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圃場の大区画化整備では、施工時の表土の水分状態によっては、表土はぎや表土戻し時に、

湿地ブルドーザの押土作業により土壌が練返し等を受ける。このため、土壌構造の破壊等によ

る作物生育の悪化や営農機械の作業性の低下が起こる可能性がある。基盤が粘性土である圃場

で、表土の施工前後の土壌性状を調査し、表土の施工時の水分状態が施工後の土壌物理性に及

ぼす影響を検証した。 

表土は、施工時に湿潤であるほど、施工により堅密化しやすい傾向があった。表土がpF2.0に

まで湿潤化するようなまとまった降雨があった場合、表土がpF2.0以上まで乾燥するのを待って

施工を再開する必要があると考えられた。施工時の表土の水分状態と施工後の表土の透水性と

の関係は判然としなかった。 
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1. はじめに 

北海道の水田地帯では、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、表土はぎ、表土はぎ後

の基盤土の切土と盛土、表土戻しにより、大規模な運土

および敷均しが生じる。こうした工事では、施工直前の

降雨などで土壌が湿潤な時期に工事を行った場合、施工

機械による攪拌および踏圧によって土壌が堅密となり、

土壌の排水性や保水性に関係する孔隙が失われる恐れが

ある。この対策として、過湿状態で運土および敷均しを

行わないよう、大区画圃場をいくつかの区域に分け、各

区域の表土はぎから表土戻しまでの作業を晴天時に1日

で終える工夫がなされている。しかし、このような圃場

の大区画化の施工前後での土壌物理性の変化を報告した

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。本報では、粘土質土壌の水田で、施工前後での土

壌物理性の変化を調査した結果について述べる。 

 

2. 大区画化施工の概要 

図－1に大区画化施工の各段階における土壌の移動の

概要を示す。 

圃場の大区画化施工は、圃場をいくつかの区域に分け

て表土はぎ、切土と盛土、表土戻しの順に施工し、最後

に大区画化した圃場全体の圃場面の整地作業を行ってい

る。このため、表土は、表土はぎおよび表土戻しの際の

運土および敷均しにより攪拌および踏圧を受ける。 

一方、下層土は、切土部と盛土部の場合で異なる。切

土部、盛土部ともに、表土はぎ時、切土時および盛土時、

図－1 大区画化施工の各段階での土壌の移動 
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基盤面の整地時および表土戻し時の4回、作業機械の走

行による踏圧を受ける。更に盛土部の場合、盛土が切土

部から運ばれ、敷均しされる際に攪拌も受ける。 

 

3. 方法 

(1) 調査地の概要 

調査圃場は、美唄市内（図－2）にある、大区画汎用

水田圃場として整備されるA、BおよびC圃場である。各

圃場ともに、土壌は地力保全基本調査報告書（空知中部

地域、石狩川下流地域、空知南部地域）1)の中で、日東

統に区分されている。A圃場は、圃場面標高の異なる7

筆、B圃場は3筆、C圃場は4筆が1筆の大区画圃場として

造成された。図－3にA圃場、図－4にB圃場、図－5にC

圃場の概要図を示す。AおよびC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。

一方、B圃場は切土部のみが存在する。 

 

(2) 調査内容 

各種土壌調査は、各圃場ともに地点1～8の8か所（図

－3～5）で行った。A圃場の場合、切土深は6～56 cm程

度、盛土厚は17～56 cm程度であった。B圃場の場合、切

土深は56～76cm程度であった。C圃場の場合、切土深は

29～100cm程度、盛土厚は59～94cm程度であった。調査

時期および施工時期は表－1の通りである。 

土壌断面調査は、調査地点1、2において、施工前およ

び施工後に行った。 

コーンペネトロメータ―による地耐力の測定は施工前

に各調査地点で行った。測定の深さは表土の10cmおよ

び20cmとした。 

採取した土壌試料について表－2に示す土壌分析を行

った。土壌水分は施工時の土壌水分が施工による土壌物

理性の変化に及ぼす影響を解析するために測定した。粒

径組成はA、BおよびC圃場が、比較解析が可能な類似し

た土壌であることを確認するために行った。大型機械に

よる大規模な運土を伴う改良山成工で造成された圃場に

おいて、運土による土壌圧縮により、土壌の堅密度の指

標である固相率の増大が確認されている2)。よって、固

相率が大区画施工での施工機械による運土の影響を把握

する指標として適当と判断し、分析項目として採用した。

図－2 調査圃場の所在地 

図－5 C圃場の概要と調査位置 

表－1 調査時期および施工時期 

A圃場 B圃場 C圃場
施工前調査 2016/6/30 2017/7/3 2019/5/28,29
施工時土壌水分調査 2016/7/8 2017/7/19 2019/7/25
大区画化工事 2016/7/7,8 2017/7/19 2019/7/25
施工後調査 2016/7/8 2017/8/21 2019/8/1

表－2 土壌分析の内容 

分析項目 分析方法
土壌水分 炉乾燥法
粒径組成 比重計法
容積重 炉乾燥法
三相比（固相、液相、気相、全孔隙） 実容積測定装置法
飽和透水係数 変水位法
孔隙分布 砂柱法、遠心法

図－3 A圃場の概要と調査位置 

図－4 B圃場の概要と調査位置 
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また、飽和透水係数は施工に伴う土壌の排水性の変化

を解析する有用な指標なので分析項目とした。 

土壌試料のうち100ml試料管を用いた非攪乱試料の採

取は、各調査地点において、施工前および施工後に行

った。A圃場での採取深さは、表土層（深さ0～30cm程

度）と下層土の上部（同30～45 cm程度）と下部（同45

～60cm程度）とした。BおよびC圃場での採取深さは、

表土層の上部（調査地点により異なるが0～15cm程度）

と下部（同15～30cm程度）、下層土の上部（同30～45 

cm程度）と下部（同45～60cm程度）とした。採取個数

は各層で3試料とし、分析値は3試料の平均値として算

出した。 

土壌試料のうち攪乱試料の採取は、土壌断面調査を

行った地点において、非攪乱試料と同じ採取深さで行

った。採取試料数は各層で1試料である。採取した試料

について粒径組成分析を比重計法により行った。 

施工時の土壌水分の分析は、A圃場においては、施工

後の土壌調査で採取した非攪乱試料を用いて行った。B

圃場においては、調査地点5～7の表土（深さ0～30cm程

度）より、施工直前に攪乱試料を採取して行った。C圃

場においては、調査地点1および2の表土（深さ0～15cm

程度）より、施工直前に攪乱試料を採取するとともに、

施工中に表土はぎがなされ、一時的に仮置きされてい

る表土（深さ0～15cm程度）から3つの攪乱試料を採取

して行った。 

施工前および施工時の土壌のpF値は、施工前に採取

した土壌試料の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、施工前の土壌試料

の分析で求めた容積重、固相率と施工前および施工時

の土壌水分分析によって得られた含水比から液相率を

算出し、この液相率に相当するpF値を前述のpF-水分率

曲線から読み取った。 

各圃場の表土での施工前の土壌水分と地耐力につい

ては相関係数を求め、危険率1%でt検定により有意差検

定を行った。 

土壌分析値における有意差検定は、t検定によって、

危険率5%で行った。 

 

4.  結果と考察 

(1) 調査地の概要 

 A、BおよびC圃場の地点1における施工前の土壌断面

を図－6～8に示す。各圃場ともに、地点1と2における土

壌断面はほぼ同じであった。 

 各圃場ともに、土壌は表層が細粒質である灰色沖積土

に区分された。各圃場ともに、表土は細粒質（LiC／軽

埴土）であり、表土直下の下層土からは地下水の影響を

受けた灰色層となっている点で共通している。ただし、

AおよびC圃場では、下層土も細粒質（LiC／軽埴土）で

ある一方、B圃場では、下層土が中粒質（CL／壌土）で

ある点が異なっている。また、A圃場では、表土が一層

であったのに対し、BおよびC圃場の表土は、耕起され

て膨軟（硬度12～18）な作土層と、これより堅密（硬度

22）なすき床層の二層に区分された。 

 以上の結果から、各圃場の土壌は、施工前に受けた耕

起履歴が異なり、下層土の粒径組成が異なるものの、そ

の他は共通しており、互いに類似した土壌であると判断

された。 

土壌区分：灰色沖積土
母材：沖積段丘堆積物

断面写真 深度(cm) 層位 土性 土色 硬度(mm)

