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大区画水田における地下水位と湛水位の代表値の把握方法

A Method for Measuring Average Values of Groundwater Level and 
Ponding Depth Level in a Large-sized Paddy Field

酒井　美樹　　　越山　直子　　　中村　和正

SAKAI Miki, KOSHIYAMA Naoko and NAKAMURA Kazumasa

報　文

水田では、作物の生育状況や圃場条件、気象条件等に応じて水管理が行われる。地下水位制御システムが整備さ
れた大区画水田で、水管理状況の遠方監視や取水・排水の自動化を行う場合は、地下水位と湛水位の代表値の把握
が必要である。大区画水田で観測した結果、灌漑期初期の地下灌漑で、取水停止に適した状態、すなわち圃場の
地表面の大部分が湿潤状態となった時、作土層付近に設置した浮子ポールで測定した地下水位は地表まで到達し、
地表面の状態に対応していた。一方、埋設した水位計で測定した地下水位は、この時にもまだ地表から-0.1mから
-0.3mの範囲の値を示す地点があり、地表面の状態に対応していなかった。また、湛水状態の水管理に移行した後
の湛水位は、風による吹き寄せにより圃場内で偏りが生じた。これらのばらつきと偏りを考慮して、地下水位と湛
水位の圃場内の代表値を把握する方法を以下のように提案した。1）地下水位は暗渠間かつ心土破砕間の地点に深
さ30～40cm程度の観測井を設置して測定する。2）湛水位は、地域の卓越風向に平行な2辺の各中間地点に水位計
を設置し、5秒間の平均値を測定する。

《キーワード：用水管理；大区画水田；地下水位；湛水位》
　　　　　
The water management of a paddy field is exercised in accordance with various conditions, including crop 

growth, paddy field environments and weather factors. To implement remote water monitoring and automatic 
intake/drainage in a large-sized paddy field that is installed with a system for controlling the groundwater 
level, it is important to know the average values of groundwater level and ponding depth level. An investigation 
carried out in a large-sized paddy field confirmed some findings. During the early stages of underground 
irrigation when intake was no more required or when most of paddy field surface turned into a wet state, the 
groundwater level measured with a pole float installed near plowed soil reached the ground surface, having 
responded to the surface condition. In the meantime, the groundwater level measured with an embedded water 
gauge ranged between 0.1m and 0.3m below the surface at some points, having not responded to the surface 
condition. After the water management was switched to that for impoundment ponding, the ponding depth level 
became uneven from place to place due to wind drift. In consideration of such differences and unevenness, the 
following method is proposed for determining average values of groundwater level and the ponding depth level 
in a paddy field. 1) The groundwater level is measured in an observation well dug 30 to 40cm deep at a point 
between sub-lateral drains and between locations of subsoil breaking. 2) The ponding depth level is measured 
with two water gauges each of which is installed each at the midpoint of two parallel sides extending along the 
direction of local prevailing wind, and the average value of five-second measurements is determined.

《Keywords：irrigation water management； large-sized paddy field； groundwater level； ponding depth level》
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１．はじめに

近年、農業就業者の高齢化や減少が進み、農業の持
続的な発展にとって課題となっている。その課題への
施策として、食料・農業・農村基本計画（平成27年3月）
では、担い手への農地集積・集約化や生産コストの削
減を目的とした農地の大区画化・汎用化を推進するこ
と、また、水管理の省力化や水利用の高度化を目的と
したICTや地下水位制御システム等の新たな技術の導
入を推進すること、などが明記されている。このよう
な施策の下、北海道の水田地域では、大区画化や地下
水位制御システム（図－1）の導入などの基盤整備が
進められている。これらの整備を契機として、水稲直
播栽培や田畑輪作に取り組む事例も増えてきている。

