
6.3 基本設計 

 

6.3.1 設計流量 

(1)設計流量の定義 

パイプラインの設計に使用する流量には、計画最大流量、最多頻度流量、最小流量が考えられ

るが、本技術書では計画最大流量を設計流量とする。通常、パイプライン施設の規模（口径、水

槽類）は設計流量をもとに決定されるが、断面、構造等の決定にはそれ以外の流量についても必

要に応じ検討を行う。パイプラインシステムの設計においては、設計流量よりも小さな流量時の

挙動に留意する必要がある。 

設計に用いる流量とそれぞれの検討項目は、以下のとおりである。 

 

表-6.3.1 設計に用いる流量 

Case 対 象 流 量 検   討   項   目 

1 計画最大流量 

パイプラインロ径の決定、布設縦断の決定（動水勾配線の検討）、最大及び最

小流速の検討、水撃圧の検討、機器類の仕様検討（バルブ制御機能、キャビテ

ーションの検討を含む） 

2 最多頻度流量 
動水勾配線の検討、機器類の仕様検討（バルブ制御機能、キャビテーションの

検討を含む） 

3 最 小 流 量 
動水勾配線の検討、機器類の仕様検討（バルブ制御機能、キャビテーションの

検討を含む） 

 

①Case-1 
対象流量を定める場合、水管理体制を明確にし、実際に行われるであろう水管理をも想定し

て検討しなければならない。通常、計画最大流量になることが多い。 

②Case-2 
オープンタイプパイプラインの場合、管路の布設縦断によっては通水量により管内の水は自

由水面を持った流れになることがあるので、当該箇所には適切な対策を講じる必要がある。ま

た、クローズド若しくはセミクローズドタイプパイプラインの場合、バルブの制御機能やキャ

ビテーションに対する安全性を検討する必要がある。対象流量は最多頻度流量を目安とするが、

流量変化が定かでない場合には計画最大流量の 50％程度を用いる。 

③Case-3 
オープンタイプパイプラインにおいて、非かんがい期に通水が計画されている場合（例えば、

維持用水、凍結防止用水等）については、Case-2 と同様の理由で検討を行う。対象流量が定

かでない場合は、計画最大流量の 20％程度を用いる。 

(2)設計流量に対する留意事項 

設計流量は、パイプラインシステムの設計の基本条件となるものであり、計画最大流量、最多

頻度流量、最小流量等、その検討に当たっては、以下の点に留意しなければならない。 

① パイプラインシステムの設計に用いる計画最大流量、最多頻度流量及び最小流量の流量諸

元は、原則として日平均流量である。 

② 計画最大流量、最多頻度流量、最小流量の検討に当たっては、水利用計画に基づくかんが

い期間を通じた期別の用水量グラフを作成することが特に重要である。 
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③ パイプラインシステムでは、流量の変化など流況に変動があった場合、水撃圧やサージン

グが発生し、特に水撃圧についてはその程度によってパイプラインシステムの破壊をもたら

すことがある。したがって、水理設計段階で、水撃圧やサージングの発生状況を解析的に検

討しシステムの安全性を確認することが重要である。水撃圧の検討にあっては、パイプライ

ンシステムの形態によって、設計流量下での検討で必ずしも十分とは限らない場合がある。

傾向的には、圧力動水勾配に対して地形勾配の割合が小さいパイプラインシステムの場合

（つまり、平坦地の長距離パイプラインのように流れの動水勾配に占める摩擦損失勾配の要

素が高い場合）、中間流量や小流量時に設計流量時より大きな水撃圧が発生することがある。

したがって、これら中間流量や小流量に対しても十分な検討が必要である。 

 

6.3.2 設計水圧 

(1)設計水圧の定義と単位 

パイプラインシステムの設計において用いられる水圧の定義と単位は、以下のとおりである。 

① 静水圧 ：静止した水がパイプ内に作用する圧力（MPa） 

② 動水圧 ：流れが発生している時のパイプ内に作用する圧力（MPa） 

③ 静水頭 ：静水圧を水柱の高さに換算した値（ｍ） 

④ 動水頭 ：動水圧を水柱の高さに換算した値（ｍ） 

⑤ 動水勾配 ：パイプラインの 1 点にガラス管を立てると、水はその点の圧力水頭に相当

する高さまで上昇する。パイプラインに沿ってこの水面を連ねた線を動水

勾配線（圧力水頭線ともいう）といい、その勾配を動水勾配という。（‰） 

⑥ 静水位 ：静水頭を標高で表した値（ｍ） 

⑦ 動水位 ：動水頭を標高で表した値（ｍ） 

⑧ 水撃圧 ：バルブ操作及びポンプの起動又は停止により生じる急激な流量の変動に伴

って発生する圧力（MPa） 

⑨ 設計水圧 ：施設の耐圧強度を決定するために用いる水圧で、静水圧（又は動水圧）＋

水撃圧とする。（MPa） 

⑩ 常用水圧 ：通常バルブ類の耐水圧強度を表示する場合、常用水圧又は使用水圧という

使用水圧  言葉が用いられるが、これは水撃圧を考慮した上で静水圧を用いて使用 

  圧力を示したものである。（MPa） 

⑪ 圧力水頭 ：パイプラインに作用する圧力（又は水頭）を総称して呼ぶ場合に用いるも

ので、動水圧（水頭）、静水圧（水頭）、水撃圧等を指す。 

以上の語句の概念を図示すれば、図-6.3.1 のとおりである。 
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図-6.3.1 水理解析に用いる語句の概念 

 

(2)設計水圧の留意事項 

パイプラインシステムの設計に当たって、設計水圧を検討する場合の留意事項は、以下のとお

りである。 

a.設計水位（静水位） 

管径決定に用いる設計水位は計画最大流量時を基準とし、始点においては管理上起こり得る

最低水位を用い、終点又は分水点の供給される側においては管理上起こり得る最高水位を用い

るものとする。設計水位は図-6.3.2 に示すとおりである。 

 
(a)自然圧方式 

 
(b)ポンプ送水方式 

注 1) 始点水位と終点水位の関係は、用水計画上又は管理上同一時期に発生する可能性のある水位とする。 

 2) ポンプ送水方式の最低吸込水位、最高吐出し水位、全揚程、最高実揚程等の選定は、別途制定されている 

  土地改良事業計画設計基準・設計「ポンプ場」を参照のこと。 

図-6.3.2 水理設計に用いる水位 

H.W.L 
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b.動水圧（動水位） 

動水圧の検討は、以下の事項について行うことが望ましい。 

① 動水勾配は、パイプラインの始点水位から設計流速の範囲内で、末端で必要とする圧力を

十分満足するようにして決定する。 

② 上記により求めた末端圧力が末端必要圧力を超える場合には、図-6.3.3 の例に示すよう

に適当な減圧施設を設けて圧力の調節を行うこともある。 

③ 動水位線が管頂以下になってはならない。もし動水位線が管頂を下回る場合には、管内水

圧が大気圧以下となり、水中の空気が分離し通水の妨げとなる。このため、路線位置を変更

するか又は調圧用接続水槽の設置を検討する。なお、管頂より動水位線までの余裕水頭はい

かなる流量時においても 0.5ｍ以上確保することが望ましい。（図-6.3.4 参照） 

 ただし、水管理操作等によって流況が非定常になった場合、このような余裕水頭の小さな

地点で負圧が発生してパイプラインの破壊をもたらすこともある。したがって、余裕水頭が

小さい場合は、水撃圧を検討してパイプラインの安全性を確認しなければならない。 

 