 0～23 Ap LiC
2.5Y3/3

（暗オリー
ブ褐色）

23

23～50 Cg LiC

7.5Y7/1
（灰白）

10YR5/8
（黄褐）
の膜状

斑鉄富む

22

図－6 A圃場の土壌断面 

土壌区分：灰色沖積土
母材：沖積段丘堆積物

断面写真 深度(cm) 層位 土性 土色 硬度(mm)

 0～13 Ap1 LiC
10YR2/3
（黒褐）

12

13～24 Ap2 LiC 10YR2/3（黒褐） 22

24～75 C1g CL
10Y4/1
（灰）

19

75～100 C2g CL
10Y4/1
（灰）

25

図－7 B圃場の土壌断面 

土壌区分：灰色沖積土
母材：沖積段丘堆積物

断面写真 深度(cm) 層位 土性 土色 硬度(mm)

 0～10 Ap1 LiC
10YR2/2
（黒褐）

18

10～20 Ap2 LiC 10YR2/3（黒褐） 22

20～30 C1g LiC
7.5YR5/8
（明褐）

21

30～67 C2g LiC

2.5Y5/4
（黄褐)

7.5YR5/8(明褐)の
膜状斑鉄含む

20

67〜100+ C3g LiC

2.5Y6/3
(にぶい黄)

7.5YR5/8(明褐)
の膜状斑鉄含む

22

図－8 C圃場の土壌断面 
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(2) 表土の水分状態と地耐力の関係 

図－9に施工前のA、BおよびC圃場の表土の水分状態

(pF)と地耐力の関係を示す。表土の値は各調査地点での

深さ10cmおよび深さ20cmの値を区分けせずに図示して

いる。pFは、その値が小さいほど土壌が湿潤であること

を示す。 

表土では、pFと地耐力の間には有意な相関関係が認め

られ、土壌が乾燥するほど地耐力が増大した。表土が

pF2.0以下の湿潤状態の場合、地耐力が湿地ブルドーザ

の走行可能地耐力（0.3 MPa以上）3)を下回ることが多か

った。 

A、BおよびC圃場における大区画化施工では、掘削、

運土作業には湿地ブルドーザが使用されている。一方、

超湿地ブルドーザの利用台数はごく少数で、切土後およ

び盛土後の下層土および表土戻し後の圃場表面の仕上げ

の整地作業に使用されているのみであった。 

このような施工機械の利用実態においては、表土が

pF2.0以下に湿潤化するようなまとまった降雨があった

場合、湿地ブルドーザによる大区画化施工を行うには、

表土がpF2.0以上に乾燥するのを待つ必要があると考え

られた。 

 

(3) 大区画化施工時の表土の水分状態 

 図－10にA、BおよびC圃場における大区画化施工時の

表土のpFを示す。 

A圃場では、2016年7月2日に39mmのまとまった降雨が

あり、その5、6日後の7月7、8日に大区画化工事が行わ

れた（図－11）。施工時の表土は乾燥しており、pFの平

均値は3.1であった。 

 B圃場では、2017年7月16、17日にそれぞれ41.5、

53.5mmのまとまった降雨があり、その2日後の7月19日に

大区画化工事が行われた（図－12）。施工時の表土は過

湿状態にあり、pFの平均値は1.5であった。 

 C圃場では、2019年7月19日に9mmの少量の降雨があり、

その6日後の7月25日に工事が行われた（図－13）。施工

時の表土は乾燥しており、pFの平均値は3.6であった。 

このように、B圃場はAおよびC圃場に比べて、表土が

図－9 施工前の表土の水分状態と地耐力の

関係 

図－10 大区画化施工時の表土の水分状態 

図－11 A圃場での調査前後の日降雨量(2016) 

図－12 B圃場での調査前後の日降雨量(2017) 

図－13 C圃場での調査前後の日降雨量(2019) 
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かなり湿潤な状態で大区画化施工が行われた。 

 

(4) 施工前後の表土の物理性 

図－14に表土（A圃場では0～30cm、BおよびC圃場で

は0～15cm）の施工前後の固相率と施工時のpFとの関係

を示す。この図では施工前後で固相率に変化がなければ

変化率の値はy=x線上にプロットされる。表土の固相率

が営農あるいは作物生育に適切であると判断される診断

基準値は30～40%である4)。 

 固相率は、土壌調査地点19地点のうち、施工前におい

て膨軟で基準値内に収まっていたのは2地点のみで、そ

れ以外は堅密で基準値から外れていた。 

 表－3に施工前後における表土の固相率の変化率と施

工時のpFとの関係を示す。ここで、変化率は以下の式に

より算出した。 

変化率(%)＝（施工後の固相率－施工前の固相率）／施

工前の固相率×100 

 変化率が大きな正の値を示すほど、施工前に比べ、施

工により土壌が堅密化したことを表す。調査地点19地点

のうち、変化率が10%を下回った地点が11地点と全体の

58%を占めており、調査圃場においての施工は表土の顕

著な堅密化をもたらすことなく実施されていた。一方で、

pF1.5以下の湿潤状態で施工された2地点の表土の固相率

の変化率はどちらも20%以上となっていた。このことか

ら、湿潤状態で施工された場合、表土が堅密化しやすい

と予測された。 

 そこで、施工時のpFと固相率の変化率との関係につい

て検討した（図－15）。固相率の変化率と施工時のpFと

の間には有意な負の相関(R=-0.559)が認められ、表土は、

施工時に湿潤であるほど、施工により堅密化しやすい傾

向を示した。 

図－16に表土（A圃場では0～30cm、BおよびC圃場で

は0～15cm）の施工前後の飽和透水係数と施工時のpFと

の関係を示す。この図においても、施工前後で飽和透水

係数に変化がなければ変化率の値はy=x線上にプロット

される。表土の飽和透水係数が営農あるいは作物生育に

適切であると判断される診断基準値は1.0E-04～1.0E-

02cm/sである4)。 

表－4に表土における施工前後での飽和透水係数が基

準値内であったかどうかの区分と施工時のpFとの関係を

整理した。飽和透水係数が施工前には基準値内であった

が施工により基準値より小さくなった調査地点は全19地

点のうち6地点に留まる一方で、施工後においても基準

値内であった調査地点は11カ所に上っていた。このよう

に、調査圃場においては施工による透水性の悪化は顕著

には現れていなかった。 

図－17に表土における施工後の飽和透水係数と施工時

のpFとの関係を示す。施工後の飽和透水係数と施工時の

pFには全く相関関係がなかった。このように、表土にお

ける施工時の土壌水分状態が施工後の透水性におよぼす

図－17 表土の施工後の飽和透水係数

と施工時の pF 

図－16 表土の施工前後の飽和透水係数と

施工時の pF 

表－4 施工前後の表土の飽和透水係数の区分 

図－15 表土の固相率の変化率と施工時の pF 

図－14 表土の施工前後の固相率と施工時の pF 

表－3 表土の固相率の変化率と施工時 pFの関係 

≦1.5 1.5～≦2.0 2.0～≦2.5 2.5～≦3.0 3.0～≦3.5 3.5＞
内／内 1 - 1 0 1 4 7
内／外 0 - 0 1 3 2 6
外／内 1 - 0 1 2 0 4
外／外 0 - 1 1 0 0 2

pF
合計

基準値
(施工前／後)

≦1.5 1.5～≦2.0 2.0～≦2.5 2.5～≦3.0 3.0～≦3.5 3.5＞
20≦C 2 - 1 0 0 0 3

10≦C＜20 0 - 0 1 2 2 5
0≦C＜10 0 - 0 2 1 1 4

C＜0 0 - 1 0 3 3 7

変化率(%)=C
pF

合計
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影響は判然としなかった。 

今後、更に調査を進め施工時の表土の水分と施工によ

る土壌物理性の変化の関係の解析を進める。 

 