水田では、作物の生育状況や圃場条件、気象条件等
に応じて水管理が行われる。地下水位制御システムが
整備された大区画水田において、省力化のために水管
理状況の遠方監視や取水・排水の自動化を行う場合
は、地下水位と湛水位の代表値の把握が必要である。
しかし、例えば長辺が200m、面積が2haを超えるよう
な大区画水田では、地下水位上昇速度のばらつきや風
による湛水位の偏りがある。地下灌漑時の地下水位上
昇速度が圃場内でばらつく場合、水位上昇が速い地点
の地下水位を圃場の代表値として水管理を行うと、圃
場に必要な水量が灌漑されない恐れがある。また、圃
場内の湛水位に偏りがある場合、湛水位が大きい側、
あるいは小さい側を湛水位の代表値として水管理を行
うと、イネにとって適切な湛水位が確保されない恐れ
がある。そのため、地下水位や湛水位の代表値を把握
するためには、ばらつきや偏りを考慮しなければなら
ない。

本報告では、大区画水田での観測結果を用いて、地
下水位と湛水位の代表値の把握方法を提案する。

２．調査の概要

２． １　試験区

調査は、北海道妹背牛町にある国営農地再編整
備事業で整備された3筆の大区画水田（以下、試験
区）で行った。試験区の作付履歴を表－1に示す。以
下、2011年の試験区AはA11と表記し、他も同様とす
る。試験区Aと試験区Bは隣り合った圃場で、農家K
氏が耕作している。それぞれ長辺は259.6m、短辺は
88.0m、面積は2.2haである。試験区Gは試験区Aと試
験区Bから 2km程度離れた圃場で、農家S氏が耕作し

ている。長辺は254.7m、短辺は169.0m、面積は4.3ha
である。試験区の長短辺は耕作道路もしくは幅広畦畔
で囲まれている。試験区では地下水位制御システムが
整備されており、管理ユニット内の給水栓を開くこと
で、パイプラインから圃場に灌漑できる。灌漑方式は、
地表のみまたは地下のみ、あるいは両方の併用を選択
することができる。地下からの灌漑を行うと、用水は
暗渠吸水渠を通って圃場に広がる。暗渠吸水渠の埋設
深は地表から-0.9mであり、疎水材の上端は地表から
-0.3mである。暗渠吸水渠の間隔は10mである。

試験区Aと試験区Bの土壌は、地表から-0.15m程度
が作土層、地表から-0.15m～-0.4m程度が耕盤層、地
表から-0.4m以深が泥炭土の累積層である。試験区Ｇ
の土壌は、地表から-0.3m程度が作土層、地表から
-0.3m～-0.4m程度が耕盤層、地表から-0.4m以深が泥
炭土の累積層である。

A11とB13では水稲移植栽培が行われた。水管理は、
6月下旬の中干しを除いて、5月下旬の代かきから8月
中旬の落水まで湛水管理が行われた。灌漑は主に地下
から行われた。G16では水稲乾田直播栽培が行われた。
水管理は、5月中旬の播種後から6月上旬の出芽までは
浅水管理、出芽後から8月下旬の落水まで湛水管理が
行われた。灌漑は主に地下から行われた。直播栽培で
は、水田に直接播かれた種籾が苗立ちするまでの期間

地表灌漑 地表排水

地下水位を制御
できる水閘

用水路

排水路

図－1　地下水位制御システムの概念図

表－1　試験区の作付履歴

試験区 A B G

2009年 整備 整備

2010年 水稲移植 大豆

2011年 水稲移植 春小麦

2012年 秋小麦 秋小麦

2013年 大豆 水稲移植 整備

2014年 春小麦 秋小麦 水稲乾田直播

2015年 春小麦 秋小麦 水稲移植

2016年 水稲乾田直播

※太枠が本報告の試験区を示す。
着色は調査対象外である。
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に、地表面が湿潤状態となるような水管理を行う。本
報告では、この水管理を浅水管理と呼ぶ。

圃場では、排水性の向上を目的として心土破砕作業
が行われる。試験区では、調査を行った前年の収穫後
に深さ0.4m程度に実施された。また、水田圃場では、
湛水深を一様にすることを目的として均平作業が行わ
れる。A11、B13では代かき時に、G16では播種前に、
それぞれ実施された。