 
図-6.3.3 動水位と減圧施設の配置 

 

 

図-6.3.4 動水位線とパイプライン管頂の関係 
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c.末端余裕水頭 

パイプラインの管径決定における水理計算において、水理計算の精度、施工の状況、水管理

の状況等に対する余裕として、送水系パイプラインの末端接続水槽の計画水位（又は分水位）

は、かんがいに必要な末端水位（又は分水位）にそれまでの区間の全損失水頭の 10％若しく

は地区状況に応じた適切な値を加算することが望ましい。（図-6.3.5 参照） 

 
図-6.3.5 末端余裕水頭 

 

(3)設計始点水位の決定 

パイプラインの設計始点水位は、水理ユニットの最上流の水利施設によって、ダム、頭首工あ

るいは水槽が対象となる。 

a.ダムからの取水による場合の設計始点水位 

ダムの貯水位は、一般に表-6.3.2 のような方法により決定される。 

 

表-6.3.2 ダム貯水位の決定 

決定過程 内              容 

① 受益面積に対する必要水量（ダム依存量）を計算する。 

② 
ダム候補地点の流域面積、降水量等の気象資料、流観資料等から、ダム地点の長期間のダム流入量

（河川の自然流量）を推定する。 

③ 

①、②及びダム下流の既得水利権や河川の正常流量等による貯留制限流量を考慮して、ダムの水収

支計算を行い、長期間における（20～30 年間）ダム貯留必要量（ダム確保量）を求める。このとき、

ダムは無限大に大きいものとする。 

④ 上記③で求めたダム確保量を確率計算等により、基準年のダム確保量を求める。 

⑤ 基準年のダム確保量に対して、貯留損失の 5％と堆砂量を見込んでダムの容量を求める。 

⑥ 

ダムの容量に対して、ダム地点の H ～V （水位～貯水量）曲線によりダムの計画水位を決定する。 

F.W.L：常時満水位（ダムが満水のときの水位） 

D.W.L：最低水位（有効貯水量ゼロのときの水位） 
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ダム直結パイプラインの場合は、パイプラインに作用する最大の静水圧は FWL（HWL）
となり、動水位の最低は DWL（LWL）の時に発生する。ダムの水位は、水深が大きい場合に

は（一般には堤高 15ｍ以上をダムとして取扱う）かんがい期間の動水位が大きく変動して水

管理が難しくなるため、自然流下のパイプラインではダム直下に減圧水槽を設ける場合が多い。 

 

図-6.3.6 ダム取水位 

 

ダム直結で、ダム水位低下時にポンプにより揚水されるような場合には、ポンプの運転料金

の比較を行い、直結にするか減圧方式にするかの判断がなされる。この場合は、ダムの水収支

計算から自然流下が可能なダム水位の期間とそのときの揚水量を調べポンプの運転時間に換

算して電気料金を求める。また、静水圧の増大によってパイプラインの設計内圧が大きくなる

ため、管路の工事費はアップするのでこれらの経済性をよく吟味する必要がある。 

b.頭首工からの取水による場合の設計始点水位 

パイプラインシステムの最上流で頭首工により取水される場合、頭首工での取水位は本川の

ゲート等により調整されているので、期別の大きな変動は起こらない。したがって、この水位

をパイプラインシステムの取水位（すなわち、静水位）とすればよい。ただし、パイプライン

システムの取水量は末端のバルブ操作に影響されて変化し、取水位は一定であっても取水量が

期別の設定流量を上回ることがあるので、取水ゲートから呑口水槽へ至る導水路部には越流型

の隔壁、あるいは制水ゲート等を設けて常に供給主導型の取水が実現するようにしなければな

らない。この場合、下流パイプラインシステムの流量変動が短時間に大きく発生すると予想さ

れる時には、呑口水槽の水面積を十分に確保して水位低下によるパイプラインシステムへの空

気混入がないように注意しなければならない。 

 

 

図-6.3.7 頭首工取水位 
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c.中間水槽がある場合の設計始点水位 

パイプラインの中間に水槽（調整池、調圧水槽、ファームポンド）がある場合は、それ以降

のパイプラインの設計始点水位は、以下のように考える。 

①流入部に減圧フロート弁（ディスクバルブ等）がある場合 

水槽の水位が HWL になったら流入がストップされるため、パイプラインの始点水位は水槽

の HWL 及び LWL となる。水槽の容量に関しては、別途計算により求める（バルブの操作の

ための容量や水流の減圧拡散に必要な容量、水撃圧対策及び水管理に必要な容量等）。 

 

 

図-6.3.8 水槽取水位 

 

②バルブ等で制御されない水槽（サージタンク）の場合 

サージタンク（流入口でバルブにより減圧されないで分水停止時に上流の水槽水位まで回復

する水槽）の場合には、HWL は上流の水槽の HWL であり、LWL の水位は上流からの水理

計算（動水位）を引き継ぐ。 

 

図-6.3.9 水槽（サージタンク）の水位 

 

(4)幹線分水地点の必要水頭の決定 

幹線分水地点の必要水頭（かんがい方式から決まるほ場給水栓地点の必要水頭に、支線パイプ

ラインの損失水頭を加えた幹線分水地点の必要水頭を意味する）の決定方法は次のとおりである。 

a.支線配管計画が具体化されている場合 

末端かんがい諸元及び団地内配管の計画と支線配管計画が具体化されている場合は、当該計

画より幹線分水点の必要水頭を決定する。必要水頭は、末端余裕水頭を加算したものとする。

（図-6.3.10 参照） 
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図-6.3.10 幹線分水地点における必要水位の考え方 