5.  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、

施工前後の表土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) 調査圃場の施工は、表土の顕著な堅密化や透水性の

低下をもたらすことなく実施されていた。 

2) 表土の水分状態がpF2.0以下の場合に、地耐力が湿

地ブルドーザの走行可能地耐力を下回ることが多か

った。 

3) 表土がpF2.0以下にまで湿潤化するようなまとまっ

た降雨があった場合、湿地ブルドーザーによる大区

画化施工を行うには、表土がpF2.0以上になるまで

乾燥するのを待つ必要があると考えられた。 

4) 表土の固相率の変化率と施工時のpFとの間には有意

な負の相関(R=-0.559)が認められ、表土が施工時に湿

潤であるほど、施工により堅密化しやすい傾向を示

した。 

5) 表土の飽和透水係数と施工時のpFとの間には有意な

相関は認められず、施工による飽和透水係数の低下

と施工時の水分状態との関係は判然としなかった。 

 

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。 
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第63回(2019年度) 北海道開発技術研究発表会論文 

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 
―転作田における地下灌漑実施時の地下水位 

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 資源保全チーム ○清水 真理子 

長竹 新   

横川 仁伸  
 

 大区画水田圃場で地下灌漑を導入することは、転作作物の安定生産のために効果的と考えら

れる。美唄地区の転作田において、地下灌漑実施時における地下水位の空間分布を明らかにす

るとともに、地下水位変動が作土の土壌水分に与える影響を検証した。地下灌漑の取水開始直

前の地下水位のばらつきに比べ、取水終了直前の地下水位のばらつきは小さく、水分供給ムラ

は大きくなかった。また、5 cm深の土壌水分は地下水位が− 10 cmまで上昇したときに圃場容水

量まで増加した。出芽促進を目的として地下灌漑を利用するためには、水分を供給したい深度

の直下まで地下水位を上昇させることが重要であった。 

 

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 

 

 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も

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（以下、地下灌漑という）することで、転作作物栽

培時においても最適な圃場水管理を実現することが可能

となる。 

 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)。 

 大区画水田圃場における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、大区画圃場にお

ける地下灌漑実施時の給排水ムラに関する知見は非常に

少なく、現場調査による実態把握が重要となる。本報で

は、美唄地区の泥炭地大区画転作田において、地下灌漑

実施時における地下水位の空間分布を明らかにするとと

もに、地下水位変動が土壌水分に与える影響を検証する。 

2.  調査地と方法 

 

(1)   調査地 

 調査は、北海道美唄市の１筆の圃場で行った。 

 調査圃場では、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）。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。地表から30～45 cmより下が泥炭層である。2016

年の調査時における作土層36 cmの土性は、砂23～34%、

130905030 70 110 150 m

水閘取水桝

暗渠管

170m

70m

L1

L2

L3

 
 

図-1 調査圃場の整備前の状況写真と観測地点位置図 
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シルト35～40%、粘土31～37%であった。2016年から2019

年まで大豆を作付けした。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。2019年は水閘を全閉にして地下灌漑

を２回実施した。１回目は2019年6月10日から12日まで

であり、出芽促進を目的とした。２回目は2019年7月8日

から10日までであり、出芽後の生育促進を目的とした。 

 

(2)   調査方法 

 降水量は、調査圃場近傍で転倒マス式雨量計により測

定した。 

 地下灌漑取水量は、10分間隔で測定した取水桝内水位

をHQ式に代入して求めた。HQ式は、同一ブロック内の圃

場で測定した取水桝水位と、電磁流量計により測定した

地下取水量の関係から作成した。 

暗渠排水量は、スリット堰により2分間隔で測定した。 

 地下水位は、圃場内の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 

m間隔の21地点で測定した（図-1）。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、L1の30、50、130 m地点で測定した（図-

1）。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。L1の30 m地点では、5 cm深でも測定

した。テンシオメータのポーラスカップの長さは6 cmで

あり、その中心部が測定深になるように埋設した。 

 

 

3. 結果と考察 

 

 (1)   営農期間における地下水位変動 

 2019年5月から10月までの日降水量と日平均地下水位

の経時変化を図-2に示す。5月から9月までの積算降水量

は564 mmで、アメダス美唄観測所の過去10年間の平均値

（791±121 mm）より小さかった。特に6月と7月の月降

水量はそれぞれ42、56 mmで、過去10年間の平均値（6月、

7月それぞれ94±34、157±71 mm）と比べて半分以下で

あった。 

 5月21日の21 mmの降水後、6月22日の21 mmの降水まで

20 mmを超えるまとまった降水はなく、6月10日11時から

12日16時まで地下灌漑によって取水をした。この53時間

での地下灌漑取水量は78 mmであった。暗渠排水量は取

水中に2 mm、その後水閘を全開としてからの24時間で23 

mmであった。6月22日の降水後も7月12日から14日の合計

26 mmの降水までまとまった降水はなく、7月8日17時か

ら10日19時まで地下灌漑によって取水をした。この50時
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図-2 日降水量と地下灌漑取水量、暗渠排水量、日平均地下水位の経時変化 

地下水位は21地点の中央値で、エラーバーは四分位範囲、灰色の実線は最大と最小を示す。 
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間での地下灌漑取水量は75 mmであった。暗渠排水量は

取水中に3 mm、その後水閘を全開としてからの24時間で

15 mmであった。 

 5月から9月の日平均地下水位は、21地点の中央値でみ

ると、− 84～− 19 cmの範囲で変動した。地下水位は、

降水と地下灌漑の実施に応じて上昇し、降水時よりも2

回の地下灌漑実施時に高い値を示した。 

 2回の地下灌漑実施時における取水開始直前、12時間

後、24時間後、取水終了直前の地下水位を図-3に示す。

1回目の地下灌漑実施時では、地下水位は21地点の中央

値で− 81 cmから− 10 cmまで上昇した。取水開直前での

地下水位の四分位範囲は16 cmで、21地点の地下水位は

− 90～− 59 cmの範囲にあった。一方、取水終了直前に

は四分位範囲は6 cmで、1地点の外れ値を除くと、20地

点の地下水位は− 16～− 3 cmの範囲にあった。２回目の

地下灌漑実施時では、地下水位は− 78 cmから− 13 cmま

で上昇した。取水開始直前での地下水位の四分位範囲は

20 cmで、21地点の地下水位は− 90～− 53 cmの範囲にあ

った。しかし、取水終了直前には四分位範囲は5 cmで、

1地点の外れ値を除くと、20地点の地下水位は− 20～− 7 

cmの範囲にあった。 

 以上のことから、本調査圃場の地下水位は、地下灌漑

実施前の平常時には圃場内でばらつきはあるものの、約

2日間の地下灌漑取水を行った後はばらつきが少なく、

地下灌漑による水分供給ムラは大きくないことがわかっ

た。 

 

(2)   地下灌漑実施時の地下水位と土壌水分変動 

 1回目と2回目の地下灌漑時における地下水位と土壌水

分の変動をそれぞれ図-4、図-5に示す。土壌水分は3地

点で測定したが、3地点とも同様の変動を示したため、

ここではL1の30 m地点の結果を述べる。 

 1回目の地下灌漑実施では、地下水位の上昇とともに

35、25、15、5 cm深の順で土壌水分は増加した。5 cm深

の土壌水分ポテンシャルが− 3 kPaに達したのは6月11日

12時で、取水を開始してから25時間後であった。この時

の同一地点の地下水位は10 cmであった。水閘全開とし

た後、土壌水分が増加し− 10 kPaに達したのは15日13時

であった。大豆種子の水分が発芽に必要な水分に達する

のに必要な日数は、土壌水分ポテンシャルを− 10 kPaで

維持した時に0.7～1.1日（22℃の室温条件下）であるこ

とが報告されている3)。土壌水分の測定は5cm深で、播種

深度（おおよそ2～3 cm）の下ではあるものの、1回目の

灌漑では、おおよそ大豆種子の給水に必要な水分が供給

されたことが考えられる。 

 2回目の地下灌漑実施でも、地下水位の上昇とともに

土壌水分は増加した。しかし、5 cm深の土壌水分ポテン
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図-3 地下灌漑1回目と 2回目の地下水位 
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図-4 地下灌漑1回目における降水量・地下灌漑取水量と
暗渠排水量、地下水位、L1_30m地点の土壌水分ポテ
ンシャルの経時変化 

