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Q&A

はじめに

北海道内では、数筆の小区画の水田を1筆の大区画
の水田に整備する事業が進められています。整備前に
30a程度であった水田が1ha以上の大区画になります。
小区画の水田間では、標高が異なるため、あとで説明
するように、この整備では切土、盛土といった土工作
業が発生します。
水田の大区画化施工では、降雨により土壌が過湿な
状態になると、工事が中断するなどの影響を受けます。
過湿な状態で土工作業を行うと施工機械の走行や押土
等により土壌が締固めや練返しを受け、土壌の排水性
が悪化する可能性があります。
資源保全チームでは、水田（転作田を含む）の大区
画化圃場において、施工前後の土壌を調査し、施工機
械の走行や押土等の作業が土壌性状に及ぼす影響を研
究しています。また、施工現場においても、土壌の練
返しを抑制する取り組みが行われています。
本稿では、現場で行われている大区画化の施工につ
いて、Q&A形式で解説します。

Ｑ１：なぜ水田を大区画化するのですか。

Ａ１：農家戸数が減少し、戸当たりの経営面積が拡大

する中、農作業を効率化するためです。

2017年の北海道の水稲作付経営体数は、2000年比で
5割弱の水準にまで減少しています（図－1）。これに
伴い担い手に農地を集約した結果、経営体当たりの水
稲作付面積は、2000年の5.2haから2017年には8.2haに
まで増加しています（図－1）。また、10ha以上の水
稲作付面積を有している農業経営体数の割合も2000年
の11%から2017年には33%に増加しています（図－2）。
このように経営の大規模化が進んできたことにより、
農作業の効率化が必要になっています。このため、水
田の大区画化が行われています。
大区画に整備された水田では、整備前と比較して水
田の管理に係わる営農労働時間が20%削減される2)な
ど、農作業の効率化が進んでいます。

Ｑ２：水田の大区画化施工は、どのように行われてい

ますか。

Ａ２：表土はぎから始め、下層土の上面を均平にした

後、表土を戻して終了です。1筆の大区画水田は、

1ha以上の面積があるため、仕上げるまでに数

日を要します。

水田の大区画化施工のイメージを図－3に示しまし
た3)。農地の表面には、肥料成分などを豊富に含み、
作物の生長に重要な表土と呼ばれる土壌があります。
厚さは30cm程度です。この表土と下層土が混じり合
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図－1　�北海道の水稲作付農家経営体数と経営体当たりの

水稲作付面積の推移

（参考文献1）を基に図－1を作成）
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図－2　北海道の水稲作付面積規模別の経営体数の割合

（参考文献1）を基に図－2を作成）
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わないように、施工は、表土はぎと呼ばれる作業から
始めます。表土のみを湿地ブルドーザではぎ取り、別
の場所に仮置きします。
表土はぎ後、切土と盛土により下層土の上面を均平
にする作業に移ります。施工前における小区画の水田
の標高差が小さい地域では、切土深や盛土厚は数cm
内に収まりますが、山間部など標高差が大きい地域で
は、数mに達することもあります。下層土の上面を均
平にした後は、表土を戻し、圃場面の整地を行って施
工は終了です。
1筆の大区画水田は、1ha以上の面積があるため、
仕上げるまでには数日を要します。このため、下層土
が泥炭土や粘性土である施工現場では、一連の表土は
ぎ・下層土の均平化・表土戻しを1筆の大区画圃場で1
度に行わずに、分割して行っています。

Ｑ３：なぜ、分割して施工を行うのですか。

Ａ３：施工の時に、表土や下層土を降雨にさらし過湿

な状態にしてしまうことを避けるためです。

写真－1に、分割施工の状況を示しました。写真中
央から右側にかけての範囲のみ表土はぎを行ってお
り、写真左側の植生が見える範囲は施工していませ
ん。この日は、表土はぎを行った範囲について表土戻
しまでを終えました。翌日、写真左側の範囲の表土を
はぎ、その日の内に表土戻しまでを終えました。この
ように、1筆の大区画水田を2分割すれば2日程度、3分
割すれば3日程度かけて施工し、1筆の大区画水田に仕
上げています。圃場を何分割にするかは、切土深や盛
土厚、運土距離などから算出した1日で施工出来る面
積で決まります。特に、下層土が泥炭土や粘性土であ
る場合には、過湿な状態になると乾燥するまでに時間
を要するため、下層土が施工途中で降雨にさらされな
いよう、表土はぎから表土戻しまでを基本的に1日で
終えるようにしています。

