水枡
内水位（実施水田では上流側）の経時計測を
行い、2017年12月24日夕方から深夜にかけて
の降水による観測データ（計24.8mm、10分
間最大降水量2.2mm）を使用して、地表流出
量緩和機能を評価した。
　また、各圃場の上層（深さ0～10cm）、下層（深さ20～25cm）の土壌を採取し、飽和透水係数を含む土壌物
理性試験を行った。さらに、インテークレート試験を各圃場 1地点で実施した。 

⒉  2  地表流出量の計算
　田んぼダム実施水田においては、落水量調整板と排水桝の構造をオリフィスと仮定した。流出量はトリチェ
リーの定理により、

Q CA 2gh= （1）

で表される。ここに、Qは流量（cm3/s）、Cは流量係数、Aは流出孔の断面積（cm2）、gは重力加速度（980cm/s2）、
hは上流側と下流側の水位差（cm）である。今回は流出孔断面積内部を微小に分け、それぞれの部分での
流出量を計算することにより全体の流出量を求めた。つまり、

Q ∫dQ = ∫C 2ghBdh= （2）

により計算した。ここに、は流出孔幅（cm）である。また、田んぼダム非実施水田において、圃場からの地
表流出量は排水口からの円弧堰流出を仮定して水理学的に計算した。流出量は上式の積分区間を変更すること
で導出できる。流出量計算において、下流側排水口から越流するまでの水量（6.0×10－3以下mm相当）は考慮
しなかった。計算時の流量係数は、宮津ら（2012）の実験結果を参考にして、落水量調整板で0.6を、排水口で0.2
を仮定した。 

⒊  結果
⒊  1  地表流出量 
　調査圃場①、②、③における2017年12月24 ～ 26日の圃場からの地表流出量の推移と降水量を図 3、図 4
に示した。調査圃場④は機器の不具合により妥当性のある値が得られなかった。また、このときの各圃場

図 2　排水枡の断面構造

図 1　研究対象圃場

田んぼダム非実施水田
田んぼダム実施水田
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⒈  はじめに
　近年、極めて高い強度の降雨イベントによる洪水被害が各地で生じていることが問題となっている。 
　奈良県大和川流域においては、過去の洪水被害の経験から、流域が一体となった総合的な治水対策の必要性
が認識されており、水田の洪水緩和効果の貢献が期待されている。 
　水田域の洪水防止機能を強化させる取り組みの一つとして、「田んぼダム」とよばれる水田貯留技術がある。
これは、排水枡の中に、たとえば内径5cmの穴が開いた落水量調整板（写真 1）を設けて意図的に雨水を水田
に貯留することにより、大きな降雨がある場合に水田からのピーク流出量を軽減することを目的としている。
大和平野においても、この取り組みが一部の地区
で進められている。こうした取り組みは、新潟県
において先進的であり、吉川ら（2009a; 2009b）
によって研究蓄積がなされているが、大和平野で
は奈良時代の終わりから平安時代にかけて施工が
行われた条里制が生かされた特徴的な区画形状と
なっており、その洪水防止機能の実態と機能向上
について定量的に検討することが課題と考えられ
る。 
　本研究では第一段階として、大雨による洪水被
害が無視できない非灌漑期において水田貯留の取
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う。帰村後も保存会前会長により、山奥の種採り専用の畑で採種が続けられた。高齢で体調を崩されながらも、
毎年一人で種採りを行い、山古志かぐらなんばんの種を守ってきた。会長は2017年8月にご逝去されたが、生
前に中学生への栽培指導（写真 2）を通して「命の尊さ」と「子どもたちが山古志の大事な宝である」こと
を最も伝えたいと語っていた。中学生たちも、「かぐらなんばんを通して山古志がもっとつながってほしい」
と感想を述べており、会長の思いが継承される場になっていたと感じた。これは保存会だけでなく、地域にとっ
ても大切な活動の一つであり、今後も継続していくべきことであると思った。