地下水位は21地点の中央値で、エラーバーは四分位範囲を示す。
土壌水分ポテンシャルは4反復の中央値でエラーバーは最大最小を
示す。 
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図-5 地下灌漑2回目における降水量・地下灌漑取水量と
暗渠排水量、地下水位、L1_30m地点の土壌水分ポテ
ンシャルの経時変化 

地下水位は21地点の中央値で、エラーバーは四分位範囲を示す。
土壌水分ポテンシャルは4反復の中央値でエラーバーは最大最小を
示す。 
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シャルは、取水終了時に− 70 kPaで、この時の地下水位

は− 12 cmであった。水閘を全開とした後、5 cm深の土

壌水分は緩やかに増加し、7月13日の降水の直前には土

壌水分ポテンシャルは− 35 kPaであった。この間には降

水がなかったため、取水終了後に暗渠から排水してもな

お下層から水分が供給されたと考えられる。 

 地下灌漑実施時における地下水位と土壌水分ポテンシ

ャルとの関係を図-6に示す。35 cm深の土壌水分ポテン

シャルは、地下水位− 60～− 50 cmの時に− 3 kPaに達し

た。35 cm深の土壌水分ポテンシャルは、地下水位− 60

～− 50 cmの時に− 3 kPaに達した。25 cm深の土壌水分ポ

テンシャルもまた、地下水位− 50 cm程度で− 3 kPaに達

した。本地点では、地表から約30 cmより下が泥炭層で

あり、泥炭層およびその直上5cm程度までは、地下灌漑

により速やかに水分が供給されると考えられた。一方、

5 、15 cm深の土壌水分は、地下水位が測定深度直下ま

で上昇してから増加した。このことから、播種後やその

直後の根が十分伸長していない時の地下灌漑の利用では、

水分を供給したい深度の直下まで地下水位を上昇させる

ことが重要であるといえる。 

 

 

 

 

 

 

 

4.  まとめ 

 

 泥炭地大区画転作水田において、地下灌漑実施時にお

ける地下水位の空間分布を明らかにするとともに、地下

水位変動が作土の土壌水分に与える影響を検証した。 

 播種後の6月中旬と出芽後の7月上旬に、水閘を全閉と

して約２日間地下灌漑を実施した。本調査圃場における

21地点の地下水位は、取水開始直前にはばらつきが大き

かった。しかし、取水終了直前には、外れ値の1地点を

除き、1回目が− 16～− 3 cm、2回目が− 20～− 7 cmの範

囲にあり、ばらつきは小さかった。 

 1回目の地下灌漑実施時の5 cm深の土壌水分は、地下

灌漑の取水を開始して約24時間後に圃場容水量まで増加

した。この増加時の同地点の地下水位は− 10 cmであっ

た。しかし、2回目の地下灌漑実施時には、地下水位は

− 12cmでまで上昇したにもかかわらず、土壌水分は変化

しなかった。播種後の出芽促進を目的として地下灌漑を

利用するためには、水分を供給したい深度の直下まで地

下水位を上昇させることが重要である。 
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図-6 地下灌漑実施時における地下水位と土壌水分ポテンシャ
ルとの関係 

土壌水分ポテンシャルは4反復の中央値で、エラーバーは最大最小を示
す。灰色はテンシオメータのポーラスカップの埋設位置を示す。 
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第63回(2019年度) 北海道開発技術研究発表会論文 

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 
―土地利用と冬期の水位管理が泥炭沈下に及ぼす影響― 

 
国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所 資源保全チーム ○長竹 新   

清水 真理子 

中山 博敬  
 

 

 

 泥炭農地の沈下を抑制するためには、圃場の水位を下げすぎないことが重要である。本研究

では美唄の大区画の水田と転作田のそれぞれに、地下水位制御システムを利用し冬期の水位を

高く保持する試験圃場と自然排水する対照圃場を設け、沈下量と深度別の層厚変化の観測を行

った。圃場の沈下は水田が転作田よりも小さかった。転作田では、対照圃場と試験圃場で冬期

の沈下量と土層厚の変化に差がなかった。水田では、試験圃場は対照圃場と比べて冬期に－60 

cmまでの泥炭の縮みが緩和された可能性が示唆された。なお、水位制御の効果を検証する際に

は、泥炭性状の違いによる泥炭の縮み方への影響を考慮する必要がある。  

キーワード：大区画泥炭圃場、泥炭沈下、地下水位制御  

 

 

1.  はじめに 

 

泥炭地域の農地では地下水位の低下がきっかけとなり

圃場の沈下が生じることが多い。これらの原因として、

水位低下直後では、新しく地下水位よりも上に出た土層

に働いていた浮力が失われ、地下水面よりも下の泥炭に

かかる荷重が増加することで生じる泥炭土層の圧密があ

げられる。また、長期的には、地下水面より上の泥炭の

乾燥による収縮や、微生物活動による泥炭有機物の分

解・消失等が挙げられる。このため、圃場の沈下抑制の

ためには圃場の地下水位を下げすぎないことが重要であ

り、実際の沈下抑制手法の例として、泥炭地の採草地で

は排水路内水面の堰上げによる地下水位の低下の抑制 1)

が提案されている。 

北海道の泥炭水田地帯では国営農地再編整備事業等に

よる圃場の大区画化と地下水位制御システムの導入が進

められている。このような圃場では、地下水位制御シス

テムを利用し、営農に支障の生じない程度に水位を高く

設定することや、営農作業が行われない冬の間、圃場内

の水位を高く保つことによって沈下を緩和できる可能性

がある。資源保全チームでは、基盤に泥炭層を持つ、大

区画化された水田と転作田の沈下量調査、および冬期の

地下水位制御による沈下への影響調査を継続的に行って

いる。調査 1 年目の結果については既報 2) 3)で報告した。

本報では、これらの続報として 2年半継続して調査を行

った結果について述べる。 

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

2017年 4月から 2019年 10月にかけて行った。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。

整備は、表土（鉱質土）はぎの後に基盤層（泥炭土）を

均平化し、表土戻しと客土を行う工程で実施された。調

査圃場の利用形態は水田 2圃場、転作田 2圃場であり、

それぞれに、後述する冬期の地下水位制御の違いにより、

試験圃場と対照圃場を設定した(図-1(a))。1 圃場の面積

は約 1.2 ha（約 170 m×約 70 m）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

の管底の深さは取水側で－70 cm、排水側で－100 cm 程

度である。 

整備後から調査期間中を通して、水田では移植米が、

転作田では大豆が栽培された。転作田では 2019 年のみ

大豆の収穫前に小麦を播種する間作が行われた。 

各圃場の用水路側の法尻から長辺方向に 30、90、150 

m の位置に、それぞれ短辺方向に 20 m間隔で 3 点ずつ

観測点を配置し（図-1(b)）、後述の沈下量調査と地下水

位調査、土壌断面調査を行った。 

 

(2)  調査地の土壌 

 調査圃場の鉱質土層の厚さは、各圃場の観測点 9地点
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の平均で 31.1～39.6 cmである。鉱質土層由来の荷重は、

4.27～5.04 kN m－2であり（表-1）、圃場間に有意な差は

なかった。鉱質土層の下は厚さが約 6 mの泥炭層である。

圃場面から－1 m 以内に現れる泥炭は、ハンノキ、ヨシ、

ヌマガヤを主な構成植物とする低位泥炭である。 

 後述の沈下板設置時に、圃場面から－80 cm までと

－80～－100 cmの泥炭を採取した。－80～－100 cmの泥

炭には－80  cmまでの泥炭よりも河川由来と思われる土

砂が多く混入し、強熱減量が小さくなる傾向があった

（表-2）。また、－80  cmまでの泥炭の強熱減量は、水

田試験圃場の方が水田対照圃場よりも低かった。 

 

