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水 田の湛水および地下水位を制御する

低コストな水位管理器

藤森新作*

〔キーワードJ. 水管理，水位管理器，閏畑輪換，

地下濯i銃，省力化

1 .はじめに

農業の担い手への農地集積が進み，水田農業で

は 100haを超える大規模経営体も多く出現してい

る.また，中山間地域では小区画で点在した 300筆

を超える水田を管理する法人があり，これらでは，

図 1 7J<.位管理器の構造と水位設定
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水管理労力削減と確実な水位管理が課題となって

いる.さらに，北海道や東北地域では，冷害を回避

する手段として深水濯瓶が提唱されているが，限り

ある用水を適切に運用する必要があり，掛け流し濯

瓶の訪止も課題である.一方，転換畑については，

大豆や麦などの高品位安定多収を到るうえで， 1援害

と干ばつを防止するとともに，地下水位の自由なコ

ントロールを必要としている.そこで，用水供給時

管潔水用ホース

水稲栽埼に伴う湛水管理時

管理水用ホース

畑作物栽培に伴う地下水位管理時
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の水伎の適正化とかけ流し防止，水管理労力削減を

問的に簡易で、低コストな水位管理器を開発した.な

お，関連技術として老朽化で、潟水等が発生している

用水路の自然庄ノ号イプライン化，および隣接水隠か

らの流入水遮断や排水路・隣接71<.問等への漏水対応

技術を紹介する.

2暦 水位管理器の構造

従来の自動給水器は代かきや中干し後の大量取

水に対応する構造であり，また，パイプライン地区

を対象としていたことから，複雑でかつ精密な構造

とならざるを得なく，また高額であった.そこで，

水稲栽培における最大取水時の給水栓は全開であ

ることから自動制御を行わず，水稲栽培時の普通期

や畑作の地下濯i銃時にのみ対応することとした.71<.

j王や動力に頼らず水位変化に伴うフロートの上下

動のみで弁が関関する単純な構造であり，一台当た

り2万円程度と低コスト化を実現した(国 1，図 2). 

水位の設定は，上部振れ止めにある闇定ネジを緩

めて塩ビ管内の取付位置を調節する.本器は揚水機

場からパイプラインで、送水される高圧水地区と開

水路からの自然庄地区の双方に対芯できる.このこ

とから，農業農村整備事業等の補助事業による設置

以外に，個人等が既存の用水供給口へ取り付けるこ

とも可能であり，水回全般の水管理の自動化に適用

できる.

第 5号 (2009年)

3. 地 下 水 位 制 御 シ ス テ ム

r FOEAS (フォアス) J との

一体的利用

FOEASにおける水位制御は，水位管理器と水位

制御器の双方のメリットを生かすことにより，あら

かじめ設定した水位を維持できる(函 3) .また，

掛け流し瀧蹴の防止と必要以上に地下水位を低下

させないことから，用水利用量の削減にも効果があ

る.

水位臨御器は，内偵.IJのスライド管を上下させるこ

とで+20cmから-30cmの任意に水位を設定でき，

従来の暗渠排水水間の機能も持つ(関心.地下水

位が高くなると幹線ノ号イプから引き込んだ水が内

管からオーバーフローし， 71<.路等へ放流される.

(1)水位制御のイメージ(図 5) 

1 ) 設 定 水 位 よ り も 低 い 場 合

水位制御器内にある設定水位調節用スライド管

および水位管理器(フロート)を任意の位置に移動

させた後に水を流すと，設定水位まで容器に水を注

ぐイメージで水が幹線パイプー→支線ノfイプ→補助

孔を介して水田(熔)に水が供給される.

2)設定水位に達した場合

設定水位まで水が上昇すると，水位管理器のフ

ロートが上昇し弁が関まり，水の供給が止まる.

3)設定水位よりも高い場合

降雨など設定水位以上に水位が上昇した場合，制

御器内の水位調節用スライド管の上端以上に水位

が上昇し，水はオーバーフロー水として溢れ出て排

水される構造になっており，水位が設定水位以上に

上昇しない.

4. 水 位 管 理 器 の 水 理 特 性

本管理器の吐出流量は， 1. 0~ 1. 2 L/secを前提と

している.この流量で 50a区画の水田に補給した

場合の日単位用水量は 17.3~20. 7 mm， 30 a区画

では 28.8~34. 6 mmであり，漏水田でない限り普

通期の減水深に対応可能で、ある.給水管の口径は用

水の正力によって，低圧タイプと高圧タイプに分け

ている.各タイプについて，用水の圧力と吐出量お

よび止水能力を実験装置で確認した(鴎 6) . 
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写真 1 農家による自然圧パイプラインの施工

(1)低圧タイプ

給水管の口経 25mm，用水パルプ?との接続ホー

スの口径は 30mmで，自然庄パイプラインや開水

路からの取水を対象としている.実験の結果から，

適用範囲の水圧は自然圧パイプラインの送水最低

水圧としている 0.2m~止水限界の 6.0 mとした.

なお，水圧 6.0mの場合の吐出量は 2.8L/secであ

る

(2)高圧タイプ

給水管の口径 16mm，接続ホース口径 20mmで，

揚水機場から高圧力水が送水されるパイプライン

地区を対象としており，実験による適用圧力は1.5

m~20m であるが，吐出量を最低1. 0 L/secとした

場合には， 4.0 m以上における適用とする.

5. 自然圧パイプラインによる

用水路の機能向上と節水

陸場整備事業開始からすでに 40年を経ており，

コンクリート 2次製品の劣化や地盤沈下などに伴っ

て，開水路からの漏水が多数発生し，このことが水

田水位の管理を国難にしたり，用水不足原因となっ

ている事例が多々ある.さらには転換畑における湿

容の要留ともなっていることから，確実な水位管理

を行うため，既設のじ字溝に塩ビ管を埋設し，用水

設備のリニューアルを安価に行う技術を開発して

いる.

