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水田必要水量の決定に係る配水管理用水量の

実態調査と適正量の評価
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1. はじめに

我が国の農業用水の水利権は，昭和39年河川法の施行を機に，慣行水利権と

許可水利権の二つに区別される。慣行水利権は，河川法の施行以前の農業用水

について，許可を受けたものとみなされたもので，河川管理者からの許可と管

理を受ける許可水利権とは，扱いも異なる。昨今の水不足事情に鑑み，水利権

水量を明確に定義するために慣行水利権は許可水利権へ順次切り替えがなされ

ている。

水利権の切り替えに伴う河川協議においては，農業用水の必要水量を検討し，

水利権水量を改めて算定する必要がある。慣行水利権水量は，水利権設定時に

届け出された水量であり，長年にわたる地域の経験的な水量である。許可水利

権水量の設定においては，その水利施設の受益面積，減水深，流況調査等をも

とに水収支計算を行い，計画基準年におけるピーク必要水量を設定するのが一
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注）8・・負となる量の構成要素

図1 水田用水量の構成（農林水産省， 1993)

般的である。現況の営農状況は慣行水利権が設定された40年前から変化してき

ており，米の生産調整や転作作物の導入，農地の転用などにより，往々にして

水稲作付面積は減少してしる。このため，既存の慣行水利権量に対して，平均

減水深と受益面積の積より算定される水量は，必ずしも一致しないことが多し、。

しかしながら，減水深のみにより算定される水量だけでは，水田の濯甑用水量

は明らかに不足する。これは，図 1に示すように水田濯甑用水量は種々の管理

用水等から構成されており，水田濯甑の必要水量を求める際には，これら全て

の項目について考慮する必、要がある。

圃場の減水深と栽培管理用水量の和が圃場単位用水量となり，これに有効雨

量を加味したものが純用水量となる。純用水量に施設管理用水量を加えた水量

が粗用水量となり，これが水田潅甑用水量，すなわち必要水量となる。このう

ち，純用水量の総量は受益面積に依存し，面積の増減により同水量も変動する。

とりわけ，受益面積が減少傾向にある昨今においては，純用水量の総量は減少

する。一方，施設管理用水量は農業用水施設の構造，立地条件，維持管理状況

に依存する。したがって，当水量と純用水量との和である粗用水量は，受益面

積の増減に必ずしも比例しない。
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水田の必要水量算定とその基礎調査については，土地改良事業計画設計基準

においても計算基準が定められている。減水深についてはフックゲージや N

型減水深測定器を使用して一筆減水深を把握する。有効雨量は，現地に雨量計

を設置する，あるいは近傍気象観測所の値を用L、る。送水損失水量は，開水路

で10%，管水路で 5%損失として見込まれる。しかしながら，栽培管理用水量

および配水管理用水量については，その性質上，地域や栽培品種によって様々

で，その値は調査地区により大きな幅があり，設計基準においても一般値や測

定方法が定められていない。

本研究は，水団地帯の必要水量の算定において必要となる水収支諸元のうち，

栽培管理用水量および配水管理用水量について現地調査を行った。調査結果よ

り，管理用水量の実態量を評価し，現状の農業経営状態における適正量につい

て検討する。

2. 配水管理用水の実態調査方法

1）調査対象地区

調査は， 1級河川筑後川に依存する地域において，異なる井堰掛かりの 2地

0 水位計設置地点（SAi～SAS)． 減水深調査圃場（GAi～GAJ)

c=::::::J用水路

~排水路

匡己分水ゲート

¢：：：：：：コ流水方向（用水）

・・・流水方向（排水）

図2 調査位置模式図（A園区）
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区について実施した。筑後川は九州ーの大河で，全長138km，流域面積2860

km2である。水源は熊本県阿蘇郡にあり，福岡県，佐賀県を蛇行して流下し

有明海に注ぐ。調査対象地区は，筑後川の中流地域に立地する古くから水稲栽

培が盛んな河川沿いの平地の一部である。以前は筑後川の氾濫源であったこと

から，水田土壌を掘り下げると，比較的浅い位置から礁質層が出現する。その

ため，水田の降下浸透が比較的大きいことが濯瓶諸元上の特徴である。調査対

象地区は筑後川左右岸それぞれから，圃場整備が既に完了し，用排水の分離が

完全になされている圃区を選定した。

筑後川左岸側より選定したA圃区（図 2）は，総耕地面積5.5haで，水田

20筆程度からなる。両側に用水路，中央に排水路があり，用排水の完全分離が

なされている。用水路は，筑後川からの分水が上流より流下し， A圃区を潅概

した後， A圃区の下流側に位置する受益地へと流下してし、く。排水路は上流か

0 水位計設置地点（もI～s,,31)・減水深調査圃場（CJ.,，～CJ.,,)

