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まえがき
農業就業者の減少や高齢化、国内の食料・農産物需要
の縮小および多様化、輸出入の自由化の流れの中での食
料・農産物の価格・品質面での世界的な競争など、農
業・農村を巡る情勢変化に的確に対応し、「攻めの農林
水産業への転換」を図るため、担い手への農地集積・集
約化、生産コスト低減、高収益作物の導入等の推進が強
く求められている。
その推進に向け、農地の大区画化や汎用化等を進める
農地再編整備事業等の役割は益々有用視されてきており、
事業をより効率的・効果的に進めるために必要となる技
術の高度化・体系化を図ることが重要となってきている。
当研究については、平成27年度に初回の報告として、
食料・農業・農村をめぐる情勢や施策の動きを背景に、
農業生産性向上等に資する農地再編整備事業等の役割を
踏まえつつ、開発局農業部門と寒地土木研究所寒地農業
基盤研究グループが連携して進める当研究の研究方針を
述べた。平成28年度からは、当研究の各年度の研究成果
等について報告しており、平成30年度は本報にて、寒地
土木研究所寒地農業基盤研究グループの研究成果等につ
いて報告する。

究所寒地土木研究所においても、平成28年度から32年度
までの5年間で、関係する技術の体系的な調査研究に重
点的に取り組んでおり、研究成果は事業の技術的な支え
として重要な役割を果たすものとして期待されている。
当研究では、開発局農業部門と寒地土木研究所寒地農
業基盤研究グループが連携して、以下の①～④の研究課
題について調査検討等を加え、関係技術の体系化、高度
化を図る。研究課題の①については開発局農業部門が、
研究課題の②～④については寒地土木研究所寒地農業基
盤研究グループが、中心となって実施する。
[研究課題]
①国営農地再編整備事業各地区における整備の有効性等
の調査・検討等（以下「局課題」という）
②積雪寒冷地における大区画圃場の整備技術に関する研
究（以下「寒地課題1」という）
③大区画水田圃場における地下水位制御システムの高度
利用に関する研究（以下「寒地課題2」という）
④水田地帯の水文環境保全に配慮した灌漑排水技術に関
する研究（以下「寒地課題3」という）

1. 研究の全体計画

2. 今年度の研究成果等

道内では、国営農地再編整備事業等による農地の大区
画化や汎用化等の基盤整備が進捗しており、事業を効果
的に推進するため、整備の有効性や整備された農地の活
用技術の実証などの調査が行われている。また、土木研

本報では、5年間にわたり進める当研究のうち、寒地
土木研究所寒地農業基盤研究グループの今年度（平成30
年度）の研究成果等について、4つの報告を行う（表1）。

表-1
課題略号
寒地課題 1

寒地課題 2

寒地課題 3

今年度（平成 30 年度）の研究成果等（本報告）
論文名

積雪寒冷地における大区画圃場の整備技術に関する研究
－大区画整備圃場の施工前後の土壌物理性について－
大区画水田圃場における地下水位制御システムの高度利用に関する研究
－大区画水田の畑利用における地下水位と土壌水分変動－
大区画水田圃場における地下水位制御システムの高度利用に関する研究
－大区画泥炭圃場における不同沈下の実態－
水田地帯の水文環境保全に配慮した灌漑排水技術に関する研究
－美唄地区における開水路系農区における水収支と水質－

キーワード：攻めの農林水産業、農地再編整備事業、大区画化、汎用化

表-2
課題略号

今年度（平成 30 年度）の研究成果等（当研究に関連する開発局農業部門の調査・検討等） （参考）
論文名

H30 技研
セッション

傾斜地における区画整理基本設計
－旭東東神楽地区における傾斜地のモデル設計－

産業（産-4）

三次元設計データの施工への活用に向けて
―農地再編整備事業における情報化施工への活用―

産業（産-4）

大区画圃場における水稲の栽培方式の違いによる用水量の特性
－美唄地域における事例－

産業（産-4）

国営農地再編整備事業「中鹿追地区」の事業効果

産業（産-5）

国営農地再編整備事業「富良野盆地地区」における事業効果の発現と地域の取組

産業（産-5）

国営緊急農地再編整備事業の事業効果
－今金南・今金北地区の事業効果算定基礎調査結果より－

産業（産-5）

局課題

なお、当研究に関連して、今年度（平成30年度）、開
発局農業部門が実施した調査・検討等については、別途、
報告する（表-2）。

あとがき
当研究の4回目の報告として、寒地土木研究所寒地農
業基盤研究グループの今年度の研究成果等について報告
した。
今後も、引き続き、開発局農業部門と寒地土木研究所
寒地農業基盤研究グループは連携して、農地の大区画化
や汎用化に関する技術の体系化、高度化を進め、関係事
業等の技術的な支えとしていくこととする。
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積雪寒冷地における大区画圃場の
整備技術に関する研究
－大区画整備圃場の施工前後の土壌物理性について－
寒地土木研究所 寒地農業基盤研究グループ
寒地土木研究所 資源保全チーム
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寒地土木研究所資源保全チームでは、下層が粘性土あるいは泥炭土である圃場において、大
区画化の施工に伴う土壌物理性の変化を調査している。今年度は、下層土が粘性土であって、
切土深および盛土厚が1 m程度の場合について調査を行った。施工時には、湿地ブルドーザー
による押土作業などによって土壌が圧縮などを受け、土壌構造がある程度破壊されることが考
えられる。このため、施工が土壌物理性に及ぼす影響について、施工前後における土壌物理性
の調査データを基に検証した。
施工前の表土は、上部が耕起作業によって膨軟となっていたが、下部には堅密なすき床層が
形成されており、水田土壌の特徴を有していた。表土の下の下層土は、切土が予定されている
区域の方が、盛土が予定されている区域より堅密であった。
施工後の表土の土壌物理性は、上部、下部ともに、施工前のすき床層と同程度となっていた。
施工後の下層土の土壌物理性は、切土部、盛土部ともに、施工前の切土部の下層土と同程度と
なっていた。
キーワード：大区画整備圃場、土壌物理性、土壌の堅密化、排水性

1. はじめに

2. 方法

北海道では、担い手の不足等により農家戸数が減少し
ている。これに伴い農家一戸当たりの経営規模が拡大し
ている。経営規模の拡大に対応するため、農作業の効率
化が求められる。これに対処するため、圃場を大区画化
する事業が進められている。
圃場を大区画化する工事では、表土扱いや標高調整に
伴う切土と盛土により、大規模な運土が生じる。こうし
た工事では、施工機械による攪拌や練り返しによって土
壌の物理性が悪化する恐れがある。この対策として、過
湿状態で運土作業を行わないよう、晴天時に一日で大区
画化工事の一連の作業を終える工夫がなされている。ま
た、運土による土壌の練り返しを避けるため、接地圧の
小さいブルドーザーが工事に使用されている。しかし、
このような圃場の大区画化の施工前後での土壌性状の変
化を報告した事例は少ない。
寒地土木研究所資源保全チームでは、大区画化工事に
伴う土壌性状の変化を把握してこの知見を生かすことに
より、大区画圃場の整備技術を体系化する研究を行って
いる。本年度は、粘土質の低地土地帯で施工前後の土壌
性状の変化を調査した結果について報告する。

(1) 調査地の概要
調査は、大区画輪換水田圃場として整備されるA圃場
で行った。土壌は粘土質の褐色低地土である。本圃場は、
標高の異なる5筆の小区画圃場の標高調整を行って施工
し、1筆の大区画圃場として造成された。図－1に示すよ
うに、圃場内には切土部（図の黄色の範囲）と盛土部
（図の青色の範囲）が存在する。
圃場の大区画化施工の概要を図－2に示す。最初に、
施工する圃場の表土をはいで、隣接する大区画化する前
の小区画圃場に仮置する。次に、露出した下層土の切土
と盛土を行い、下層土標高の均平化を図る。その後、均
平化された下層土の整地を行う。最後に、隣接した圃場
に仮置されていた表土を整地の完了した下層土上に戻し
てから整地を行う。
このため、表土は、表土はぎおよび表土戻しの際の運
土作業による攪乱および施工機械による踏圧を受ける。
一方、下層土は、切土部と盛土部の場合で異なる。切
土部の場合、表土はぎ時、切土時、整地時および表土戻
し時の4回、施工機械により踏圧を受ける。盛土部の場
合、表土はぎ時、盛土時、整地時、および表土戻し時の
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図―1 調査圃場の概要と調査位置