Ｑ４：土壌が多少過湿な状態でも施工は可能ではない

のですか。

Ａ４：水田あるいは転作田として利用されることを考

慮して、過湿な状態での施工は出来るだけ避け

ています。

降雨後の施工現場では、土壌が乾燥するまで待機し
ます。これは、施工中の湿地ブルドーザの走行性の確
保という目的もありますが、過湿な状態で施工するこ
とで土壌を練り返し、土壌の物理性を悪化させること
を避ける目的もあります。過湿な状態での施工は、土
壌を練り返し、土壌物理性を悪化させることが指摘さ
れています4)。

切土量＝盛土量になるように均平化
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図－3　水田の大区画化施工のイメージ

写真－1　分割施工の状況
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大区画化後の水田は、施工後に水田として継続して
利用される、あるいは転作田として利用されます。土
壌物理性には、作物の生育に適した範囲（基準値）が
あります（表－1）。表土やその直下の下層土上層（心
土部分）の固相率や飽和透水係数を基準値内に保つこ
とは、土壌中の余剰水を迅速に排除できることにつな
がります。余剰水を迅速に排水することで、土壌に酸
素を供給し作物の根の活力を高めることが出来ます。
このため、表土や心土部分の土壌物理性を出来るだけ
損なうことなく、整備した水田を農家に引き渡すこと
が重要です。

Ｑ５：施工時の土壌物理性の悪化を抑制する他の方策

はありますか。

Ａ５：接地圧の小さい超湿地ブルドーザの使用や高さ

方向のマシンガイダンスの使用などがありま

す。

表土はぎや表土戻し、下層土の切土や盛土の作業な
ど、大半の工程では、湿地ブルドーザが使用されます。
ただ、切土や盛土直後の下層土の上面や表土戻し後の
圃場面は、標高に若干のムラがある状態になっていま
す。このため、下層土の上面や圃場面を均平にする整
地作業を行いますが、この作業には接地圧の小さい超
湿地ブルドーザが用いられます（写真－2）。超湿地ブ
ルドーザの接地圧は15～23kN/m2であり、湿地ブルド
ーザの接地圧である22～43kN/m2と比較すると小さく
なっています6)。接地圧が小さいため、施工による土
壌の締固めが抑制され、結果として施工機械走行によ
る土壌物理性への影響が小さくなります。
一方、土壌物理性への影響は、図－3の②下層土の
均平化の作業において、下層土の上面や圃場面を精度
良く均平に仕上げることで、同じく図－3の③下層土
の上面を整地の作業でのブルドーザ走行による手直し
作業を減らすことでも軽減出来ます。具体的な事例と
して、高さ方向のマシンガイダンスの使用が、多くの
大区画化の現場で行われています。その一つに、レー
ザーセンサを湿地ブルドーザや超湿地ブルドーザに装

着した事例があります。施工現場近くに回転レーザー
レベルを設置し、そのレベルから発信された高さ情報
を、湿地ブルドーザや超湿地ブルドーザの排土板に設
置したレーザーセンサ（写真－3）が受け取ります。
オペレータは、レーザーセンサの表示が緑色に点灯す

診断項目 基準値 単位 

固相率 30～40 vol.% 

飽和透水係数 10-4～10-3 cm/s 

表－1　水田における土壌物理性の診断基準値（0～20cm）

（参考文献5）から引用）

診断項目 基準値 単位 

固相率 30～40 vol.% 

飽和透水係数 10-4～10-3 cm/s 
写真－2　超湿地ブルドーザでの施工の状況（写真中央）

診断項目 基準値 単位 

固相率 30～40 vol.% 

飽和透水係数 10-4～10-3 cm/s 

写真－3　レーザーセンサを装着した湿地ブルドーザ

写真－4　下層土の上面を整地した後の状態

診断項目 基準値 単位 

固相率 30～40 vol.% 

飽和透水係数 10-4～10-3 cm/s 
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るように排土板の高さを調整しながらブルドーザを走
行させることで、圃場面や下層土面を精度良く均平に
出来ます。写真－4は、レーザーセンサを使用しなが
ら、湿地ブルドーザで切土や盛土を行い、超湿地ブル
ドーザで整地した下層土面です。この施工により、下
層土面は計画高さの±20mm以内に収まり、丁張りを
使用して仕上げていた時と比べて、ブルドーザ走行に
よっての手直し作業が少なくなっています。手直し作
業が少なくなることは、作業時間を短縮出来るだけで
なく、走行に伴う締固めや練返しを減らし、土壌物理
性への影響も小さくなると考えられます。
なお、水田の大区画化施工においても、ICTブルド
ーザを活用した施工現場の事例はありますが、コスト
面の課題があり、試行段階にとどまっているのが現状
です7)。
� （文責：桑原　淳）
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