２． ２　観測地点と方法

地下水位と湛水位の観測地点を図－2と図－3に、地
下水位の観測方法を図－4に示す。地下水位は、暗渠
吸水渠の深さ付近に埋設した水位計と作土層付近に設
置した浮子ポールにより観測を行った。水位計では灌
漑期に10分間隔で地下水位を連続観測した。埋設した
水位計で観測した値は、厳密にはセンサー感部位置で
の圧力水頭であるが、概ね地下水位の位置を表してい
ると考えて、以下では地下水位と表記する。浮子ポー
ルは2016年5月12日から6月2日に設置し、これらを1時
間間隔で撮影した画像を用いてポールの浮上状況を読
み取り、作土層付近の浅い地下水位を推定した。湛水
位は、水位計を設置して、灌漑期に10分間隔で連続観
測した。連続観測のほかに、G16では2016年6月10日

に湛水位の集中観測も行った。集中観測では、水位計
を設置して1秒間隔のデータを取得した。

地表面の標高測量は、収穫後に圃場内の16地点で行
い、その平均値を試験区の標高とした。圃場平均標高
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図－2　水位観測点（試験区G）
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図－3　水位観測点（試験区A、試験区B）
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と16地点の標高の差の最大は、A11とB13で4cm、G16
で2cmだった。圃場平均標高と16地点の標高の差の絶
対値の平均は、それぞれ1cmであった。地表面の不陸
の位置的な偏りはなかった。地下水位と湛水位は、試
験区の平均標高を0として表す。南側と北側の平均湛
水位は、湛1、湛2の平均と湛3、湛4の平均とした。試
験区Gの中間平均湛水位は、湛5、湛6の平均とした。
また、試験区Gの圃場平均湛水位は、湛1、湛2、湛3、
湛4、湛5、湛6の平均とした。

風向風速は、2011年から2015年には試験区近傍で観
測機器を設置して観測した。2016年には北海道開発局
札幌開発建設部深川農業事務所が試験区近傍で観測し
た値を用いた。観測値がない期間は、近傍のアメダス
地点の値を用いた。なお、この地域では日中に南から
の風が吹くことが多い。

イネの草丈は、2011年と2013年には北海道開発局札
幌開発建設部の水田輪作実証等調査で観測した結果を
用いた。計測値がない期間の草丈は、計測値を直線で
結んで推定した2016年には試験区で定規により計測し
た。計測値がない期間の草丈は、S氏が同じ栽培方法
と品種で耕作する他圃場の草丈の値も含め、直線で結
んで推定した。なお、他圃場の草丈の値は、妹背牛町
農政課が計測を行ったものである。

３．結果と考察

３． １　地下灌漑時の地下水位

大区画水田での地下灌漑時の地下水位の挙動と代表
値の把握方法の考察は、水稲乾田直播栽培のG16を対
象とした。
３． １． １　地下水位のばらつき

G16の初期灌漑は、5月12日17:50から5月16日21:00ま

で地下から行われた。初期灌漑時の圃場の湿潤状況を
図－5に示す。取水開始24時間後（13日18:00）には暗
渠吸水渠のライン上で湿潤状態になった。浮子ポール
周辺が湿潤状態になったのは取水開始61時間後（15日
7:00）で、圃場の大部分が湿潤状態になったのは、取
水開始82時間後（16日4:00）であった。

次に、初期灌漑時の地下水位の変動を図－6に示す。
水位計による地下水位は、暗渠間かつ心土破砕間の地
6を除く地点で取水開始6時間後（13日0:00）に地表か
ら-0.6m程度まで上昇した。取水開始24時間後（13日
18:00）には暗渠直近あるいは心土破砕上の地1、地3、
地4で地表から-0.3mより浅い位置まで上昇した。その
後は、どの地点も緩やかに上昇し、耕作者が取水を停
止した取水開始99時間後（16日21:00）では暗渠直近
かつ心土破砕上の地3で地表面に達していたが、他の
地点は地表から-0.1mから-0.3mの範囲であった。水
位上昇の速さは、地点によってばらつきがあった。一
方、浮子ポールによる地下水位は、取水開始10時間後