図－2 施工による各土壌の移動のイメージ
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4回、施工機械により踏圧を受ける他、盛土時には運土
作業による攪乱も受ける。なお、本圃場の場合、切土深
は最大で110 cm程度、盛土厚は最大で85 cm程度であっ
た。
(2) 調査時期
調査時期および施工時期は表－1の通りである。調査
時期前後の日降雨量を図－3に示す。データは、気象庁
のホームページ（https://www.jma.go.jp/jma/index.html）所収
の圃場所在地近傍の観測所におけるアメダスデータから
得た。施工は、7月10日の21 mm、7月11日の20 mmの比
較的まとまった降雨のあった2日後に行われた。また、
施工直後の7月15日には57mmの降雨があった。
(3) 調査内容
施工前後の土壌試料採取を図－1に示すA1～A8の8か
所で行った。各地点とも、深さ0～60cmのうち、表土層
の上部（調査地点により異なるが0～15 cm前後）と下部
（同15～30 cm前後）、下層土の上部（同30～45 cm前
後）と下部（同45～60cm前後）のそれぞれから、土壌
試料を採取した。なお、切土部の下層土は、切土により
大幅に削り取られ、盛土部の表土直下の下層土の上に盛
立てられるため、施工後の表土直下の下層土は、切土部
盛土部ともに、施工前の表土直下の下層土とは異なる土
となっている。
図－2に土壌試料採取位置を示す。切土部と盛土部で
は、それぞれ別個に表土はぎが行われ、切土、盛土、整
地の作業が終わった後に表土戻しされている。表土はぎ
表－1 調査時期および施工時期
時期

施工前調査

6月11日（A1～A5、A7地点の土壌試料採取)
6月11日（A1～A2地点の土壌断面調査）
6月13日（A6地点の土壌試料採取）
6月18日（A8地点の土壌試料採取）

大区画化工事 7月13,14日
7月22日（A1～A6地点の土壌試料採取）
施工後調査
7月22日（A1～A2地点の土壌断面調査）
7月23日（A7～A8地点の土壌試料採取）

では、膨軟な作土と堅密なすき床層が混合され、この混
合土が表土戻しされている。
土壌試料は、100ml試料管を用いて、非攪乱状態で各
層3試料ずつ採取し、表－2に示す土壌分析を行った。分
析値は3試料の平均値として算出した。
土壌試料採取時のpF値は、孔隙分布分析によって得ら
れたpF-水分率曲線を用いて求めた。すなわち、三相比
の分析によって得られた液相率に相当するpF値を、前述
のpF-水分率曲線から読み取った。こうして描いたpF水
分曲線から、pF0での水分率とpF1.8での水分率を読み取
り、前者から後者を差し引いて、粗孔隙量を求めた。

3. 結果と考察
(1) 施工前の土壌物理性
図－4、5、6に各採取深さ別の施工前後の固相率、粗
孔隙量および飽和透水係数を示す。
一般に、水田土壌では、作土直下にやや硬く緻密な数
cmないし10 cm程度のすき床層が認められる1)。今回の調
査では、施工前の表土下部がこれに相当する。施工前の
表土下部は、施工前の表土上部に比べ、固相率が大きく、
粗孔隙が少なく、飽和透水係数が小さく、堅密で透水性
が小さかった。
下層土については、上部と下部の土壌物理性には、顕
著な差がなかった。しかし、切土部と盛土部とでは、切
土部の方が、固相率が大きく、粗孔隙が少なく、飽和透
水係数が小さかった。
(2)施工後の土壌物理性
施工後には、施工前には膨軟であった表土上部が堅密
化しており、施工前に比べて固相率（図－4）が小さく
なって粗孔隙（図－5）が減少し、これに伴って飽和透
水係数（図－6）が小さくなっていた。これらの値は、
施工前の表土下部のすき床層と同程度であった。表土下
部は、施工前と変化はなかった。今後は、営農に伴う、
表土の土壌物理性の変化を検証していく。
切土部では、施工前後で下層土の固相率、粗孔隙量お
よび飽和透水係数はそれほど変化していなかった（図－
4,5,6）。これは、切土によって表土直下の下層土が削
り取られたことにより露出した新たな下層土の土壌物理
性が、施工前の下層土と同程度であったためと考えられ
る。
施工前の切土部下層土は堅密であったが、これが切盛
土の施工に伴い盛土部の下層土の上に盛土された。この
ため、施工後の盛土部の土壌物理性は、施工前の切土部
表－2 土壌分析の概要

図―3 調査地での調査前後の日降雨量
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分析項目
三相比（固相、液相、気相、全孔隙）
飽和透水係数
孔隙分布

分析手法
実容積測定装置法
変水位法
砂柱法、遠心法

表土下部の物理性とほぼ同じになった。今後は、営
農に伴う、表土の土壌物理性の変化を検証していく。
2) 施工後の切土部下層土の土壌物理性は、施工前の切
土部下層土と同程度となっていた。これは、切土部
では施工前に調査した表土直下の下層土とほぼ同等
の土壌物理性を有した下層土が、切土により露出し
たことを示唆している。

図－4 施工前後の固相率

3) 施工後の盛土部下層土の土壌物理性は、施工前の切
土部下層土と同程度となっていた。これは、切土さ
れた元来堅密な土が盛土部の下層土として盛土され
たためと推察される。
謝辞：本研究を進めるにあたり、現地調査や資料提供に
ご協力いただいた農業者および北海道開発局札幌開発建
設部の関係各位に、ここに記して謝意を表する。
参考文献
1) 山根一郎ら：水田土壌学、pp.31-36、農山漁村文化協
会、1982.

図－5 施工前後の粗孔隙率

図－6 施工前後の飽和透水係数
下層土と同程度となった。すなわち、固相率（図－4）
が小さくなり、粗孔隙（図－5）が減少し、これに伴い
飽和透水係数（図－6）が小さくなっていた。

4. まとめ
下層土が粘性土である圃場の大区画化工事において、
施工前後の土壌物理性の調査を行った。その結果、以下
のことが明らかとなった。
1) 表土下部の土壌物理性は、施工に伴う変化はなかっ
た。表土上部の土壌物理性は、施工に伴い施工後の
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大区画水田圃場における地下水位制御システム
の高度利用に関する研究
―大区画水田の畑利用における地下水位と土壌水分変動―
国立研究開発法人土木研究所

寒地土木研究所
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大区画水田圃場で地下水位制御システムを導入することは、転作作物の安定生産のために効
果的と考えられる。２筆の泥炭地大区画転作水田において、地下水位と土壌水分の連続観測を
行った。本報では、営農期間における地下水位と土壌水分の変動の特性とともに、地下水位の
空間分布の年次変化について報告する。
キーワード：大区画水田、転作、地下水位、土壌水分

1. はじめに

2. 調査地と方法

北海道の大規模水田地帯では、食料生産の体質強化の
ため、担い手への農地集積や農地の大区画化・汎用化が
推進されている。また、北海道の大区画水田圃場では、
暗渠排水施設を利用した地下水位制御システムの導入が
進められている。
本システムでは、降雨時に余剰水を暗渠から速やかに
排水するとともに、干ばつ時に地下から給水することで、
最適な圃場水管理を実現することが可能となる。しかし、
複数の小圃場をまとめて１筆に整備したような大区画圃
場では、圃場内での土性や土壌肥沃度のムラが大きくな
りやすく、生育ムラが生じることが指摘されている1)。
また、大区画水田圃場における小麦の生育ムラが、土壌
の過湿による湿害の発生によるものであったとの事例も
報告されている2)。
地下水位制御システムの効果的な利用とその普及のた
めには、圃場全体の速やかで均一な給排水技術が求めら
れる。しかし、大区画圃場での肥沃度や土壌水分ムラの
発生には、整備前の圃場の形状や高低差、土壌条件等の
様々な要因が影響しており、現場調査による実態把握が
重要となる。また、ムラの持続性についての知見は非常
に少なく、経年的な調査は欠かせない。本報では、２筆
の泥炭地大区画転作水田において、地下水位の空間分布
の年次変化と、地下水位と土壌水分の変動が作物生育に
与える影響を検証する。