 

図- 1 (a)調査圃場の配置と(b)調査圃場内の観測点の配置 

 

表- 1 調査圃場の表土（鉱質土）の層厚と荷重（各圃場 n=9） 

圃場 
鉱質土の 

層厚(cm) 
  

鉱質土由来の荷重 

（絶乾土換算）(kN m－2) 

転作田対照 31.1 ±4.2 
 

4.50 ±1.16 
 

転作田試験 37.6 ±5.5 
 

4.27 ±0.79 
 

水田対照 32.1 ±5.5 
 

4.48 ±0.82 
 

水田試験 39.6 ±5.7 
 

5.04 ±0.50 
 

 

表- 2 調査圃場の泥炭の強熱減量（各圃場 n=9） 

圃場 

強熱減量 

(泥炭層上端～－80 cm) 

(g g－1) 

強熱減量 

(－80 cm～－100cm) 

(g g－1) 

転作田対照 0.50 ±0.10  0.42 ±0.15  

転作田試験 0.52 ±0.10  0.41 ±0.05  

水田対照 0.57 ±0.15  0.43 ±0.08  

水田試験 0.46 ±0.15  0.47 ±0.18  

 

(3)  冬期の地下水位制御 

転作田、水田の試験圃場では冬の間、水位調整型水閘

を閉じ、地下水位を高く維持するようにした。具体的に

は、水閘内水位が、転作田では圃場面から－55 cm、水

田試験圃場では圃場面から－40 cm よりも高くなると排

水されるようにした。この水閘の設定を、転作田試験圃

場では 2017 年 11 月 18日から 2018 年 3 月 30日までと

2018年 11月 26日から 2019年 3月 26日までの間、水田

試験圃場では 2017年 11月 16日から 2018年 4月 10日ま

でと 2018年 11月 26日から 2019年 4月 11日までの間続

けた。上記の期間、対照圃場では常に水閘を開放し、自

然排水を行った。試験圃場と対照圃場における冬期の地

下水位制御以外の営農作業や肥培管理は、営農者の協力

を得て可能な限り同様とした。なお、冬期の水供給は降

雨や融雪からのみであり、用水路からの取水はなかった。 

 

(4)  沈下量調査 

沈下量の調査は圃場面標高と泥炭層内の２深度(転作

田：－50 cmと－80 cm、水田：－60 cmと－80 cm)に設置

した沈下板の標高を半年ごとに測定することで行った。

本報では、測量日を境として、4 月から 10 月間でを夏

期、10月から 4月までを冬期と呼ぶこととする。 

使用した沈下板は 300 mm × 300 mm × 8 mmの塩化ビニ

ル製の板で、一辺を鋭角に処理した。調査開始前に各観

測点に小坑を掘削し、撹乱されていない断面に沈下板を

水平にゆっくり差し込んで設置した。この時、沈下板の

鋭角に処理した辺から差し込み、沈下板周辺の泥炭を乱

さないようにした。沈下板の標高は、地表からゾンデ

（長さ 1 mで先の尖った棒）を垂直に差し、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のそれぞれの標高差を

土層厚とした。また、初期層厚に対して層厚が変化した

割合を層厚変化率とした。 

なお、圃場面標高と沈下板標高の測量における基準点

は、基礎杭が地中深くまで達し標高変動の生じにくい構

造物上に設定した。 

 

 (5)  地下水位 

圃場内9地点の観測点に圧力式水位計を設置し、30分

間隔で地下水面標高を測定した。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。埋設時と回収時に、水位計の埋設標高と埋設地

点の圃場面標高を測量し、地下水位の算出に用いた。 

 

(6)  積雪荷重・積雪深 

 積雪荷重は、各圃場の中央部付近で、スノーサンプラ

ーを用いて12月から3月まで月に1回の頻度で測定した。
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測定の際、1回につき5点試料を採取し、最大と最小の値

を外した3点の値を採用した。積雪深は、レーザー式も

しくは超音波式積雪深計を水田対照圃場の中央部付近に

設置し、1時間間隔で11月中旬から翌年3月中旬まで測定

した。 

 

図- 2 気象（(a)降水量、(b)積雪深と積雪荷重）と各圃場の水位および圃場面と沈下板の標高の経時変化（(c) 転作田対照圃場、

(d)転作田試験圃場、(e)水田対照圃場、(f)水田試験圃場）。積雪荷重は 4 圃場の平均と標準偏差（エラーバー）で表し、各圃場

の標高は圃場内 9地点の平均値と標準偏差（エラーバー）で表す。図中の泥炭層の上端の標高（破線）は圃場面標高から鉱質土層

厚の平均値を差し引いた値として示す。転作田試験圃場と水田試験圃場の水色の網掛け部分は、水位を高く保つための水閘操作を

行った期間を示す。 
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3. 結果 

 

(1)  積雪深・積雪荷重 

 積雪深、積雪荷重ともに2月から3月の間に最大となる

（図-2(a)）。2017年～2018年の冬では最大積雪深が199 

cm、最大積雪荷重が4.25 kN m－2であり、2018年～2019年

の冬では最大積雪深が138 cm、最大積雪荷重が3.81 kN m
－2だった。 

 

(2)  地下水位 

 地下水位の経時的な変動は転作田と水田で異なった。

また、それぞれの対照圃場と試験圃場では、夏期の間の

地下水位変動に大きな違いはなかったが、冬期の水位制

御期間では、試験圃場の地下水位は対照圃場の地下水位

よりも継続的に高く保たれた（図-2）。 

転作田の地下水位は、試験圃場において冬期の水閘操

作を行った期間を除いて、おおむね浅い沈下板（－50 

cm）と深い沈下板（－80 cm）との間で変動した。転作

田試験圃場では冬期の水位制御期間の地下水位が常に浅

い沈下板より高い位置で維持された。 

水田の地下水位は、夏期は対照圃場、試験圃場ともに

主に鉱質土層内で変動した。冬期は対照圃場では経時的

に地下水位が低下したのに対し、試験圃場では冬期の水

位制御期間の地下水位が鉱質土層内に維持された。 

 

(3)  圃場面と沈下板の標高変化   

圃場面と沈下板は、地下水位の季節的な上下動と同調

し、経時的に上下しながら、調査期間全体では沈下した。

特に、2018年4月までは転作田、水田ともに沈下の傾向

が明瞭であった（図-3）。 

圃場面の沈下量は転作田と水田との間で差がない、も

しくは転作田の方が沈下が大きい場合があった。また、

それぞれの土地利用内での対照圃場と試験圃場の間では、

沈下量に有意差はなかった（図-3(b)）。観測開始から2

年半での土地利用ごとの積算沈下量（平均±標準偏差）

は転作田と水田でそれぞれ5.8±2.2、2.6±2.2 cmだった。 

沈下板は、浅い沈下板、深い沈下板ともに水田よりも

転作田の方が沈下量が有意に大きかったが、それぞれの

土地利用内での対照圃場と試験圃場の間に沈下量の有意

差はなかった（図-3(c)(d)）。観測開始から2年半での

土地利用ごとの積算沈下量（平均±標準偏差）は、浅い

沈下板では転作田と水田でそれぞれ4.2±1.2 cmと2.2±0.7 

cm、深い沈下板では転作田と水田でそれぞれ3.5±0.9 cm

と1.7±0.7 cmだった。 

 

(4)  土層厚の変化 

圃場面と浅い沈下板の間の層厚の経時変化は、転作田と

水田で異なった（図-4(a)）。転作田では、土壌の耕う

んによる土壌の膨軟化とその後の圧縮を反映し、土層が 

 

図- 3 (a)測量を行った日の圃場ごとの平均地下水位、(b)圃場

面の積算標高変化量、(c) 浅い沈下板の積算標高変化量、(d) 

深い沈下板の積算標高変化量。それぞれ各圃場 9地点で、エラ

ーバーは標準偏差を示す。 

 

 

図- 4 (a)圃場面と浅い沈下板の間の層の積算層厚変化率、(b)

