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　表土の下の基盤に泥炭土が堆積する3筆の大区画水田圃場において、施工機械による土壌の練り返
し等の影響を明らかにするため、施工に伴う土壌物理性の変化について調査した。全ての調査圃場
で、施工開始時の表土の含水比は液性限界未満であり、この含水比での表土はぎと表土戻しの作業で
は、表土の土壌物理性が大きく悪化することはなかった。表土戻し後の粘性土の客土により表土の飽
和透水係数が低下した圃場では、施工後1年間の営農作業を経ても土壌の排水性は改善しておらず、
施工時の土壌物理性の悪化を抑制することが重要であるといえる。また、基盤の泥炭土の均平作業の
内、切土から押土を経て敷き均しまでの作業を湿地ブルドーザで行った圃場では、敷き均し後には盛
土区域の基盤の泥炭土表層のコーン指数が0.2MPa程度か、超湿地ブルドーザの走行が難しい0.2MPa
以下にまで低下していた。このことから、泥炭土基盤で、敷き均しまでの作業を湿地ブルドーザによ
り行う場合、その後の盛土区域の整地作業は、超湿地ブルドーザかさらに接地圧の小さい超々湿地ブ
ルドーザにより行うことが望ましいと考えられる。
《キーワード：大区画水田圃場；泥炭土；土壌物理性》

　We investigated changes of soil physical properties to clarify the effect of soil remolded by a 
construction machine in three large-sized paddy fields whose underground layer is composed of 
peat soil. In all investigated fields, the water content of the surface soil at the time of starting the 
field construction was below the liquid limit. With such water content level, no substantial 
deterioration was observed in the soil physical properties after surface soil handling. However, in 
fields where the hydraulic conductivity of the surface soil had been reduced due to soil dressing 
with clay, the permeability of the soil had not improved even after one year of farming work 
following the construction, suggesting the importance of restraining the deterioration of soil physical 
properties associated with construction. In a paddy field in which the peat soil layer was leveled by 
removing soil from high areas and adding it to low areas using a swamp bulldozer, the cone index 
of the peat soil surface layer in the soil added area was about 0.2 MPa or less, which made it 
difficult even for a super-swamp bulldozer to operate on the surface. These results indicate that 
when a series of steps to level the peat soil layer is carried out by a swamp bulldozer, it is desirable 
to perform subsequent ground surface leveling with a super-swamp bulldozer or ultra-swamp 
bulldozer which applies less pressure to the ground.
《Keywords：large-sized paddy field；peat soil；soil physical properties》
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１．はじめに

　北海道の水田地帯では、農家戸数の減少に伴い、一
戸当たりの経営面積が拡大している1）。農作業の効率
化、省力化のため、大型の農業機械の利点を活かせる
ような農業基盤の整備が必要となっており、圃場を大
区画に整備する事業が進められている。整備前の各圃
場の基盤標高は異なっていることが多いため、各圃場
を合わせて1区画にするには、図－1のように、表土を
はぎ、異なる標高の基盤を切土と盛土により均平に
し、表土を戻すという一連の作業を行う必要がある。
　ところで、北海道の水田は基盤に泥炭土が占める割
合はおよそ19％程度であり、排水不良の土壌に分類さ
れる灰色台地土とグライ台地土が占める割合はおよそ
10％程度である2）。
　こうした土壌を基盤とする施工現場では、基盤面が
過湿になり施工工程に制約が生じたり、施工機械によ
る撹拌、練り返しによって土壌の物理性が悪化したり
する恐れがある。このため、天候の急変によって表土
や基盤が降雨にさらされることのないよう、圃場を分
割して1区画の表土はぎから表土戻しまでの作業をそ
の日のうちに終える対策（図－2）や、接地圧の小さ
い超湿地ブルドーザを使用して土壌の練り返しを抑制
する対策が行われている。
　畑作では土壌の良好な排水性が求められており、畑
作利用も考慮された水田圃場の大区画化整備におい
て、土壌の排水性を良好に保持しながら施工する技術
は、今後さらに重要になってくるものと考えられる。
資源保全チームでは、土壌物理性悪化抑制対策の効果
を定量的に評価するための研究を行っている。本報文
では、こうした対策が行われている圃場での、①施工
に伴う表土の土壌物理性の変化、②盛土に用いる泥炭
土の搬入方法の違い（湿地ブルドーザでの押土を行っ
た場合とキャリアダンプでの運搬を行った場合）によ
る基盤の泥炭土の土壌物理性の変化の違い、について
述べる。