(1) 調査地
調査は、北海道美唄市と瀬棚郡今金町の２圃場で行っ
た。
美唄圃場（Ｂ圃場）では、2015年度に国営緊急農地再
編整備事業にて区画整理工事が実施された（図-1）。Ｂ
圃場は長辺約170 m、短辺約70 mで集中管理孔を備えて
おり、暗渠管（埋設深度0.7～1.0 m）の設置間隔は10 m
を基本としている。Ｂ圃場は、地表から32～60 cmより
下が泥炭層である。調査開始時における作土層36 cmの
土性は、砂23～34%、シルト35～40%、粘土31～37%であっ
た。2017年、2018年ともに大豆（ユキホマレ）を作付け

図-1 Ｂ圃場の整備前の状況写真と観測地点位置図
地下水位測定地点および収量調査地点は赤丸で示し、塗りつぶしは
さらに土壌水分の測定も行った地点である。
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した。水位調整型水閘（以下水閘という）については、
営農期間中は地下灌漑を実施する時以外は全開にした。
2017年7月10日から11日まで水閘を− 30 cmの地下水位設
定とし地下灌漑を実施した後、7月13日に水閘を解放し
た。2018年は6月7日と9日に出芽促進を目的として水閘
を全閉とし地下灌漑を実施したが、降雨のため短時間で
終了した。2017年12月から3月までの冬期間は水閘を
− 55 cmの地下水位設定とした。
今金圃場（Ｉ圃場）では、2014年度に区画整理工事が
実施された（図-2）。Ｉ圃場は長辺約250 m、短辺約65
mで地下水位制御システム（FOEAS）を備えており、暗渠
管（埋設深度1.0 m）の設置間隔は10 mを基本としてい
る。Ｉ圃場は、地表から35～75 cmより下が泥炭層であ
る。調査開始時における圃場中央の作土層28 cmの土性
は、砂44～59%、シルト27～37%、粘土19～25%で、その下
の基盤高調整の盛土層の土性は、砂76%、シルト20%、粘
土13%であった。2017年は秋撒き小麦（きたほなみ）を、
2018年は大豆（とよまさり）を作付けした。水閘につい
ては、営農期間中は地下灌漑を実施する時以外は全開に
した。2017年5月25日から29日までと6月30日から7月5日
までの2回、− 40 cmの地下水位設定としてFOEASにより
取水を制御しながら地下灌漑を行った。各灌漑期間の最
終日には水閘を解放した。2018年は降雨が十分であった
ため、地下灌漑を実施しなかった。2017年12月から3月
までの冬期間は水閘を− 40 cmの地下水位設定とした。

図-2 Ｉ圃場の整備前の状況写真と観測地点位置図
地下水位測定地点および収量調査地点は赤丸で示し、塗りつぶしは
さらに土壌水分の測定も行った地点である。

Mariko Shimizu, Arata Nagatake, Hiroki Yamamoto

(2) 調査方法
降水量は、Ｂ圃場およびＩ圃場の近傍で転倒マス式雨
量計により計測した。
地下水位は、Ｂ圃場、Ｉ圃場とも21地点で測定した。
渠間のライン1～3（それぞれL1、L2、L3）において、取
水桝から30もしくは40 m間隔の21地点を基本とし、2018
年はB圃場においてライン0（L0）の30、90、150 m地点
の３地点を追加して測定した（図-1、2）。地下水位は、
絶対圧式水位計を有孔塩ビ管に格納の上、埋設し、30分
間隔で測定した。
土壌水分は、2018年に各圃場３地点で測定した。Ｂ圃
場ではL0の30、90、150 m地点、Ｉ圃場ではL2の40、130、
220 m地点で測定した（図-1、2）。土壌水分ポテンシャ
ルは、テンシオメータにより各地点３深度（15、25、35
cm深）、4反復で測定し、30分間隔で記録した。
収量は、2018年に各圃場の地下水位測定地点で調査し
た（図-1、2）。各地点において平均的な株数含む条の1
mを刈り取り、着莢数、精子実重を測定した。

3. 結果と考察
(1) 営農期間における地下水位の年次変動
2017年4月から2018年10月までの日降水量と日平均地
下水位の推移を図-3に示す。
Ｂ圃場における6月から9月までの積算降水量は、2017
年、2018年それぞれ667、668 mmであった。6月～9月まで
の月降水量は、2017年は147、145、129、247 mmであった
のに対し、2018年は131、235、275、29 mmで、2017年と
比較し7月、8月の降水量が大きく、9月の降水量が小さ
かった。
Ｉ圃場における6月から9月までの積算降水量は、2017
年、2018年それぞれ541、661 mmであった。6月～9月まで
の月降水量は、2017年は129、121、83、211 mmであった
のに対し、2018年は134、191、223、132 mmで、2017年と
比較するとＢ圃場と同様に7月、8月の降水量が大きかっ
た。
Ｂ圃場における6月から9月の日平均地下水位は、21地
点の平均でみると、2017年が− 84～− 47 cmの範囲、2018
年が− 85～− 47 cmの範囲で変動しており、年次間で差
はなかった。地下水位は、降水と地下灌漑の実施に応じ
て上昇し、2017年6月から9月までの期間では7月11日の
地下灌漑実施時に最高値を示した。地下水位が最も低下
したのは、2017年が9月11日、2018年が9月29日であった。
21地点の標準偏差は2017年が7～18 cmの範囲、2018年が7
～15 cmの範囲で推移していた。
Ｉ圃場における6月から9月の日平均地下水位の21地点
の平均は、2017年が− 64～− 19 cmの範囲、2018年が− 60
～− 20 cmの範囲で変動しており、2018年の方が変動範

囲は小さかった。Ｂ圃場より地下水位は高く、降水に応
じて地下水位は上昇したが、地下灌漑実施時に明らかな
地下水位の変化は見られなかった。21地点の標準偏差は
2017年が8～16 cmの範囲、2018年が11～17 cmの範囲であ
った。I圃場で地下水位が高い理由の解明は、今後の検
討課題である。
Ｂ圃場とＩ圃場の各地点における6月から9月までの最
低地下水位と最高地下水位を2017年と2018年で比較し、
図-4に示す。最低地下水位は、両年の間に強い正の相関
（Ｂ圃場；ｒ = 0.74、p < 0.01、Ｉ圃場；ｒ = 0.91、p
< 0.01）があり、両圃場ともおおよそ1:1の線上にプロ
ットされた（図-4）。このことは、両圃場とも最低地下
水位の年次変動が小さく、各地点の地下水位は毎年同程
度まで低下することを示す。一方、最高地下水位はＩ圃
場では正の相関を示すものの2017年で2018年を大きく上
回り、Ｂ圃場では地点間での年次間差が大きかった（図
-4）。このことは、降雨程度が最高地下水位に影響する
だけでなく、B圃場では地下水位の上昇のしやすさが年
によって異なることを示す。

(2) 2018年の営農期間における地下水位・土壌水分変動
Ｂ圃場の地下水位は、給水側で高く推移し、中央と排
水側で同程度であった（図-5）。7月16日から8月8日ま
でと8月31日から9月30日までの期間では日降水量が10
mmを超えるまとまった降雨がなく、地下水位は給水側で
も− 75 cm程度まで低下し、これらの期間では土壌水分
ポテンシャルも大きく上昇した。8月上旬には3地点とも
15 cm深と25 cm深で80 kPaを上回る土壌水分ポテンシャ
ルを示した（図-5）。9月中旬には、地下水位は同程度
まで低下したものの、土壌水分ポテンシャルは最大で40
kPaから60 kPaを示し、その後緩やかに減少した。これ
は、気温の低下による蒸発散の低下と大豆による水分吸
収の低下によるものと考えられる。
Ｉ圃場の地下水位は、Ｂ圃場と同様に給水側で高く推
移した（図-5）。中央と排水側では同程度であったが、
まとまった降雨の少ない7月中旬から8月中旬までの期間
では、排水側で地下水位が− 80 cmまで低下したのに対
し、中央では− 55 cmで推移した。土壌水分ポテンシャ
ルは8月上旬に最大値を示し、中央では15 cm深で80 kPa

