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Development of technologies for improving utilization and productivity of paddy fields 
by controlling water and nutrition of the soils.

－土壌養水分制御技術を活用した
水田高度化技術の開発－

水田の潜在能力発揮等による農地周年有効
活用技術の開発



序　　　文

　研究成果シリーズは、農林水産省農林水産技術会議が研究機関に委託して推進した研究の成果を、総合
的かつ体系的にとりまとめ、研究機関及び行政機関等に報告することにより、今後の研究及び行政の効率的
な推進に資することを目的として刊行するものである。　

この第 528 集「水田の潜在能力発揮等による農地周年有効活用技術の開発　－土壌養水分制御技術を活用
した水田高度化技術の開発－」は、農林水産省農林水産技術会議の委託プロジェクト研究として、2010 年
度から 2012 年度までの３年間にわたり、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構を中心に実施した
研究成果をとりまとめたものである。

世界の食糧需給が逼迫傾向にある中、我が国の食料自給率は、依然として低水準にとどまっており、国内
で農産物を生産し供給する能力、「食料自給力」の強化が喫緊の課題となっている。一方で、我が国の農業は、
農地面積の減少、農業者の減少と高齢化が進行するなど、食料生産を支える基盤の脆弱化が進行しつつある。
我が国の農業の持続性を確保し、食料自給率を向上させるためには、生産基盤の整備、農業者の確保・育成
に加え、水田の汎用化を促進し、水田の機能を最大現に活用する必要がある。しかし、一般的に水田は水稲
栽培に適した土壌特性から、排水性に問題を抱えている事例が多く、畑作物の栽培に利用するときには湿害
が発生する危険性を常にはらんでいるといえる。このため、水田における畑作物の生産性を向上・安定化さ
せ、水田の持つ優れた潜在能力を最大限に発揮させるためには湿害等の水田に特有な問題を克服するための
水田高度化技術の開発が必要とされている。本プロジェクト研究では、水田における作物の安定生産に有効
な地下水位制御技術を開発するとともに、作物の生育制御、品質安定化、雑草防除、地下からの施肥などに
活用するための技術を開発することを目的とした。

この研究の成果は、今後の農業関係の研究開発及び行政を推進する上で有益な知見を与えるものと考え、
関係者機関に供する次第である。

最後に、本研究を担当し、推進された方々の労に対し、深く感謝の意を表する。

2014 年 3 月

農林水産省農林水産技術会議事務局長　　　
雨宮　宏司　　
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研 究 の 要 約

Ⅰ　研究年次・予算区分　
研究年次：2010 年度～ 2012 年度
予算区分： 農林水産省農林水産技術会議　委託プ

ロジェクト研究

Ⅱ　主任研究者　
業務執行組 合員：独立行政法人 農業・食品産業

技術総合研究機構
理事長
堀江武（2010 ～ 2012 年度）

業務執行担 当者：（独）農研機構　中央農業総合
研究センター
所長
佐々木昭博（2010 ～ 2011 年度）
寺島一男（2012 年度）

総括推進責 任者：（独）農研機構　中央農業総合
研究センター
生産体系研究領域長
渡邊好昭（2010 ～ 2012 年度）

研究推進リ ーダー：（独）農研機構　中央農業総
合研究センター
 大豆安定多収栽培プロジェクトリー
ダー
島田信二（2010 ～ 2012 年度）

チームリー ダー（１　地下水位制御技術の機能管
理および基盤技術の開発）：

（独）農研機構　農村工学研究所
農地生産機能プロジェクトリーダー　
原口暢朗（2010 ～ 2012 年度）

チームリー ダー（２　水田の地下水位制御を核と
した高度地域輪作システムの確立）：
 （独）農研機構　中央農業総合研究セ
ンター
 温暖平坦地水田輪作研究プロジェクト
リーダー 
大下泰生（2010 ～ 2012 年度）

