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１．はじめに
豊川用水は当初の豊川用水事業（以下「既

豊事業」という）が完了し，管理を開始した
1968 年（昭和 43 年）以来，豊川総合用水事業（以
下「豊総事業」という）や豊川用水施設緊急改
築事業などにより需要量の増加や施設の老朽化
に対応しながら，現在に至るまで愛知県東三河
地域及び静岡県湖西地域に水を供給している。

現在は豊川用水二期事業（以下「二期事業」
という）により，老朽化した本線水路及び支線
水路の改築，地震時に損壊し二次的被害を発生
させる恐れのある施設の耐震補強を行うととも
に，水利用の効率化・高度化を図り，安定的な
用水供給と適切な維持管理を図ることを目的と
して水路施設の改築・補強，併設水路（管水路）
の設置を進めている。

二期事業の実施により，豊川用水の幹線水路
は開水路形式である既設の本線水路と新設する

管水路形式である併設水路との「複合水路シス
テム」となり，これまで管理上の課題であった
不断水での保守点検・改築補強工事，豊総事業
で増強された地区内調整池への効率的な導水管
理，本線水路下流部での需要変動への対応が可
能となる。

本稿では，部分的ではあるが，現在，二期事
業により整備された併設水路により「開水路形
式＋管水路形式」の複合水路システムとなった
幹線水路によって可能となった配水管理への効
果について報告する。

ストックマネジメント

併設水路活用に伴う配水への効果について

事業の動き

独立行政法人水資源機構　豊川用水総合事業部　調査設計課
　佐原　大理

図－１　豊川用水概要図

表－１　併設水路設置に求める効果
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２．豊川用水の概要
豊川用水の主水源である豊川は東三河で最も

大きい河川であるが，木曽川や天竜川と比べる
と流域面積は７分の１程度で，流量は年や季節
による変動が大きく，年間の最大流量と最小流
量の割合を示す河況係数は 8,000 にも達する。

（表－２）このような特徴から，豊川水系だけ
では一帯の水需要を賄えないため，天竜川水系
から流域変更施設（大入頭首工，振草頭首工，
佐久間導水路）を通じて導水を行っている。こ
のほか，豊総事業によって大島ダムや寒狭川頭
首工を新設し，水源としている。

これらの水は，大野頭首工で取水され，新城
市の山中にある東西分水工にて，東部幹線水路
と西部幹線水路に分水され，道中で河道外の貯
留施設である７つの調整池を利用しながら流下
する。�

豊川用水は，以上の２ダム７調整池を水源と
して，約 140km の本線水路と 3,000km を超え
る支線水路により，愛知県東三河地域及び静岡
県湖西地域の２県にまたがる地域の受益面積約
17,500ha の農業用水，約 74 万人の水道用水，
約 76 事業所の工業用水を供給している。　　

1968 年（昭和 43 年）の全面通水以降，受益
地域は飛躍的に発展し，農業については，花き・
野菜などが我が国屈指の生産規模を誇るほどに
なり，水道用水，工業用水についてもこの地域
にとってかけがえのないものとなっている。

表－２　主要河川の河況係数 2）

３．水路形式の特徴について
水路の形式は，自由水面を持つ水路を主とす

る開水路形式と，自由水面を持たず内水圧を受

ける管水路形式の２つに分類される。また，開
水路と管水路を組み合わせたものを複合形式と
呼ぶ。

開水路と管水路は一般的にそれぞれ以下の特
徴をもつ。

（１）開水路の特徴
水理特性　�自由水面流を基本としているため，

流量の変化は水面の変化となって現
れ，波動によるエネルギ損失を起こ
す。定常状態となるまでに，短区間
であっても長時間を必要とする。

水 管 理　�ゲート操作によって流量調整する場
合は，応答が遅く，定常状態となる
までに時間を要す。また，水路越水
の危険があり，急激なゲート操作は
避ける必要がある。

調整容量　�流況変化に対する自由度が高い。
維持管理　�開口部が多く，ごみの投棄や人身事

故等の危険性が高い。また，法面の
除草や，水路全線の巡視など，管理
労力の負担が大きい。

（２）管水路の特徴
水理特性　�閉水路での圧力流であることから，

圧力の伝達性，連続性がよい。流量
の変化は圧力の変化となって，短時
間で長い区間に及ぶ。

水 管 理　�流量変化に伴う圧力伝播速度が速い
ため，定常状態に至る時間は短い。
一方で，水撃圧の発生に伴う施設の
危険性があり，バルブ操作の習熟が
必要となる。

調整容量　�流量変化が瞬時に伝達されることか
ら流況変化に対する自由度は水源に
依存する。計画流量の範囲内で自由
な水利用が可能。

維持管理　�開口部が少なく，ごみの投棄や人身
事故の危険性は少ない。開水路に比
べて管理労力の負担が小さい。

JAGREE100.indb   40JAGREE100.indb   40 2021/07/06   11:21:042021/07/06   11:21:04