 

b.支線配管計画が具体化されていない場合 

パイプラインシステムの設計時点において、末端かんがい諸元並びに末端及び支線の配管計

画が具体化されていない場合は、図-6.3.11 を参考に想定を行う。図-6.3.11 は以下の想定条

件による。 

① 給水栓地点の所要水圧は下記を想定する。 

・畑地のスプリンクラーかんがいでは、一般的におおむね 0.3MPa 程度（30#のスプリン

クラーの吐出し圧力に散水栓の損失水頭を加えたものを想定） 

・水田の給水栓によるかんがいではおおむね 0.1MPa 程度（吐出し水頭 5.0ｍ程度に道路

下給水管の損失水頭 5.0ｍを加えたものを想定） 

② 支線管路の損失水頭は、各団地の最遠点又は最高標高点のいずれか水理条件の厳しい方か

ら幹線分水工までの想定管路距離に動水勾配を 3～5％程度として決定する。（この場合、a
で述べた余裕水頭は含まれるものとする） 
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図-6.3.11-参 末端必要水頭及び管路の動水勾配を想定して幹線分水工の必要水頭を求める方法 

 

c.水頭縦断図の作成 

上記 a.、b.の検討の結果をもとにして団地の標高と必要水頭を示す水頭縦断図として整理

し、水源の標高と受益地の必要水位との差及び水源から受益地までの距離を表すことが必要で

ある。（図-6.3.12 参照） 

この図をもとに検討した結果として、幹線の水位が支線分水工又は末端の必要水頭を満足し

ない場合は、ポンプ揚水又はポンプ加圧を検討しなければならない。 

 

図-6.3.12 水頭縦断図の一例 
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6.3.3 パイプラインシステム構成の選定 

(1)送配水方式の選定 

路線及び分水工の位置が概定されると、地盤高及び水利用計画上必要となる圧力水頭から、送

水に必要な水頭差あるいは送水利用できる水頭差が決まる。（図-6.3.13 参照） 

それをもとに、以下の点を考慮して送配水方式の選定を行う。 

 

 

(a)自然圧式 

 

(b)ポンプ圧送式 

図-6.3.13  送配水方式 

 

① 原則として自然圧式とする。 

② 水頭配分結果から加圧又は揚水を必要とする場合には、分散加圧方式とするか、一括加圧

方式とするかを、経済比較を行って決定する。 

一般に部分的な加圧を必要とする場合には、送水パイプラインで加圧するよりも、配水パ

イプラインで分散加圧する方が安全かつ経済的となることが多い。 

③ ポンプ圧送方式では、一般にパイプライン形式はクローズドタイプをとる。 

全揚程を大きくとることにより、送水に利用できる水頭差は大きくなり、管関係費は低下

するが、ポンプ規模が大きくなるためにエネルギー費用や施設費用は高くなる。経済流速を

目安として、両者の均衡を図ることが重要である。 

流量制限やポンプ運転方式とパイプラインの構成とは密接に関連しているので、両者の関

連を十分検討しておくことが重要である。また、ポンプの起動・停止時、あるいは停電時に

水撃圧が発生するので、パイプラインの設計に当たってはこれらを十分に検討しなければな

らない。 
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ポンプ圧送方式の基本構成には、次に示す種類がある。（図-6.3.14、図-6.3.15 参照） 

落差が十分とれない場合に、図-6.3.16 に示すようにポンプで加圧することにより、パイ

プラインの口径を縮小して経済性を上げる場合もある。 

 

 

図-6.3.14  配水槽式 

 

図-6.3.15  圧力水槽式 

 

図-6.3.16  低落差水路式 

 

(2)パイプライン形式の選定 

パイプライン形式は、送配水に利用できる水頭差、水利用計画で必要な圧力水頭及び想定して

いる水管理制御方式を考慮して、次のように選定する。 

a.オープンタイプ 

基本的には逆サイホンが連続したものと考えることができ、開水路と後述するクローズドタ

送配水に必要な
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イプとの中間的な特性を持っている。路線選定上では開水路に比して自由度が大きいが、分水

工の位置は地形条件により大きく制限される。 

スタンド間の標高差が大きいと下流側スタンドの高さは、地表面よりかなり高くしなければ

ならなくなる。管理や構造上の安全性等からその高さは制限を受けるので、落差の大きい所に

はこのタイプは採用できない。 

上下流のスタンド間の落差が小さいために管内流速は比較的小さく、また両端水槽によりた

えず圧力が解放されているので、水撃圧による危険性は著しく低い。さらに、水管理制御に特

別の装置は不必要で、維持管理は容易である。したがって、このタイプは特に高い安全性が要

求される大幹線水路によく採用される。 

なお、この方式は不安定な水面振動（サージング）が発生することがあり、その原因は主に

二つある。一つはゲート操作や空気連行に伴う流量変動等により誘発される水面振動であり、

もう一つは同じような寸法の調圧水槽や分水工が連続して接続した場合に水理学的な固有振

動が一致して、より下流側の水槽ほど水深の振幅が大きくなる水面振動である。このため、こ

れらを極力小さくするような配慮が必要である。また、水面振動や空気連行等に対処するため

に、水槽天端と水位との間に適当な余裕高を設ける等の措置が必要である。水槽の設計に当た

っては、このような点に十分配慮することが必要である。（図-6.3.17 参照） 

 

 

図-6.3.17  オープンタイプ 

 

b.クローズドタイプ 

クローズドタイプの特徴は、落差を活用して末端分水点に必要な圧力水頭を確保したり、あ

るいは流速を大きくして施設費を低減することができる点である。また、水流は下流バルブの

閉鎖により完全に停止するので、水管理損失は少ない。しかし、逆に管体に大きな圧力がかか

り、さらにバルブの制御によっては大きな水撃圧が発生するため、内圧強度の大きい管種を選

定しなければならない。特に水撃圧に対する十分な安全性を確保した上で、適切な強度を有す

る経済的な管種を選定することが、設計上の基本的課題である。 

水撃圧は水理ユニット内の平均流速によって、基本的には規定される。この水理ユニットの

平均流速の限界値を 2.5ｍ/sとし、これを超える場合には別途に減圧措置をとって落差調整を

図るか、あるいは水撃圧に対して特別の対策を講じる必要がある。この制限範囲内で有効落差

はできるだけ活用するように努める。（図-6.3.18 参照） 

 

設計流量に対する動水勾配線
静水位

サージングに対する
余裕高

送配水に利用
できる水頭差
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図-6.3.18  クローズドタイプ 

注） 水撃圧は、管内初期流速と、水理ユニットの境界条件及び水理ユニット内各部の圧力波伝播速度が総合された結

果として圧力上昇値が定まる。したがって、水撃圧を引き起こす原因である管内に封じ込められた運動エネルギー

の総量は、局部的な流速ではなく、水理ユニット内部全体にわたる平均流速を目安に算定することができる。なお、

この流速 2.5ｍ/s は水理ユニット全体にわたる平均流速の限界値であり、局部的にはこれを超えることもあり得る。

ただし、その場合にも局部的な流速は、「7．定常的な水理現象の解析」に示されている許容設計流速の最大限度

の値を超えないものとする。 

 

c.セミクローズドタイプ 

セミクローズドタイプは、水理学的にはクローズドタイプと同一であり、バルブの制御を下

流側の水槽水位によって行う方式であり、上述したクローズドタイプと同じ設計法をとる。し

たがって、バルブの選定に当たっては、水撃圧との関係を十分考慮しておくことが重要である。 

 

