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　台地土及び低地土からなる２ｶ所の重粘土水田において、暗渠排水を併用した圃場整備に伴う作土
（約0-15㎝）と作土下層（約15-30㎝）での土壌物理性の経時変化を調査し、以下の結果を得た。
１）低地土の施工直後の土壌水分張力は台地土よりも低く多水分であった。これは前者での圃場整備
が後者よりも晩秋となり、その間の降雪の影響による可能性があるものと考えられた。

２）圃場整備により台地土と低地土の作土及び作土下層は既往の知見と同様に、圧縮を受けた事が示
された。

３）圃場整備の翌年に、両圃場ともに水稲が作付けされたが、作付け後の土壌物理性の回復は認めら
れなかった。

４）圃場整備後２年目及び３年目には台地土で緑肥とソバが作付けされ、低地土では水稲が連作され
た。栽植後には台地土では圧縮された土層の膨軟化が認められたが、低地土では認められなかっ
た。

５）圃場整備２年後及び３年後では、台地土で暗渠脇の膨軟化が暗渠渠間よりも進んでいたが、低地
土では暗渠施工による土壌物理性の回復効果は明瞭ではなかった。

６）以上より、圃場整備の施工による土壌の圧縮は避けがたいが、施工時の土壌水分に留意する事や
畑作物を栽培することにより、その回復が図られると考えられた。また、暗渠排水が、運土によ
り圧縮された土壌の膨軟化や排水性の確保に不可欠な役割を果たしていると推定された。

≪キーワード：圃場整備；土壌圧縮；土壌物理性；暗渠排水≫

　We surveyed the temporal changes of the soil physical properties of the plow layer （PSL: 0-15㎝）
and the sub-surface layer（SSL: 15-30㎝）in a Pseudogley soil paddy （PS）field and a Gray Lowland 
soil paddy （GS）field with heavy clay content, before and after the paddy fields consolidation （FC）
with tube drainage. The results are; 
１）Soil water suctions of PSL and SSL in the GS field just after FC were lower than those of the 
PS field, namely both layers in the GS field were wetter than in the PS field. This fact was 
possibly induced as the GS field had received more precipitation than in the PS field during 
FC, because FC in the GS field was conducted later in autumn than in the PS field. 

２）During FC, the PSL and SSL in both the PS and GS fields had been compressed, as has been 
widely reported.

３）In the next year of the FC, rice was cultivated in both the PS and GS fields, the recovery of 
the soil physical properties was not recognized after rice cultivation.
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１．はじめに

　北海道の水田面積は平成17年度で215千 ha である
が、実際に水稲が作付けされているのは119千 ha に
過ぎない。一方、米の消費量が減少する中で、需給均
衡のためにも水田の畑地利用は不可欠となっている。
このような中で水田の畑利用と大規模化を目的とし
て、圃場の大区画化等も含めた圃場整備が行われてい
る。しかし、圃場整備では多くの場合、作物の出来ム
ラや運土による土壌物理性の劣悪化が生ずる事が古く
から報告されている。
　圃場整備工事により、透水性は低下するが、年数の
経過とともに、回復するようである１）。また、灰褐色
土壌（非火山灰）に比べ、黒色土壌（火山灰）で、透水性
の回復が早いとされる２）。圃場整備を実施してから、
15年後でも作物の出来ムラが圃場内で生じたのは、基
盤整備が十分でないため、表土扱い土層の層厚が圃場
内で大きく異なる事によるもので、適切な基盤造成の
必要性が指摘されている３）。他方、同様に運土工事を

伴う改良山成工造成地での表土扱い層の土壌物理性の
変化は、粘質土や多水分時の施工でその程度が大きい
ことが認められている４、５）。
　圃場整備では多くの場合、暗渠排水が施工されるが、
圧縮された土壌への暗渠排水の影響は究明されていな
い。そこで、Ａ支庁管内のＢ町で実施された暗渠排水
を伴った圃場整備に関して、圃場整備前から圃場整備
数年後まで、土壌物理性の調査を実施したので、今後
の営農や整備工法の検討に資するため報告する。