図-3 日降水量（Ｂ圃場(a) およびＩ圃場(c)）と日平均地下水位（（Ｂ圃場(b) およびＩ圃場(d)））
地下水位は 21 地点の平均値で、エラーバーは、最大最小を示す。水色は地下水位設定を行った期間を示し，その他は水閘は全開とした。
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図-4 Ｂ圃場 21 地点とＩ圃場 21 地点における 6 月から 9 月までの最低地下水位および最高地下水位の年次間比較

を上回った（図-5）。この時の給水側と排水側の15 cm
深の土壌水分ポテンシャルは70 kPa程度であり、 特に
排水側では地下水位が最も低下したものの、中央よりも
土壌水分ポテンシャルは小さかった。また、8月4日から
5日までの合計18 mmの降雨では、給水側と排水側では土
壌水分ポテンシャルは速やかに30 kPaまで低下したのに
対し、中央では15 cm深、25 cm深ともにわずかに低下し
ただけで50 kPaを上回っていた。この時、地下水位の上
昇幅は中央で10 cmと最も大きく、中央では給水側、排
水側よりも下層までの水みちが発達していたと考えられ
る。
Ｂ圃場はＩ圃場よりも地下水位が低く、土壌水分ポテ
ンシャルが大きい傾向にあった。しかし、両圃場の各３
地点における最低地下水位と各深度の最大土壌水分ポテ
ンシャルには明らかな関係はみられなかった。
(3) 地下水位および土壌水分が大豆生育に及ぼす影響
2018年6月から9月までの各地点の最低地下水位と精子
実重の関係を図-6に示す。最低地下水位と精子実重には
弱い負の相関（r = − 0.65、p < 0.01）があり、地下水
位が高いと収量を低下させることが示された。しかし、
I圃場では地下水位が− 80～− 60 cmでも精子実重が非常
に小さい地点が確認された。
7月から9月までの平均土壌水分ポテンシャルと精子実
重の関係を図-7に示す。15 cm深と25 cm深の平均土壌水
分ポテンシャルが増大すると、精子実重も増大する傾向
にあった（15 cm深；r = 0.79、p = 0.06、25 cm深；r =
0.77、p = 0.08）。Ｉ圃場の排水側では、地下水位が低
かったものの精子実重が小さかったが、この地点では平
均土壌水分ポテンシャルが小さく、大豆生育が抑制され
たことが考えられる。
7月から9月までの期間において、土壌水分ポテンシャ
ルが6 kPa(pF = 1.8；圃場容水量)を上回った日数と精子
実重の関係を図-7に示す。この日数はＢ圃場でI圃場よ
りも大きく、精子実重と非常に強い正の相関を示した
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（15 cm深；r = 0.97、p < 0.01、25 cm深；r = 0.93、p
< 0.01）。このことは、作土の土壌マトリックスから余
剰水が排水された期間が長いことが収量に影響を与える
ことを示唆すると考えられる。

4. まとめ
２筆の泥炭地大区画転作水田において、地下水位の空
間分布の年次変化と、地下水位と土壌水分の変動が作物
生育に与える影響を検証した。
営農期間における２圃場それぞれ21地点の最低地下水
位は、2017年と2018年の間に強い正の相関があり、年次
変動が小さかった。
Ｂ圃場はＩ圃場よりも地下水位が低く、土壌水分ポテ
ンシャルが大きかった。しかし、各圃場３地点で測定し
た最低地下水位と15、25、35cm 深の土壌水分ポテンシ
ャルの最大値に明らかな関係は認められなかった。
15、35 cm深の土壌水分ポテンシャルが圃場容水量を
上回った日数は、精子実重と非常に強い正の相関を示し
た。このことは、作土における土壌マトリックスから余
剰水を排水することが収量に影響を与えることを示唆す
る。湿害による生育低下を防ぐためには、地下水位の低
下だけではなく、営農作業等による亀裂・土壌団粒構造
の形成等、作土の排水性の改善が重要であると考えられ
た。
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図-5 2018 年の日降水量（Ｂ圃場(a) およびＩ圃場(d)）、地下水位（Ｂ圃場(b) およびＩ圃場(e)）および土壌水分ポテンシャ
ル（Ｂ圃場(c) およびＩ圃場(f)）の経時変化
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図-6 2018 年 6 月から 9 月の最低地下水位と精子実重の関係

図-7 2018 年 7 月から 9 月の平均土壌水分ポテンシャルと精子実重の関係（15 cm 深(a)、25 cm 深(b）、35 cm 深(c)）および同
期間において土壌水分ポテンシャルが 6 kPa を上回った日数と精子実重の関係（15 cm 深(d)、25 cm 深(e)、35 cm 深(f)）

Mariko Shimizu, Arata Nagatake, Hiroki Yamamoto

平成30年度

大区画水田圃場における地下水位制御システム
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大区画泥炭圃場では、地下水位の面的なばらつきにより、不同沈下が生じる可能性がある。
その実態解明のため、美唄地区の大区画化後1年が経過した水田と転作田、それぞれ2圃場で、
地表の標高と土層内に設置した沈下板の標高、地下水位を計測した。その結果、調査圃場の沈
下は、主に80 cm以深の泥炭の沈下が原因となり、生じていることがわかった。また、転作田で
は営農期に、水田では非営農期に、圃場の取水側よりも中央部および排水側において、80 cm以
深の泥炭の沈下が大きくなる傾向が見られた。本報では、非営農期に水位調整型水閘で水位設
定をした場合の結果も合わせて報告する。
キーワード：大区画泥炭圃場、不同沈下、地下水位低下

1. はじめに
泥炭地域の農地では圃場が沈下することがある。一筆
圃場内において沈下量が面的にばらつく（不同沈下す
る）ことで圃場面に標高差が発生 1)2)すると、転作田で圃
場面に乾湿ムラが生じたり、水田で湛水深の均一な管理
が難しくなったりするという問題が生じる。泥炭農地の
沈下は、地下水位の低下をきっかけにして生じることが
多い。水位が低下し、それまで地下水面下にあった土層
に働いていた浮力が失われ、過去の荷重履歴を超える荷
重がかかることで生じる泥炭土層の圧密 3)や、地下水面
より上の泥炭の乾燥収縮、好気的環境での微生物活動に
よる泥炭有機物の分解消失 1)などが泥炭農地の沈下の要
因である。
北海道の泥炭地帯では、国営農地再編整備事業による
圃場の大区画化が進められている。大区画化された圃場
では、整備前の地下水位履歴の違いや、整備後の地下水
位の面的なばらつきなどにより、一筆圃場内でも泥炭の
圧密、乾燥収縮、分解が異なり、不同沈下が生じる可能
性が考えられる。しかし、その実態は明らかではない。
泥炭農地の沈下緩和策として、例えば排水路内水面の
堰上げによる地下水位の低下の抑制4)が提案されている。
地下水位制御システムが整備された大区画圃場において
は、営農に支障の出ない範囲で水位を高く設定すること
によって沈下が緩和されることが期待される。これらを
踏まえ、本報では、大区画泥炭圃場の沈下の実態を明ら
かにすることを目的とし、一筆圃場内における沈下を、
取水桝のある圃場端からの距離別（以下、面的という）
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および深度別に評価する。また、地下水位制御によって
不同沈下の緩和が可能かどうかを検証するため、非営農
期に地下水位制御を行った圃場と行わない圃場での沈下
の面的な傾向を比較する。
なお、本報の営農期における結果の一部は既報5)にて
述べたものである。