（13日4:00）に全ての地点で地表から-0.3mより浅い位
置まで上昇した。取水開始19時間後（13日13:00）に
は暗渠直近の浮3と浮6で地表から-0.05mまで上昇し
た。取水開始58時間後（15日4:00）には暗渠間かつ心
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図－4　地下水位観測方法

図－5　初期灌漑時の圃場湿潤状況
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土破砕間の浮5以外の地点で地表面に達し、取水開始
61時間後（15日7:00）には浮5も地表面に達した。古
檜山ら1)は、水稲栽培圃場において地下灌漑を用いた
初期取水では、暗渠埋戻し部の水位が圃場全体で上昇
したあと、用水は心土破砕により透水性が高くなって
いる部分を通して作土層を水平に広がり、この間の埋
戻し部から下層土への用水の水平移動は緩慢で、暗渠
間の地下水位上昇が暗渠直近に比べて遅れると指摘し
ている。試験区もこうした現象が起きていると考えら
れる。

よって、試験区で地下灌漑を行った時の地下水位の
挙動の特性は、以下のように整理できる。1）圃場の
地表面の水足は暗渠吸水渠のラインから進み、取水停
止前には大部分が湿潤状態となった。2）浮子ポール
で測定した作土層付近の浅い地下水位は、取水停止時
には地表面まで到達していた。3）水位計で測定した
地下水位は、ばらつきながら上昇し、取水停止時でも
地表から-0.1mから-0.3mの範囲の地点があった。
３． １． ２　地下水位の代表値

試験区Gの耕作者の聞き取りによると、浅水管理時
の取水は、圃場全体が湿潤状態となった時に停止する

とのことであった。つまり、G16では取水開始99時間
後である。しかし、この時刻の水位計で測定した地下
水位は、地表から-0.1mから-0.3mの範囲となる地点
があった。それゆえ、取水停止を判断するための地下
水位の代表値は、地表から-0.9mに埋設した水位計で
の地下水位では測定が困難である。一方、浮子ポール
による地下水位については、暗渠直近や心土破砕上の
地点では、圃場の湿潤面積が比較的小さい段階で高い
地下水位を示す欠点があるが、暗渠間かつ心土破砕間
の地点では、圃場面の湿潤状況に対応した値になって
いる。それゆえ、浅水管理時に地下から灌漑する場合
の地下水位の代表値は、暗渠間かつ心土破砕間の位置
に、30～40cm程度の浅い観測井を設置して測定する
ことで得られる。

３． ２　湛水管理時の湛水位

大区画水田での湛水管理時の湛水位の偏りと代表値
の把握方法の考察は、水稲移植栽培のA11、B13と水
稲乾田直播栽培のG16を対象とした。湛水位の偏りの
主な要因は風であると想定して、風向が長辺方向に近
い日時のデータを対象に分析を行った。
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図－6　初期灌漑時の地下水位の変動
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３． ２． １　湛水位の偏り

湛水位の偏りの分析は、A11とB13を対象とした。
図－7は、草丈と長辺方向の湛水位の偏りの関係を示
したものである。長辺方向の湛水位の偏りは、南側
と北側の平均湛水位の差として算出した。湛水位差
は草丈が約20cm未満の生育初期に大きく、草丈が約
20cm以上になると概ね2cm未満と小さかった。草丈
が20cm未満での風速と湛水位差との関係を図－8に示
す。近似式の適合度は高くないが、湛水位差は風速と
の相関があることがわかる。湛水位差は、風速5m/s
では約2cm、風速8m/sでは約4cmであり、風速が5m/
sより大きくなると湛水位差が特に大きくなった。
３． ２． ２　湛水位の代表値

