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　土壌が堅密化した傾斜草地では、降雨時に表面流出が発生し水質負荷が生じる場合がある。そのた
め、酪農地帯における河川に対する水質負荷を抑制するためには、草地表面から排水路へ流出する負
荷物質を低減させる必要がある。ふん尿スラリー散布に伴う草地表面からの水質負荷物質流出を抑制
する対策としては、ふん尿スラリーを土中へ注入することや、草地表面の浸入能を増すことで表面流
出水を低減させることが考えられる。そこで、北海道東部の傾斜草地において、草地表面に切り込み
を入れてふん尿スラリーを表面散布し、人工的に散水する現地試験を実施した。
　その結果、降雨開始直後の１時間では、切り込みを入れた処理区の表面流出量が対照区と比較して
約66％減少した。また、降雨量が50mm の場合での処理区の全窒素流出量は対照区と比較して約７割
少なくなった。すなわち、傾斜草地では草地表面に切り込みを入れることで、降雨をすみやかに土中
へ浸入させ、傾斜草地から排水路への水質負荷物質の流出を抑制できることが明らかとなった。

《キーワード：傾斜草地、表面流出、ふん尿スラリー、流出抑制》

　Surface runoff from sloping grassland with compacted soil that occurs during periods of rainfall 
may result in a higher water pollution load.  Accordingly, there is a need to reduce the load of 
substances flowing from the surface of grassland to drains in order to control pollution of rivers in 
dairy farming areas.  Possible measures to control the runoff of water pollution load components 
whose presence results from the application of manure slurry to grassland include the facilitation 
of slurry injection into soil and the reduction of surface runoff by increasing the infiltration 
capacity of grassland surfaces.  Against this background, a field test involving the application of 
manure slurry to grassland with cuts made in its surface and subsequent artificial sprinkling of 
water was conducted on sloping grassland in eastern Hokkaido.
　The results indicated that the amount of surface runoff in the cut area was reduced by 
approximately 66% compared to the amount for a control area in the first hour after the beginning 
of the simulated rainfall.  The runoff of total nitrogen when the rainfall was 50 mm was also 
reduced by approximately 70%.  In other words, it was found that cuts in the surface of sloping 
grassland help to control the runoff of water pollutant substances from sloping grassland to drains 
by letting rainwater infiltrate quickly into the soil.  

《Keywords: sloping grassland, surface runoff, manure slurry, runoff control》
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１．はじめに

　草地表面の浸入能を北海道東部で観測した事例によ
ると、数 mm/h 程度と小さい圃場が見られる１）。こ
れは、農業機械の大型化に伴う土壌の堅密化が一因で
あると考えられる。それゆえ傾斜草地では、降雨時に
表面流出が発生して河川に対する水質負荷が生じる
が、それを抑制するためには草地表面から排水路へ流
出する負荷物質を低減させる必要がある。ふん尿スラ
リー散布に伴う草地表面からの水質負荷物質流出を抑
制する対策としては、ふん尿スラリーを土中に注入す
ることや、草地表面の浸入能を増すことで表面流出水
を低減させることが考えられる。これまで筆者らは、
傾斜草地を模擬した室内試験装置を作成し、ふん尿ス
ラリーを表面散布する試験区と草地表面に切り込みを
入れてふん尿スラリーを表面散布する試験区を設け、
人工的に散水する試験を実施した２）。その結果、草地
表面に切り込みを入れてふん尿スラリーを表面散布す
る試験区では、対策を施さないでふん尿を表面散布す
る区と比較して、表面流出する窒素量を約65% 低減
できることを明らかにした。一方、実際に使用してい
る現地圃場における切り込み処理の効果は明らかにさ
れていない。そこで本報では、北海道東部の傾斜草地

において実施した現地試験について報告する３）。

２．方法

２．１　傾斜草地における試験区の設置方法

　図－１に傾斜草地（傾斜約4.6度）に設けた試験区の
概要を、写真－１に現地での試験区の設置状況を示す。
処理区は地表面に切り込みを入れ、対照区は地表面に
手を加えない状態とし、３反復で実験を行った。各試
験区では幅0.35m、長さ1.1m、深さ約0.1m のステンレ
ス製の枠を打ち込み、試験区内外の土壌中および草地
表面の水の移動を防いだ。また、傾斜方向下端の一辺
は開放状態とし、表面流出水を採水するために、牧草
のルートマットと土壌との境界付近に採水用の受け板
を差し込んだ。処理区における土壌への切り込みは、
深さ約10cm、長さ約５cm、幅約0.3cm とし、写真－

２に示す器具を用いて図－１に示す間隔で処理した。

２．２　散水およびふん尿散布方法

　ステンレス枠の直上には、人工降雨装置を図－２の
ように設置した。現地での設置状況は写真－３のとお
りである。散水量の調整はバルブを手動で開閉して行
った。散水量は、降雨量換算で約47mm/h とした。こ