Ⅲ　研究担当機関
独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構
全国農業協同組合連合会

 地方独立行政法人 北海道立総合研究機構農業研
究本部 上川農業試験場
宮城県古川農業試験場　
新潟県農業総合研究所
茨城県農業総合センター 農業研究所　
栃木県農業試験場
三重県農業研究所
山口県農林総合技術センター　
滋賀県農業技術振興センター
大分県農林水産研究指導センター

Ⅳ　研究目的 
地下水位制御システム技術を核とし、その機能を

長期に維持しつつ稲、麦、野菜などへの適用範囲を
広げ、自給力の向上につながる生産性の高い高度集
約型水田輪作体系を構築する。すなわち、新たな耐
久性素材や補助的暗渠等を用いた機能維持回復、地
下水位制御を活用した雑草制御、地力の維持、野菜
生産の安定化、麦、大豆の安定多収化、および発芽
促進や作目切替時作業性向上を活用した多毛作化等
の技術を開発して新たな水田輪作体系を確立する。
それらの技術体系を構築して生産性向上と高収益化
を可能とする地下水位制御を活用した栽培管理マ
ニュアルを策定する。

Ⅴ　研究方法 
地下水位制御システム施工圃場における転作およ

び水稲作時の用水需要量を分析する。また、耐久性
の優れた疎水材の検討を行う。現地実態調査等から
積雪重粘土地域における地下水位制御システムの利
用および機能維持方法を解明する。通水機能が低下
した圃場における簡易な排水機能回復技術を開発す
る。地下水位制御等が重金属の動態に及ぼす影響を
解析する。

ブロッコリー、キャベツ等の生育ステージ毎の水
分要求量を解析し、好適土壌水分管理条件を解明す
る。ニンジン、ダイコン、ネギ、ブロッコリー等に
おいて地下水位制御が収量、品質に及ぼす効果を解
析する。また、試験圃場および現地圃場において、
キャベツ、タマネギ、バレイショなどの野菜を組み
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入れた水田輪作体系試験を実施し、現地の輪作体系
に適した品目と作型の組み合わせを検討する。

地下水位制御システムを活用した技術開発とし
て、北海道地域では水稲乾田直播技術、大豆、ハク
サイ、小麦の収量・品質向上技術の開発、東北地域
では水田輪作体系における水稲乾田直播技術、大豆、
小麦の生産技術の開発と水田輪作体系における現地
実証試験の開発、北陸地域では、積雪重粘土地帯に
おける水稲、大麦、大豆の水田 2 年 3 作体系や水
稲、大豆の低コスト高品質栽培技術の開発、関東東
海地域では水稲、麦類、大豆の水田輪作体系におけ

る不耕起栽培導入等による省力多収栽培技術、水稲
－ビール麦二毛作体系における高品質省力生産技術
の開発、近畿中国四国地域では、平坦地は 2 年 4 作
体系、中山間地では 2 年 2 作体系での多収高品質栽
培技術の開発と地下水位制御システム導入による土
壌の養分動態調査、九州地域では 2 年 4 作体系にお
ける水稲、小麦、大豆の多収高品質栽培技術の開発
を行う。また、これら輪作試験において、肥培管理
および雑草・病害虫防除に関して技術開発を実施す
るとともに、一部の現地試験において経済性評価と
システム導入条件の解明を行う。