２．方法

２．１　調査圃場の概要

　調査は、表－1に示した3筆の大区画水田圃場で行っ
た。3圃場ともに表土は約30cm厚さの鉱質土である。

図－1　大区画化の圃場整備のイメージ

図－2　分割施工のイメージ

表－1　調査圃場の概要
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表土下には泥炭土が堆積しており、施工は6月～7月の
夏期に行った。A圃場では、基盤の泥炭土を8cm程度
切土し、押土した後に、8cm程度盛土した。B圃場は、
4cm程度切土し、11cm程度盛土した。どちらの圃場
も一連の作業は、湿地ブルドーザにより行った。一方、
C圃場では、盛土に用いる泥炭土の運搬にキャリアダ
ンプを使用した。この泥炭土は、圃場に隣接する排水
路を掘削拡幅した時の残土であり、運搬の1ヶ月程前
から排水路沿いに仮置きしていたものである。この残
土を盛土区域に運搬した後、その日のうちに盛土し
た。なお、C圃場の切土で発生した泥炭土は、調査地
点とは別の区域に盛土した。3圃場とも、30cm厚さで
表土を戻した後、5cm厚さで粘性土の客土を行った。

２．２　調査時期および調査内容

　土壌調査は、施工前、施工中（表土はぎ後および切
盛土後）、施工後（客土前および客土後）、施工1年
後に行った。ただし、施工1年後に調査を行ったのは、
A圃場のみである。土壌調査の地点数は、各圃場で切
土区域3箇所、盛土区域3箇所の計6箇所である。な
お、施工後（客土後）の調査では、5cm厚さで施工さ
れた客土を含めて土壌試料を採取した。土壌試料は、
表－2に示す分析項目に供試した。また、施工機械の
走行性を確認するため、土壌試料採取と同一地点にお
いて、コーンペネトロメーターにより深さ1mまで5cm
間隔でコーン指数を測定した。土壌調査を行った4時
期の内、施工中を除く3時期に土壌断面調査を行っ
た。地点は、切土区域および盛土区域の各1箇所であ
る。土壌断面調査とあわせて、山中式硬度計により土
層ごとに土壌硬度を測定した。

２．３　統計処理

　土壌試料では、各分析項目の平均値について、調査
時期別の統計処理を行った。統計処理にはTukey法を
用い、有意水準を5％とした。

３．結果と考察

３．１　土壌断面調査

　各圃場の盛土区域における施工前後の土壌断面を示

写真－2　B圃場の土壌断面

左：施工前　右：施工後（客土後）

写真－1　A圃場の土壌断面

左：施工前　中：施工後（客土後） 右：施工1年後

写真－3　C圃場の土壌断面

左：施工前　右：施工後（客土後）

表－2　土壌分析項目
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n.s.