Ⅳ.  おわりに
　中山間地域における農業は、過疎化・少子高齢化による後継者不足や条件不利性といった問題が深刻化して
いるが、調査を行った高齢農家の方々は、自分の地域に誇りを持ち生き生きと農業を行っていた。何度も足を
運ぶことで、農家の方の思いや支援を行う職員の方の思いを聞くことができ、自分自身も地域への理解を深め
ることができたと思う。本研究では、中山間地域の魅力を引き出す可能性の一つとして「伝統野菜」に焦点を
当てて調査を行ったが、何度も調査を重ねる中で中山間地域にはまだ多くの可能性があるのではないかと感じ
た。現代では、大規模・高収益性の農業が求められているが、こうした中山間地域の産物を守り続けている高
齢農家にもっと着目していくべきではないかと思った。
　最後に、このような機会を与えてくださった一般社団法人土地改良建設協会、北陸農政局柏崎周辺農業水利
事業所ほか行政機関および地元住民の皆様に厚く感謝申し上げます。

引用文献
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り組みを行った場合の効果を定量化することを目的とした。

⒉  方法
⒉  1  調査概要 
　本研究では、奈良県田原本町阿部田南地区
にある、図 1に示した 4圃場を研究対象地
とした。調査圃場①、②は田んぼダム実施水
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置していない。ここで、大きな降雨イベント
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Q CA 2gh= （1）
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Q ∫dQ = ∫C 2ghBdh= （2）

により計算した。ここに、は流出孔幅（cm）である。また、田んぼダム非実施水田において、圃場からの地
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⒊  結果
⒊  1  地表流出量 
　調査圃場①、②、③における2017年12月24 ～ 26日の圃場からの地表流出量の推移と降水量を図 3、図 4
に示した。調査圃場④は機器の不具合により妥当性のある値が得られなかった。また、このときの各圃場

図 2　排水枡の断面構造

図 1　研究対象圃場

田んぼダム非実施水田
田んぼダム実施水田
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に貯留することにより、大きな降雨がある場合に水田からのピーク流出量を軽減することを目的としている。
大和平野においても、この取り組みが一部の地区
で進められている。こうした取り組みは、新潟県
において先進的であり、吉川ら（2009a; 2009b）
によって研究蓄積がなされているが、大和平野で
は奈良時代の終わりから平安時代にかけて施工が
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なっており、その洪水防止機能の実態と機能向上
について定量的に検討することが課題と考えられ
る。 
　本研究では第一段階として、大雨による洪水被
害が無視できない非灌漑期において水田貯留の取
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前に中学生への栽培指導（写真 2）を通して「命の尊さ」と「子どもたちが山古志の大事な宝である」こと
を最も伝えたいと語っていた。中学生たちも、「かぐらなんばんを通して山古志がもっとつながってほしい」
と感想を述べており、会長の思いが継承される場になっていたと感じた。これは保存会だけでなく、地域にとっ
ても大切な活動の一つであり、今後も継続していくべきことであると思った。

Ⅳ.  おわりに
　中山間地域における農業は、過疎化・少子高齢化による後継者不足や条件不利性といった問題が深刻化して
いるが、調査を行った高齢農家の方々は、自分の地域に誇りを持ち生き生きと農業を行っていた。何度も足を
運ぶことで、農家の方の思いや支援を行う職員の方の思いを聞くことができ、自分自身も地域への理解を深め
ることができたと思う。本研究では、中山間地域の魅力を引き出す可能性の一つとして「伝統野菜」に焦点を
当てて調査を行ったが、何度も調査を重ねる中で中山間地域にはまだ多くの可能性があるのではないかと感じ
た。現代では、大規模・高収益性の農業が求められているが、こうした中山間地域の産物を守り続けている高
齢農家にもっと着目していくべきではないかと思った。
　最後に、このような機会を与えてくださった一般社団法人土地改良建設協会、北陸農政局柏崎周辺農業水利
事業所ほか行政機関および地元住民の皆様に厚く感謝申し上げます。
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現 場
代 理 人
レポート

　本地区は、山口県東部に位置し、瀬
戸内海を南に臨む温暖な地域です。水
稲を中心とした自給的農業が過半を占
め、多くの圃場は狭小、不整形であり、
担い手への利用集積が進まず耕作放
棄地が多く発生しています。さらに排水
不良であるため、畑作物の栽培にも支
障をきたしています。このため土地利用
の整序化、担い手への農地の利用集積
の促進、畑作物の導入を図るため、本
事業が行われています。
　本工事は、区画整理事業全体274ha
のうち、10.6haの圃場の区画整理を行うもので、用水路工2,127m、排水路工2,957m、道路工2,466m
となっています。
　現場周辺は、工事期間中も水稲の営農が行われており、工事用地へ流入する水路の切り回しや近接
する圃場への出入りの確保が求められるため、営農に配慮しながら工事を進める必要があります。また、
施工範囲の南面には住宅、北面には鉄道が隣接しているため、工事施工に伴う騒音・振動や粉塵にお
いて近隣住民の方々、鉄道会社へご迷惑をお掛けしないよう努めることが重要となります。
　平成30年 4月末時点で主要な排水路の確保が終わり、今後、整地工事が最盛期を迎えますが、無
事故・無災害で工期内竣工するように職員一同努めていきます。

