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はじめに

北陸農政局では，福井県の九頭竜川下流域の
11600 ヘクタールの農地において，旧来の開水路
型の水利システムを管水路型に再整備する事業を
国営九頭竜川下流地区として実施している。本稿
では，現況水路の単純更新ではなく，新たな機能
を加えた水路への転換を図る更新事業の，技術的
取組みと営農上の取組みについて紹介する。

１．地域の農業水利の経緯

この地域では，奈良時代に東大寺の荘園として
多くの農地が拓かれ，平安時代には，春日大社や
興福寺の荘園に引き継がれた。それらの荘園に水
を引くため，九頭竜川に取水施設として 十

じゅう

郷
ごう

大
堰が建設され，そこから延びる送水施設として十
郷用水が開削された。十郷用水の開削は一説には
1019 年とも言われており，千年の歴史を持ち日
本でも最古クラスの大規模用水路である。十郷大
堰が設置された地点は，九頭竜川が大野盆地を潤
し，再び九頭竜川本川に水を集めて流れて来る地
点であり，福井・坂井平野に臨む扇状地の扇頂部
である。取水位標高は 34 m であり，そこから取
水すれば遥か下流の日本海に近い大規模水田地帯
にまで十分に水が届く理想的な取水ポイントであ
る。以来，十郷大堰付近の九頭竜川には，いくつ
かの取水施設が設置され，九頭竜川の左岸と右岸
に数多くの水利系統が張りめぐらされた。

これらの取水施設は，洪水の度に流失破損し，
その修復には多大な労力を要した。近年に入って，
十郷大堰をはじめとする取水施設は合口され，洪

水吐きゲートを備えた近代的頭首工の鳴
なる

鹿
か

大堰に
生まれ変わった。また，用水路も旧来の土水路か
らコンクリート水路に作りかえられた。

２．農業水利施設の課題

昭和 20 年代以降に建設されたコンクリート水
路は築後数十年を経て老朽化しており，改修が必
要となっていた。しかし，用水路の上流部では混
住化が進展しており水路に隣接して民家が建てら
れていたり，水路の上を幹線道路や鉄道が横断し
ている箇所が多く，現状の形のままで改修するこ
とは困難であった。また，水路への転落死亡事故
も多数発生しており，地域排水の混入やゴミの投
棄は水路管理上の深刻な問題であった。

圃場整備事業により建設された末端パイプライ
ンに送水するために，開水路末端からポンプ揚水
している地区においては，高額な電力料金が農家
の大きな負担となっていた。九頭竜川の河口に近
いところに設置された揚水機場から河川水を取水
している地区では，塩水遡上による塩害が問題と
なっていた。また，地域内の小河川から取水して
いる地区では流域の都市化により水質悪化に苦し
んでいた。

３．パイプライン化による課題の解決

九頭竜川下流地区では，改修工事困難，転落事
故，ゴミ混入，電力料金負担，塩害，水質障害と
いった課題に対処するため，開水路をパイプライ
ン化することとした。これにより，①市街地であ
っても，シールド工法により地域住民の生活や社
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会経済活動に影響を与えることなく施工できる，
②転落事故やゴミの混入を防止できる，③鳴鹿堰
から末端まで自然圧パイプラインで結ぶために揚
水機場を廃止できる，④水管理ロスの削減により
生み出した良質な水を塩害地域や水質障害地域に
供給することができる，といった効果が発生する。
このようにパイプライン化によって地域の農業用
水の問題を一挙に解決することができるため，国
営事業で幹線用水路を全面的にパイプライン化す
ることとした。

４．パイプラインの施工

パイプラインの建設は開削工法とシールド工法
で実施している。水路隣接地が農地であって十分
な施工スペースが確保できる場合は開削工法，住
宅密集地・一般公道下・河川横断部であって開削
できない場合はシールド工法で施工している。国
営幹線では大口径のパイプを埋設しており，最大
口径は 3500 mm であり，最も通水量が大きい区
間では直径 2800 mm の大口径パイプの並列配管
としている。新設パイプラインの路線が既存の開
水路の路線から離れる区間では，新設パイプライ
ンと既存開水路の分水工を繋ぐ副管と呼ぶパイプ
ラインも建設している。幹線パイプラインと副管
を合わせると膨大な工事量となり，高度な品質を
保ちつつコスト縮減をすすめるためのいろいろな
取り組みをしている。

パイプラインの浮上を防ぐためには一定以上の
深度で埋設する必要があり，大規模な掘削埋め戻
し土工が必要となる。これを回避するため，ジオ
テキスタイルネットを使ってパイプの真上のみな
らず周辺の土砂の荷重もパイプ浮上に対する押さ
えとして利用することにより浅い埋設深でも浮上
を防止できる浅埋設工法を随所で採用している。