表－4　各圃場の調査時期別の表土の土壌物理性（0-30cm）※1

表－3　各圃場の施工開始時の土壌含水比

す（写真－1～3）。A圃場の表土はシルト質埴土であ
り、B圃場およびC圃場の表土は軽埴土である。
　表土の土壌硬度は、A圃場では、施工前14mm、施
工後12mm、施工1年後9mmであり、施工によって締
め固められるようなことはなかったと考えられる。一
方、B圃場では、施工前18mm、施工後27mmであ
り、C圃場では、施工前15mm、施工後21mmであっ
た。両圃場ともに、施工後には土壌硬度20mm以上と
なっており、耕盤層と判断される硬度3）まで表土が締
め固められていた。

３．２　施工時の土壌含水比

　表－3に各圃場の施工開始時における表土（0－30
cm）の含水比を示す。2016年および2017年の両年と
も6月から7月にかけて、調査圃場周辺では降雨が続い

たが、施工は降雨の合間の土壌が極力乾燥した状態の
時を見計らって行われた。土壌の物理性を悪化させな
いための目安として、施工開始時の土壌水分を液性限
界未満とすることが挙げられている3）。3筆の調査圃
場では、施工開始時の表土の含水比は液性限界未満で
あった。
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図－3　B圃場およびC圃場の施工前と切盛土直後の

泥炭土のコーン指数

３．３　施工前後の表土の土壌物理性

　表－4に各圃場の調査時期別における表土の土壌物
理性を示す。表の値は、切土区域3箇所、盛土区域3箇
所の計6箇所で行った分析の平均値である。表の各分
析項目では、各圃場の層位ごとに統計処理の結果も併
記した。
　水田土壌の診断基準値（0～20cm）は、一定体積当
たりの固形物の割合である固相率が30～40％、排水性
の指標である飽和透水係数が1.0×10－6以上で1.0×10－4

m s－1未満とされている4）。飽和透水係数は、土壌の
固相率が増大し粗孔隙量が減少する場合や、施工機械
による撹拌、練り返しによって土壌構造が破壊され粗
孔隙の連続性が失われる場合には低下する。施工前調
査では、各圃場とも深さ0～15cmおよび15～30cmの
表土の飽和透水係数は基準値の範囲に近い値であり、
土壌の排水性が良好と考えられる範囲であった。ただ
し、B圃場およびC圃場の深さ0～15cmの表土は、固
相率が40％を超えており、施工前から締め固まった状
態にあった。
　施工前と比較して施工後に粗孔隙量の減少が見られ
たのは、A圃場の表土（0－15cm）とB圃場の表土（15
－30cm）であった。しかし、これら圃場の表土の飽和
透水係数に有意な変化は認められなかった。C圃場の
表土（0－15cm）では、飽和透水係数の低下が有意に
認められたが、低下後の値は土壌診断基準値4）の基準
値内に留まっていた。これらのことから、調査圃場で
は施工により表土の土壌物理性が大きく悪化すること
はなかったといえる。これは、調査圃場の土壌が極力
乾燥した状態を見計らって施工を開始したことと施工
中に降雨がなく、表土や基盤が過湿状態になることを
回避できたことのためと考えられる。調査圃場では、
施工開始時の表土の含水比が液性限界未満であり、こ
の含水比であれば、表土の土壌物理性の悪化はある程
度抑制できると推察された。
　次に、施工に伴い土壌物理性が悪化した場合に営農
作業の中で改善されるかについて調査した。表土戻し
後に5cmの厚さで粘性土の客土を行ったが、これによ
り地表面から深さ15cmまでの表土（0－15cm）の飽和
透水係数は、3筆全ての圃場で10－6m s－1のオーダーと
なっていた。このうちA圃場について、施工1年後に
水稲の収穫を終えるのを待って、土壌物理性の調査を
行った。施工後（客土後）と比較して、表土（0－15
cm）では固相率が低下し膨軟化していたが、飽和透
水係数の増大までは認められなかった。このように、
この間の営農作業で土壌の排水性が改善されてはおら