Eコ用水路

~排水路
~コ分水ゲート
¢＝＝流水方向（用水）

．圃・流水方向（排水）

図3 調査位置模式図（B圃区）
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らの流れ込みはなく，排水流域はA圃区のみである。調査期間は平成12年6

月から10月の水田濯甑期間中である。

他方，筑後川右岸側の B圃区（図 3）は，総耕地面積10haで，水田50筆程

度からなる。幹線用水路と排水河川に挟まれた闇区であり，幹線水路 2箇所か

ら分水された用水が，圃区周囲の開水路を流下し圃場に濯甑した後，最終的に

は地区内排水路へ落水する。排水路は圃区の中央を縦断しており，上流からの

流れ込みはなく，圃場からの排水と用水路末端からの落水をキャッチした後，

圃区東側を流れる排水河川へ流出する。したがって B圃区の用排水系統は，

周辺圃区から完全に独立している。調査期聞は平成15年6月から10月の水田濯

甑期間中である。

2）減水深調査

調査圃区内の水田のうち，減水深調査圃場を選定し，晴天日を選んで調査す

る。測定はフックゲージを用いた一筆減水深測定で，測定開始前に水田を十分

湛水し，その後用排水口を密閉し，用排水の出入りを遮断する。畦畔からの漏

水等が無し、か確認した後，フックゲージの目盛りを読む。 24時間後に再びフッ

クゲ←ジの目盛りを読み，低下水位を測定する。

3）水路水位観測

圃区内の用排水路について，その上端末端に水位計を設置し，水路水位変動

のモニタリングを行った。観測インターバルは60分とした。

4）水路流量測定

水位計設置地点を中心にプロペラ流速計や浮子を用いて流速を測定し水路

流量を求めた。流速測定が困難な場合には，容器を用いて容量と時間を計測す

ることで直接流量を測定した。

5）気象観測

対象圃区内の中央部付近に，雨量計，温湿度計を設置し気象条件のそニタ

リングを行った。観測インターパルは60分とした。
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3. 減水深調査結果

A圃区の減水深測定は，中干しの前後に実施した。測定結果を図 4に示す。

最大は44.5mm /day，最小は17.0mm/day，平均27.7mm/dayで、あった。い

ずれの圃場においても，中干し後に減水深が増加している。これは，中干しを

行ったことにより，それまで飽和状態だった水田土壌に空気が混入し，亀裂が

生じたためである。土壌に酸素を供給し根の障害防止，窒素の過効を抑える

50「ロG 函 G ・G' Al A2 A3 
44.5 

40 
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"' 甘
言30
E 

逗
益20
[]l 
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。
分けつ期 出穂期

生育期 図4 減水深測定結果（A圃区）
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ことが中干しの効果であるが，この観測結果から，中干しが効果的に行われて

いることが推測される。

B圃区では，生育期別に観測を行った。測定結果を図 5に示す。平均10.4

mm  /day，最大でも出穂期の16.0m m  /dayと， A圃区に比較すると期聞を通

して非常に小さい値であった。圃場内を掘削してみると， A圃区と異なり，作

土層が 5cm程度と比較的浅く，その下層には強い粘質土層が形成されていた。

さらに， B圃区内では田面高低差がほとんど無く，どの圃場もしっかりとした

畦畔が整形されている，などの特徴が減水深の相違に影響していると考えられ

る。

このように，同ーの河川依存区域でありながらも，減水深の傾向は大きく異

なる。必要水量算定における減水深の決定は， 圃場整備の施工方法と実施年，

圃場の利用履歴の違い等を考慮する必要がある。

4. 水収支計算結果

流量観測結果から H-Q曲線式を算定し，水位計測定値を流量換算するこ

とで，生育ステージごとの取水実態を把握した。圃区レベルの水収支は図 6の

ごとく模式化される。圃区に設置した水位計観測値から，圃区の取水量 QIは

次式より算定される。

QI=Q,n QD 

ここで， Q,nは用水路上端の流量， QDは用水路末端の流量である。 Q,nは， A

、、，z

’
l
 

（
 

LmJJf.:オ日己主屯主なζ°'1.12i.l＿ーーーーー

Qour 
D 

'" 