パイプライン埋設工事においては，パイプ周辺
の土砂を所定の密度で均等に締め固めることがパ
イプの安定性・安全性を保つために重要であるが，
土砂にセメントと水を混ぜて流動性のあるモルタ
ル状にした流動化処理土でパイプの周囲を固める
工法を採用している。これにより，パイプの底側

部や狭い空間での転圧作業が不要となり確実な品
質が確保できる。とくに，既存のコンクリート三
面張りの開水路を撤去することなく残したまま，
その水路断面内にパイプを設置する場合は，管側
部に十分な施工空間をとることができないため，
流動化処理による埋め戻しは品質管理上非常に有
利である。流動化処理土の土質材料にはシールド
工事で発生する掘削残土を利用している。シール
ド工事では，土砂掘削やパイプ流送の際に種々の
薬剤を添加しているために，掘削残土を捨土する
場合は産業廃棄物となるため高額な処理費が必要
となるが，流動化処理土の材料として有効利用す
れば廃棄物処分費は必要なくなる。

国営の幹線パイプライン延長の約半分はシール
ド工法で施工されている。シールド工法において
は，前述の掘削残土の流動化処理土への有効利用
のほか，同じ口径の複数の工区において一つのシ
ールドマシンを転用して使うことによるコスト縮
減もはかっている。本地区のシールド工事の中で
最も長い河合春近用水路建設工事の延長は 7 ㎞に
及ぶ。また，九頭竜川本川の河床を２カ所で横断
する九頭竜川左岸用水路建設工事の延長は 5 ㎞で
ある。これらの工事では，施工区間の中間にシー
ルド発進立抗と掘削土処理施設等を設置して，そ
こから 2 台のマシーンを使って上流向きと下流向
きに同時併行で掘削することにより，工期短縮と
コスト縮減をはかった。

５．調圧水槽の設置

国営パイプラインで鳴鹿大堰から受益地域まで
運ばれた水は，県営パイプラインに引き継がれて
圃場まで届けられる。圃場標高の低いところは海
抜標高が 3 m 程度であり，取水地点との標高差
が 30 m 以上にもなり必要以上に過大な水圧とな
り，施工年度の古い末端パイプの破損が懸念され
た。そのために，国営と県営の引継ぎ地点に水槽
を設けて，地表面上約 20 m の高さに自由水面を
形成し，そこから県営パイプラインが取水するこ
とにより末端の圧力を下げることとしている。こ
の水面標高は，県営側の取水量の変動に応じて水
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槽に供給する国営側のバルブを自動制御すること
により，常に一定に保たれる。

調圧水槽の設置により県営側と国営側の圧力は
縁切りされるので，県営パイプでバルブの急閉塞
があっても国営パイプで水撃圧は発生しない。ま
た，調圧水槽は２槽構造になっており，流出側の
県営パイプに接続する外槽の内側に流入側の国営
パイプに接続する内槽がある。不測の事態が発生
して県営パイプで過大な流出があって外槽水位が
大きく低下しても，国営パイプの吐水位は内槽天
端標高以下には低下しないため，国営側で弁のキ
ャビテーションやパイプライン内負圧は発生しな
い。このように，調圧水槽によって国営県営を合
わせた全体システムの水理的安全性を確保してい
る。

九頭竜川下流地区の水利システムは取水も送水
も揚水機を介さない自然流下式であるため，大地
震などでバルブ故障やパイプ破損や調圧水槽破壊
が発生した場合は，流量制御が不可能な状態で
パイプから溢水して災害を起こすことが懸念され
る。このため，不測の事態に際して自動的に閉塞
する緊急遮断弁を設置している。緊急遮断弁は，
民家への被害や基幹交通路の通行障害を回避する
ため，集落に隣接した調圧水槽の流入部，パイプ
ラインの幹線道路横断部及び大規模分水工に設置
している。緊急遮断弁は，大地震時の加速度また
は流量異常のどちらかを感知すれば，電気の供給
が遮断された状態でも自動的に水流を遮断する。

考えられる最悪のケースとして，大地震時の全
域的な停電により取水口からパイプライン末端に
至る区間の全てのバルブが開いたままで作動不可
能になり流量制御が不可能になり，さらに途中
に幾つもある緊急遮断弁も全て故障して鳴鹿大堰
から水が流れ続けるというケースを想定して，国
営パイプラインの終点にある調圧水槽の設計に際
しては以下の 2 つのタイプの安全対策を講じてい
る。近傍に十分な流下能力のある河川や排水路が
ある場合は，水槽内の県営側取水標高である地表
面上約 20 m の高さの位置に余水吐きを設置して，
水槽に流入してくる水は全て河川や排水路に排出
する構造とする。近傍に河川や排水路がない場合

は，水槽壁高を鳴鹿大堰の取水標高以上にして，
水槽水位が上昇した場合は河川取水位と同じにな
り水が流れなくなる構造とする。

６．パイプライン化による新たな営農の展開

パイプラインは，大規模経営体の育成，大豆の
収量増による食料自給率向上，高温障害の防止に
よる地球温暖化への対処，農薬使用量を減らした
安全安心な米の生産，水田園芸の導入による高収
益農業の展開，といった新たな営農上の取り組み
を可能とするという特長も有している。以下に，
それぞれの取り組みを紹介する。