浅い沈下板と深い沈下板の間の層の積算層厚変化率。それぞれ

各圃場 9地点で、エラーバーは標準偏差を示す。 

 

厚くなったり縮んだりを繰り返していた。転作田の対照

圃場と試験圃場との間に層厚の変化の違いはなかった。

水田では対照圃場、試験圃場ともに2017年4月から2017

年10月にかけて層厚の変化は明瞭ではなかったが、2017

年10月から2018年4月にかけて層厚が減少した。この層
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厚の減少は、有意ではないが対照圃場（－2.1±2.2%）

が試験圃場（－0.4±2.4%）よりも大きい傾向であった。

2018年4月以降、対照圃場では層厚の変化はほとんど見

なれなかったが、試験圃場では緩やかに土層が厚くなる

傾向が見られた。 

浅い沈下板と深い沈下板の間の土層は、転作田と水田で

土層の縮みが生じる時期が異なった。転作田では、2017

年4月から2017年10月にかけて対照圃場で2.5±3.2%、試

験圃場で1.5±2.2%土層が縮んだ。それ以降では層厚の

変化は明瞭でなかった。水田では2017年10月から2018年

4月にかけて対照圃場で2.8±1.5%、試験圃場2.6±4.1%土

層が縮んだ。それ以降では、対照圃場では土層の縮みは

ほとんど見られなかったが、試験圃場では緩やかに土層

が縮む傾向が見られた。 

 

4.  考察 

 

 調査圃場の沈下は、転作田、水田ともに2018年4月こ

ろまでは続いていたが、その後は沈下の傾向が不明瞭で

あった。圃場の沈下速度は整備直後に大きく、その後

徐々に小さくなることが経験的によく知られている。例

えば、浜頓別の二次造成草地では、整備から2年目まで

は沈下が進行し、それ以降、有意な沈下がみられなかっ

たことが報告されている4)。2015年に整備された本調査

圃場においても、整備から2年～2年半程度で、整備直後

に見られる沈下の進行がおおむね収束したと考えられる。

また、2018年4月以降では、圃場の地下水位や積雪荷重

が、整備後から2018年4月までの最低水位や最大積雪荷

重の履歴を超えないため、圧縮や一次圧密による短期間

での大きな沈下が生じにくかった考えられる。2018年4

月までの深い沈下板の沈下量と水位との関係については

既報2)3)で触れた。本報では、層厚変化の土地利用間差と

冬期の地下水位制御の影響についての検討を加える。こ

の際、転作田の圃場面と浅い沈下板の間の層厚について

は、耕うんの影響を強く受けていると考えられるため外

した。 

  

(1)  土層厚の変化に対する土地利用の影響 

 観測開始から2018年4月までの間、転作田と水田とで

層厚が減少するタイミングが異なった。転作田では夏期

に浅い沈下板と深い沈下板の間の層厚が減少した。水田

では冬期に圃場面と浅い沈下板の間の層厚、および浅い

沈下板と深い沈下板の間の層厚が減少した。転作田の地

下水位は浅い沈下板と深い沈下板の間で変動するのに対

し、水田の地下水位は夏期は鉱質土層内にあり、冬期に

入ってから泥炭層内へと低下する。転作田、水田ともに、

それぞれの圃場内で相対的に地下水位が低い時期に層厚

の減少が生じているならば、転作田と水田での季節的な

地下水位変動の違いが、両者の層厚が減少するタイミン

グの違いに影響していると考えられる。今回の観測結果

から、転作田と水田で層厚が減少するタイミングが異な

ることが明らかになったが、層厚変化率に対する転作田

と水田の違いは明らかではなかった。転作田と水田の地

下水位の違いは、泥炭の圧縮や一次圧密などによる短期

的な沈下だけでなく、乾燥収縮や分解、二次圧密等によ

る長期的な沈下にも影響しうる。このような長期的な影

響の評価のためには、さらに継続的な調査が必要である。 

 

(2)層厚変化に対する水位制御の影響 

 圃場面と浅い沈下板の間の層厚変化に着目すると、

2017年10月から2018年4月にかけて、水田試験圃場は、

水田対照圃場よりも有意ではないが土層の縮みが小さい

傾向であった。この層は整備後の排水履歴を多く受けて

いないと考えられる。対照圃場ではこの層は冬期に地下

水位よりも上にあった。これに対し、試験圃場ではこの

層は地下水面下に保たれていた。このため、排水をきっ

かけにして生じる泥炭の圧縮や、乾燥収縮などが試験圃

場では緩和された可能性がある。 

 水田の対照圃場と試験圃場とでの圃場面と浅い沈下板

の間の層厚変化の差は、夏期においても広がることがあ

り、冬期の水位制御による沈下緩和効果以外の影響も受

けている可能性がある。例えば、水田試験圃場では対照

圃場よりも泥炭の強熱減量が低い傾向にあり（表-2）、

泥炭の強熱減量と冬期における圃場面と浅い沈下板との

間の層厚変化率との間には弱い負の関係がみられた（図

-5）。このことは、強熱減量が大きく、有機物を多く含

む水田対照圃場の方が、水田試験圃場よりも水位低下時

の圧縮に対して弱いという性質をもともと持っていたこ

とも考えられる。このような泥炭性状の違いによる排水

時の泥炭の収縮性の違いは飯山ら5)でも指摘されており、

今後、異なる泥炭における水位制御の効果を明らかにし

ていくうえで、その泥炭の性状による水位制御の効果の

現れ方の違いなどについても十分考慮する必要がある。 

 

 

図- 5 水田における 2017年 10月から 2018年 4月にかけての

圃場面と浅い沈下板の間の層厚変化と泥炭（泥炭の上端～80 

cm深）の強熱減量との関係 
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5.  まとめ 

 

 美唄地域の大区画泥炭圃場において、圃場の沈下は大

区画化の整備から 2 年～2 年半程度まで明瞭であり、そ

の後は整備直後に見られる沈下はおおむね収束したこと

が分かった。また、この時の沈下量は、圃場を水田利用

した場合の方が転作田利用した場合よりも小さかった。 

 冬期に地下水位を高く保つ管理について、転作田では、

対照圃場と試験圃場で冬期の沈下量と土層厚の変化に差

がなかった。水田では、試験圃場は対照圃場と比べて冬

期に－60 cm までの泥炭の縮みが緩和された可能性が示

唆された。ただし、この結果は、水位制御のみでなく調

査圃場間での泥炭性状違いの影響を含んでいる可能性が

ある。今後、他の泥炭において水位制御による沈下抑制

効果を検証する際にも、泥炭性状の影響について十分考

慮が必要である。 

  

謝辞：本研究の実施にあたり、現地調査や資料提供にご

協力いただいた関係農家、北海道開発局札幌開発建設部

岩見沢農業事務所の関係各位に謝意を表します。 
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 北海道の大規模水田地帯では、大区画化やパイプライン化、地下水位制御システムの整備が進むことに

より、水稲栽培方式および灌漑方式の多様化や水管理の変化が生じ、水需要へ影響を及ぼす可能性がある。

そこで、富良野盆地地区において、パイプライン化された圃場整備済みの水田圃場および未整備水田圃場

を対象に、移植栽培および乾田直播栽培を行ったときの取水量、湛水深、地下水位等を調査した。本報で

は、圃場整備前後における圃場水管理の比較結果について報告する。 

 

キーワード：水田、大区画、圃場整備、未整備、圃場水管理  

 

 

1.  はじめに 

  

北海道の大規模水田地帯では、近年、農業者の高齢化

および農家戸数の減少により、担い手への農地集積が進

んでいる。そこで、農業経営のさらなる大規模化に対応

するために、営農作業の効率化をねらいとして、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

制御システムなどの整備が進められている。こうした整

備の進展は、農作業の効率を向上させる一方で、地下水

位制御機能を利用した水稲直播栽培の導入による用排水

管理の変化やパイプライン化に伴う水利用形態の変化の

要因となり、灌漑区域の水需要に影響を及ぼす可能性が

ある。水田地帯において、圃場整備後も適正な配水管理

を行うには、圃場整備前後における圃場単位の水管理の

変化を把握し、灌漑区域における水収支を分析する必要

がある。 

筆者らは、平成28年度より、開水路により灌漑される

圃場群を対象に、流入量、流出量、排水路の水質濃度な

どを調査し、それぞれの水収支構造や周辺水文環境への

影響を明らかにしてきた1), 2), 3)。本報では、用水路形式が

開水路からパイプラインへ整備された地区において、移

植栽培および乾田直播栽培の圃場整備前後における圃場

水管理を比較した結果を報告する。 

 