2. 方法
(1) 調査地の概要
調査は北海道美唄市に位置する 4 筆の大区画圃場で行
った。これらの圃場は 2015 年に国営農地再編整備事業
で整備された。圃場整備では表土（鉱質土）はぎの後に
基盤層（泥炭土）が均平化され、表土戻しと客土が行わ
れた。本調査は 2017 年 4 月から 2018 年 4 月にかけて行
った。調査圃場の土地利用形態は水田 2 圃場、転作田 2
圃場で、1 圃場の面積は約 1.2 ha（約 170 m×約 70 m）で
ある(図-1(a))。調査圃場での表層の鉱質土壌の厚さは 25
cm～50 cm の範囲にあり、平均で 45.1 cm である。また、
面積あたりの重量は平均で 4.61 kN m－2（絶乾土換算）で
あった。表層の鉱質土壌より下層は泥炭土である。
調査圃場には集中管理孔が整備されており、取水側か
ら排水側へ 0.2%の下り勾配の暗渠が 10 m間隔で配置さ
れている。暗渠の管底は取水側で－70 cm、排水側で－
100 cm程度に位置する。
各圃場内に 3 本の調査ライン（L1、L2、L3）をそれ
ぞれ暗渠間中央に位置するように設定した。また、各調

査ライン上の取水側から 30、90、150 mの地点に調査点
を設定した（図-1(b)）。なお、各調査ライン上の取水側
および排水側の畦畔に目印となる杭を打ち込むことで、
調査ラインの位置を復元できるようにした。

の距離より割り出し、その測定間隔は、取水側の法尻か
ら 5～115 mにおいては 10 mごと、取水側の法尻から 0
～5 mと 115～170 mにおいては 5 mごととした。非営農
期間中は、地表面標高の測定地点に杭を設置し、測定地
点を特定しやすくした。なお、後述する土層厚の算出と
(2) 非営農期間の水管理
統計解析のために、各調査ライン上の取水側の法尻から
水田、転作田にそれぞれ試験圃場と対照圃場を設定し
0〜55 mを取水側、65〜115 mを中央部、120〜170 mを排
た（図-1(a)）。試験圃場では非営農期に水位調整型水閘
水側とした。また、これ以降、各調査ライン上での取水
を閉じ、地下水位を高く維持するようにした。具体的に
側の法尻からの距離を、取水桝からの距離と記す。
b) 土層ごとの標高測定
は、水田試験圃場では、2017 年 11 月 16 日から 2018 年 4
月 10 日まで、水閘内水位が－40 cmになるように設定し
土層ごとの標高測定は、圃場内の9点の調査点に設置
た。転作田試験圃場では、2017 年 11 月 18 日から 2018
した沈下板で行った。使用した沈下板は300 mm × 300
mm × 8 mmの塩化ビニル製の板で、水分の動きを妨げな
年 3 月 30 日まで、水閘内水位が－55 cmになるように設
定した。対照圃場では非営農期の間、常に水閘を開放し、 いよう穴を開けた。各調査点の地表面から50 cm程度の
自然排水を行った。試験圃場と対照圃場における非営農
浅い位置と80 cm程度の深い位置（図-2）にそれぞれ沈
期の地下水位管理以外の営農作業や肥培管理は、営農者
下板を2枚ずつ設置した。沈下板は、撹乱されていない
の協力を得て可能な限り同様とした。なお、非営農期間
断面に水平にゆっくり差し込んで設置した。沈下板の標
の水供給は降雨や融雪からのみであり、用水路からの取
高は、地表からゾンデ（長さ1 mで先の尖った棒）を垂
水はなかった。
直に差し、その頂部の標高を計測することで求めた。圃
場表面と浅い沈下板の間、浅い沈下板と深い沈下板の間
(3) 沈下量調査
のそれぞれの標高差を土層厚とした。なお、土層厚を求
沈下量の調査を 2017 年 4 月と 10 月、2018 年 4 月に実
める際の圃場標高には、前述の各調査ライン上の取水側、
施した。沈下量調査は、調査ライン上での地表面の標高
中央部、排水側の区域ごとの平均値を用いた。例えば、
測定と、9 地点の調査点での土層ごとの標高測定からな
図-1(b)のL1-30地点の沈下板に対応するのは、L1の取水
る。
側（取水枡から0～55 m）の平均圃場標高である。
a) 地表面の標高測定
季節ごとの地表面標高と沈下板標高の測量における基
地表面の標高測定は、調査ライン L1、L2、L3 上に沿
準点は、調査圃場周辺で基礎杭が地中深くまで達し標高
って行った。地表面標高の測定点は、取水側の法尻から
変動の生じにくい構造物上に設定した。
(4) 地下水位
圃場内9箇所の調査点に圧力式水位計を設置し、30分
間隔で地下水面標高を計測した。測定値はバロメーター
で測定した大気圧で補正した。水位計は、側孔の空いた、
長さが100 cmの塩化ビニルケース内にワイヤーで吊るし
て収納し埋設した。塩化ビニルケースの天端の位置は、
耕うんの支障にならないように、圃場面から約－60 cm
とした。埋設後の水位計の位置は、圃場面から約－150
cmになる。埋設時と回収時に水位計の埋設標高と、埋
設地点の地盤標高を測量し、地下水位深の算出に用いた。
(5) データ処理
標高変化量、土層厚変化量の圃場間差と取水桝からの
距離による差の解析には、2 元配置分散分析と Tukey 法
による多重比較を用いた。
なお、泥炭の沈下は、地下水位が過去の履歴より低下
した際に生じやすいと考えられる。そこで、観測を開始
した日を起点として最低地下水位が更新された日数を積
算し、沈下量との関係を調べた。
図- 1 (a)調査圃場の配置と(b)調査圃場内の調査点
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図- 2 深度別沈下量計測地点の模式図

3. 結果
(1) 地下水位
営農期の地下水位は水田か転作田かによって、また非
営農期の地下水位は水閘を閉じたかどうかによって、経
時的な変動と平面的なばらつきに違いが見られた（図3）。
a) 営農期の地下水位
水田の営農期の地下水位あるいは湛水中の水位は、取
水前の最も低い水位である－85.6 cmと、湛水時の最も高

い水位である14.5 cmの間で変動し、湛水期間中から9月
下旬まで地下水位は面的に均一に推移した。転作田の営
農期の地下水位は－92.4～－24.3 cmの間で変動し、降雨
後に一時的に水位が上昇した。また、取水側よりも中央
部および排水側において地下水位が低く推移していた。
b) 非営農期の地下水位
非営農期に水閘を開放した水田対照圃場と転作田対照
圃場では、12月から3月下旬にかけて地下水位は緩やか
に低下した。このとき水田対照圃場では地下水面の面的
なばらつきは小さかったが、転作田対照圃場では取水側
よりも中央部と排水側で地下水位が低く推移した。
非営農期に水閘を閉じ、水閘内水位を－40 cmに設定
した水田試験圃場の地下水位は12月から3月にかけて約
－25 cmで維持された。また、水閘内水位を－55 cmに設
定した転作田試験圃場の地下水位は12月から3月にかけ
て約－50 cmで維持された。水位を設定した12月から3月
にかけて、水田試験圃場および転作田試験圃場ともに、
水位の面的なばらつきは小さかった。ただし、水位設定
前の11月と、水位設定の解除後に排水が進んだ４月下旬
において、中央部もしくは排水側の水位が取水側よりも
低くなる傾向がみられた。