研究計画表（研究室別年次計画）

研究課題
研究年度 担当研究機関・研究室

10 11 12 機関 研究室

1 　地下水位制御技術の機能管理および基盤
技術の開発（基盤技術研究チーム）

（1）地下水位制御システムの機能管理技術
の開発（機能管理ユニット）

1）地下水位制御システムの用水需要量の解
明および温暖地における持続性向上のた
めの耐久性資材の検討

2）積雪寒冷地の重粘土圃場における地下水
位制御システムの評価と省力的維持管理
技術の開発

3）大豆作における地下水位制御が重金属の
動態に及ぼす影響の解明

（2）地下水位制御を核とした野菜栽培技術
の開発（野菜ユニット）

1）地下水位調節システム導入による野菜類
の高位安定生産技術の開発

2）根菜類の地下水位制御圃場での適応性評
価

農村工学研究
所

中央農業総合
研究センター

東北農業研究
センター

野菜茶業研究
所

東北農業研究
センター

農 地 基 盤 工 学 研 究 領
域（農地生産機能プロ
ジェクト）

水田利用研究領域（重
粘地水田輪作プロジェ
クト）

生産環境研究領域（カ
ドミウムリスク低減プ
ロジェクト）

野菜生産技術研究領域
（夏秋期野菜生産プロ
ジェクト）

畑作園芸研究領域（夏
秋期野菜生産プロジェ
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3）葉茎菜類の地下水位制御圃場での適応
性評価

4）地下水位制御システムにおける業務加
工用野菜の生産性の向上と輪作体系の
確立

2 　水田の地下水位制御を核とした高度地
域輪作システムの確立（地域輪作研究チー
ム）

（1）北海道地域における地下水位制御を
核とした地域輪作システムの確立（北
海道ユニット）

1）地下灌漑を活用した寒地の水稲乾田直
播の苗立ち向上と登熟促進技術の確立

2）水田の高度汎用化を目指した地下灌漑
システムの利用技術

（2）東北地域における地下水位制御を核
とした地域輪作システムの確立（東北
ユニット）

1）地下水位制御システムを導入した寒冷
地水田輪作体系の確立

2）地下水位制御システムを活用した寒冷
地水田生産性向上技術の開発

（3）北陸地域における地下水位制御を核
とした地域輪作システムの確立（北陸
ユニット）

中央農業総合
研究センター

全 農　 営 農・
技術センター
　

北海道農業研
究センター

地方独立行政
法人　北海道
立総合研究機
構農業研究本
部　上川農業
試験場　

東北農業研究
センター

宮城県古川農
業試験場
宮 城 県 農 業・
園芸総合研究
所

クト）
水田利用研究領域（重
粘地水田輪作プロジェ
クト）

農産物商品開発室

水田作研究領域（高能
率水田輪作プロジェク
ト）

生産環境グループ

生産基盤研究領域（高
能率水田輪作プロジェ
クト）

水田利用部、土壌肥料
部
情報経営部
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1）地下水位制御システムを利用した北陸
重粘土圃場における 2 年 3 作体系の開
発

2）積雪湿田地帯における水田高度化技術
の開発

（4）関東東海地域における地下水位制御
を核とした地域輪作システムの確立（関
東東海ユニット）

1）関東における地下水位制御システムに
よる水稲・麦・大豆 2 年 3 作省力高生
産体系の確立と実証

2）地下水位制御システムを導入した高生
産性水田営農体系の経済性評価

3）水稲、大麦の土壌水分制御による安定
生産体系の確立

4）東海の湿害地帯における地下水位制御
技術を活用した稲・麦・大豆体系の確
立

中央農業総合
研究センター

新潟県農業総
合研究所作物
研究センター

中央農業総合
研究センター

作物研究所

中央農業総合
研究センター

栃木県農業試
験場

中央農業総合
研究センター

水田利用研究領域（重
粘地水田輪作プロジェ
クト）

基盤研究部

作業技術研究領域（温
暖平坦地水田輪作プロ
ジ ェ ク ト、 農 作 業 ロ
ボット体系プロジェク
ト）
生産体系研究領域（温
暖平坦地水田輪作プロ
ジェクト、大豆安定多
収栽培プロジェクト）
稲研究領域（水稲多収
生理プロジェクト、水
稲品種開発・利用プロ
ジェクト）

農業経営研究領域（研
究領域長、開発技術評
価プロジェクト、ビジ
ネスモデルプロジェク
ト、経営管理技術プロ
ジェクト）

研 究 開 発 部 水 稲 研 究
室、麦類研究室、土壌
環境研究室

生産体系研究領域（温
暖平坦地水田輪作プロ
ジェクト）、作業技術
研究領域（温暖平坦地
水 田 輪 作 プ ロ ジ ェ ク
ト）
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（5）近畿中国四国地域における地下水位
制御を核とした地域輪作システムの確
立（近畿中国四国ユニット）