整係方法は，既存の U字潜水路内に支配面積に応

じて ψ150mm~100 mmの高質塩化ピニノレ管を埋

図 7 遮水シートを用いた漏水防止対策
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設し，各圃場にパ/レブ・取水析を取り付けるもので

ある.資材費は 1m 当たり 2，500丹程度であり，

現存の字溝の補修や改修では 4，000円1m，コンク

リート廃棄物の処理費も必要なことから，本技術は

これらと比べても低コストである.なお，設置作業

は農家でも可能である(写真1).

6. 漏水対応技術

隣接水田からの浸入水対策は，幅 90cmの遮水

シートを畦畔下へ 70cm埋設， 20 cmは畦畔内に埋

め込み劣化を防止する(園 7) .資材単価は 100m 

当たり 2万 2，000円程度で施工は油圧ショベノレを用

いて行う.
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イネの主主熟歩合には品種問主主があり，主査熟は強勢穎巣か

ら進行するため，弱勢穎果へ転流される洞化産物は少ない.

このため弱勢穎果ではデンプン合成能も弱く，結果として

登熟歩合も低いので，弱勢穎果の登熱歩合を向上させるこ

とは収量増加へとつながる.本研究の目的はインディカイ

ネ 3品穣潤 (Jogesh，Udayagiri， Sidhanta)の籾サイズ

を比較し，その籾サイズとデンプン合成関連酵素である

ADP glucose pyrophosphory1ase (以下， AGP) および

Sucrose Synthase (以下， SS) との関係について調査する

ことである.また 3品種間の強勢穎来と弱勢穎果の登熟歩

合を比較し，さらに弱勢穎果の細胞分裂と登熟歩合に影響

を与えるとされるエチレンの合成阻害剤である硝駿コバ

ルトと，シンク能を向上するとされるサイトカイニンの 1

種であるキネチンの添加によって，デンプン合成能を上昇

させることも g的とした.

本実験はインドの闘場にて 2007 年乾季(1月 ~5 月)に

上記インディカ 3品種を用いて行われた.栽培条件は N，

P，五をそれぞれ 8.0，11. 78， 97.91 kg/ha-1含む砂質ロー

ム土に，N， P， Kをそれぞれ 82.8，17.46， 33.6 kg/ha-1 

施肥して行われた施肥時期は元肥で半分，分げつ期と開

花期にそれぞれ 1/4を与えた病気や環境ストレスは認め
られなかった硝酸コバルト (10-5剖)とキネチン (10町 5M) 

は開花期の 5日前から 5日間，止め葉の根元に注入した.

サンプリングは開花数日後から 3日ごとに登熟中期まで

行った.なお本研究では強勢穎果は主茎の l次校梗の最先

端から 3小穏とし，弱勢穎果は主薬の 1次校梗の最下部か

ら3小穂、としている

籾サイズ，籾数および籾重量については Jogeshが一番

高く， Sidhantaが一番低かった.硝酸コバルトとキネチ

ンの影響については，籾重量の増加は認められたが，籾数

についての影響は小さかった.籾乾燥重および内陸乳乾燥

重は 3品種とも開花後 3還問は直線状に増え，その後低下

する.強勢穎果に比べ弱勢穎巣の重最増加速度は遅く，品

種間では Jogeshが一番街く， Sidhantaが一番低かった.

また硝駿コバルトとキネチンの効果は開花後1O~22 日に

最も顕著で成長速度の低下を阻害した

内膝乳内のデンプン濃度は籾重量と向様に直線的に増

加し，開花後 2週間後穏度から低下する.逆に内怪手し内糖

濃度は待問と共に低下し，その濃度は強勢穎果よりも弱勢

穎果の方が高かった.籾サイズの大きい Jogeshが糖濃度

も最も高く， Sidhantaが一番低かった.有自殺コバルトと

キネチンの効果は弱勢穎果でのみ確認され，デンプンj農度

を増加させ，糠者震度を減少させた.

内陸乳内の AGP活性は，品種に関係なく関花後 2週院ま

で上昇し，その後徐々に低下した.弱勢穎果より強勢穎果

の方が，また小さい籾より大きい籾の方が AGP活性は高

かった.逆に SS活性は関花[i[後も高く，開花 10日後に最

も高くなり，その後徐々に低下した.AGP活性と同様に小

さい粉より大きい籾の15が SS活性は高かった.強勢穎呆

と弱勢穎果関では，開花後しばらくは強勢穎果の方が高い

SS 活性を持つが，硬化期には弱勢穎果の方が高かった.

硝酸コバルトとキネチンの効果は弱勢緩来でのみ認、めら

れ， AGPとSS活性を上昇した.

エチレン濃度は，関花H寺が最も高く，その後硬化期に向

かつて低下した.また籾サイズの小さい Sidhantaが最も

濃度が高く， Jogeshが一番低かった.さらに他の特性と

同様に硝酸コバルトとキネチンの効果は弱勢穎巣でのみ

確認された

以上の結果から，エチレン濃度が登熟歩合や AGP活性，

SS活性と負の相関を持ち，その濃度が低い時デ、ンプン合

成能が高くなり，シンク能を向上できることが示された.

また登熟歩合と AGP活性および SS活性に疋の相潟がある

ことから，これらの酵素活性を高めることでとくに弱勢穎

果の主主熟歩合を向上できる，つまりは収量場加が見込める

ことが示唆された

(東京大学大学院農学生命科学研究科作物学研究室

倉芥友寛)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