図- 3 地下水位変動の経時変化
実線は各取水桝からの距離におけるL1、L2、L3の平均値を示し、網掛け部分は最大値と最小値の範囲を示す
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(2) 地表面と沈下板の標高変化
営農期、非営農期における圃場面と沈下板の標高変化
量をそれぞれ図-4、図-5に示す。標高が上昇した場合は
正、低下した場合は負の値で表す。
a) 営農期の地表面と沈下板の標高変化（図-4）
水田、転作田すべての圃場において圃場面と沈下板は
沈下していた。分散分析の結果、圃場面標高の沈下量に
は、有意な圃場間差や、取水桝からの距離による有意差
はなく、0.86～1.53 cm沈下していた。浅い沈下板および
深い沈下板の沈下量には有意な圃場間差（p < 0.001）と、
圃場と取水桝からの距離の交互効果（p < 0.001）があっ
た。多重比較の結果、転作田対照圃場で最も沈下量が大
きく、次いで転作田試験圃場で大きく、水田対照圃場、
試験圃場の差はなかった。また転作田では取水側より中
央部と排水側で沈下板の沈下量が大きかった。
b) 非営農期の地表面と沈下板の標高変化（図-5）
非営農期においても水田、転作田すべての圃場におい
て圃場表面と沈下板は沈下していたが、圃場と取水桝か
らの距離による沈下の傾向は営農期と異なっていた。
圃場表面標高の沈下量は、分散分析の結果、有意な圃
場間差（p < 0.001）と取水枡からの距離による差（p =
0.001）があった。多重比較の結果、水田対照圃場、転
作田対照圃場、転作田試験圃場が水田試験圃場より有意
に沈下量が大きかった。また、圃場中央部の沈下量は取
水側と排水側よりも大きくなる傾向があった。
浅い沈下板の沈下量には有意な圃場間差（p < 0.001）、
取水枡からの距離による差（p = 0.019）、圃場と取水桝
からの距離の交互効果（p < 0.016）があった。多重比較
の結果、水田対照圃場での沈下量が最も大きく、次いで
転作田対照圃場で大きく、水田試験圃場と転作田試験圃
場には差はなかった。また、水田では取水側より排水側
で沈下量が大きい傾向があったが、転作田では取水枡か
らの距離による顕著な差はなかった。
深い沈下板の沈下量には有意な圃場間差（p = 0.024）
と取水枡からの距離による差（p = 0.016）があった。多
重比較の結果、水田対照圃場の沈下量が最も大きく、次
に転作田対照圃場と転作田試験圃場で大きく、水田試験
圃場の沈下量が最も小さかった。また、浅い沈下板と同
様に、水田では取水側より排水側で沈下量が大きい傾向
があり、転作田では取水桝からの距離による差は見られ
なかった。
(3) 土層厚の変化
営農期、非営農期における土層厚の変化をそれぞれ図
-6、図-7に示す。観測開始時よりも土層が厚くなってい
れば正、薄くなっていれば負の値で表す。
a) 営農期における土層厚変化（図-6）
圃場表面と浅い沈下板の間の土層厚変化量は、分散分析
の結果、有意な圃場差（p < 0.001）があったが、取水桝
からの距離による差はなかった。水田では平均 0.0 cmで
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あったが、転作田では 1.4～2.4 cm 厚くなっていた。
浅い沈下板と深い沈下板の間の土層厚変化量は、分散
分析の結果、有意な圃場間差（p < 0.01）があったが、取
水桝からの距離による差はなかった。水田では平均 0.0
cm であったが、転作田では 0.3～0.6 cm 薄くなっていた。

図- 4 営農期の圃場表面、沈下板標高変化量。
同じアルファベットを持つ場合、5%水準で両者に有意
差はない。図中の数字は圃場ごとの平均値を示す。

図- 5 非営農期の圃場表面、沈下板標高変化量
同じアルファベットを持つ場合、5%水準で両者に有意
差はない。図中の数字は圃場ごとの平均値を示す。

b) 非営農期における土層厚変化量（図-7）
圃場表面と浅い沈下板の間の土層厚変化量は、分散分
析の結果、有意な圃場差（p < 0.001）と取水桝からの距
離による差（p < 0.023）があった。水田では0.56～1.72
cm薄くなっていたのに対して、転作田では2.41～2.88
cm薄くなっていた。また、水田では中央部において土
層の収縮が大きい傾向があった。
浅い沈下板と深い沈下板の間の土層厚変化量は、分散
分析の結果、圃場間差や取水桝からの距離による差はな
く、－0.33～0.13 cmだった。
転作田において圃場表層の膨張と収縮が顕著であり、
このことは、営農期では耕うん作業により土壌が膨軟に
なり、非営農期では膨軟な層が再び収縮したととらえる
ことができる。耕うんの影響を強く受けていると思われ
る転作田表層以外の土層厚変化量は、いずれの圃場と期
間でも深い沈下板の沈下量より小さいことから、水田、
転作田ともに深い沈下板以深の泥炭層の収縮が圃場の沈
下の主な要因であるといえる。

(4) 沈下と地下水位変動の関係
営農期では深い沈下板の沈下量と最低地下水位更新日
数の間には有意な負の相関（r = －0.748、p < 0.001）があ
った。一方で非営農期では両者には相関関係はなかった
（図-8）。

図- 8 深い沈下板沈下量と最低水位更新日数の関係
***:p < 0.001で有意に相関がある
n.s: 有意な相関はない

4. 考察
測量の結果から、調査圃場の沈下は、営農期および非
営農期ともにすべての圃場において、深い沈下板を設置
した80 cm以深の泥炭の沈下が主な原因となり生じてい
ることがわかった。地下水位が低下した地点は地下水位
が高い地点よりも荷重の増加による圧密や、乾燥した泥
炭の収縮、分解による沈下が起きやすい。本報では、深
い沈下板の沈下量の面的な傾向の違いについて、地下水
位低下の面的な傾向の違いと関連づけて考察する。

図- 6 営農期の土層厚変化量
同じアルファベットを持つ場合、5%水準で両者に有意
差はない。図中の数字は圃場ごとの平均値を示す。

図- 7 非営農期の土層厚変化量
同じアルファベットを持つ場合、5%水準で両者に有意
差はない。図中の数字は圃場ごとの平均値を示す。
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(1) 転作田の沈下
営農期では、転作田試験圃場、転作田対照圃場ともに
深い沈下板の沈下量は取水側よりも中央部および排水側
において大きかった。これは暗渠勾配に従って取水側よ
りも中央部および排水側において地下水位が低下しやす
い（図-3）ことが一因であると考えられる。
非営農期では、転作田試験圃場、転作田対照圃場とも
に深い沈下板の沈下量は面的にばらつきが小さかった。
転作田試験圃場と転作田対照圃場のどちらの圃場におい
ても、非営農期の地下水位が営農期に経験した最低水位
よりも低下する期間が短かった（図-8）。そのため、非
営農期では、水位が過去の履歴より低下することによっ
て引き起こされる泥炭の圧密、乾燥収縮、分解が小さく、
対照圃場において生じている非営農期における地下水位
の面的なばらつきは、沈下量の面的なばらつきに影響し
なかったと考えられる。これらのことから、転作田にお
いては、非営農期だけでなく、営農期においても地下水
位の制御と不同沈下の緩和が可能かどうかの検証が次の
重要な課題となる。

(2) 水田の沈下
水田の営農期では、水田試験圃場、水田対照圃場とも
に深い沈下板の沈下量は面的にばらつきが小さかった。
これは、水田では湛水により、水位の面的なばらつきが
小さかったためであると考えられる。
非営農期では、水田試験圃場、水田対照圃場ともに取
水側よりも中央部と排水側において、深い沈下板の沈下
量が大きい傾向がみられた。非営農期の水位設定期間前
後では、両圃場とも取水側よりも中央部または排水側の
方が水位が低い傾向がみられた。この、取水桝からの距
離による水位の違いなどが、非営農期における深い沈下
板の沈下量の、取水桝からの距離による違いに影響して
いる可能性が考えられ、今後その詳細の検討が必要であ
る。

一方で、非営農期においては、最低地下水位の更新日数
や地下水位の面的なばらつきと深い沈下板の沈下量との
間には明らかな関係はなかった。非営農期においては、
水位設定期間前後での取水桝からの距離による水位の違
いなどが沈下量の取水桝からの距離による違いに寄与し
ている可能性が考えられる。
本調査地において、地下水位制御システムを利用した
不同沈下の緩和の効果を検証するためには、転作田では
営農期における水位制御と沈下の緩和の検証が、また水
田では非営農期における不同沈下の要因の解明が今後の
重要な課題となる。
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水田地帯の水文環境保全に配慮した
灌漑排水技術に関する研究
―美唄地区における開水路系農区における水収支と水質―
寒地土木研究所 水利基盤チーム ○越山 直子
大津 武士
川口 清美
生産効率を向上させるために、圃場の大区画化などが進められている。こうした基盤整備に
より、水稲栽培方式の多様化に伴う水需要の変化や圃場群からの流出機構の変化が生じ、水田
地帯の水文環境へ影響を及ぼすと予想される。そこで、美唄地区において、開水路系で整備さ
れた農区を対象に、流入量、流出量、水質濃度等を調査した。本報では、農区における水収支
および配水管理用水による水質保全機能について報告する。