1）瀬戸内地域における地下水位制御シス
テムを利用した安定多収水田輪作体系
の確立

2）山口県における地下水位制御システム
を活用した高度輪作体系等の現地実証

3）水田輪作体系における地下水位制御シ
ステム導入による環境影響評価と養分
動態の解明

（6）九州地域における地下水位制御を核
とした地域輪作システムの確立（九州
ユニット）

1）暖地 2 年 4 作体系における地下水位制
御による水稲・小麦品質向上技術の開
発

2）東九州の暖地 2 年 4 作における地下水
位制御システムを使った稲・麦・大豆
の生産性向上

近畿中国四国
農業研究セン
ター

山 口 県 農 林
総合技術セン
ター

滋 賀 県 農 業
技術振興セン
ター

九州沖縄農業
研究センター

大分県農林水
産研究指導セ
ンター

営農・環境領域（中小
規模水田輪作プロジェ
クト）、水田作研究領
域（中小規模水田輪作
プロジェクト、環境保
全型野菜生産プロジェ
クト）

経営技術研究室・土地
利用作物研究室・園芸
作物研究室・資源循環
研究室

栽培研究部、環境研究
部

水 田 作・ 園 芸 研 究 領
域（暖地水田輪作プロ
ジェクト、水稲高温障
害対策プロジェクト）

農業研究部・水田農業
グ ル ー プ・ 作 物 栽 培
チーム

注）文中の図、表に付した番号は、上記研究課題番号とその中の一連番号を組合せて表示してある。
（例：1 －（1）－ 1）の課題の 1 番目の図の場合は、図 111 － 1 と表示）
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Ⅵ　研究結果
地下水位制御システム圃場における水稲栽培用

水量は、適切な水管理で約 2 ～ 4 割節水が可能と
なった。大豆栽培時地下かんがい用水量は 100 ～
200mm で、水稲作の 1/3 以下であった。地下水位
制御システム設置は、幹線パイプ付近の土の透水
係数が 1 × 10-5cm/s 以下の透水性が低い土壌が適
することが示された。モミガラよりも炭化物、木本
チップ、竹チップなどが耐久性が高かった。代かき
には補助孔を目詰まりさせ、排水性の著しい低下
を引き起こすこと、畑転換で亀裂の発生等により
排水機能が回復することを明らかにした。籾殻を
充填した弾丸暗渠を 2m 間隔で再施工することで
排水能力を回復できた。積雪重粘土地帯では、地
下灌漑は暗渠機能低下を招くため、排水機能を中
心とした利用が望ましいと判断された。重金属元
素のカドミウムとモリブデンは地下水位を下げる
と低減することが分かった。種子中のモリブデン含
量を高めた種子を地下水位制御圃場で栽培すると根
粒窒素固定が高まり増収することが明らかになっ
た。

播種後雑草に対する土壌処理剤の効果は地下水位
制御効果により高まった。乾田直播栽培において、
苗立ち促進のための播種直後の地下水位制御によっ
て雑草の発生も促進したが、土壌処理除草剤による
薬害の助長は認められず、従来と同様の除草体系に
よって雑草防除が可能であった。

夏播きブロッコリーでは、効果の大きい灌漑時
期は生育中期であった。タマネギへの地下灌漑効
果は生育後期が高かった。キャベツでは、多雨時
に土壌中酸素濃度が低下し生育が阻害されるため、
低めの水位設定が良好であった。ニンジン栽培に
おいて、春播き栽培では地下水位 -40cm 一定で裂
根率が低く多収となり、夏播き栽培では１～２か
月間地下水位を -40cm 一定にすることにより多収
となった。ダイコン栽培では地下水位制御により
発芽揃いは良くなったが、増収や個体重を均一に
する効果は認められなかった。北陸重粘土地帯で
のブロッコリーでは、定植後の地下給水により土
壌表層まで土壌水分を高めることにより、初期生
育が旺盛となり収穫時期が対照区よりも 2 週間程
度早まった。千葉県現地圃場において大豆、タマ
ネギ、バレイショ、サトイモ等を輪作体系で検討