南周防農地整備事業
瀬戸団地区画整理建設工事　

監督職員

（写真右） 中国四国農政局南周防農地整備事業所

工事第二課長 藤村　孝知
現場代理人

（写真左） あおみ建設株式会社

南周防作業所 濵口　　章

監督職員からのエール

　本工事は、生産性を高めた「攻めの農業」を実現することを目的とし、10.6haの区画整理
と約5kmの用・排水路及び約2.5kmの農道を施工するものです。
　これから工事が最盛期を迎える中、工事の進捗を間近でご覧になっている地権者、営農者
及び近隣住民の方々の疑問や不安などを解消し、工事実施によるご心配やご迷惑をお掛けし
ないためには、各種の連絡・調整が必要となります。
　また、極端な言い方ですが、区画整理は「図面どおりに施工すると怒られる」工事です。
土量の変化に合わせてほ場の高さを、併せて用・排水路や道路の高さについても、なるべく
法面が少なくなるよう、関係の方々と調整のうえ変更する必要も生じて参ります。
　現場代理人の濵口さんを始めスタッフの皆様には、我々監督職員も同じですが、関係の方々
とのコミュニケーションを密にして頂き、「工事をして良かった」と喜ばれる農地を、来年
3月の工期末まで安全に施工して頂くよう期待しています。

のピーク流出量とそれを記録した時刻および各
圃場のピーク流出量とそれを記録した時刻およ
び積算流出量を表 1に示す。田んぼダム実施水
田である圃場①では、地表流出量は観測されな
かった。圃場②においても、ピーク流出量は6.2
×10－4mm/10min、積算流出量は1.2×10－2mm
と極めて微量であった。
　田んぼダム非実施水田である圃場③では、約
0.22mm/10minの流出が観測され、積算流出量は
降雨量の9.3%を占めている。なお、湛水深は測定
箇所において圃場①を除いて増加した。

⒊  2  飽和透水係数とインテークレート
　飽和透水係数はいずれの圃場においても、上
下層関わらず、10－6 ～ 10－8cm/sのオーダであ
り、圃場にる違いはみられなかった。圃場①～④
のベーシックインテークレートは、それぞれ0.11、
0.09、0.17、0.36mm/hとなり、圃場④で若干高い
値を示したが、その値はいずれも小さかった。 

⒋  考察
　圃場①からは地表流出量が存在せず、圃場②か
らの地表流出量は微量であった。それに対し、圃
場③からの地表流出量は大きい値を示した。飽和
透水試験とベーシックインテークレートの結果に
従う場合、浸透量は同程度に少ないため、湛水状
態が同じであれば、各圃場からの積算流出量はほ
ぼ等しいはずであるが、圃場③のみで大きい値を
示した。この原因して、湛水状態が各圃場で異な
り、圃場③の田面に排水桝へと導く局所的な水み
ちが生じた可能性がある。圃場②と圃場③におい
て、ピーク流出量の発生時刻が落水量調整板を設
置した圃場②において早い原因も同様の理由と考えられる。つまり、今回の降雨量は落水量調整板の機能が発
揮できる量に達しいない。非灌漑期において小中規模の降雨がある場合、田面の起伏状況が地表排水量に大き
な影響を与えるものと推察される。 

⒌  まとめ
　奈良県大和川流域において実施されている田んぼダムを用いた水田貯留技術の取り組みによる洪水緩和機能
を定量的に評価するための、調査圃場の選定と観測の立ち上げを行うことができた。洪水緩和機の定量化のた
めに、灌漑期、非灌漑期でデータ収集と解析を進める予定である。とくに、長短辺長比が大きい条里制区画の
影響に注目していきたい。
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協力および、一般社団法人土地改良建設協会国営事業地区等フィールド調査学生支援事業の支援に心から感謝申し上げる。
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図 3　調査圃場①、②からの地表流出量と降水量

図 4　調査圃場③からの地表流出量と降水量

表 1　ピーク流出量とその発生時刻および積算流出量
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