湛水位の代表値の把握方法の考察は、G16を対象と
した。集中観測を行った6月10日のデータのうち12:30
からの1分間の毎秒の湛水位の変動を図－9に示す。こ
の間の最頻風向は北西で、平均風速は6.8m/sであった。
また、イネの草丈は9cmであった。湛水位の変動は、
水田の風下側の湛2で大きく、風上側の湛3で小さかっ
た。湛2の湛水位は、10秒間で2周期程度変動していた。
そのため、以下の集中観測の分析では、波の影響を排
除するために湛1、湛2、湛3、湛4の湛水位は5秒間の
移動平均値を用いた。なお、6月10日の集中観測では、

湛5と湛6は1秒間隔の測定の対象としなかった。この
日の湛5と湛6は風下ではないため、波立ちの影響は小
さいことが考えられる。そのため、以下の集中観測の
分析では、湛5と湛6の湛水位は連続観測で得られた瞬
時値を用いた。

図－10は、6月10日における南側、北側、中間の各
地点の平均湛水位を、風速の大きさで区分して示した
ものである。1日を通した最頻風向は西北西で、平均
風速は5.6m/s、最大風速は8.1m/s、最小風速は4.0m/s
であった。圃場の水面の横断面は、風速が小さいとき
には下に凸の曲線になり、風速が大きくなると直線に
近い形になった。
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図－7　草丈と風による湛水位差の関係
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図－8　風速と湛水位差の関係（草丈＜20cm）
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図－11は、圃場平均湛水位と各地点の平均湛水位と
の関係を示したものである。南側と北側の平均湛水位
は、どちらも圃場平均湛水位と最大2.3cmの差があっ
た。一方、中間の平均湛水位は、近似直線によれば圃
場平均湛水位の0.98倍でほぼ等しかった。図－12は、
連続観測で得られたデータのうち、風の強い日を抽出
して図－11と同様に整理したものである。図示した3
日間の概要は表－2のとおりである。連続観測の湛水
位は10分間隔で測定したため、移動平均ではなく瞬時
値である。圃場平均湛水位と南側・北側の平均湛水位
との差の最大は、それぞれ6月12日で2.7cm・2.6cm、
7月3日で0.8cm・0.7cm、7月31日で0.2cm・0.3cmであ
った。前項で述べたとおり、草丈が20cmを超えると、
湛水位の偏りに与える風の影響が小さくなる傾向があ
った。図－12でも同様の傾向となった。一方、3日間
の中間の平均湛水位は、近似直線によれば圃場平均湛
水位の1.00倍で、圃場平均と等しかった。

これらのことから、湛水管理時の湛水位の代表値は、
吹き寄せの影響を排除するために、地域の卓越風向に
平行な2辺の各中間地点に水位計を設置して、その測
定値を平均することで得られる。
３． ２． ３　 任意の地点の湛水位を用いた圃場代表値

の算出方法

湛水位を圃場の取水口近傍で測定しなければならな
い場合には、測定点は必ずしも前項で示したような地
域の卓越風向に平行な2辺の各中間地点とはならない。
この場合には、取水口近傍の湛水位から圃場の湛水位
の代表値を算出する必要がある。

図－13のように圃場の中心を原点とする座標を考え
ると、圃場内の任意の地点（x, y）の湛水位 zと、圃場
中心点の湛水位 z0は次のような関係となる。
　　z ＝ ax ＋ by ＋ z0 ・・・（1）
　　a ＝ i・sinθ ・・・（2）　
　　b ＝ i・cosθ ・・・（3）

ここで、a、bは x 軸方向と y 軸方向の水面勾配、i は風
向方向の水面勾配、θは圃場の長辺と風向きのなす角
である。

前項で述べた湛水位の代表値は、卓越風向に平行な
2辺の各中間地点の測定値の平均値で、圃場中心点の
湛水位にほぼ等しいと考えられる。（1）式、（2）式、（3）
式から得られる（4）式に x、y、zを代入すれば、圃場
中心点の湛水位すなわち圃場の湛水位の代表値を算出
できる。

　　zo ＝ z － ix・sinθ － iy・cosθ　・・・（4）
図－8によりイネの草丈が20cm未満の場合の249.6m

離れた地点間の風速と湛水位差との関係がわかってい
る。このことから i は次式で表すことができる。

　　i ＝ ( 0.039 s 2 ＋ 0.16 s )／24960　
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図－12　 風が強い日の圃場平均湛水位と地点ごとの平均湛