２　調査方法

１）調査対象圃場

　調査対象はＡ町の暗色表層疑似グライ土（以下、台
地土という）及び灰色低地土（以下、低地土という）か
らなる圃場で、両圃場は約２㎞離れており、気象的に
大きな相違は無い。施工前の土壌断面の理化学性は表
１のようで重粘な土壌である。なお、施工後の土壌断
面でも、腐植含量や粒径組成は大きく変化しなかった。

４）In the second and third year after the FC, a green manure crop and buckwheat were 
cultivated respectively in the PS field, rice was successively cultivated in the GS field. After 
cultivation, the soil physical properties in the PS field recovered. On the other hand, in the GS 
field they did not recover. 

５）In the second and third years after the FC, in the PS field the recovery of the soil physical 
properties near the tube drainage area proceeded more than at the area between the two 
tube drains. In the GS field, such recoveries were not recognized.

６）From the above mentioned, though soil compression during the FC is inevitable, through 
regarding soil water content during the FC and cultivating upland crops, the recovery of the 
soil physical properties will be achieved. Moreover, tube drainage is estimated to play an 
indispensable role in improving the soil physical properties and the drain-ability of compressed 
PSL and SSL.

≪ Keywords：field consolidation；soil compression；soil physical properties；tube drainage ≫

シルト 粘土 粗 易有効水分 難有効水分 非有効水分

(cm) (%) (g/cm3) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
Ap1g 0‑15 暗灰黄(2.5Y5/2) 明褐(7.5YR5/6)富む 弱中亜角塊 3.60 1.06 36.4 51.5 HC 1.2 3.6 8.4 40.8
Ap2g 15‑26 黄褐((2.5Y5/3) 明褐(7.5YR5/6)富む 弱中塊 3.44 1.28 37.9 51.5 HC 1.7 4.4 11.5 33.8
C1g 26‑50 ｵﾘ‑ﾌﾞ灰(5Y6/4 ) 赤褐(5YR4/8)頗る富む 弱小亜角塊 2.44 1.16 32.2 62.9 HC 2.0 5.7 12.8 36.1
C2ｇ 50‑69 ｵﾘ‑ﾌﾞ灰(5Y6/4 ) 明褐(7.5YR5/6)鉄斑富む 強中塊 1.53 1.01 20.2 76.9 HC 2.3 3.8 9.2 47.7
C3g 69‑99 灰黄(5Y6/2) 明褐(7.5YR5/6)鉄斑含む 強中塊 1.11 1.24 22.0 74.3 HC 0.2 4.2 8.3 44.7
Ap1g 0‑16 暗褐(10YR3/3) 明褐(7.5YR5/6)富む 弱中亜角塊 3.39 0.92 24.3 34.3 LiC 12.9 8.8 15.9 27.0
Ap2g 16‑27 黄褐((2.5Y5/3) 明褐(7.5YR5/6)富む 弱中塊 4.25 1.15 27.9 36.1 LiC 1.5 6.1 15.6 32.5
C1g 27‑44 ｵﾘ‑ﾌﾞ灰(5Y6/4 ) 赤褐(5YR4/8)頗る富む 弱小亜角塊 1.05 1.20 28.9 32.2 LiC 0.3 5.4 15.3 34.4
C2ｇ 44‑53 ｵﾘ‑ﾌﾞ灰(5Y6/4 ) 明褐(7.5YR5/6)鉄斑富む 強中塊 0.92 1.13 28.4 33.5 LiC 1.0 17.1 9.0 34.8
C3g 53‑99 灰黄(5Y6/2) 明褐(7.5YR5/6)鉄斑含む 強中塊 0.42 1.24 11.3 16.9 SCL 3.4 11.1 15.2 23.7