した結果、サトイモが有望作物と考えられた。加
工業務用野菜で検討したところ、いずれの作物に
おいても湿区（-30cm 水位設定）よりも乾区（-60cm 
水位設定）で生育が優れた。転作導入作物として
はレタスが有望であると考えられた。滋賀県長浜
市の湿水田地帯で地下水位制御システム 導入によ
り大豆 - バレイショの 1 年 2 作体系成立の可能性
を見出した。

北海道地域の水稲乾田直播では、苗立ち期まで
の地下灌漑（地下水位 3cm）によって苗立ち数が
増加し、苗立ち率は 13 ～ 15 ポイント向上した。
現在、北海道で一般的に利用されている肥料成分
中の LP40 の割合を高めることで、同一窒素施肥量
でも多収となることを明らかにした。大豆は地下
灌漑により増収効果（2011、2012 年平均で +19％増、
532kg/20a 達成）が期待でき、その時期は 6 月（開
花前の花芽分化頃）から 8 月（子実肥大期）まで
の乾燥時が適切であること、ハクサイに対する増
収効果（2011、2012 年平均で +10％増）が期待で
きる地下灌漑時期と条件は、活着時および結球前
の茎葉伸長期から球肥大期までの土壌が乾燥した
条件であることを明らかにした。大豆では現地で
その効果を確認し、地下水位制御システムは北海
道地域の水田転換畑における輪作体系に活用でき
ると判断された。

東北地域では、大豆出芽時の地下水位調節によ
り大豆の出芽が早まり、生育収量も解放区より
やや上回った。大潟村の重粘土質土壌において
地下水位制御システムを導入したところ、大豆
作では対照区、地下水位制御区がそれぞれ 235、
282kg/10a となり増収した。さらに大豆作付けで
排水性を改善することで、今まで実施が困難であっ
た真空播種機を用いた乾田直播栽培が可能になっ
た。家畜ふん堆肥 2 ～ 4t/10a 程度を連用すれば、
土壌の可給態窒素が増加し窒素の減肥が可能と考
えられた。幹線パイプ直下から漏水する透水性が
高い黒ボク土圃場では地下水位制御システム導入
は適さないことが分かった。小麦では追肥時期の
灌漑で品質が向上した。宮城県内の現地輪作実証
では、水稲乾直（販売収量 475kg/10a）、水稲無代
掻き移植（同 560kg/10a）、小麦（483kg/10a）、麦
後晩播狭畦大豆（225kg/10a）と安定し、品質も周
辺慣行栽培より良好であった。補助事業（自己負
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担 10％）による地下水位制御システム 導入事例で
は、地下水位制御システム の年償却費を超える所
得を得ていること、排水路管理作業の負担軽減効
果を認めた。地下水位制御システム導入水田が有
効活用されるための条件は、①地下灌漑機能の十
分な理解、②能動的な取り組み姿勢と目的の明確
化③収益と労働力の確保、④関係機関等による支
援体制、⑤まとまった規模での導入、⑥通水期間
の拡大、であった。

北陸地域では、重粘土圃場における 2 年 3 作体
系において、大豆では、地下水位制御システムに
よる排水促進により、鋤床上湛水の減少等、地下
排水性が改善され、畝立て播種栽培と同程度の単
収（2010、2012 年平均で畝立て区 339、システム
排水区 356 各 kg/10a）が認められた。Ｖ溝乾田直
播水稲、大麦では、作業性、収量等に対して、本
システムの排水能力を中心に活用することが有効
であった。重粘土圃場では土中の水分移動は極め
て緩慢であり、設定水位と実際の水位のずれを確
認するため、地下水位の簡易な測定方法を開発し
た。水稲作では、地表かんがいで湛水後、地下か
んがいを実施することで目標の地下水位を維持で
き、収量、品質が慣行栽培並み以上となる可能性
がみられた。大豆作では、一時的に水位を調節す
ることにより、収量及び百粒重が増加する傾向が
みとめられた。水稲乾田直播を導入した経営評価
プロトタイプモデルでは、作付面積の増加が可能
で農業所得が増加することが推定された。