・・・．用水路
＝＝＝：排水路
Q；. ：圃区内流入量
QI ：取水量
Q •• ，：圃区外流出量
QD ：配水管理用水量
QM：栽培管理用水量

図6 配水管理用水と栽培管理用水に関する水収支模式図
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圃区水位計 SAi • S A2• B 圃区水位計 sill• S s2 • Ss3• S B4• Sssの水位データを，

QD は A 圃区水位計 SA3• SA4• B 圃区水位計 Ss6• Ss1• SBs• Ssgの水位データ

をそれぞれ H-Q曲線式により流量換算した値である。取水量と雨量の経時

変化を図 7，図 8に示す。観測結果によると，無降雨時に比べて降雨時の取水

量は低下している。雨が続く場合，水田の湛水深が必要以上に高くならないよ

う，農家による取水制限が行われたことが窺える。次に，これらの取水量を生

育期別に平均し減水深換算した結果を図 9，図10に示す。なお生育期は，農家

に配布されている水稲栽培暦を参考に， 6月28日から 7月10日を活着期， 7月

0.10 
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苫、倒、< 0.06 
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40 

咽。 ・・降雨強度
溢キ40.04 
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図7 水間取水量と降雨強度 （A園区）
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図8 水田取水量と降雨強度（B園区）
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11日から 7月25日を分けつ期， 7月26日から 8月15日を中干し期， 8月16日か

ら9月10日を出穂期， 9月11日から濯甑期終了までを登熟期とした。生育期別

の平均取水量をみると，分けつ期後半から中干し期にかけての取水量低下，出

穂期の間断種甑の様子が顕著に表れてし、る。また減水深と同様に，取水量も A

圃区と B圃区とでは量に大きな差がある。 A圃区については濯甑期聞を通し

た平均取水量は31.0mm/dayであり，これは A圃区の平均減水深27.7mm  
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/dayにほぼ整合する結果となった。一方B圃区は，減水深調査結果はA園区

よりも小さかったにもかかわらず，取水量は総じて大きく，特に間断濯甑が実

施される出穂期において， 100m m  /dayを超えている。これらの違いは，地域

差が大きいとされる栽培管理用水量や配水管理用水量に大きく影響されている

と推測される。

5. 配水管理用水量と栽培管理用水量の実態量

用水路を経由して水田の必要水量を無駄なく配分するには厳密な水管理が必

要であるが，実際上は不可能である。地区ごとの実状に応じであらかじめ余分

に流したり，配水の終わりに無効放流する用水量を確保することがあり，この

水量を配水管理用水量とし、う。したがって，用排水路が完全に分離されている

圃区においては，配水管理用水量は用水路の末端流量が該当する。

QD = (Q,. -QI）・（ 1 j) (2) 

ここで， QD：配水管理用水量， Q,.：用水路の圃区内上端流量， QI：水田取水

量， f：送水損失率である。

水田の水管理は，湛水深を一定に保つだけではなく，冷害や高温障害などの

防止，除草剤などの薬剤使用，水稲生育の制御，農作業効率の向上などを目的

として，深水，浅水，間断濯甑，中干し掛流し濯甑などの水の掛引きが行わ

れる。こうした水管理のなかで，強制的な落水や掛流しによって表面流去の形

で、圃場外へ流去する水量を栽培管理用水量と呼び，次式により表される。

QM=Lι－QD 、、tノ。3／
’
t
・、

ここで， QM：栽培管理用水量， Q,,.，：排水路の圃区外末端流量である。

本調査において，水位計による連続データより測定された配水管理用水量を

図11，図12に，栽培管理用水量を図13，図14に，それぞれ生育期別平均値で示

す。

両闇区を比較すると， B圃区が総じて大きい値を示している。栽培管理用水

量は，水田に取水された後の，水田の落水口から落水する量である。したがっ

て当該水量の圃区別の差は，水田へ取水された用水が田面を流下する過程で消

費される量，すなわち減水深の大小が大きく影響していると考えられる。配水

管理用水量は，用水路流量から水田に取水された後の余水量て、ある。 A圃区に
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比べて B圃区の用水路は幹線水路から直接分岐した水路で、ある。したがって，