ず、施工時に土壌物理性の悪化を極力抑えることが重
要であるといえる。

３．４　施工中の基盤（泥炭土）の土壌物理性

　表土はぎ後および切盛土後での泥炭土の土壌物理性
を調査した結果、切盛土直後の盛土区域における盛土
部分において、次のような施工機械による撹拌と練り
返しの影響が認められた。図－3にB圃場およびC圃場
の施工前と切盛土後の泥炭土のコーン指数を示した。
図のコーン指数は、施工前では調査地点6箇所の平均
値であり、切盛土後では切土区域、盛土区域の各3箇
所の平均値である。ただし、A圃場はデータが欠損し
ているため図には示しておらず、C圃場の切土区域も
1箇所がデータ欠損のため2箇所の平均値とした。
　B圃場の盛土区域では11cmの盛土を行い、C圃場の
盛土区域では5cmの盛土を行った。B圃場の泥炭土表
層11cmのコーン指数は、切土区域で0.31～0.40MPa、
盛土区域で0.16～0.23MPaであった。盛土区域のコー
ン指数は、施工前の未撹乱の泥炭土や切土区域のコー
ン指数と比較して低かった。一方で、C圃場の泥炭土
表層5cmのコーン指数は、切土区域、盛土区域ともに
0.24MPaであった。盛土区域のコーン指数は、施工前
の泥炭土と比較すると低下しているが、B圃場のよう
に0.20MPa以下までは低下していなかった。
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2） 客土の施工により、表土の飽和透水係数が低下し
た圃場では、施工後1年間の営農作業を経ても土
壌の排水性は改善しておらず、施工時の土壌物理
性の悪化を抑制することが重要であるといえる。

3） 湿地ブルドーザにより押土作業が行われたB圃場
の盛土区域では、表層の泥炭土のコーン指数が
0.2MPa程度か、それ以下にまで低下していた。
このため、最終的な切盛土後の整地作業には、超
湿地ブルドーザかさらに接地圧の小さい超々湿地
ブルドーザの使用が望ましいと考えられる。

4） 1ヶ月程度仮置きした泥炭土をキャリアダンプで
運搬したC圃場の切盛土直後の盛土区域の盛土部
分では、表層の泥炭土のコーン指数は0.2MPa以
上が確保されていた。これは、泥炭土の水分量が
小さかったこと、湿地ブルドーザによる押土と比
較して、キャリアダンプの運搬は土壌の撹拌、練
り返しが少なかったことのためと考えられる。
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　これは、盛土に用いる泥炭土の運搬方法の違いが影
響していたと考えられる。B圃場では、切土で発生し
た新鮮な泥炭土を湿地ブルドーザによって押土し、超
湿地ブルドーザで整地した。C圃場では、1ヶ月程度
仮置きした泥炭土をキャリアダンプで運搬し、超湿地
ブルドーザで整地した。1ヶ月程度仮置きした後であ
ったため、C圃場の盛土区域における切盛土直後の表
層の泥炭土の含水比は229％であり、B圃場の352％と
比較すると低かった（図－3）。C圃場の盛土区域で
コーン指数の低下が抑制されたのは、泥炭土の水分量
が小さかったこと、湿地ブルドーザによる押土と比較
して、キャリアダンプの運搬は土壌の練り返しが少な
かったことのためと考えられた。
　建設機械の走行に必要なコーン指数は、超湿地ブル
ドーザで0.2MPa以上、湿地ブルドーザで0.3MPa以上
とされている5）。B圃場の切盛土直後の盛土区域のコ
ーン指数は、盛土厚さである10cm程度では0.2MPa程
度かそれ以下であった。このため、切盛土施工時に湿
地ブルドーザによる押土作業を行った場合、最終的な
切盛土後の整地作業には、超湿地ブルドーザかさらに
接地圧の小さい超々湿地ブルドーザの使用が望ましい
と考えられる。

４．まとめ

　基盤に泥炭土が堆積する3筆の大区画水田圃場にお
いて、施工段階ごとの土壌物理性を調査した。結果は
次のようにまとめられる。
1） 3筆の調査圃場では、施工開始時の表土の含水比

が液性限界未満であり、この含水比での施工で
は、施工前後で表土（0－30cm）の土壌物理性が
大きく悪化することはなかった。
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