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大区画圃場整備が実施された泥炭地水田土壌の理化学性の実態（事例）

石田　哲也＊　大岸　譲＊＊　岡村　裕紀＊＊＊

１．はじめに

　国営農地再編整備事業の実施により、大区画化と地
下灌漑システムの導入が進んでいる泥炭地水田地帯で
「高生産性水田輪作システム実証調査」が展開されて
いる。この調査事業では、A区から G区まで８枚の
調査圃場を設置して、田畑輪換（汎用化水田）での輪作
体系と栽培技術の確立、水稲の直播栽培、地下灌漑を
利用した低タンパク米生産、これらの農家経済に波及
する効果など、多岐にわたる調査を展開している。
　資源保全チームは2011年度からこの調査事業に加わ
り、大区画化された泥炭地水田での地下灌漑システム
の利用に伴う土壌養分・水分の挙動を解明すべく調査
研究を開始した。
　圃場整備の施工現場では、重機による過転圧や練り
返しを軽減するためのさまざまな工夫が実施されてい
る。しかし、施工の時期や期間が制約されている工事
では、施工上の工夫の効果を十分に発揮しえていない
場合があると考えられ、そのことを示唆するデータが
本年度の土壌調査で得られた。大規模な区画整理工事
を施工した水田土壌の理化学性の変化を調査した報告
は少なく、事例の一つとして報告する。

２．調査方法

２．１　調査圃場の概要

　調査圃場は空知総合振興局管内の、石狩川流域に発
達していた原野や泥炭地を開拓造成した水田地帯に位
置している。図－１に位置図を示した。
　４枚の近接した試験圃場（圃場整備工事が実施され
た整備済水田で、A，B 区は2.3ha、C，D 区は1.5ha
に再編）と試験圃場から南南西に約2.5km 離れた１枚
の対照圃場（今後の工事を予定している未整備水田の
F区で0.36ha）がある。調査圃場の名称は上述した調
査事業で使用している名称を踏襲した。
　圃場整備事業は、大区画化と地下灌漑システムの導
入を組み込んでいる。試験圃場を含む工区での施工は、
2009年度に実施され、図－２に示すように30枚の水田

表－１　調査圃場の作付け履歴

図－１　調査圃場の位置図

図－２　圃場整備による区画再編・切盛図と試験区の配置

を７枚の水田に大区画化している。地盤高の調整のた
めに従前地地盤を剥ぎ取った切土区域（図－２で黄色
網掛けで示した）と切土を利用して従前地地盤を嵩上
げした盛土区域（図－２で緑色網掛けで示した）があ
る。切盛土や表土剥ぎ戻しといった圃場整備に伴う土
の移動の断面模式図を図－３に示した。
　大区画化後に、地下灌漑システムを担うビリ砂利を
疎水材とした暗渠が10m間隔で長辺方向に埋設され
ている。調査圃場の2010年と2011年の作付け履歴を表

－１に示した。
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図－３　水田の大区画化に伴う運土の断面模式図

図－４　土壌断面調査箇所と試穿調査箇所の位置

表－２　土壌分析項目と分析手法

写真－１　土壌断面調査　　 写真－２　試穿調査

２．２　調査項目と調査方法

　2011年度は以下の４項目の調査を実施した。
　１） 土壌調査（断面調査と試穿調査）と土壌分析
　２） テンシオメータによる土壌水分張力の観測
　３）Ehメータによる土壌の酸化還元電位の観測
　４） 土中水採取器による土壌間隙水の採取と分析
　本稿では１）土壌調査と土壌分析の結果と考察を述
べるにとどめるので、調査方法は１）に関する事項の
みを記載する。

　土壌調査の時期は、A，C，D区は水稲作付け前の
５月10日から16日にかけて、B区は８月６日、F区は
８月24日の小麦収穫後である。
　調査圃場での調査箇所の位置を図－４に示した。
　①土壌断面調査：試験圃場では、盛土区域において、
埋設されている暗渠の直ぐ脇（以下、暗渠脇という）と
暗渠と暗渠の中間点（以下、渠間という）の２箇所を、
対照圃場では任意の１箇所で、深さ１mの試坑を掘り
（写真－１）、土層構成等の調査と土壌試料の採取を行
った。
　②試穿調査：試験圃場、対照圃場ともに、任意の10
箇所で30cm四方、深さ40cm程度の小さな穴を掘り（写

真－２）、泥炭土層の上部に載っている鉱質土の土層
構成の確認と層厚の計測および土層毎の土壌試料の採
取を行った。
　③土壌分析
　土壌断面調査と試穿調査で土層毎に採取した土壌試
料で一般理化学性を分析した。
　分析項目と分析手法を表－２に示す。
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るまでの土層の厚さの合計、盛土区域では表土戻し土、
盛土と図示した部位の厚さと盛土以下で泥炭土が出現
するまでの土層の合計となる。対照圃場の F区では
15cm 程度であるが、試験圃場のA～ D区では25 ～
36cm と厚くなっていた。地盤高を調整するために造
成された土層であるから、従前地地盤の高低や凹凸に
対応して層厚にバラツキが生じるのは当然である。A
区で表層土、下層土ともに変動係数が大きな値となっ
ているのは、12枚もの水田を１枚に作り直した圃場で、
従前地地盤の差が大きく、運土量も多かったためと考
えられる。

