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1．はじめに

　九州における農業では，大規模な土地利用型農
業が各地に展開されている。その様な環境下，か
んがい事業も歴史を積み重ね，数年前に 50 周年
を迎えられた地区もある。畑地帯においては計画
生産・計画出荷を実行するために欠かせないのが
安定的な水の供給である。近年は生産体系が時代
の推移に伴い変化しており，また，天候異変によ
り水供給に対する地域毎の要望も多様化してい
る。
　一方，畑地かんがいの普及とともに，茶樹･果
樹などの氷結防霜地帯や，奄美･沖縄諸島のサト
ウキビに対する大型散水器による補給かんがい地
帯や，地盤高低差の大きい地帯などで，パイプラ
イン付帯施設の不具合や故障について多数の報告
が聞かれるようになっている。
　今回は，土地改良区や生産者の方々に一番密接
な末端散水器材（スプリンクラー関連器材）で異
常が認められた事例報告と，現場に携わる方々が
苦労されている実情を紹介し，原因究明調査と改
善対策がなされることを願い，レポートさせて戴
くこととした。

2．パイプラインで何が起こっているのか

　茶産地では 1番茶の収穫が何より大切だ。1年
間手塩に掛けて重ねた努力が一晩の霜で失われ，
年間収入が大きく影響を受ける。その後樹勢の回
復を図るにしても，何倍もの努力が必要となる。
このため，防霜対策は不可欠である。近年は気候
変動の影響が大きく，防霜ファンでは防ぎきれな

い低温が観測され，水利用による防霜システムに
期待が寄せられている。しかし，従来の技術では
多量の水を集中的に使用する事から，節水型氷結
防霜システム開発に対する要請が高まり，電磁弁
･コントローラによる散水制御により，従来の 50
％以下の水量で安全且つ確実に防霜するシステム
が活用されるようになってきている。
　写真－ 1は平成 22 年 2 月に完工，平成 23 年 4
月下旬に発見された状況だ。樹脂製フィルターの
下部ケーシングが，異常に膨張し破裂寸前である
のに使用者が気付き，連絡を受け現場へ出向き撮
影したものだ。防霜シーズンが終了し，１番茶収
穫準備に取り掛かっている時期だったので，水は
殆ど使用されていなかったが，急な冷え込みに備
え給水栓は開に設定されたままだったため，常時
１次圧力が掛かった状況下で起きた異常と思われ
た。
　写真－ 2は，工場で再現試験を行った状況を撮
影したものである。常用圧 1.0Mpa の器材に 3倍
圧力（3.0Mpa）を加えたが，下部ケーシングに
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【写真－ 1】茶防霜に使用の樹脂製フィルター（通常
の胴周り 54cm，異常胴周り 64cm）
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膨張は見られず，ケーシング接続部パッキンから
漏水したため，事象の再現はできなかった。この
事から写真－ 1の異常は，通常の水圧を遙かに超
えたウォターハンマー現象が発生したことが原因
ではないかと疑われた。

3．改善事例の紹介

　以下に記述する事例は，改善工事を施した土地
改良区が，同様の問題を克服したいくつかの土地
改良区に聞き取り調査を行い，最終的な対策を決
定するに至った経過である。
（1）改善前の状況確認
　九州地区内で前述同様の現象が発生している土
地改良区の聞き取り調査の結果，末端散水器具に
想定以上の圧力が掛かった可能性があると判断さ
れたため，減圧弁施設から末端散水器具までの区
間の圧力を測定する事にした。
（2）圧力測定と原因追及
　減圧弁施設から下流側 3400m の地点で圧力を
測定したところ，下記に示すように非常に不安定
な状態が見られた。【グラフ－ 1】
　このことから，減圧弁，安全弁が十分に機能し
ていない事が疑われた。また，この現場は年間を

通して大流量と小流量時の流量差が大きく，大流
量時に対応した口径の減圧弁１基のみで，小流量
時には開度調整で制御していた事が何らかの悪影
響を与えていたのではないかと疑われた。
　以上の事から，この減圧弁施設について次の対
策を講じた。
（3）改善提案
　圧力測定結果を踏まえ，減圧弁施設から年間を
通じて安定した圧力で送水できるよう，下記の提
案を行った。【模式図】
1）パイプライン 2次側の好ましくない水圧変
動（ハンチング及びウォーターハンマーの）
防止のため，圧力制御に最適な開度帯で作動
する口径に変更した。また，大流量時，小流
量時を口径の異なる 2台の減圧弁で並列運転
【表－ 1】させる事にした。
2）減圧弁に不具合が発生した場合に備え，緩
閉調整機能を持つ安全弁を設置した。
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【写真－ 2】再現試験状況
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【グラフ－ 1】改善前：圧力が大きく変動している

【表－ 1】

小流量時 小流量→大流量 大流量時 大流量→小流量

バイパス減圧弁のみ作動

流量が多くなるに連れて
バイパス減圧弁に追従し
て，本管減圧弁が作動し
始める

バイパス減圧弁
＋

本 管 減 圧 弁

流量が少なくなるに連れて
本管減圧弁が閉まり始め，
最終的にはバイパス減圧弁
のみ作動



●

54 JAGREE 83. 2012・5

（4）改善後の状況
　減圧弁の取替後，同じ地点で圧力を測定【グラ
フ－ 2】した結果，減圧弁施設から末端散水器材
までの区間を安定した圧力で送水できている事が
わかった。改善後，数年経過しているが，この地
区ではこれまでの様な不具合はなくなり，機能回
復に要した労力・費用をカットすることが出来た。
当地区には他に十数か所の減圧弁施設があり，改
修による機能回復を目指している。

4．おわりに

　パイプライン付帯施設の改修にあたっては，施

設使用者の立場に立って考え，対処して行く事が
求められる。そのためには，施設使用者・施設管
理者・発注者・設計コンサルタント・施工業者・
製造業者の意志疎通が重要であり，そのひとつで
も欠落すると目的の達成は難しい。
　コストには，初期コストとランニングコストが
あり，初期コストの削減が強く求められているが，
施設の安全が犠牲にされてはいけない。コスト削
減はもちろん大事でもあるが，農業の展開にとっ
て必要な機能は確実に担保される投資が行われる
よう強く願うものである。
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改善後の弁室内機器配置 【グラフ－ 2】改善後：安定した圧力で送水している
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【模式図】