41JAGREE 100．2021・7

ストックマネジメント

４．配水管理上の課題
豊川用水は運用開始以降これまで，開水路形

式の水路システムであった。そのような中，こ
の地域では県営かんがい排水事業等により支線
水路のパイプライン化が進められ，これまで供
給主導型（開水路）であった支線水路の水管理
が需要主導型（管水路）の水管理に変化した。

そのため，近年は支線水路の需要変動が即時
に本線水路へ影響することにより，配水変更等
の対応が必要となっていた。

５．二期事業での対応
5.1　豊川用水の水路システム

二期事業では，管水路を全線にわたり併設す
ることで，それぞれの特性を活かせる複合形式
の水路システムとなる。これにより，応答性の
高い管水路の特徴を活かした水管理が可能とな
る。（図－２）

図－２　大野系幹線水路標準断面

二期事業は 2030 年度（令和 12 年度）までの
工期で事業を進めている。

2015 年度（平成 27 年度）までに約 75km（計
画延長の約 65%）の併設水路を完成させ，一
部区間では本線水路と併設水路を併用した複合
形式による管理運用を開始しているが，�幹線水
路の全線にわたって完成していないため，本線
水路下流部での用水不足に対し併設水路を利用
して即時的に用水供給するシステムには至って
いない。（図－３）

ただし，東部幹線水路においては三ツ口池から
芦ヶ池調整池上流の大正池チェックまでの約37km
の併設水路が完成し，配水管理に活用されている。

図－３　管理施設模式図

このうち，万場接続水槽（併設水路と併設水
路をセミクローズドタイプとして接続する施
設）地点では，併設水路から本線水路に合流ま
たは本線水路から併設水路に分流する機能が付
加されており，万場調整池から本線水路へ供給

（以下「幹線バック」という。）した用水を万場
調整池下流の併設水路（約 15km）へ分流する
ことにより，部分的ではあるが，用水到達時間
を短縮し，末端地域へ用水の安定的な供給が可
能な水路システムとなっている。（図－４）

図－４　万場接続水槽模式図
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６．併設水路設置による配水への効果
6.1　需要変動への対応

この水路システムを利用して，支線水路の需
要変動（需要増）により東部幹線水路下流部の
通水量が減少した際の対応の一例を紹介する。

豊川用水では，日々利水者からの申込みをと
りまとめ，必要水量を算出し，当日の取水・配
水量を決めている。

2020 年（令和２年）６月３日９時の配水指
令（申込み水量の合計）は，大野頭首工の取水
量が10.7m3/s，うち東部幹線水路は6.6m3/sであ
り，芦ヶ池チェック下流の必要水量は 1.87m3/s
であった。

６月３日４時の芦ヶ池チェック地点の通水量
は，1.9m3/s であったが，早朝６時頃から農業
用水の需要が増加し，12 時には 1.7m3/s に低下
した。（図－５）

図－５　東部幹線水路（開水路）の流量変動

本線水路の流量が低下したことに伴い，芦ヶ
池チェック上流の本線水路の流況を確認した
ところ，芦ヶ池チェックの約 5km 上流の高松
チェックでは，水位の変動はみられなかったこ
とから，高松チェックと芦ヶ池チェックの間に
ある田原支線の取水量に変動が発生したものと
考えられる。（田原支線は，豊川用水のなかで
最も取水量が多い支線水路であり，当日の申込
み水量は約 0.5m3/s であった。）

各地点のチェックゲート操作により，本線水
路内の貯留水を送ることで対応していたが，こ

のままでは本線水路下流部で水位低下が生じ，
本線水路の水を支線水路に分水するための分水
工で必要量の取水が出来なくなることから，急
遽，万場調整池から幹線バック（約 0.6m3/s）
を行った。

このとき幹線バックした補給水は，田原支線
での需要増への対応と，本線水路下流部への対
応を行う必要があったことから，本線水路に約
0.2m3/s，併設水路に約0.4m3/sの補給を行った。

その後，幹線バック開始から約１時間後に，
高松チェック地点の水位が上昇を始め，支線
の需要増に対しての本線水路からの補給が届
いたこと，併設水路を通した補給により芦ヶ
池チェック地点の水位が回復したこと，夜間
にかけて農水の需要が減ることを想定し，幹
線バック開始から２時間後に補給を停止した。

（図－６）

図－６　東部幹線水路（開水路）の水位変動

6.2　本線水路下流部への送水機能の確認
今回，支線水路の需要変動（需要増）により

東部幹線水路下流部の通水量が減少した際に，
万場調整池から幹線バックした用水を，併設水
路を活用して，芦ヶ池チェックの流量が回復す
るまでの約２時間，補給を行った。