(3)配管方式の選定 

配管方式の選定に当たっては、以下の各点に留意する必要がある。 

① 樹枝状配管は、管網に比較して総延長は短いが平均口径は大きくなる。起伏の大きい地形

や、あらかじめ決められた水使用計画に沿ってかんがいを行う場合には、経済性や機能性に

優れている。そのために畑地かんがいのパイプラインに多く用いられる。 

② 管網配管は、平坦地で圧力の均等性が特に要求される場合に有効な方式である。あらかじ

め予定、順序が決まっておらず、自由にかんがいする場合や代かき用水のように、特定の地

点で多量の用水を必要とする場合等に適しているが、その反面水管理が困難となるので注意

が必要である。 

③ 送水系パイプラインは、一般に樹枝状パイプラインを採用する。 

④ 分散した水源を統合したり、水利用上の柔軟性を増大するために、多数の位置からパイプ

ライン系に用水を注入する方法をとることがある。この多点注入方式では、設計は複雑・難

解となり、十分な検討がなされていないと目的とする機能を確保できないことがあるので注

意が必要である。（図-6.3.19 参照） 

 

図-6.3.19  多点注入方式 
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6.3.4 水管理制御方式の選定 

(1)制御方式選定上の留意事項 

水管理制御方式の選定に当たっては、パイプラインシステムの①供給主導型区間と需要主導

型区間の区別、②水理ユニットの構成と各水理ユニットを接続する調整施設の形式・規模等を

十分に検討し、選定された制御方式がパイプラインシステムを構成する諸施設の機能及び管理

体制と整合して通水の均衡を保てるようにすることが重要である。 

一般に、水管理制御の基本方式を検討する場合、ややもするとテレコン・テレメータによる

通信ネットワークや電子計算機による自動化等、機器構成に目を向けがちであるが、このよう

な高価な設備化を採用する前に、管理対象施設の水理特性を十分に生かし、管理項目が最小と

なるような通水施設、調整施設等の配置と構造を考慮することが特に求められる。 

このため、当該パイプラインシステムで計画最大流量、最多頻度流量及び最小流量の流下時

並びに停水時の動水勾配線と設置予定の各種のバルブ、附帯施設等を縦断図に記し、各部の機

能を検討して水管理制御施設の位置、規模を確定する。この場合、操作の頻度（年に数回程度

の操作か、毎日操作するものか、短い時間単位で操作するものか）等の区分を明らかにして水

管理の資料とすることが望ましい。 

(2)水管理レベル 

管理の水準（レベル）は、シミュレーションを行うことによっておおよそ把握できる。この

レベルは一般に監視制御の情報網の構成とその質的内容（装置化の程度）によって分類される。

具体的には、中央監視の有無と制御装置の手動、自動の区分、そしてそれは機側制御（直接制

御ともいう）か、遠方制御等によって分類される。 

なお、自動制御機器の導入に当たっては、調整機能を増加させて対処できるか否かの比較を

行うとともに管理体制等を考慮して検討を行うことが必要である。 

 

6.3.5 パイプラインシステムの水頭配分と通水断面の設計 

(1)等動水勾配法による水頭配分 

普通、設計流速を一定に与えると、流量が大きいほど損失は小さくなる。したがって、上流

に行くほど流量が大きくなるので、水頭勾配は小さくなり、水頭配分線は上に凸となる。一方、

与えられた落差は最大に活用し、通水断面をできる限り小さくとる方が、経済的には有利とな

るので、下に凸の水頭配分（最適配分線）とすることが望ましい。これは、図-6.3.20 の斜線

部の水頭が有効利用されるためである。しかし、中間に分岐や分水があると配分作業が非常に

複雑となるので、少なくとも等動水勾配法により落差活用を図ることを基本とする。 

 

 

図-6.3.20  水理ユニット内水頭配分の概念図 
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(2)設計作業の手順 

(1)のような水頭配分とそれに伴う通水断面の計算が行われるが、このようにして得た理論

口径は、その直近上位の規格口径に丸める。したがって、実際の通水能力は設計条件として与

えた値より大きくなる。同一設計流量を与えたとしても、局部的には規格の口径の丸め方によ

って水理ユニット間の通水能力の間には不均衡が生じ、それを調整することが必要となる。ま

た、水頭配分は、水理ユニットの境界条件として設計流量を与える流量境界条件の下で計算す

るが、実際上では境界に設定した流量が流れるとは限らない。そこで、現実に即した末端での

水位、流量の境界条件を与え、さらに、流速係数の変化範囲を考慮に入れて定常流況解析を行

い、設計流量に対する機能が確保できているか否かの検討を行う。この場合、負圧発生の有無、

許容流速範囲の点検及び貯留容量についての検討を行うことが必要である。 

上述の考え方に基づき設計流量に対する機能確保を図るために、次の手順に従って設計を進

める。 

 
図-6.3.21 設計の手順 

 

a.水理ユニット内水頭配分と通水断面の算定 2)～4) 

水理ユニット両端に与えられた設計流量と水頭をもとに、まず管材を概定し、許容設計流速

（「7．定常的な水理現象の解析」参照）を考慮して水理ユニット内各部の水頭配分を等動水

勾配法により行う。なお、各種の水頭配分調整理論が提案されているので、必要に応じてそれ

らの理論を適用する。 

水頭配分調整理論として、動的計画法（DP 法）や線形計画法（LP 法）を適用する方法が

提案されている。この場合に費用関数を決定する必要があるが、この費用関数は年により、管

種、管材、施工条件等によって大きく変化するために、一般化して扱うことは難しい。しかし、

単位当たりの費用は一般に管口径の 1.5～1.8 乗に比例するとされており、しかも最適配分値

はこの乗数にあまり敏感に影響されないので、通常 2 乗を採用すれば、最適解に近い解が得ら

れる。 

このことは、口径の最小化を目標関数に選べば十分であることを意味する。 

開水路とトンネル、サイホン等の間の水頭配分決定に用いられる工費接線法（cost 
tangential method）と同じ考え方に基づいて、特にパイプラインの設計に便利なように考案

されたコストポテンシャルによって計算を進めることができる。このようにして、等動水勾配

による水頭配分を修正すれば、かなり容易に最適な水頭配分を見い出すことができる。管種別

規格口径は、算定された理論口径から選択される。 
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b.水理ユニット間の結合の検討 