キーワード：大区画水田、開水路、水収支、配水管理用水、水質

筆者らは、平成28年度より、開水路系で整備された農
区を対象に、流入量、流出量、水質濃度等の調査を行っ
ている。今後、パイプラインで整備された地区において
北海道は、日本における主要な農業地帯の一つであり、 も同様の調査を行い、開水路系およびパイプライン系に
大規模で専業的な農業が展開されている。その一方で、
おける水収支構造および周辺水文環境への影響を明らか
農業者の高齢化に伴う農家戸数の減少により、担い手へ
にする予定である。本報では、開水路系を有する農区に
の農地集積が急速に進行している。そこで、農業経営の
おける農区水収支の特性および圃場整備済み農区におけ
さらなる大規模化に対応するために、労働生産性の向上
る配水管理用水による水質保全機能について報告する。
をねらいとして、用水路のパイプライン化、水田圃場の
大区画化および地下水位制御システムの整備が進められ
ている。こうした整備に伴い、圃場の用排水管理や、農
2. 地区概要
区や灌漑区域における流出機構の変化が予想されている。
一般的に、開水路地区では、灌漑用水の一部は農地を
経由せずに、用水路末端から排水路へ流出する。この流
調査対象地区は、北海道の美唄市に位置する2つの農
出水は、末端まで不足のない送配水を行うために必要な
区である。A農区は圃場整備済みであり、B農区は圃場
水量であり、配水管理用水という1)。圃場整備において、 整備が未実施（以下、未整備）であり、両者とも開水路
用水路が開水路系からパイプライン系へ変化する場合、
系である。各農区の概要を以下に記す。
この配水管理用水は消失する。その結果、排水路流量の
減少やその水位の低下が生じ、農業地域の水環境にも影
(1) 整備済み農区（圃場群A）
A農区の概要を図-1 ( i )に示す。この農区は、2015年に
響を及ぼす可能性がある。例えば、石狩平野の水田地帯
に点在する河跡湖では、農業用排水路からの流入量の減
圃場整備が実施された。農区面積は約30haであり、圃場
少やそれに伴う水質の悪化などが懸念される。しかし、
一筆の面積は1ha程度である。農業用水は、支線用水路
配水管理用水による水質保全機能については、農業用排
から、農区内の西側および東側に位置する小用水路へ分
水路流末部が接続する湖沼の水質希釈に寄与している例
水される。これらの用水路は開水路形式であり、圃場へ
2)
があるが、その評価事例はほとんどない。圃場整備前
取り入れられなかった農業用水の残水（配水管理用水）
後にわたり、農業地域の水環境を保全するためには、開
は、用水路最下流部から支線排水路へ流出する。また、
水路系およびパイプライン系の農区水収支の変化を把握
圃場排水はすべて、農区内の西側あるいは東側に位置す
し、適切な対策を立案する必要がある。
る小排水路を通じて、支線排水路へ流出する。

1. はじめに
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農区内の圃場では、地下水位制御システムが整備され
ており、水閘の流出孔の高さを変えることにより、圃場
の地下水位調節が可能である。このシステムにより、農
家は、地表灌漑あるいは地下灌漑、両者併用というよう
に灌漑方法を選択できる。
2016年および2017年における農区内の作付は、水稲移
植栽培は約18ha（18筆）、乾田直播栽培は約1ha（1筆）、
湛水直播栽培は約2ha（2筆）、転作田は約11.5ha（11
筆）であった。耕作農家数は4名であり、圃場の水管理
操作は、各農家の判断により行われた。以下、農区A内
の調査対象圃場群を「圃場群A」と呼ぶ。
(2) 未整備農区（圃場群B）
B農区の概要を図-1 ( ii )に示す。農区内の北側および西
側の水田（3.5ha、11筆）では水稲移植栽培が行われ、転
作田（8.6ha、8筆）では小麦および大豆が作付けされた。
水田一筆の面積は0.3ha程度である。農業用水は、支線用
水路（開水路）から小用水路（開水路）を経由し、水田
圃場へ取水される。農業用水の残水は、農区内の土水路
を経由して、支線排水路へ流出する。農区内の一部の水
田では、田越し灌漑が行われていた。圃場排水はすべて、
圃場から直接、あるいは排水路（土水路）を経由して、
農区北側および東側の支線排水路へ流出する。一部の暗
渠排水は、水閘の故障により開放されたままとなってお
り、集水渠から地下排水が0.7L/s程度流出していた。農

区内で耕作する農家数は3名であり、そのうち2名が水田
圃場を耕作していた。圃場の水管理操作は、各農家の判
断により行われた。
農区水収支は、農区内の北側の圃場群（以下、「圃場
群B」と呼ぶ）を調査対象とした。この圃場群Bの面積
は4.1ha（うち水田は1.9ha）である。

3. 調査方法
(1) 農区調査
a) 水収支調査
圃場群Aおよび圃場群Bにおいて、それぞれ水収支調
査を行った。各圃場群における観測地点の位置を図-1に
示す。用水路および排水路の流量観測は、2017年の灌漑
期間に月1回程度行った。各流量観測地点においてH-Q
曲線を作成し、10分間隔で観測した水位データを用いて、
灌漑期間における流量をそれぞれ推定した。圃場群Aか
らの排水量DAは、(1)式により算定した。

DA  FDA1  FDA 2

ここで、FDA1、FDA2：圃場群A内の各小排水路の流量で

凡 例
調査対象圃場群
H28、H29水稲
H28 、H29小麦
H28 、H29大豆
H28小麦、H29大豆
H28大豆、H29小麦

(1)

LDB1

用水路
排水路
排水路（土水路）
水路水位・流量
採水地点

FDB1

圃場群B LDB2

LDB3
IB1

圃場群A
IA2

IA1

LDB4

FDA1
I'A1

0

FDA2

I'A2

100m

0

( i ) A農区（圃場整備済み）
図-1 調査地区の概要
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100m

( ii ) B 農区（未整備）

ある。
圃場群Bからの排水量DBは、(2)式により算定した。

DB  LDB2  LDB1  LDB4  LDB3  FDB1

に自動採水器を設置し、6時間間隔で採水を行った。採
水した試料について、SS、T-N、T-Pの分析を行った。
(2) 広域調査
農区Aおよび農区Bを含む集水域内に位置するN支線
用水路および幹線排水路（M1、M2、M3）において、
農区水収支の定期調査と同日に、流量観測および採水を
行った。観測地点の位置を図-2に示す。採水した試料に
ついて、SS、T-N、T-Pの分析を行った。

(2)

ここで、LDB1、LDB2、LDB3、LDB4：B農区の排水が流入
する各支線排水路の流量、FDB1：小用水路からの残水量
である。
気象観測は、農区A内において、調査期間中に実施し
た。蒸発散量は、観測データを用いてペンマン法により
推定し、作物係数（陸稲）を乗じて求めた。
b) 水質調査
A農区内の各小排水路（FDA1、FDA2）において、農区
水収支の定期調査と同日に採水を行った。また、集中調
査として、2016年の代かき・田植え期間（5月13日～6月
20日）において、A農区内の小排水路（FDA1）の下流部

4. 結果および考察
(1) 圃場群水収支と圃場水管理
各圃場群における水収支を図-3に示す。水収支の計算
は、水田が湛水され、水収支が安定していると思われる

揚水機場
N地点

A農区

B農区
河跡湖

河跡湖

0

500m

凡例
広域調査対象地区
農区調査対象地区
水路水位・流量観測地点
採水地点
支線用水路
幹線排水路

M1地点
M3地点
M2地点

図-2 広域調査の概要
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図-3 各圃場群における水収支（2017 年）
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(2) 配水管理用水が排水路の水質に与える影響
A農区では、小用水路の残水（I’A1、I’A2）と小排水路
からの排水（FDA1、FDA2）は、支線排水路で合流する。
ここでは、主として圃場排水が流入する小排水路におけ
る水質濃度の特性について述べる。
a) 灌漑期間における小排水路の水質濃度
A農区内の小排水路（FDA1、FDA2）の灌漑期間におけ
る水質濃度（SS、T-N、T-P）の推移を図-4に示す。いず
れの水質項目についても、水質濃度は、代かき期（5