土壌

台地土

低地土

粒径組成
層位 深さ 斑紋

孔隙分布
土色 構造 腐植 容積重 土性

表１　圃場整備を施工前の土壌断面の性状
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２）圃場整備の概要

　調査対象の圃場整備は2001年夏から秋にかけて実施
され、約30㎝の表土集積の後、下層土の切盛りの土工
が実施された。調査圃場は0.1-1.0ｍの盛り土が実施さ
れた区域に分布した。その後、集積した表土が約30㎝
で撒き戻された。低地土での施工完了は台地土よりも
遅れた。暗渠排水は上幅15㎝、下幅10㎝で掘削され、
土管暗渠管を敷設後、地表より25㎝下まで疎水材とし
ての籾殻が充填された。

３）調査圃場の栽培作物、調査時期と調査深度

　圃場の土壌調査は①圃場整備前、②圃場整備直後、
③圃場整備約１年後、④約２年後（低地土では約２年
半後であるが、ここでは２年後として記載）、⑤約３
年後に実施した（表２）。①～④は２反復で、深さ約
0.8ｍまでの試坑により、⑤は10反復で深さ約30㎝ま
での試坑で層位別に土壌試料を採取した。なお、本報
告では、表土扱いされた表層30㎝について、作土を約
15㎝までの土層、作土下層を深さ約15-30㎝の土層と
して整理した。
　両圃場とも圃場整備の施工前には水稲が作付けさ
れ、施工年は休耕して整備が行われた。施工翌年には
両圃場とも水稲が、施工後２年目には台地土では緑肥
作物が、低地土では水稲が栽培され、施工後３年目に
は台地土でソバが、低地土では水稲が栽培された。

４）土壌の分析項目

　土壌試料の分析項目は、攪乱試料で腐植含量と粒径
組成、100 ㎝3あるいは50 ㎝3の未攪乱試料で、容積重、
三相分布、孔隙分布及び飽和透水係数である。また、
練り返し土と未攪乱土の収縮試験より構造発達係数６）

を求めた。これは未攪乱土の最終間隙比に対する、練
り返し操作で構造を破壊した練返し土の最終間隙比の
比であり、構造の発達程度の指標となる。２年後と３
年後の調査では暗渠脇（暗渠施工線より約30㎝脇）と暗
渠渠間（２本の暗渠施工線の中間）に分け、調査を行っ

た。また、２年後の調査ではメチレンブルーを用いた
トレーサー法による孔隙の着色試験７）を行い、深さ
毎に土壌の水平断面を作成し、孔隙の着色状況の写真
撮影画像を処理して着色率を算出した。

３　調査結果

１）調査時の土壌断面

　施工前から施工２年後までの各調査時の土壌断面を
写真１（台地土）及び写真２（低地土）に示した。施工前
に比べ、施工後では灰色あるいは青灰色を示す土層が
現れ、排水不良となっている事が示される。

写真１　調査時の土壌断面（台地土）

左から圃場整備前、整備直後、整備１年後、整備２年後

写真２　調査時の土壌断面（低地土）

左から圃場整備前、整備直後、整備１年後、整備２年後

表２　圃場整備時期、作付け及び調査時期の関係

台地土 低地土 台地土 低地土

2000(H12) 水稲 水稲 10月下旬 10月下旬 施工前
2001(H13) 休耕 休耕 11月上旬 11月下旬 施工直後
2002(H14) 水稲 水稲 11月上旬 11月上旬 施工１年後
2003（H15) 緑肥 水稲 ９月上旬 － 施工２年後

－ ４月下旬 施工２年半後

そば 水稲 11月中旬 11月中旬 施工３年後

土壌試験

2004(H16)

年度
施工時期との

関係
作付け
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２）調査時の土壌水分

　調査時の土壌水分を水分張力換算で表３に示した。
この値は調査前の降水などの影響を大きく受けている
ものである。
　施工直後の値は低地土の作土及び作土下層で圃場容
水量（pF約1.8）未満であり、低地土での施工は多水分
時に施工された事が示唆された。これは、低地土での
施工時期が台地土よりも遅れた事に起因し、降雪の影
響を受けた事によると考えられた。