３．調査結果と考察

３．１　土層の構成

　試験圃場の代表的な土壌断面として、A区の暗渠
脇の土壌断面を示した（写真－３）。表層約10cmは客
土で、その直下、深さ約35cmまでが表土戻土を主体
とした基盤高調整の盛土層で深さ約20 ～ 30cm は鋤
床層註）となっていた。その下はヨシを主体とした埋木
を含む低位泥炭の累積層であった。また、小麦を栽培
していた B区の客土は下層土との混和が進み水稲作
付け圃場ほど黄褐色の土層が判然とはしていなかった
が、試験圃場の基本的な土層構成はいずれの区におい
ても同じであった。これに対して、対照圃場の F区
の土層構成は写真－４に示すように、作土層はプラウ
耕起の及んだ Ap2とディスクハローによる砕土の
Ap1に区分でき、泥炭土層は作土層とグライ土層の間
に薄く堆積している状態であった。写真－３と写真－

４において、泥炭土層以外の土層は鉱質土である。

表－３　土層の厚さ (cm)

図－５　調査圃場の表層土と下層土の

　全炭素と全窒素の相関

３．３　土壌分析結果

３．３．１　全炭素と全窒素

　試穿調査で採取した土壌試料の全炭素と全窒素の含
有率の相関をA，C，D区、B区、F区に分けて図－

５に示した。
　A，C，D区ではバラツキが大きく、１枚の圃場の中
で最小値と最大値の比率は、全炭素で２～４倍、全窒
素で２倍程度の開きがあった。B区ではやや収束の傾
向にあった。しかし、いずれの試験区もCN比はほぼ
一定で、表層土では約９、下層土で約12となっていた。
　これに対して F区では、値のバラツキが極めて小
さく、ほぼ１点に集中していた。水平方向においても、
垂直方向においても均一化していると言える。
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写真－３　A区土壌断面　　写真－４　F区土壌断面

３．２　土層の厚さ

　試穿調査で確認した土層の厚さを表－３に示した。
　客土およびAp1（以下、両土層を併せて、表層土
という）は耕地の最表層に位置する土層で、A，C，D
区では、図－３で客土と図示した部位の厚さとなる。
B区と F区ではディスクハローによる砕土深に相当
し、B区では客土と表土戻し層の上端部の混和層とな
る。いずれの圃場も平均すると約10cmの厚さである
が、A,B,C 区では変動係数（標準偏差を平均値で除し
た百分率）が約30%となるようなバラツキの大きな状
況にあった。
　調整盛土層およびAp2（以下、両土層を併せて、
下層土という）は、表層土の直下で泥炭土が出現する
までの鉱質土層である。その厚さは、図－３の切土区
域では表土戻し土と基盤整地面以下で泥炭土が出現す
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３．３．４　計画設計基準２）の規定とその実態

　水田での営農作業の一つである均平作業は、生育ム
ラを抑制するために重要な作業であり、大区画水田で
はレーザーレベラーを使用して実施するほどに進化し
てきている（写真－５）。そのため、圃場整備の工事に
おいても、基盤整地、表土整地、客土後の整地均平な
どの段階で、地表面の均平はレーザードーザーを用い
るようになってきている。特に、基盤整地は表土戻し
後の手直しができないことから、丁寧に施工するよう
に計画設計基準に記載されている。
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図－６　調査圃場の表層土と下層土の飽和透水係数

図－７　固相率と飽和透水係数の相関

３．３．２　飽和透水係数

　断面調査で表層土と下層土から３連で採取した土壌
試料を用いて変水位法で計測した飽和透水係数を図－

６に示す。北海道施肥ガイド2010１）の土壌診断基準で
は水田土壌の飽和透水係数は「10－３～－４cm/s。心土
の難透水層でも10－５以上が望ましい」と示されてい
る。この適正範囲を網掛けで図に示した。飽和透水係
数は土壌の粗孔隙（重力水孔隙）の多寡、連続性等に支
配される指標であり、耕起砕土のみならず、土塊の偏
在や植物根の侵入程度などで左右され、自然状態であ
ってもバラツキの大きな指標である。そのために指数
表記して、指数部のオーダーで評価している。
　水稲作付けの試験圃場（A，C，D区）では下層土の
飽和透水係数の値が過小の傾向にある。10－７cm/sec
というオーダーは、基準値を大きく下回っており、い
くら水田の鋤床層といえども好ましくはない。一方、
小麦作付けされた試験圃場の B区と対照圃場の F区
では、表層土も下層土もほぼ適正範囲に収まっていた。
表層土ではD区を除き過大傾向にあるが、耕起砕土
の影響であり、営農上支障となるものではない。