FDA1
FDA1

月）の値が大きく、普通期の値が小さい傾向がみられた。
特に、代かき期では、水田主体の小排水路（FDA1）の方
が畑地主体の小排水路（FDA2）の値を大きく上回ってい
た。その理由として、前者では、水田面積が多いことか
ら、水田の代かきに伴う濁水がより多く流入していたた
めと考えられる。
b) 代かき・田植え期間における農地排水の水質濃度
代かき・田植えが行われる5月～6月におけるA農区の
小排水路（FDA1）の水質濃度の推移を図-5に示す。5月
10日から5月30日までの期間における平均濃度は、それ
ぞれT-N:3.5mg/L、T-P:1.8mg/L、SS:759mg/Lであった。圃
場群Aの栽培管理をみると、移植栽培では、5月14日に
代かき取水が行われた後、5月17日に代かき、5月28日に
田植えが行われた。湛水直播栽培では、5月13日に代か
き取水、5月15日に代かき、5月17日に播種が行われ、乾
田直播栽培では、5月10日に播種および初期取水が行わ
れた。5月にみられた水質濃度の2つの上昇ピークは、代
かきおよび田植えにより生じたと考えられる。代かき・
田植え後の3週間における平均濃度は、それぞれ1.3mg/L、
0.08mg/L、31mg/Lまで低下した。
c) 配水管理用水による農地排水の希釈効果
灌漑区域内の幹線用水路（N）および幹線排水路
（M1、M2、M3）、小排水路（FDA1、FDB1）の水質濃度
を図-6に示す。灌漑区域内における幹線用水路はコンク
リート製であることから、調査圃場群の小用水路におけ
る水質濃度は、支線用水路における水質濃度の値と同程
度であると考えられる。ここで、小排水路（FDA1、
FDB1）と幹線排水路（M1、M2、M3）における水質濃度
を比較すると、後者の水質濃度の値が低くなっていた。
このことから、用水路の残水が農地排水の希釈に寄与し
ていたと推察される。
そこで、配水管理用水による水質希釈効果を評価する
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図-4 A 農区の小排水路における水質濃度（定期調査）
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6月から7月までを対象とした。各項目の水量は、対象期
間における平均値である。
整備済みである圃場群Aでは、灌漑期間を通じて小用
水路へ農業用水が通水されており、圃場の取水および排
水の操作は圃場ごとに行われていた。これに対して、未
整備である圃場群Bでは、田越し灌漑が行われている圃
場のうち、最下流に位置する圃場の落口から常に排水が
生じていた。これは、水管理を省力化すると同時に、各
圃場へ不足なく灌漑するために掛け流しが行われていた
と考えられる。圃場群Bからの排水量は、圃場群への流
入量に対して小さい値であった。その理由として、圃場
群からの流出量は、圃場排水のほかに、水路の漏水や圃
場における下方や横方向への浸透などが生じていた可能
性がある。
ここで、圃場群への取水量に対する残水量の割合を
「配水管理用水率」として、各圃場群について算定した。
この結果、圃場群Aでは37％、圃場群Bでは43%と同程
度であった。しかし、上記のように、各圃場群の水管理
が異なることから、渇水の有無や気象条件などによって
は、配水管理用水の発生率は異なると考えられる。この
点については、今後、他年度のデータと合わせて分析を
行う必要がある。

  C A1 DA1
C I I A1
  DA1
I A1

(3)

ここで、CI；農業用水の水質濃度、CA1：小排水路の水
質濃度、I’A1：小用水路の残水量、DA1：小排水路の流量
である。
各水質濃度の推定結果を表-1に示す。また、これらの
推定値は、図-6に示す5月の幹線排水路（M1、M2、
M3）の値に近いものであったことから、計算結果は妥
当であり、実態を反映していると考えられる。また、TP、SSについてもほぼ同様の結果が得られた。よって、
灌漑期初期において、開水路系における用水路からの残
水は、小排水路における高濃度の圃場排水を希釈し、そ
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開水路系である整備済みおよび未整備の農区における
水収支、整備済み農区における排水管理用水の水質保全
機能について、それぞれ調査を行った。結果は、以下の
とおりである。

T-N

12.0

5/10

5. おわりに

SS

SS濃度(mg/L)

T-N濃度(mg/L)、T-P濃度(mg/L)

T-N

(3) 水質保全機能の発揮にむけた課題
用水路形式が、開水路系からパイプライン系へ変化す
る地域では、配水管理用水が考慮されなくなることから、
前述したような水質希釈機能が低下するおそれがある。
将来、パイプライン整備された後もこの機能を維持する
ためには、地域環境を保全するための用水を確保するこ
とで可能であると考える。
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T-N濃度(mg/L)、T-P濃度(mg/L)

CL 

の結果、幹線排水路の水質濃度の低下させ、水質保全に
寄与していることが示唆された。
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( i ) 5/10～5/30

6/9

SS濃度(mg/L)

ために、図-6中の5月18日の定期採水時の流量および水
質濃度のデータを用いて、A農区の小排水路（FDA1）と
小用水路の残水（I’A1）が合流した後の支線排水路にお
ける水質濃度CLを(3)式により推定した。

0
6/19

6/14

( ii ) 5/30～6/19

注）※( i )と( ii )では、縦軸のスケールが異なる。

図-5 A 農区内の小排水路（FDA1）における水質濃度（5 月～6 月）

水質項目
T-N
T-P
SS

合流前濃度※
FDA1
（mg/L）
6.1
1.6
2,255

合流後濃度
FDA1+I’A1
（mg/L）
1.2
0.20
233

濃度低下割合
（%）

M1（幹線排水路）

M2（幹線排水路）

M3（幹線排水路）

FDA1（小排水路）
FDA1

FDA2（小排水路）
FDB1

7.0

T-N濃度(mg/L)

表-1 配水管理用水合流後における推定水質濃度
（農区A）

N（幹線用水路）

6.0
5.0
4.0
3.0

80
88
90

※

合流前濃度は実測値である。

2.0
1.0
0.0

5/18

6/6

7/3

9/5

11/9

図-6 小排水路および幹線排水路における T-N 濃度
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① 整備済み圃場群と未整備圃場群の水収支を比較した
結果、配水管理用水はどちらも40%程度であった。
しかし、このように、各圃場群における水管理が異
なっていたことから、気象条件等によっては、各農
区における配水管理用水量が異なると考えられる。
② 灌漑期間における幹線排水路の水質濃度（SS、T-N、
T-P）は、農地排水が主体となる小排水路の値よりも
低かったことから、農業用水の残水による希釈機能
が示唆された。また、灌漑期初期における希釈効果
を推定した結果、高濃度の圃場排水の水質濃度を
90%程度低下させていることがわかった。
③ 用水路形式が、開水路系からパイプライン系へ変化
する地域では、配水管理用水が考慮されなくなるこ
とから、前述したような水質希釈機能が低下するお
それがある。将来、パイプライン整備された後もこ
の機能を維持するためには、地域環境を保全するた
めの用水を確保することで可能であると考える。
今後、パイプライン形式の事業地区における農区調査
のデータを蓄積し、配水管理用水量の有無が農区の水収
支および負荷収支に与える影響を明らかにする。これら

Naoko Koshiyama, Takeshi Ootsu, Kiyomi Kawaguchi

をあわせて、河跡湖が点在する大規模水田地帯における
水文環境保全対策を提案する。将来的には、農地周辺の
水質保全のほか、水生生物の生息空間の保全や、泥炭農
地の沈下抑制するのための地下水位管理などを考慮した
水循環および水環境の管理手法の確立に必要となると思
われる。
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