比較的水頭を持っており，取水操作が容易である反面，水量の微調整が困難で

ある。このような立地条件の違いが影響していると考えられる。

また，同じ生育期間の配水管理用水と栽培管理用水を比較すると，二つの管

理用水に正比例の関係はないことが見て取れる。この結果は，栽培管理用水の

増加に伴い配水管理用水が際限なく増加するものではないことを示しており，

水利科学 No.292 2006 



~150 ,., 
e司
、コ、＼
E 
g 

〈

&100 

咽
＋毛
皮
劉
出 50
誕
1語

。

ー 150.,., 
'" てコ、、
E 
E 
固

&100 

咽
＋毛
座
劇
匙n 50 
w 
ヰ尊

。

阿南弓削 中野・水田必要水量の決定に係る配水管理用水量の実態調査と適正量の評価 49 

図植え期 活着期 分けつ矧l ＇！＇干し剣分けつ期 2 尚徳期

生育期

167.4 

112.5 

98.8 

58.0 59.5 

図幡え期 活司，m 分けっ’”1 ＇！＇子し期分』すっ剣 2 凶尊期

生育期

醐期 図13 栽培管理用水量調査結果

(A圃区）

時期 図14 栽培管理用水量調査結果

(B闇区）

したがって，減水深と栽域管理用水の和である水田取水量が増大する期間にお

いて，必ずしも大量の配水管理用水が必要ではないことを表している。
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6. 考察

配水管理用水量の実態調査結果は，観測日によるばらつきが大きく，日によっ

ては，異常値ともとれる極値を示すこともある。しかしながら，配水管理用水

や栽培管理用水の値は地域によって様々であり，これらのデータは一概に棄却

できないことから，観測結果の平均化で地域の代表値を決定するのは困難であ

る。したがって，観測結果を統計分析することで，当地区にお怠ける適切な取水

量，配水管利用水量についての検討，推定を行った。

地区内に取水された用水は，取水口から圃場に引き込まれる水田取水量と，

そのまま排水路に落水する配水管理用水量とに分離される。 B圃区における流

入量と配水管理用水量及び算出した水田取水量の発生分布と回帰直線を図15に

示す。両流量とも，地区内への流入量に比例して増加しているが，水田取水量

は，流入量50mm  /day以上から発生している。この傾向は顕著に現れている。

このことから，用水路流量50m m  /day未満では，聞場へ取水するには水量が

不足していることが考えられる。つまり，地区内へ取水された水は水田へほと

んど供給されず，全量配水管理用水となってそのまま排水路へ落水する。

図15に示した回帰式を用いて，流入量に占める配水管理用水量と水田取水量

の構成割合を算定した結果を図16に示す。用水路流量が50mm  /day以上にな
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250 300 図15 園区流入量に対する
(x) 配水管理用水量の分布
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ると，水田取水量も徐々に発生，増加し，用水路流量に占める割合は次第に大

きくなってし、く。このことは，用水路流量が増えれば配水管理用水量も増える

ものの，それだけ圃場への取水が容易になっていくと推測される。

この発生分布結果から， B圃区の適当な取水量について検討する。 B圃区の

減水深は実測の結果，最大で16mm/dayで、あった。一方，栽培管理用水に関

する過去の全国調査結果 （渡辺・丸山，1984）によると栽培管理用水率 （水田

取水量に占める割合）は旬間平均で52.2%である。当地区の栽培管理用水とし

て50%と見込むと，水田取水量としては，減水深16mm /day＋栽培管理用水

量16mm/day （取水量の50%)= 32 mm/ dayが適量と判断できる。図15より

水田取水量32mm/day時の各水量を逆算すると，用水路流量103mm  /day, 

配水管理用水量72mm/dayとなる。 当該調査における用水路流量のピーク， 9

月2日281.5mm /dayと比較すると，そのおよそ 3割の水量でも，栽培上問題

ないと言える。

このよ うに水位計を用いて取水実態をモニタリ ングすることで，対象圃区に

おける適正な配水管理用水量を推定することができた。しかしながら本推定は，

栽培管理用水を減水深の50%と固定して計算している。この値は過去の調査事

例からの仮定値である。適正な栽培管理用水は，先に述べたとおり，地域や営

農体系によって増減する量と言われている。実態調査では， 20mm  /day程度
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から100mm  /day超過と幅広く観測されている。しかしながら，これらの過小

過大を判断するのは，本調査結果では困難であり今後の検討課題である。これ

ら配水管理用水や栽培管理用水の適量を明確化していくことは，今後の河川協

議や水源開発事業において，水田の必要水量を決定する有意義な手段となると

思われる。
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