
　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
302号に引き続き紹介します。
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9 筑後川中流における山田堰の現地訪問を通して
九州大学大学院生物生産環境科学府　井上　光宏

10 スイゼンジノリが自生する黄金川（福岡県朝倉市）を訪ねて
九州大学大学院生物資源環境科学府　今田　舜介

平成29年度

302号掲載

1 泥炭地の農業的土地利用による地盤沈下の実態
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）  

2 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）  

3 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  　

4 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―
東京農工大学農学部　地域生態システム学科　口分田　彩夏　

5 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―
東京農工大学農学部　地域生態システム学科　池田　周平　

6 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）

7 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）

8 奈良県大和平野地区における非灌漑期間中の水田貯留効果の定量的評価
京都大学農学部　地域環境工学科　水環境工学分野　鈴木　友志　
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　筑後川中流に位置する山田堰は堰長
320m、堰高 3 m、総面積25,370㎡の広
さを持つ日本唯一の傾斜堰床式石張堰
です。江戸時代に築造されてから何度
か修繕はされたものの当時の原形は留
めたまま、現在も農業用水を供給し続
けています。平成26年にはICIDかん
がい施設遺産にも登録されています。
山田堰には土砂吐、中舟通し、南舟通
しの 3本の水路があります（写真 1）。
土砂吐により取水口への土砂は下流へ
排出され、取水口に土砂がたまりにく
くなっています。中舟通し、南舟通し
は築造当時盛んだった舟運に利用されただけでなく、魚道としての機能も持っており生態系にも配慮したつく
りになっています。また、中舟通し、南舟通しは洪水吐としての機能も持ち、水路を流れる水は堰の下流で衝
突、減勢するようにそれぞれの水路が配置されています。洪水時には、水は堤体を越流して流れるため、取水
口に強い水流が向かわない構造となっており、利水、治水の機能を併せ持つ堰となっています。
　このような山田堰の特徴に注目した福岡市のNGO団体であるペシャワール会がアフガニスタンに山田堰を
模した堰を築造しました。その堰がアフガニスタンでのかんがい復興支援に大きく貢献したことにより、山田
堰は国内外から注目され、多くの見学者が訪れるようになりました。山田堰の修繕が容易であり、安定して取
水が可能といった特徴は発展途上国でも運用しやすい水利施設として適用が期待されています。しかし、アフ
ガニスタンに築造された堰には山田堰では見られない土砂の堆積などの問題が生じています。発展途上国へ適
用する際に山田堰の持つ利水、治水機能を最大限発揮できるようにするためには、山田堰の特徴的な流況や土
砂の挙動が生じる理由を把握することが必要だといえます。本研究では発展途上国へ適用する第一歩として、
流況解析、土砂の挙動の解析を通して山田堰の水理学的特徴を把握することを目的としています。
　この研究を進めるにあたり、山田堰の現地
訪問を行い、北部九州土地改良調査管理事務
所や山田堰土地改良区の皆様にお話を伺い
ました。そこでは、山田堰における流況の特
徴や洪水時の様子などをお聞きすることが
できました。また、2017年 7 月に起きた九州
北部豪雨の前後での土砂の堆積状況の変化
などもお聞きすることができ、研究を進める
うえでとても有意義なものとなりました。ま
た、山田堰だけでなく山田堰と同様にかんが
い施設遺産に登録されている堀川用水や菱
野三連水車も見学しました（写真 2）。堀川
用水は山田堰から取水された水が流れ、三連

筑後川中流における山田堰の現地訪問を通して

九州大学大学院生物生産環境科学府　井上　光宏

写真 1　山田堰航空写真
（水路は左から土砂吐、中舟通し、南舟通し）

写真 2　三連水車の見学の様子
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黄金川を支流にもつ佐田川上流に寺内ダム
が建設された影響であるという意見があり、
2009年頃にはそれに基づく報道もあった。
一方で、レッドデータブックには黄金川の
北方を横断する大分自動車道の建設が影響
したとする意見が掲載されていた。しかし、
いくつかの資料を調べてみると、それぞれ
の建設年とスイゼンジノリの生産量が減少
に転じた時期は一致していなかった。そこ
で、まずは文献調査と地元への聞き取り調
査（写真 1）から研究が始まった。
　特に文献調査に関しては、研究論文だけ
でなく郷土史や伝記なども含めて最終的に
約130の文献に当たった。すべてが直接研究成果に結びついたわけではないが、研究とは直接関係しなさそう
な文献が、現地で自分の目で確認した事象と繋がる体験をできたことは本研究の醍醐味であった。例えば、古
地図をもとに、かつての黄金川の水源地点と推測される場所を訪ねたところ、謎の遺構があった。郷土史やス
イゼンジノリにまつわる起源を調べたところ、それが石