各水理ユニット間の結合は原則として、流量、水位を介して行う。境界条件は上下流の水理

ユニットの実通水能力の調整に必要な条件を基本に決定する。 

通常のファームポンドあるいは調整池とは異なり、パイプラインの水理ユニット間を接続し、

各水理ユニットの連携動作を確保するためには、別途の緩衝施設容量が不可欠である。 

一般に、設計時に想定される流速係数は、経年変化等を考慮した値が設定される。さらに、

パイプラインでは既製品を使用するために、設計上必要な口径の直近上位の規格口径が選ばれ

る。そのために、理論的に必要な通水能力と実通水能力とは差を持つこととなり、水理ユニッ

ト間に緩衝施設容量を設けなければ正常な動作が得られない。 

特にポンプやバルブの ON－OFF によって操作を行う場合、上下流施設間の通水能力に大

きな不均衡が生じるおそれがある。この差を調整するために従来からも経験的に調整容量を持

たせており、これがポンプ吸込水槽や配水槽、あるいは分水槽の容量に相当するものである。 

c.設計流量通水時の機能検討 

水理ユニット内水頭配分と通水断面の検討によって選択された管種と口径について、与えら

れた境界条件に対して、各水理ユニットごとに水理計算を行い、設計流量が確保できるか否か

を確認する。特に、多数の分水点が同一水理ユニット内に存在する場合には、各分水点での流

出流量の状況を考慮して検討しておくことが重要である。 

同時に設計流量を通水した場合の各管路の流速を求め、許容設計流速の範囲内であるか否か

を検討し、管路各部の圧力分布を求めて負圧発生の有無の検討や圧力分布を確認する。 

なお、規格管への丸め等によって送配水に利用できる落差が生じた場合には、最上流管路の

口径縮小によってその調整を図ることもある。 

 

6.3.6 パイプラインシステムの機能確保のための検討 

農業用水のパイプラインシステムでは、設計流量下で送配水する期間は極めて限られており、大

半は設計流量を下回る流量で運用される。また、施設の操作が頻繁に行われるために、複雑な非定

常現象が発生し、時には致命的な故障を引き起こすこともある。さらに、通水に先だって行われる

充水のための操作、非常時の送水停止や緊急放流等、単に設計流量を通水する場合以外の運用に当

たってもパイプラインシステムとしての機能が要求される。したがって、設計流量に対して決定さ

れたパイプラインシステムが、それ以外の通水条件に対してどのような特性を持ち、どの程度まで

対応することができるかについて、十分な検討が必要である。 

一方、建設完了後のパイプラインシステムは、その維持管理が施設予定管理者等に引き継がれて

永続的な運用が行われる。そこで、パイプラインシステムを構成する各施設について、その機能目

的を損なうことがないように、維持管理機能の十分な検討を行うことが重要である。 

(1)運用管理に対する機能確保 

パイプラインシステムの運用管理に対しては、以下の項目についての検討を行う。検討の結

果、必要に応じてシステムの構成の変更、施設の装備について点検を行い、場合によってはパ

イプラインシステムの構成及び水管理方式の見直し、又は新たな付加施設の設置を検討するこ

とが必要である。 

① 設計流量以外の流量に対する検討 

② 水理ユニット間の連携機能の検討 
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③ 過渡現象の検討 

a.設計流量以外の流量に対する検討 

設計流量以外の流量、すなわち最多頻度流量及び最小流量に対する運用管理の諸条件（ポン

プ運転状態、バルブ開度等）を考慮して定常流況解析を行い、安定な流況が形成されるか否か、

流量の均衡が確保できるか否かについて検討する。 

特に、過度の減圧によるキャビテーションの発生、ポンプやバルブ等の制御範囲からみた安

全性については、入念な検討が必要である。例えば、ポンプの台数分割や運転制御方式の変更、

バルブの選択や組み合わせ、さらに特殊な構造を持つバルブの選定等が考えられる。（図

-6.3.22 参照） 

b.水理ユニット間の連携機能の検討 

設計流量に対する機能確保によって検討された水理ユニットが、設計流量以外の流量に対し

ても水理ユニット間の流れの連続性が得られるか否かを点検しておく必要がある。また、それ

らの連続性を確保するために水理ユニット内の結合には十分な注意を払い、適切な緩衝施設容

量を持っているか否かを点検しておく必要がある。また、ポンプやバルブの ON-OFF 制御を

頻繁に行う水理ユニット、あるいは大きな流量変動が予想される水理ユニットでは、実通水能

力は設定された組織容量よりかなり大きくなる場合が考えられる。したがって、このような水

理ユニットの機能的な結合を図るためには、大きな緩衝施設容量が必要である。 

c.過渡現象の検討 

パイプラインは、通水機能に対し貯留容量が極めて小さいため非常に短時間で非定常状況が

発生する。流況の制御のために境界条件（ポンプ運転状態、バルブ開度等）を変化させると、

これに伴って速度エネルギーが変化し、制御目標である次の流況に達するまでに複雑な過渡現

象が生じる。この過渡現象は水撃圧あるいはサージングとして具体的に現れる。これはパイプ

ラインが持つ固有の特性と、流量変動条件とによって左右される。前者は振動周期により、後

者は操作の時間（バルブ閉鎖時間やポンプの慣性モーメントによる水流停止までの時間）によ

って基本的には判断することができる。そして、両者の相対的関係によってこの現象は異なっ

た形をとる。 

このような過渡期間内に発生する最大圧力（最高水位）に対する管体あるいは継手の安全性、

スタンド等からの越水、最小圧力（最低水位）に対する水柱分離、座屈、空気の混入等につい

て十分検討を加えることが必要である。なお、過渡現象の継続時間は、主に摩擦損失によるエ

ネルギー消費に左右されることになり、別の角度からの検討が必要である。 
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(a) クローズドタイプパイプラインの場合 

 

 

 

(b) 調整水槽を持ったセミクローズドタイプパイプラインの場合 

 