３）土壌物理性の変化

　施工前の土壌物理性（容積重、気相率、粗孔隙量、飽
和透水係数）の値と、その値を100％とした時のその後
の変化率の範囲を以下のような記号で表４に示した。
◎：容積重では50％以上の減少、気相率と粗孔隙量で
は50％以上の増加、透水係数では２オーダ以上の
増加の場合で、大きく膨軟化が進行した状態。

○：容積重では10 ～ 50％の減少、気相率と粗孔隙量
では10 ～ 50％の増加、透水係数では１～２オー
ダの増加の場合で、ある程度の膨軟化が進行した
状態。

－：容積重では－10 ～ 10％内の変化、気相率と粗孔
隙量では－10 ～ 10％の以内の変化、透水係数で

は－1～ 1オーダ以内の変化の場合で、殆ど変化
の無い状態。

△：容積重では10 ～ 50％の増加、気相率と粗孔隙量
では10 ～ 50％の減少、透水係数では１～２オー
ダの低下の場合で、ある程度の圧縮が進行した状
態。

×：容積重では50％以上の増加、気相率と粗孔隙量で
は50％以上の減少、透水係数では２オーダ以上の
低下の場合で、大きく圧縮が進行した状態。

　
　施工前に比べ、施工直後及び施工１年後では、台地
土及び低地土ともに、圧縮が大きく進行した状態とな
っている。これは運土の過程で土壌圧縮が進行し、水
稲が作付けされた１年後でも回復しなかった事を示し
ている。なお、低地土での作土下層の施工直後で、粗
孔隙量が50％以上の回復をした事を示しているが、こ
れは施工前の値が1.5 m3m－3 と小さかったことでわず
かな増加でも大きな増加率となる事や、施工時に含ま
れた水分が多かった事が影響していると考えられる。
　台地土の作土では施工２年後および３年後の気相率
と粗孔隙量が施工前に比べ増加し、大きな膨軟化を示
した。作土直下でも作土に比べ、程度は弱いが膨軟化
が進行した。表４の区分では暗渠脇と暗渠渠間での膨
軟化の明瞭な相違は認められない。
　一方、低地土では施工２年後および施工３年後でも
施工前に比べ、圧縮された状態が継続している。水田
転換畑では連作水田よりも土壌構造の発達が良好であ
る事８）から、低地土で土壌圧縮が継続していた事は
圃場整備施工時の水分が高かったことや継続して水稲
が栽培された事による可能性がある。

表３　各調査時の土壌水分張力（pF 表示）

作土 作土下層 作土 作土下層

施工前 2.3 2.5 2.4 2.7

施工直後 3.0 2.9 1.3 1.6

施工１年後 2.5 2.5 2.1 2.3

施工２年後 1.8 3.2 1.9 2.4

調査時期
台地土 低地土

表４　圃場整備施工前の土壌物理性とその後の経時変化

作土 作土下層 作土 作土下層 作土 作土下層 作土 作土下層 作土 作土下層 作土 作土下層 作土 作土下層

容積重 (g cm
‑3 ) 1.06 1.28 △ － △ － － － △ － － － － －

気相率 (m3 m‑3 ) 7.9 3.5 × △ × × ◎ △ ○ ○ ◎ ○ ◎ －
粗孔隙量 (m3 m‑3 ) 6.3 1.7 × × × × ◎ ○ ◎ × ◎ ○ ◎ ○
透水係数 (cm S‑1 ) 3.9E‑03 2.4E‑0 7 × － × － ○ － － － － － ○ －

容積重 (g cm ‑3 ) 0.92 1.15 － ○ △ － － － △ － － － － －
気相率 (m3 m‑3 ) 17.6 4.6 × × × － × △ △ － △ △ × △
粗孔隙量 (m3 m‑3 ) 12.9 1.5 △ ◎ × ○ × × △ × △ △ × ×
透水係数 (cm S