３．３．３　飽和透水係数と固相率の相関

　飽和透水係数と固相率の相関を図－７に示した。
　一般に、細～中粒質で有機物含有率が10% 以下の
普通の鉱質土では、固相率が大きいほど土壌孔隙が少
なくなり、したがって飽和透水係数が小さくなるとい
う関係にある。しかし、調査圃場の表層土と下層土で
はそのような相関は明らかではなかった。特にA，C，
D区の飽和透水係数が過小の試料では、固相率も適正
範囲より小さい試料があった（図－７の赤枠の範囲）。
　固相率が小さくなる要因は有機物の含有量が多くな
ることであり、飽和透水係数が小さくなる要因は運土
工程での練り返しで土壌構造が破壊されることが原因
である。したがって、図－７の赤枠で囲った範囲にプ
ロットされた下層土の試料は、切土工程で剥ぎ出され
た泥炭土が調整盛土に混入し、運土工程で強い練り返
しを受けたものと考えられる。
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工事後の営農が担っていると言える。

４．おわりに

　大規模な圃場整備事業で大区画化が施工された水田
土壌では、土層の厚さや土壌成分にバラツキがあり、
排水性の指標となる飽和透水係数や固相率が診断基準
を満足していない等の実態が一部に認められた。
　土木工事が土にストレスを与えることは避けられな
いが、そのストレスを軽減するための工夫が試行され
ている。一例をあげれば、降雨による施工面の泥濘化
と練り返しを回避するために、表土剥ぎ→基盤切盛→
基盤整地→表土戻しの１サイクルが１日で終了する施
工量となるように分割施工するなどである。田畑輪換
を前提とした圃場整備では排水性を良好に保つことが
強く求められる。これは畑作利用時の湿害を回避する
ためだけではなく、水稲作利用時においても土壌を酸
化状態に維持してメタンガスや硫化水素の発生を抑制
し、水稲の生育を安定させるためにも重要である。排
水性の劣化は、泥濘化した施工面を練り返して土壌構
造を破壊することが原因なので、分割施工は排水性の
保全に有効と考えられるが、土層厚や土壌成分のバラ
ツキの要因となっている可能性は否定できない。
　北海道の水田農業は、大区画水田で大規模な田畑複
合経営を展開していくことが生き残り戦略となってお
り、そのためには農作業の省力化は必須である。育苗
の手間を省くための直播栽培、直播であっても初期生
育を揃えて収量と品質を確保するための田面の均平
化、水管理の手間を軽減するための給排水システムの
設置等、ハードウェア・ソフトウェア両面の充実が必
要であり、ハードウェアの一端を担う基盤整備事業の
役割は大きく、より整備水準の高い施工が求められる。
　今後も調査研究を継続し、計画設計基準や診断基準
を満足した優良な農耕地土壌の造成を達成する新工法
や施工技術の開発に貢献していきたいと考えている。
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　計画設計基準の「第５章　維持管理」では、地力差
の発生など、工事終了後の圃場条件の変化・悪化にも
触れており、営農指導機関や農家と連絡をとり十分な
対策を立てておく必要を規定している。地力差の原因
は、切土部と盛土部の基盤土壌の性状の違いや表層土
の層厚のバラツキであると解説されているが、実際に
は表層土の層厚に大きなバラツキが生じているだけで
はなく、下層土において、心土（本試験圃場では泥炭
土であった）との混和が一様ではないことに起因する、
全窒素・全炭素といった土壌成分のムラも生じている
ということが今回の調査で示された。また、工事後に
畑作で利用されている B区の方が水田で利用されて
いるA，C，D区よりバラツキの解消が進んでいた。
畑作は、好気的条件にあるため、乾燥亀裂の発達が進
行しやすいこと、耕起深が深くて土層の垂直方向での
均一化が進行しやすいこと、砕土作業による表層土の
拡散混和が進行しやすいことが要因と考えられる。
　また、過転圧や練り返しで排水性を減少させないよ
うに注意することが設計基準で解説されているが、具
体的な手法は述べられておらず、事業主体と施工者が
独自の工夫を重ねてきている。しかし、施工時期の制
約や気象条件との関わりもあって、飽和透水係数が基
準値を大きく下回る状態となっている場所があること
も今回の調査で示された。
　一方で、永年営農されてきている対照圃場では、層
厚のバラツキは残留しているが、作土の土壌成分のバ
ラツキは解消され、飽和透水係数も基準値に収まる状
態になってきていることが示された。
　これらのことから、圃場整備後、数年間は畑作利用
して土壌の亀裂発達と均一化を図り、その後、水田利
用を開始するといった営農計画が、作物の安定生産に
とって有効と考えられる。圃場整備の最終仕上げは、

写真－５　レーザーレベラーを使用した均平作業

註）「鋤床層」と同義で用いられる用語に「り（鋓）底盤」「耕盤層」
がある。本稿では参考文献１）で「鋤床層」という漢字表記が使用さ
れていることに従った。
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