豊川用水では，支線水路の需要変動に対応す
るため，通常チェック水位を 20 ～ 25cm 高め
に管理し，本線水路内に貯留した水をバッファ
として利用しながら管理している。

一時的な需要の増加に対しては，本線水路の
貯留効果により対応が可能であるが，需要の増
加が継続した場合には，本線水路の末端に用水
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が届かなくなる。
今回の事例では，早朝から農業用水の需要が

申し込み水量以上に増加したことから，12 時
の時点で，瞬時で約 0.2m3/s の不足が生じてお
り，本線水路内の貯留水により対応した総量は
概算で約 2,160�m3�（≒ 0.2m3/s × 6h × 3,600s/h
× 1/2）に上っていた。これにより本線水路の
水位が継続して下がり続けたため，一時的な対
応として万場調整池から補給を行った。

万場調整池からの補給量は，支線水路の需
要増分 0.2m3/s（本線水路増量分）と同時に芦ヶ
池チェック下流の本線水路の水位を回復させ
るため，本線水路貯留水によりこれまで補給
を行った量（2,160m3）に，補給終了後から一
時的な需要変動が収まるまでに発生する不足
量として 720m3（0.2m3/s の１時間分）を見
込み，合計約 2,900m3（≒ 0.4m3/s × 2h ×
3,600s/h）を併設水路を活用して補給を行っ
た。（図－７）

図－７　万場幹線バック総量の内訳

結果，需要が増加した支線水路の直下流（芦ヶ
池チェック）では，本線水路の水位が大きく変
動したが，併設水路を活用した送水（1.5 時間
の短縮）と本線水路の貯留効果により，末端（伊
良湖チェック）の水位変化はわずかであったこ
とから，上流部の需要変動に対し，併設水路を
利用した送水機能について確認することができ
たものと考える。（図－８）

図－８　東部幹線水路下流部への送水時間短縮

なお，補給終了後に発生する不足量は見込み
でしか補給出来ない。今回は試行的に１時間分
を補給したが，最適量については今後も検証を
重ねる必要がある。

6.3　併設水路利用による効果
併設水路を利用した下流への送水機能が確認

出来たことにより，以下のメリットが期待出来
る。

（１）管理労力の軽減
併設水路を利用することにより，末端到達ま

での短縮された時間は，その分，補給操作開始
の判断を先送り出来ることに繋がる。需要変動
は主に天候に左右されることが多く，どの地
点でどの程度発生するかはその時々によって
異なる。

一時的な需要変動の場合，判断を先送り出来
た時間内に本線水路水位の変動が収まる傾向が
見られれば，補給操作の必要がなくなる。

つまり，これまでと比べ余裕をもって需要
変動に対応出来ることで，補給操作の回数が
減り，管理労力の軽減にも繋がることが考え
られる。

（２）水資源の有効活用
また，応答性の高い管水路を利用した送水に

より，上記のように，需要変動に対し的確な補
給，あるいは迅速な減量を行うことが可能とな
り，水資源の有効活用にも繋がる。
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７．併設水路の今後の活用に向けて
併設水路の一部運用を開始し，部分的ではあ

るが配水への効果を確認した一方，今後の活用
に向けての課題も見えてきた。

豊川用水では，本線水路（特に末端）の水管
理データ（水位，流量）が一部しか把握できな
いことから，効果の検証にはデータが十分では
なかった。

二期事業が完了すれば，併設水路が全線に設
置されることとなり，不測の需要変動に対して
併設水路を活用することにより，迅速な配水管
理・運用が可能となる。

しかし先述のとおり，需要変動は，その時々
により，場所も程度も異なる。

本線水路（開水路）と併設水路（管水路）の
もつ水理的な機能を利用し，より効果的な需要
変動対応・効率的な配水操作を実施するために
は，本線水路の水管理情報（水位・流量）を的
確に把握し，さらに併設水路から本線水路へ用
水を供給する注水施設等の整備が必要である。

そのためには，二期事業完了後の管理計画
をとりまとめ，どの地点の指標（水位 or 流量）
を基に，どの地点に併設水路から本線水路へ注
水（補給）を行えば効果的に需要変動対応が出
来るのか，また，その操作を行うためには注水
施設等の水管理設備をどのように配置すればよ
いのか，更なる検討が必要である。

８．おわりに
豊川用水二期の水路システムは，開水路形式

の本線水路と管水路形式の併設水路を併用した
新しい形の複合型水路システムであり，この水
路システムでは，開水路の特徴と管水路の特性

（機能）を活かした管理手法を構築し，管理上
の課題を克服していかなければならない。

本稿では一部運用を開始した併設水路の利用
により実現した配水への効果と今後の活用に向
けての課題について整理したが，併設水路全線
の運用に向けては，水路システムの特性を十分
理解したうえで配水への検討を進めていくほ
か，複雑化する操作手順の習熟や，増加する施
設の維持管理の検討など，今後とも十分な検討
を進めていく必要がある。�
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