 

2.  調査概要 

 

(1)   調査圃場 

調査対象は、空知郡中富良野町に位置する4圃場であ

る。調査圃場を含む農区では、2018年に国営農地再編整

備事業により圃場整備が実施され、大区画化およびパイ

プライン化、地下水位制御システムの整備が行われた。

調査は、2014年および2015年に圃場整備前の圃場（以下、

未整備圃場）、2019年に圃場整備後の圃場（以下、整備

済み圃場）において行った（図-1、図-2）。調査圃場の

栽培方式は、移植栽培（以下、移植）および乾田直播栽

培（以下、乾直）である。各圃場における調査時の圃場

整備状況、水稲栽培方式、圃場面積を表-1に示す。乾田

直播栽培では、前年度に移植栽培を行うと雑草抑制が期

待できることから、mw15では、前年度に移植栽培が行

われた。 

圃場整備前では、農業用水は、支線用水路から小用水

路を経由し、各圃場へ取水される。どちらとも開水路形

式である。各圃場への用水供給は、地表灌漑1ヶ所から

行える。各圃場の排水は、地表排水1ヶ所、暗渠排水口1

ヶ所から行える。暗渠排水は整備されているが、その配

線は不明である。 

整備済み圃場では、それぞれ集中管理孔が整備された

ことから、地表または地下、あるいはその併用による用

水供給が可能となっている。各圃場への用水供給は、地
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表灌漑2ヶ所、地下灌漑1ヶ所から行える。各圃場の排水

は、地表排水2ヶ所、暗渠排水2ヶ所から行える。圃場内

には、暗渠管（φ80～90mm、勾配1/1,000）が田面から

0.80m～1.00mの深さに約10m間隔で埋設されている。疎

水材は木材チップである。 

調査圃場における耕作および水管理は、圃場整備前後

とも、一人の農業者の判断により行われた。この農業者

は、未整備圃場において、2013年から乾田直播栽培に取

り組んでいる。 

 

(2)   調査方法 

 各圃場における観測地点の位置を図-3に示す。未整備

圃場では、パーシャルフリューム（写真-1）により、地

表取水量を観測した。整備済み圃場では、電磁流量計に

より地表取水量、地下取水量、地下排水量を観測した。

整備済み圃場の地表排水量については、直角三角堰を排

水口近傍に設置して観測した。圃場の湛水深は、水圧式

水位計を各圃場の2ヶ所に設置して観測した。各圃場内

m
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m
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図-1 調査圃場の位置（圃場整備前） 
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図-2 調査圃場の位置（圃場整備後） 

 

表-1 調査圃場の概要 

圃場名 圃場整備 栽培方式 圃場面積(m2) 

mt14 未 移植 4,116 

mw15 未 乾直 5,910 

MT19 済み 移植 10,649 

MW19 済み 乾直 11,971 
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図-3 調査圃場における観測機器の位置 

 

 

写真-1 パーシャルフリューム 
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の地下水位は、有孔塩ビ管に格納した絶対圧式水位計を

田面から1.3mの深さに埋設し、観測した。この観測値は、

厳密には、水位計センサー部の圧力水頭であるが、本報

ではこれを参考にして、地下水位の動きを考察した。地

下水位の観測地点については、未整備圃場では、圃場中

央部2地点（各地点間の距離は5m程度）とした。整備済

み圃場では、給水側および排水側において、それぞれ暗

渠付近および暗渠間の中央を観測地点とした。各圃場の

浸透量については、取水、排水、降雨がない日を対象と

して、各圃場の湛水位の変動より一筆減水深を算定し、

この値からペンマン法で推定した蒸発散量を差し引いた

ものを、一筆浸透量として算定した。圃場整備後におけ

る日減水深は、各圃場において湛水があり、かつ取水、

排水、降雨がないときにN型減水深計を各圃場内の2点

に設置し、灌漑期間中に2回観測した。気象については、

2014年および2015年では、雨量計をmt14圃場の近傍に設

置した。ペンマン法による蒸発散量の推定に必要な項目

については、アメダス（上富良野）のデータを使用した。

2019年では、MT19圃場の近傍に気象観測機器を設置し、

雨量、気温、風向・風速、日照時間、相対湿度、大気圧

を観測した。観測期間については、取水量、湛水深、減

水深は5月から8月までとし、その他の調査項目について

は、5月から9月までとした。測定間隔は10分である。な

お、蒸発散量については、ペンマン法により推定した。 

各圃場における圃場整備前の土壌断面については、北

海道開発局旭川開発建設部から資料提供を受けた。圃場

の水管理については、農業者への聞き取りを行い、地表

取水および地下取水の判別については、農業者の水管理

日誌を参考にした。また、平年の営農作業時期について

は、中富良野町農業センターへの聞き取りを行った。 

 

 

3. 結果・考察 

 

 (1) 圃場の水管理 

各圃場における湛水深および地下水位の経時変化と水

管理状況を図-4に示す。図中の湛水深および地下水位は、

各地点の田面高をゼロとしている。聞き取りによると、

移植栽培における平年の営農作業時期は、代かき期が5

月10日～5月15日、移植日が5月18日～5月28日であった。

乾直における平年の播種日は、5月5日～5月10日であっ

た。各圃場における水管理状況を以下に述べる。  

① 未整備移植（mt14） 

圃場への取水は、すべて地表灌漑により行われた。圃

場は、代かき後から湛水状態で管理された。地下水位は、

代かき取水に伴い、-0.85mから田面近くまで急速に上昇

したが、湛水期間中では-0.60m程度で推移した。湛水深

は、7月後半から8月上旬にかけて、その他の時期よりも

深い水深で管理された。6月中旬以降から7月中旬までは、

取水が行われなかった。灌漑期間において、中干しのよ

うな栽培管理に伴う強制落水や掛け流しは行われなかっ

たため、栽培管理用水量は生じなかった。 

② 整備済み移植（MT19） 

この圃場では地下灌漑が可能であるが、聞き取りによ

れば、移植栽培時における圃場への取水は、すべて地表

灌漑により行われた。代かき取水では、掛け流し状態と

なることがあった。地表排水が行われた後に、田植えが

行われた。田植え後は、湛水状態で管理された。湛水期

間中、強制落水や掛け流し灌漑は行われなかったため、

栽培管理用水量は生じなかった。 

③ 未整備乾直（mw15） 

圃場への取水は、すべて地表灌漑により行われた。播

種の翌日に初期取水が行われた後、約3週間にわたり、

浅水管理が行われた。この浅水管理とは、種籾の芽立ち

が安定するまでの期間、間断的に圃場面を湿潤状態にす

るものである。本報では、水稲の生育や取水時期、地下

水位変化により、浅水管理の期間を判定した。湛水期間

における地下水位は、比較的田面近くで推移していた。

代かきが行われていないため、地表灌漑による供給水が

田面からの地下へ浸透しやすくなったと考えられる。8

月中旬に強制落水された後、再湛水が行われた。 

④ 整備済み乾直（MW19） 

播種後に初期取水が行われた。その後、6月初めまで

の約3週間、浅水管理が行われた。浅水管理の期間の判

定は、mw15と同様に行った。灌漑方式についてみると、

初期取水、浅水管理の前半および強制落水後の再湛水に

おいて、地下灌漑が行われた。浅水管理期の後半および

普通期の初めでは、地表灌漑と地下灌漑が併用され、そ

の他は地表灌漑が行われた。湛水期間中、掛け流し状態

になっていることがあった。7月末に強制落水が行われ

た後、再湛水された。8月中旬に落水された。 

 