いわ

渕
ぶち

と呼ばれた泉の跡であることが判明し、本研究が大
きく進展する一つのきっかけとなった。郷土の歴史については地元住民の方が詳しいと思い、石渕のことを尋
ねると、そういえば昔はこうだったと過去の石渕や黄金川周辺の湧水状況を語っていただいた。そして、ここ
で得られた情報によって、黄金川の湧水量が減
少した原因を明らかにすることができた。さら
に、過去の黄金川周辺状況が明らかになったこ
とが、今後の保全対策の提案へと繋がった。
　また、本研究を通した地元との関わりもまた
忘れられない体験となった。研究期間の 1年半
の間に朝倉市を訪ねた回数は30回に及んだ。何
度も足を運んだことで、伝統食材であるスイゼ
ンジノリの存続と普及のために地元業者が熱心
に活動されていることや、地元住民の関心が非
常に高いことを理解できた。また、スイゼンジ
ノリの放流イベントや黄金川ホタル祭に参加し
て、黄金川やスイゼンジノリが地域のシンボル
として根付いていることも知ることになった。こうした地元の熱意は研究を進める原動力のひとつになった。
他方、調査期間中には九州北部豪雨があり、大変心を痛めることもあった。
　他にも、学生生活では接する機会が少ない行政の方々にご協力いただいたことも貴重な経験だった。九州農
政局北部九州土地改良調査管理事務所ならびに水資源機構両筑平野用水総合事業所からは、入手困難な貴重な
資料等を借用することができた。また、卒業研究を終えた 3月には、本研究成果を報告する機会までいただい
た（写真 2）。

　末筆になりましたが、大串和紀氏（㈱竹中土木）、九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所をはじめ、
本研究をご支援いただいた皆さまに厚く感謝申しあげます。

引用文献
今田舜介, 谷口智之, 凌祥之（2018）：スイゼンジノリの保全対策としての農地排水の導入の可能性.
水土の知（農業農村工学会誌）, 86（2）, pp.7-10

写真 2　水資源機構において行った報告会の様子

写真 1　地元業者への聞き取り調査の様子
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水車は堀川用水に設置され用水路よりも高
いところに水を供給しています。堰だけでな
くそこから取水した水がどのように運ばれ
ていくのかを考えることも発展途上国への
適用に向けて必要なことだと感じました。こ
の他にも、山田堰を含む筑後川中流地区にお
いて筑後川中流域の頭首工や用水路など農
業水利施設のストックマネジメントを実施
し施設の長寿命化を図る事業について説明
していただきました（写真 3）。山田堰の取
水ゲートや堀川用水路などでは劣化、損傷し
ている部分もあり改修が必要となっている
そうです。こうしたお話を聞いて、堰を築造
した後の運用、維持管理方法についても考えることも、発展途上国への適用に近づくのではないかと感じま
した。

　最後に、このような現地視察を通して山田堰の状況に加え、堀川用水、三連水車などの水利施設を見学させ
ていただいたことは今後の研究に大きく役立つものだと考えています。このような貴重な機会を与えてくだ
さった九州農政局北部九州土地改良調査管理事務所、山田堰土地改良区の皆様に厚く御礼申し上げます。

Ⅰ．研究概要
　卒業研究のテーマは「スイゼンジノリの保全に向けた農地排水の導入可能性」であった。福岡県朝倉市の黄
金川（両筑平野用水事業地区内）に自生するスイゼンジノリという藻類は、古くから食用として利用されてき
た。しかし、近年は湧水を水源とする黄金川の流量減少に伴って絶滅の危機に瀕しており、スイゼンジノリの
保全対策が急務となっている。
　本研究では、まず、文献調査ならびに聞き取り調査から黄金川およびその周辺の水動態の移り変わりを追跡
した。次に、現在の流量および水質を現地観測することで、農地排水を黄金川に流すことで不足流量を補えな
いかを検討した。その結果、農地排水の導入によって流量の不足は補えるものの、水質面でスイゼンジノリの
生育条件に適さない項目や時期があることがわかった。また、今後の保全対策として、黄金川の周辺水田で冬
期湛水を行うことによって湧水量を回復できる可能性があることを提案した。研究成果の詳細は、今田ら（2018）
を参照いただきたい。

Ⅱ．体験記
　ここでは本研究を通じて得た体験について述べる。
　本研究を始めるにあたり、現場で起きている問題の所在を整理することに苦労した。黄金川の湧水量減少は、

スイゼンジノリが自生する黄金川（福岡県朝倉市）を訪ねて

九州大学大学院生物資源環境科学府　今田　舜介  

写真 3　事業の説明を受ける様子（筆者左前）
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