図－１　試験区の概要

写真－１　試験区の設置状況

写真－２　草地表面への切り込み処理器具

図－２　人工降雨装置の設置概要
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の降雨量は、現地調査圃場近傍のアメダス４）で観測さ
れた、過去31年間における日最大１時間降水量とほぼ
同じ値である。今回用いた人工降雨装置は、一度に２
つの試験区にしか同時に散水することができないた
め、対照区と処理区を１セットとして、３日に分けて
実験を行った。
　ふん尿の散布量は、各試験区とも1,000g（約26.0t/
ha に相当）とした。この量は、過去に道東の K 牧場
で実施したスラリー散布実験時に得られた値５）を参考
とした。スラリーはプラスチック製取手付きビーカー
を用いて牧草地の表面へ均等に散布した。これは、ス
ラリースプレッダー（写真－４）で牧草地へ散布するこ
とを想定したものである。なお、表－１に各試験区に
おける作業工程を示す。ふん尿スラリー散布後、散水
開始までの静置日数は２日間とした。その理由は、実
際の草地では、降雨が予想されている場合にはふん尿
スラリーを散布することはなく、また、気象庁が発表
する短期予報では、明後日までの天気が発表されるか
らである。
　なお表面流出水は、試験開始直後から４時間後まで、
１時間ずつ継続して採取した。

３．結果および考察

　図－３に表面流出水量、浸入量および表面流出割合
の平均値を示す。０～１時間目については、t 検定の
結果、処理区の表面流出量が対照区と比較して５%
水準で有意に少ない値となった。また、いずれの時間
帯も、処理区の表面流出量が対照区と比較して少ない
傾向を示した。すなわち、傾斜草地では草地表面に切
り込みを入れることで、降雨をすみやかに土中へ浸入
させ、表面流出を抑制できることが明らかとなった。
　表－２に降雨開始から表面流出水が発生するまでの
時間と降雨量を示す。対照区では平均13分後から、処
理区では平均32分後から表面流出水が発生しており、
切り込みを入れることで表面流出水発生開始までの時
間が長くなった。表面流出水が発生するまでの降雨量
は対照区が平均10mm、処理区が平均25mm である。
すなわち、０～１時間目の処理区の表面流出水量が有
意に少ないのは、切り込み処理により降雨初期に土壌
中へ浸入する水量が多くなったためである。図－３の
１～２時間目以降を見ると、表面流出水量は両区とも

写真－３　人工降雨装置の現地設置状況

表－１　ふん尿スラリー散布と降雨散水日

写真－４　スラリースプレッダー

図－３　人工降雨の表面流出水量と浸入量の分配

表－２　表面流出水発生までの時間と降雨量
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草地表面に切り込みを入れる作業は、写真－５に示す
ような既存の装置（スパイクエアレーター）をトラクタ
ーで牽引することで対応できるため、取り組みやすい
対策と考えられる。
　なお、実際にスパイクエアレーターを使用する場合
は、現地圃場の状況に応じた牽引回数の調整が必要で
はあるが、今回の現地試験結果と同様の効果は期待で
きると考えている。

４．おわりに

　傾斜草地表面からの水質負荷成分流出を抑制する対
策を検討するため、浸入能が小さい現地の傾斜草地に
おいて、ふん尿スラリーを表面散布する試験区と切り
込みを入れてふん尿スラリーを表面散布する試験区を
設け、人工的に散水する現地試験を実施した。その結
果、降雨開始直後の１時間では、草地表面に切り込み
を入れた場合、表面流出水量が約66% 減少した。また、
降雨量が50mm の場合での全窒素流出量は、切り込み
を入れることにより、約７割少なくなった。すなわち、
草地表面に切り込みを入れることにより、草地表面に
散布したふん尿スラリー肥料成分の表面流出を抑制で
きることが明らかとなった。切り込みを入れる作業は、
従来からあるスパイクエアレーターという装置をトラ
クターで牽引することで対応できるため、取り組みや
すい対策と考えられる。
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図－４　表面流出水量と全窒素流出量 写真－５　スパイクエアレーター

図－５　降雨量 (R) と全窒素流出量 (TN) の関係

それぞれほぼ一定となっており、表面流出割合は対照
区では平均41%、処理区では平均22% であった。
　図－４に表面流出水量と全窒素流出量の関係を示
す。図－４より、観測結果はゼロを通る直線上に分布
するので、表面流出水量の大小にかかわらず、表面流
出水中の全窒素濃度は一定とみなせる。
　これらの結果より、今回の試験条件のような強い雨
の場合の降雨量と全窒素流出量の関係は、図－５のよ
うにまとめられる。降雨が10mm までは両区とも表面
流出が発生しないため、全窒素流出量はゼロである。
降雨が10mm を超えると、対照区で表面流出水が発生
し、25mm を超えると処理区でも発生が始まる。表面
流出水発生後は、表面流出割合の違いが全窒素流出量
の差となって現れる。たとえば、降雨量が50mm の場
合では、対照区の全窒素流出量が0.46mg/100cm2に対
し処理区では0.15mg/100cm2であり、切り込みを入れ
ることで全窒素流出量を約７割抑制できることがわか
る。図－５を用いることで、降雨量の大きさに応じて、
切り込みの有無による全窒素流出量の違いを推定でき
る。
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