 
(c) 供給主導型送水方式 

図-6.3.22 設計流量以外の流量の検討 
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(2)維持管理に対する機能確保 

a.機能確保の視点と共通検討事項 

パイプラインシステムの維持管理に対する機能を確保するには、以下の 3 つの視点からの検

討が必要である。 

①水源環境への対策 

通常、パイプラインシステムは、清水を前提として水理設計が行われ、施設規模が決定され

る。水源の取水口から土砂・ごみ等がパイプラインシステム内に水とともに混入してしまうと、

パイプラインシステムはたちどころに能力低下を起こし、また一度混入したごみの除去は極め

て困難になる。したがって、パイプラインシステムの設計では、水源の取水口における水環境

を十分に調査・検討し、土砂・ごみ等の混入が懸念される場合にはその除去対策を図らなけれ

ばならない。 

②施設の老朽化への対策 

パイプラインシステムは、良好な維持管理を行っても老朽化による機能低下は避けられない。

これらに対応するためには、パイプラインシステムが機能診断を容易に行えるような設 

備を備えておく必要がある。このような診断設備は、土砂・ごみ等による機能低下の原因究

明のためにも効果的である。 

③管理技能への対策 

パイプラインシステムの送配水機能は従来の開水路とかなり異なり、開水路の場合と同じよ

うな管理を行うと、水撃圧等の過渡現象を起こしてシステムが破壊する場合がある。そこで、

管理者にはパイプラインシステムについてのある程度の技術的な知識が要求される。パイプラ

インシステムの設計に当たっては、管理主体となる施設予定管理者等の技能レベルを把握して、

それに対する適切な対応策を検討する必要がある。 

このような視点から、維持管理に対する機能を確保するために検討すべき項目としては、パ

イプラインシステムの地区特性によって各種が想定されるが、一般的なあるいは共通して必要

な検討項目は、以下のとおりである。 

・土砂・ごみ等の排除対策 

・施設の保守・点検の対策 

・施設機能の診断対策 

b.土砂・ごみ等の排除対策 

土砂・ごみ等の排除は、排泥、除塵施設を有効に活用してパイプラインシステムの通水阻害

を来さないように適宜管理しなければならない。 

各施設における除塵施設の留意事項は、以下のとおりである。 

①河川取水地点からの除塵 

河川からの自然取水の場合は、浮遊物（プラスチックや木切れ、ボールその他）が対象とな

る。上流側に市街地がある場合には多量のごみが発生するため、その処理（集積運搬）のため

のスペースを確保しておく。 

②貯水池での除塵 

貯水池や調整池その他の水槽からパイプラインに流入する地点では、河川からの取水に比べ

て、ごみの量や質も異なり、下流のパイプラインの途中に設けられる制御弁やストレーナー、

羽車式流量計等に支障を及ぼさないような除塵施設とする（減圧弁が使用されているような場
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合は注意が必要）。 

ファームポンドの場合は、木の葉やその他の風で飛ばされてくるごみが大半である。また、

藻の発生は水質や水温に深く関係しており、蓋をする等の対策が有効である。 

③インラインでの除塵 

減圧弁等があると、その上流側でインラインでの除塵が必要となる場合が多くパイプライン

始点位置での除塵のレベルによって、その維持管理の程度が大きく変わってくる。 

水圧がかかっている場所での除塵は、高価であり、規模も大きくできないことから原則とし

て①及び②での除塵が望ましい。 

④その他の空気弁でのエア抜き及びごみ対策 

大口径で充水時など、大量の排気が必要な地点や、動水圧が小さくて空気弁では早急に排気

ができない地点、又は藁くず等のごみなどが詰まりやすいような地点には 3 方ボール弁などを

付けて、排気やごみ等の除去が容易にできるような構造とする。 

c.施設の保守・点検対策 

施設の保守・点検に当たって留意すべき事項は、次のとおりである。 

①水管理施設の保守 

水管理施設の運用に当たって重要なことは、その信頼性を確保することである。特に、電気

機器の保守に当たっては、専門家の意見等が必要で、制御機器、計測器等の性能レベル、稼働

状況、問題点、管理方法の特異性等を把握しておくことが大切である。これらは記録し、保存

して問題点解明の資料としなければならない。 

②水管理システムの点検と修復 

水管理施設を正常に運用するには定期的な点検が必要である。また、部分的な機能低下が生

じた場合、その応急措置の方法及び修復対策を検討しておくことが必要である。 

・予備機器 

比較的低価格で同一装置あるいは型式が同一の台数が多い場合（小型のバルブ類、電機

部品）は、予備機器を準備しておくことが望ましい。 

・障害部分への対応 

自動化された施設では、手動等により対応できるよう機能を確保しておく。基幹施設本

来の故障は致命的であることが多いが、情報機器の制御プログラム等の故障には、管理者

がいつでも対応可能となるように汎用性を持たせた方法を検討しておく。 

・部分低下の復旧 

制御機器の診断プログラムを作成しておき、故障箇所の迅速な発見に努める。特に、簡

単な障害、故障については、各種機器に関する点検方式の流れを記した説明書等に従って

試験を行っていけば、電話等のやりとりで解決できる場合が多い。 

③送配水施設の管理運用保守 

・送配水施設はパイプラインシステムの基幹施設であり、万一事故が発生した場合は、地域

への災害及び作物に対する被害をもたらすことになるので、これを防止するためにも適切な操

作と保守点検が必要である。施設の点検については、以下のような項目がある。 

また、点検に当たっては、要領及び様式を定め、これに基づいて実施する。管理記録は、表

-6.3.3 の項目に分けて記録し、その内容を点検できるようにして補修、点検時の変化が把握

できるようにしておく。また、事務処理の合理化のための機器の導入を考慮することも必要で
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ある。 

表-6.3.3  点検項目と記録項目 

 点 検 項 目 記 録 項 目 

① 日常点検 管理日誌 

② 定期点検 機器別の保守点検整備記録 

③ 分解して精密に行う点検 運転操作記録 

④ 臨時点検 管理日誌 

 

また、保守点検に必要な施設における留意事項は、以下のとおりである。 

①管路施設 

管路の点検施設としてはマンホールがあるが、人による管内調査のため、管径φ800mm 以上

に設置されている。 

管径φ800mm 未満においても、機械による管内調査清掃等のために本管径と同径のマンホー

ルを設置することが望ましい。 

また、附帯施設（分水施設、通気施設、保護施設、管理施設）等の日常点検や故障対応など、

維持管理のための管理用道路が必要である。 

②分水工等の施設 

分水工等で操作及び維持管理する必要のある施設を道路下に設置する場合、通気・採光・マ

ンホールの位置等について、以下のことを考慮する。 

・道路下にある場合には、通気を十分にしておかないと酸欠になっている場合が多いこと、

暗くて中での作業がしにくいこと、ピットの高さが十分にとれないため補修や点検作業

がしにくいこと。 

・点検時に車の通行を遮断しなければならないこと、一人では点検中の路上確認ができな

いため危険なこと。 

d.施設機能の診断対策 

パイプラインシステムでは、その運用過程で老朽化や土砂・ごみ等の目詰まりにより機能低

下を起こし、その対策のために原因究明が必要になる場合がしばしば発生する。このために、

パイプラインシステムは診断可能な設備を備えていることが特に重要である。 

①機能診断の方法 

パイプラインシステムの機能診断は、流水時の動水圧の測定による方法が実用的である。具

体的には、図-6.3.23 に示すように、途中に分水のない 2地点の動水圧を測定し、測定区間の

動水勾配を以下のように求める。この場合、測定区間の間隔の制約は特にないが、実用的には

制水弁、空気弁等の施設に設置し測定する。 

 
L

PHGHPHGHI )＋(－)＋(
＝ 2211  ·····································  (6.3.1) 