‑1
) 8.9E‑03 8.2E‑0 4 × × × × － × × × × × × ×

項目
容積重

気相率

粗孔隙量

透水係数

記号･設色

内容

土 壌

施工直後 １年後 ２年後(暗渠脇)

低 地 土

土 壌

項 目 単 位
施工前

台 地 土
３年後(暗渠脇) ３年後(暗渠渠間)２年後(暗渠渠間)

10～50%減少

10～50%増加

10～50%増加

1～2オーダ増加

50%以上増加

２オーダ以上増加

50%以上減少

50%以上増加 50%以上減少

50%以上減少

1～2オーダ減少

50%以上増加

‑1～1オーダの変化

10～50%増加

10～50%減少

10～50%減少

大きく膨軟化 やや膨軟化 殆ど変化無し 大きく圧縮やや圧縮

２オーダ以上減少

変化の範囲

◎ ○ ‑ △ ×

‑10～10 %の変化

‑10～10 %の変化

‑10～10 %の変化
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４）構造発達係数の推移

　施工前、施工直後、施工１年後及び施工２年後の構
造発達係数の推移を図１に示した。台地土の作土の構
造発達係数は、施工前に比べ、施工直後及び１年後で
小さく、２年後では大きくなり、特に暗渠脇での増加
が大きく、表４の土壌物理性の変化と一致した傾向を
示している。台地土の作土下層の構造発達係数では土
壌物理性に示されるような膨軟化の変化は生じていない。
　低地土の作土及び作土下層の構造発達係数は施工前
より低下したままであり、土壌物理性の変化傾向と一
致している。
　なお、圃場整備施工前の台地土及び低地土において、
作土下層の構造発達係数は作土層より小さく、これは
容積重は大きく、孔隙量は少ないことを反映しており、
本係数が土壌構造性の指標として有効であることを示
している。

５）空隙の着色率

　施工２年後のメチレンブルー法による孔隙の着色状
況を、台地土を例にして写真３に示した。暗渠脇では
暗渠渠間に比べ、浅い位置からより大面積で着色され
ており、暗渠脇での水みちが多い事を示している。
　台地土および低地土での着色率を図２に示した。台
地土の着色率は低地土よりもはるかに高く、また、両
土壌での暗渠脇の着色率は暗渠渠間よりも高い。この
ように、暗渠脇で水みちとなる孔隙が増加し、土壌の
膨軟化が進行している事から、排水性の改善に暗渠排
水が重要な役割を担っていると考えられる。

図１　　構造発達係数の経時変化

（上段：台地土、下段：低地土）

写真３　深さ別の着色状況（台地土）

（各着色面の一辺は50cm）

図２　トレサ－法による着色率

（上段：台地土、下段：低地土）

注：上図と下図では着色率のスケ－ルが異なる
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４　まとめ

　台地土及び低地土からなる重粘土水田において、暗
渠排水を併用する圃場整備に伴う土壌物理性の経時変
化や既往の知見から以下のようなことが結論される。
１）圃場整備時の降水量が施工後の土壌水分に影響し、
多水分での運土施工は土壌の圧縮や練り返しを招
くので、多降水時期の施工は避けるべきである。

２）既往の知見と同様に、圃場整備により台地土と低
地土の作土及び作土下層の土層は圧縮を受ける。

３）圃場整備後、畑作物を栽培することにより、作付
け後の作土及び作土下層の土壌物理性は回復し
た。

４）暗渠排水は施工線の近傍の作土及び作土下層の土
壌物理性の回復や排水性の改善に有効である。

謝辞：旧土壌保全研究室に在籍した宍戸信貞氏、橋本
淳一氏（現北海道開発局開発調査課）が圃場整備前の調
査を担当した。記して感謝します。
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