(2) 取水強度の比較 

圃場整備後の水管理の違いとして、整備後では、地表

灌漑に加えて、地下灌漑を行えることが挙げられる。そ

こで、灌漑方式による取水強度を比較することとした。

各圃場における主な水管理時期の取水強度を図-5に示す。

この取水強度については、取水1回あたりの取水量

（mm）をその取水時間（h）で除して算定した。この結

果、初期取水、浅水管理、再湛水では、灌漑方式による

取水強度の差は小さかった。普通期では、すべて地表灌

漑が行われたが、MW19でやや値が大きかった。 

 

(3)   土性 

mt14では、地表から--27cmまでが作土であり、田面か

ら-59cm以深に泥炭層がある。泥炭層以外の土性は埴壌

土である。透水係数（cm/s）は、作土層で4.8×10-6、埴

壌土で2.6×10-6、泥炭土で1.0×10-5である。mw15では、

地表から-27cmまでが作土であり、-85cm以深に厚さ15cm 
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図-4 各圃場における取水量、湛水深、地下水位の経時変化 
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の泥炭層がある。透水係数（cm/s）は、作土層で4.0×10-

4～10-5、軽埴土で5.9×10-5、重埴土で1.9×10-5である。 

 

(4)   浸透量 

各圃場における一筆浸透量および降下浸透量を図-6に

示す。浸透量の値は、移植栽培よりも乾直栽培において

大きい傾向が見られた。調査対象の圃場では、土性の違

いに加えて、代かきの有無の影響により、浸透量に差が

生じたと考えられる。 

 

(5)  各圃場への累加供給水量 

各圃場における累加供給水量を図-7に示す。各圃場の

供給水量は、日取水量および有効雨量の和を計算し、日

ごとの値を累加した。ここでは、農業用水（水田）の計

画基準4)を参考に、5mm/d以上から80mm/dの降雨を対象

とし、その80%を有効雨量とした。各圃場における累加

供給水量の値は、6月上旬まではほぼ同程度であったが、

その後、特にMW19で顕著な増加がみられた。初期取水

から落水までの総供給水量を比べると、mt14の値に対し

て、MT19では1.4倍、mw15では2.0倍、MW19では3.5倍と

なった。 

 

(6)  供給水量の比較 

各圃場における区分別の供給水量を図-8に示す。ここ

では、初期取水から落水までの合計供給水量を、主な水

管理に応じて、①初期取水から田植えまで（移植）、②

初期取水（乾直）、③浅水管理（乾直）、④普通期に区

分した。さらに、④の普通期における供給水量を、⑤再

湛水、⑥表面流去、⑦その他に分けた。ここで、表面流

去とは、たとえば掛け流し状態による地表流出のように、

浸透および蒸発散として圃場から出るのではなく、水田

水尻から圃場から流出した水量である。ただし、未整備

圃場（mt14、mw15）では、地表排水量データがないこ

とから、表面流去の区分は行っていない。 

移植栽培では、圃場整備の前後における浸透量の差は

小さいことから、供給水量の差も小さかった。乾直では、

整備前後とも、7月末に強制落水が行われた。農業者へ

の聞き取りによると、中干しは基本的には行わないが、

除草剤散布のための落水と中干しが重なる場合があると

のことだった。また、聞き取りによれば、MT19および

MW19の表面流去は、農業者が意図的に行ったものでは

なかった。圃場整備後における普通期の供給水量の値は、

圃場整備前に対して、移植では1.3倍、乾直では1.4倍と

なった。乾直において、圃場整備の前後で灌漑期間の総

供給水量が増加した要因には、浸透量の違い、強制落水

による再湛水、表面流去の発生の影響が考えられる。こ

うした表面流去水の発生についての検討は、次節で行う。 

 

(7)  表面流去の発生要因 

ここで、整備済み圃場においてみられた表面流去の発
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図-5 各圃場における取水強度 
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図-6 各圃場の浸透量 
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図-7 各圃場の累加供給水量 
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図-8 各圃場の区分別供給水量 
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生要因について分析する。各圃場における取水開始時刻

および取水時間を図-9に示す。未整備圃場では、日中に

取水が開始され、取水時間は一部を除き、数時間から36

時間程度であった。これに対して、整備済み圃場では、

取水開始が午前中になる頻度が多く、MW19ではほとん

どが午前中であった。取水時間は、一部が72～108時間

となったほかは、6～48時間程度であった。このような

変化は、パイプライン化されたことにより、農区内の他

の圃場の取水状況に関わらず、取水が可能となったこと

から生じたと考えられる。 

また、図-9 (ii)に示すように、MW19では、取水時ある

いは取水直後に表面流去が生じることが頻繁にあった。

これは、パイプライン化による取水時間帯および取水時

間の変化により、余剰水が表面流去しやすくなった可能

性がある。ただし、現段階において、その発生要因は不

明であることから、今後、MW19でみられた表面流去が

一時的なものかを検証し、さらに分析する必要がある。 

 

 

4.  おわりに 

 

パイプライン化された地区において、圃場整備前後に

おける移植栽培および乾田直播栽培の圃場水管理を比較

した。結果は、以下のとおりである。 

① 浸透量は、整備前後とも、移植よりも乾直の値が大

きい傾向が見られた。調査対象の圃場では、土性の

違いに加えて、代かきの有無の影響により、浸透量

に差が生じたと考えられる。 

② 初期取水から落水までの総供給水量は、mt14の値に

対して、MT19では1.4倍、mw15では2.0倍、MW19では

3.5倍となった。MW19において、特に値が増加した要

因として、圃場浸透量の違い、強制落水による再湛

水、表面流去の発生が影響したと考えられる。 

③ 整備済み圃場では、未整備圃場よりも午前中に取水

を開始する頻度が増加し、取水時間が長くなる傾向

がみられた。取水時間帯の変化は、パイプライン化

によって、農区内の他の圃場の取水状況に関わらず、

取水が可能となったことにより生じたと考えられる。 

④ MW19では、取水時あるいは取水直後に表面流去が生

じることが頻繁にあった。これは、パイプライン化

による取水時間帯および取水時間の変化の影響によ

り、表面流去が生じやすくなった可能性がある。た

だし、その発生要因は不明であることから、今後、

調査を継続し、表面流去の発生について分析する必

要がある。 

今後、整備済み乾直圃場でみられた表面流去が一時的

なものかを検証し、パイプライン化による影響を解明す

る必要がある。さらに、パイプライン地区における圃場

用水量のほか、未整備および整備済みの圃場群水収支の

特性を明らかにし、圃場整備による広域レベルの水収支

や河跡湖における水環境への影響を明らかにする。 

 

謝辞：中富良野町の農家、中富良野町農業センター、北

海道開発局旭川開発建設部、北海道開発局旭川開発建設

部富良野農業事務所の関係諸氏にご協力を賜った。ここ

に記して謝意を表する。 

 

参考文献 

1) 越山直子、酒井美樹、渡辺秀博：美唄地区における水稲栽

培方式ごとの水田水管理と水収支、第 60 回(2016 年度) 北

海道開発技術研究発表会、2017. 

2) 大津武士、越山直子、中村和正：美唄地区における大区画

化圃場と未整備圃場の水収支、第 61 回(2017 年度) 北海道

開発技術研究発表会、2018. 

3) 越山直子、大津武士、川口清美：美唄地区における開水路

系農区における水収支と水質、第 62 回(2018 年度) 北海道

開発技術研究発表会、2019. 

4) 農林水産省農村振興局：土地改良事業計画設計基準及び運

用・解説 計画「農業用水（水田）」、2014. 

 

0

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

0 6 12 18 24

取
水
時
間
（
時
間
）

取水開始時刻（時）

MT19（地表排水無）
MT19(地表排水有）
MW19（地表排水無）
MW19（地表排水有）
取水停止6時
取水停止18時

0

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

0 6 12 18 24

取
水
時
間
（
時
間
）

取水開始時刻（時）

mt14

mw15

取水停止6時

取水停止18時

 
 

図-9 取水開始時刻および取水時間 

 

(i) 未整備圃場 (ii) 整備済み圃場 
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