 ここに、 

 I ：測定区間の動水勾配 

 L：測定区間の延長（ｍ） 

 11 PHGH 、 ：圧力測定地点 1 の管中心標高及び圧力水頭（ｍ） 

 22 PHGH 、 ：圧力測定地点 2 の管中心標高及び圧力水頭（ｍ） 
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図-6.3.23  動水圧の測定 

 

次に、測点間の流量を確認して、次式により流速係数（C 値）を求め、この結果から通水

機能を判断する。 

 
540632 ・・ .. ID

C
0.279

＝
Q

 ··············································  (6.3.2) 

 ここに、 

 C  ：流速係数 

 Ｑ  ：区間流量（ｍ3/s） 

 Ｄ  ：測定区間の管内径（ｍ） 

②診断施設とその配置 

診断施設は、圧力計により動水圧が測定できるような施設である。 

圧力計の設置位置は、制水弁、空気弁等の施設を利用し、一定区間ごとに測定できるように

配置する。 

また、末端配管においては給水栓等により圧力を測定できるため、圧力計を常備することが

望ましい。 

なお、空気弁を利用した圧力計の設置例は、表-10.6.4 を参照のこと。 

 

 

6.4 パイプラインシステムの比較設計 

 

6.4.1  基本事項 

パイプラインの設計において、計画上から要求される送配水機能を満たした上で、安全性、合理

性及び経済性を確保するために、比較検討は必要不可欠である。 

比較設計はいくつかの代替案を設定して、それぞれについて機能性と経済性を検討し、その総合

検討から最終的に最適案を選定する。このために、比較設計作業は繁雑になることが多い。 

パイプラインシステムの比較設計を進める上での基本事項は、以下のとおりである。 

① 比較設計の目的を明確にすること。 

② 比較設計の要素を的確に抽出すること。 

③ 比較設計の代替案は設計精度を統一し、かつ同一の精度で経済性を検討すること。 
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6.4.2  比較設計の留意点 

比較設計を実施する場合の留意点は、以下のとおりである。 

① 一般に、経済性と機能性及び安全性は相反する関係にある。したがって、比較設計の実施

に当たっては、そのコンセプト（経済性を重視するのか、あるいは経済性を犠牲にしても機

能性と安全性を重視するのか）を明確にすることが特に求められる。 

② 経済性の比較設計において、各代替案のコスト差が 2 倍を超えるような場合は比較設計

としてほとんど意味がない。したがって、代替案の選定はパイプラインシステムの全体的な

観点から慎重に選ばなければならない。また、比較設計の実施に当たっては、コスト算定の

精度を十分に勘案しなければならない。 

③ 比較設計の結果は、各代替案について比較要素別（例えば、送配水の機能性、水理的な特

性、水管理の操作性、経済性等）に特徴を対比できるように列記することが望ましい。 

④ 総合検討は、受益地の自然的、社会的条件を考慮し、かつパイプラインシステムの維持管

理主体（多くの場合は、土地改良区が管理主体となるが）となる組織の能力を勘案すること

が特に重要である。 

 

6.4.3  経済比較の方法 

パイプラインシステムの経済比較は、将来的に必要な施設更新等も考慮したライフサイクルコス

トの観点からも検討することが望ましいが、ライフサイクルの期間設定がし難いことから、基本的

には以下の 2 つがある。 

(1)ランニングコストによる場合 

代替案によって、年間の維持管理経費に大きな差があり、それが管理主体の経費に大きく影響

すると想定される場合である。この代表的なケースとして、ポンプ送水系パイプラインの設計流

速の比較設計が挙げられる。ポンプ送水系パイプラインでは、管路施設にかかる維持管理費とポ

ンプ施設にかかる維持管理費は相反する関係にある。このような場合には、各代替案別にランニ

ングコストを算定し、その結果から最適案を選定する。 

(2)イニシャルコストによる場合 

いずれの代替案とも年間の維持管理経費は相対的な関係にあり、イニシャルコストによって経

済比較が可能な場合である。自然流下系パイプラインの路線検討等の比較設計は、大部分がイニ

シャルコストによる比較設計で十分な場合が多い。 

 

 

6.5  総合設計 

パイプラインシステムの設計に当たっては、設計の概要を集約的に把握し、実際の操作・管理上

の立場から検討を加え、パイプラインシステムを総合的に検討することが求められる。また、総合

設計には、運用に当たっての管理組織の構成、これを支援する管理体制の設定等、必要な調整を行

うことが重要である。 

 

6.5.1  総合設計に必要な資料 

総合設計に必要な資料は主として図表であり、この資料を用いた作業を図上あるいは机上シミュ

レーションとも呼ぶ。資料の内容はパイプラインシステムの設計、施設設計の段階により若干異な
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るが、対象パイプラインの取水口から配水系入口の自由水面部（畑地かんがいの場合はファームポ

ンド等）までの区間の幹線パイプライン部の水理縦断図が中心であり、送水系パイプラインと配水

系パイプラインがクローズドタイプで連続している場合には、末端ほ場の給水栓までの水理縦断図

（図-6.5.1 参照）である。水理縦断図には以下に述べる(1)、(2)の事項を記入し、施設概要縦断図

（図-6.5.2 参照）として 1 枚にまとめることが必要である。 

また、年度設計等による変更についても、水理縦断図等を修正することが必要である。 

 

 

図-6.5.1 水理縦断図 
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図-6.5.2 施設概要縦断図 

 

(1)パイプラインシステムの設計に関する資料 

管軸縦断図を中心に管種、管長、口径及び機場（ポンプ台数、容量）、吸込水槽、配水槽、減

圧スタンド、ファームポンド、調整池の規模の他、バルブ等の制御域等を記入する。これに各種

の制御弁（分水弁、減圧弁）等、実際の管理で日常作動すると思われる機器とその操作速度等を

記入する。以上の施設概要の縦断図に次の水理諸元及び圧力水頭線を記入する。 

① 設計流量時の各管路区間の流量と分水量及びこのときの圧力水頭線 

② パイプラインで送水が停止している場合の圧力水頭線、ポンプ直送系ではポンプ締切り運

転時及び停止時の圧力水頭線 

③ パイプラインにおける上下流の自由水面部区間ごとの最も低い標高に位置する分水工の

管軸の高さの水平線 

(2)施設設計に関する資料 

パイプラインシステムの設計で準備し、検討を加えた施設概要縦断図に排泥弁、空気弁、制水

弁の位置及び性能の概略並びに次の諸元を記入する。 

① 設計流量時の圧力水頭線の他、設計流量時以外の流量あるいは水使用の場所が異なる圧力

水頭線 

② 各制水弁区間ごとの管路内の貯留量 

③ 設計流量以外の流量 

④ 水源での取水規制流量がある場合にはそれに応じた各分水工地点での分水量 

⑤ 予想されるブロックで集中的な水使用が行われた場合の流量配分表と各分水工地点での

分水量 
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開閉速度
16min/全閉ー全開

有効貯水量=15
0m

φ500

SP.L=800m

φ
8
0 0m

m S
P.L =

120
0m

減圧弁φ200mm
Hmax=

Hmin=

排泥弁工φ200mm
最大作用水圧

フ ロー ト弁

φ200

有効容量2,000m

急速空気弁 φ100

0.25Mpa

0.17Mpa

0.35Mpa

H.W.L.45.00

3

3

3
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⑥ ポンプを含む系でのポンプの起動、あるいは停止に要する時間、ポンプの特性曲線等の資