①大規模経営体の育成
我が国では，機械作業の効率化による経営規模

拡大のため，水田の区画整理や排水改良が実施さ
れてきた。機械作業は，耕起，代掻き，田植え，
刈り取りであり，年に数回の作業である。一方，
圃場水管理は毎日の作業であり，大規模経営にな
ると給水口の数は膨大になるため水管理には多大
な手間を要する。このため，一定以上の経営規模
になると水管理労力がネックになって規模拡大が
進まなくなる。パイプライン化により，圧力を持
った水がいつでも自由に使えるようになれば，簡
単なバルブ操作で水量制御ができるようになる。
また，自動給水栓を使うことにより，さらなる水
管理の省力化が可能になる。このように，パイプ
ライン化で水管理手間というネックを取り除くこ
とにより，なお一層の規模拡大が可能となる。

②大豆の収量増加
大豆は豆腐，納豆，味噌，醤油の原料であり，

世界的にも注目されている健康的な日本型食生活
に不可欠な重要食糧である。しかし，自給率は低
く，転作田を利用した大豆の生産拡大は，農政の
喫緊の課題である。

大豆栽培で高い品質と収量を確保するために
は，圃場の排水を良くする一方で，開花後や実が
大きくなる時期には，根の先端への適当な水分補
給が必要である。地表から圃場に給水する場合は
圃場全体の均等な土壌水分管理が困難であり，ま
た雑草が繁茂するという問題がある。一方で，暗
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渠管から給水する地下灌漑は均等給水が可能であ
り，また，地表は乾燥した状態で地下の土壌に適
当な水分を補給できるために雑草繁茂を抑制する
ことができる。パイプラインにより圧力のある水
が確保できれば既存の暗渠管の洗浄用給水立上げ
管に給水ホースを突っ込むだけで簡単に地下灌漑
ができる。

③高温障害の防止
地球温暖化による稲の高温障害が全国的な課題

となっている。イネの登熟期である夏場における
異常な温度上昇により，胴割粒や乳白粒が発生し
食味も低下する現象である。河川から取り入れら
れた水は開水路を流下してくる場合は途中で水温
が上昇して，最末端の圃場に届くころにはかなり
温度が上がっている。しかし，地温 14 度程度の
地下にあるパイプラインの中を通ってきた水の温
度は低い。日中気温が 35 度を超える猛暑日でも，
パイプラインを通ってくる水の温度は河川水と変
わらない。また，パイプラインの場合はタイマー
制御型の自動給水栓が使えるため，高温障害防止
のために最も効果的な時間帯に給水することが可
能となる。実証試験では，15 時から 21 時の間に
給水して，冷たい水を張った状態で夜間を過ごす
ことによって食味が良くなることが確認されてい

る。
④安全安心な米の生産
パイプラインの水には雑草の種が混入していな

いので雑草が少なく，除草剤散布量を大幅に削減
できるため，安全安心な米の生産が可能である。
パイプライン化した区域のいくつかの経営体から
は，除草剤散布量の大幅低減が報告されている。

⑤水田園芸の導入
パイプライン化により，圧力がある水を使うこ

とができるようになり，水田で散水チューブを使
った潅水が可能となる。また，全線パイプライン
化された水路の水にはゴミが混入していないた
め，チューブの目詰まりがないというメリットも
あり，水田園芸に取り組みやすい条件が整ってい
る。福井県では，収益性が高い水田園芸の拡大を
九頭竜川下流地域の営農推進の一つの柱とするこ
ととしており，実証試験でもキャベツ，ブロッコ
リー，ニンジン，ネギなどを栽培している。また，
ＪＡもキャベツの固定価格での全量買い上げ制度
の創設など，水田園芸推進の取り組みを拡大して
いる。

九頭竜川下流地区では，数々の技術的な課題を
乗り越えて全線パイプライン化に取り組んでき
た。その結果，営農の面においては，圧力がある
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ことによる制御のしやすさ，冷涼で不純物のない
良好な水質，という新たな価値が農業用水に付加
された。この新たな価値を活用した農業の発展の
ため，福井県・市町・ＪＡ・土地改良区・国営事
業所が連携して，福井県農業試験場や農業・食品
産業研究機構（農村工学研究所，北陸研究センタ
ー）の指導を得て，水田農業の新たな展開のため

の実証試験や営農技術の普及活動に取り組んでい
るところである。

老朽化した水利施設の改修に際して，従前機能
の回復のための更新という視点のみならず，大規
模経営体育成や高収益作物導入の推進といった新
たな農業展開のための機能向上を視野に入れた更
新整備の在り方も検討する必要があると考える。