水位

6月12日 7月3日 7月31日

イネの草丈 20cm未満
20cm以上
30cm未満

30cm以上

平均風速 5.0m/s 6.7m/s 3.6m/s

最大風速 9.8m/s 11.4m/s 8.1m/s

最小風速 0.7m/s 1.2m/s 0.1m/s

最頻風向 南西 南南西 南

表－2　抽出した3日間の概要
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　　  ＝ ( 1.6 s 2 ＋ 6.5 s )・10 -6　  ・・・（5）
ここで、s は風速（m/s）である。

図－7によりイネの草丈が20cm以上の場合は、風に
よる偏りの影響が小さかった。この場合の偏りは無視
できると考える。

　
３． ３　測定頻度

圃場の地下水位と湛水位の代表値を把握するための
測定頻度は、次の測定時刻までの間に、目標とする地
下水位や湛水位に対してどの程度の水位超過が許容さ
れるかで決めることができる。古檜山ら1)によると、
普通期における湛水管理時の取水強度は5mm/h未満
である。例えば、目標の湛水位が3cmの場合、3cm
に達した時に取水を停止しないと1時間後の湛水位は
3.5cmとなり、0.5cm超過する。この程度の超過が許
容されると考えれば、測定頻度は地下水位・湛水位と
も1時間とすることができる。なお、湛水位の1回の測
定値は5秒間の移動平均値とすることが望ましい。こ
れは、波の影響を排除することが目的であり、地域の
卓越風向に平行な辺の中間地点であっても風下側とな
る可能性があるためである。

４．まとめ

本報告では、大区画水田における地下灌漑を行う場

合の地下水位のばらつきや、湛水管理を行う場合の湛
水位の偏りの特性を明らかにした。また、その特性を
考慮したそれぞれの代表値の把握方法を提案した。結
果は以下のとおりである。
 1） 地下灌漑で圃場の地表面の大部分が湿潤状態とな

った時、浮子ポールで測定した作土層付近の地下
水位は地表まで到達していたが、埋設した水位計
で測定した地下水位は地表から-0.1mから-0.3m
の範囲の地点があり、地表面の状態に対応してい
なかった。それゆえ、浅水管理での取水停止を判
断するための地下水位の代表値は、暗渠間かつ心
土破砕間の地点に深さ30～40cm程度の観測井を
設置して測定することで得られる。

 2） 湛水管理を行う場合の湛水位は、風の吹き寄せに
より偏りが生じる。長辺259.6mの圃場での長辺
方向の水位差は、草丈が20cm未満で風速が5m/
sの時に2cmであった。風速が5m/sより大きくな
ると水位差が特に大きくなった。

 3） 湛水位の代表値は、地域の卓越風向に平行な2辺
の各中間地点に水位計を設置し、5秒間の平均値
を測定することで得られる。任意の地点で湛水位
を測定する場合は、風向風速の観測値があれば算
出することができる。

 4） 地下水位と湛水位の測定頻度は、地下水位や湛水
位の調整で0.5cmまでの超過を許容すれば1時間
とすることができる。

本研究を進めるにあたり、現地調査や資料提供にご
協力いただいた農家、もせうし町土地改良センター、
妹背牛町農政課、北海道開発局札幌開発建設部の関係
各位に謝意を表する。

最後に、この研究の一部は「戦略的イノベーション
創造プログラム（次世代農林水産業創造技術）」のう
ち「情報・通信・制御の連携機能を活用した農作業シ
ステムの自動化・知能化による省力・高品質生産技術
の開発」（代表研究機関：国立研究開発法人農業・食
料産業技術総合研究機構）で実施していることを付記
し、謝意を表する。
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