料 

⑦ 取水口ゲート等の制御方式と水理特性、各種の制御弁の開度～流量特性、分水弁の開度～

流量特性等 

 

6.5.2  総合設計の留意事項 

(1)パイプラインシステムの設計 

パイプラインシステムの設計においては、設計流量の流況から送配水停止に至るまで、あるい

は逆に、送配水停止から設計流量の流況に至る過程で、系内に不都合が生じないか、あるいは予

定する体制で対応が可能か、どの地点のいかなる情報が必要か等を時間を追って次に述べる方法

と留意点に従って検討する。 

① パイプラインシステムが需要主導型の場合、静止状態から受益者による給水栓開放により

系内の水が動き始め、これが取水口にどのように伝達されるかをファームポンドあるいは減

圧水槽の水位変化を追いつつ図示する。このとき、バルブの設置箇所ではその操作時間内で、

比例配分的に流量が増加していくものとし、上流水槽までの伝達時間は、管路の圧力波の伝

播速度で管路長を除して求める。この作業の結果、取水口への水使用の伝達時間がわかり、

これに対する水源操作が何の情報に基づいて手動でなし得るのか、あるいは自動化しなけれ

ばならないのか、遅れ時間を生み出すための水槽貯留量を増すことで対応できるのか等を判

断する。 

 途中の減圧水槽等の水位の計算において水槽への流入量は水槽水位に応じた入口弁開度

に対する流量を求めて行う。なお、設計流量から停止に至る過程についても同様な作業を行 

う。 

② パイプラインシステムが供給主導型の場合には、水源操作を行い、そのあと分水工操作を

行うのが一般的であり、①と同様の作業を行う。この場合は特に分水工での水使用予測と希

望する需要量の伝達方法、処理に要する時間と調整に要する時間、さらには指令伝達とその

必要時間の把握に十分な配慮をする必要がある。また、オープンタイプの場合では指令の伝

達と実際の操作の間には当然遅れ時間（必要時間）が存在するので、この到達水を安全に放

流すべき余水吐等についても当然検討の必要が生じる。 

③ ①、②の検討結果は、この管理団体が手当できる組織体制と比較して、操作等に要する時

間遅れを推定することができ、水槽の容量あるいは配水ブロック面積の見直しの必要が生じ

てくると予想される。したがって、上記諸元を変更して再度①あるいは②の作業を行い、最

も妥当と判断される施設系を見い出す。 

④ パイプラインシステムの水理縦断図には送配水停止時の圧力水頭線が記入されているが、

これは、各分水工のバルブが完全に閉鎖されていることを前提としている。しかし、仮に、

系内で最も低い分水工のバルブが閉そく不能のまま、水源の送水が停止される（例えば、ポ

ンプの故障、停電等）事態が予想される場合は、水理縦断図の水平線以上の管路は空となる。

管路が空となる稼働再開時には初期充水の作業を行わなければならない。この作業には多く

の人手と時間を要するため、送水停止時にも幹線パイプラインはできるだけ空にならないよ

うな対策を講じることが望ましい。 
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(2)施設設計 

パイプラインシステムの設計において、設計流量時から送配水停止あるいは逆の場合の系内の

水理現象の過渡時間との整合が図られるように水槽規模等の改善がされていれば、施設設計にお

いては設計流量を下回る水使用時及び初期充水時の流況とその変動について検討を行う。 

① 初期充水に先立って、管路にたまった土砂あるいはごみを排除することが必要である。こ

の作業は、かんがい期に落水するパイプラインでは、春先に必ず行われる。この清掃作業は

排泥弁（排泥工）を用いて行うが、特に留意しなくてはならない点は、排泥工の下流近くに

制水弁が設けられているか否か確認することである。水理縦断図を用いてどの程度の水量で、

どの区間でこの作業を行うかを検討する。必要とする水量は、清掃区間への注入法、排泥工

下流の排水等にも十分注意して選定する。なお、清掃区間は作業に投入できる人員から決め

られる。 

② 初期充水で充水する区間は、投入人員、水源からの給水能力（例えば、ポンプの絞り運転

等では時間的制約も出てくる）等を考慮して決定し、制水弁、空気弁及び排泥弁の点検と設

定、分水弁の点検等の必要時間、作業工程を策定する。次に、充水に要する時間を管内容積

等を参考にして算定する。また、分水弁、排泥弁の閉鎖時間等は給水操作と連動させて決定

する。さらに、空気弁の作動確認方法等を選定する。 

③ 設計流量を下回る種々の水使用時の水理縦断図をもとに検討すべき点のひとつは、各分水

工を所定の流量とするためにはバルブの開度をどのように決め、操作するかである。また、

バルブの型式によっては開度と抵抗特性の関係から、1％の開度の違いが、大きな抵抗値の

差を示し、大幅な流量変化となることがあるので、開度設定の精度を上げることが必要であ

る。この高い精度を要する開度設定が可能か否かを判断し、困難な場合はバルブの型式の変

更を検討する。 

④ 分水工の型式によっては流量規制ができない場合がある。例えば、ファームポンド入口に 

フロート弁のみが設けられている場合は、ファームポンドの水位に応じたバルブ開度となる

ため流量規制はできない。このような場合は、フロート弁とは別に流量制御弁をファームポ

ンド入口に設けたり、水源でこれに応じた水量が補給できるか否かなど、水源の規制の面か

ら配慮することが必要な場合がある。 

⑤ さまざまな流況への移行によって減圧弁の開閉の頻度、水源ポンプの ON-OFF あるいは

取水口ゲートの開閉の頻度等問題はないか、期別の取水制限がある場合には、それが考慮さ

れたものとなっているか否かを検討する。 

(3)設計の総括 

パイプラインシステムの設計の総括に当たっては、一般に年度区分等によってパイプラインを

分割した業務が行われることが多いが、この場合、水理ユニットで区分し、システム全体の水管

理方式と矛盾を生じないよう注意することが必要である。 
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