関東地域の大豆作では、地下水位制御システム 
と不耕起狭畦栽培の組み合わせで最多収（2010 ～
2012 年平均、対照・慣行区 143、水位制御 + 不耕
起狭畦区 327 各 kg/10a）となり、 白絹病も抑制で
きること、８月下旬までの水位制御でも効果があっ
た。小麦では登熟期間が乾燥する時のみ－ 30cm
維持で増収した。乾田直播水稲では早期の地下灌
漑により苗立ちが早く推移し、苗立ち率も高い傾
向にあった。排水不良田に地下水位制御システム
を導入した法人では、導入費用は１ha 規模で単
年度当たり導入費用は 2.2 万円～ 2.3 万円 /10a で
あった。施工への補助金無しの場合の導入条件と
して、通常転換畑の収量より 10 ａ当たり 0.5 俵か
ら１俵の収量増加と、さらに、麦・大豆二毛作の
ような水田高度利用が図られる必要があることを

明らかにした。ビール大麦において、地下水位制
御システム 圃場では子実重、整粒重が増加し変動
も慣行圃場より小さく、安定性の向上に寄与でき
た。しかし、透水性の良い黒ボク土壌においては、
施工により減水深が大きくなり水稲作には不向き
であった。東海地域の現地における乾田直播きで
は、慣行移植と同等の単収 634kg/10a を得た。小
麦では地下灌漑は湿害を助長したが、排水機能利
用では 515 kg/10a を得た。大豆現地試験では開花
期～莢伸長期に地下水位－ 30cm 設定を行った場
合、対照区より 36％増収（336 kg/10a）した。こ
れらから、地下水位制御技術を活用することによっ
て 2 年 3 作ならびに 3 年 5 作の水田輪作体系の生
産性が向上することが示唆された。

近畿中国四国地域では、瀬戸内地域の粘土質圃
場で水稲を地下灌漑栽培した後は土壌が過湿・還
元状態となるため、麦播種前に弾丸暗渠施工や耕
起等の排水・乾燥対策が必要となった。麦作では
地下灌漑は不要であった。水稲乾田直播栽培にお
いて設定水位を－ 15cm または常時湛水で灌漑する
と、800g/㎡以上の粗玄米収量が得られた。地下水
位が著しく低い圃場で大豆の地下灌漑による増収
効果が認められた。大豆を麦跡部分耕播種狭条栽
培し設定水位 -30cm としたところ 400kg/10a を超
える収量を得た。はだか麦では地下水位制御シス
テムの排水効果により増収した。近畿地域の大豆
作では、地下水位制御により 13 ～ 49％の増収効果
が認められ、水稲作では、代かきにより不透水層
が発達するが中干しによりシステム機能が回復し、
その後の入排水管理が適切に実施できるとともに
慣行と同水準の収量・品質が確保できた。圃場の
窒素養分収支を定量評価したところ、大豆作では
地下水位制御区は流出量が減少するものの、増収
により子実持出が増えるため、慣行よりマイナス
値が大きくなった。

北部九州地域の排水不良地への地下水位制御シ
ステム施工により、二毛作での作付け切り替え期
間の拡大が可能であったが、排水機能維持管理作
業を輪作体系中に新たに実施する必要性が示され
た。地下水位制御は、耕耘作業における所要動力
の低減と作業可能日数の拡大に有効であった。小
麦作においては、地下水位を -30cm 程度に維持し
た場合には減収し、栽培期間中常時排水とした条
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件で収量・品質が安定した。大豆作においては、3 
か年を通して地下水位制御システム区の出芽安定
効果が発揮されたが、収量への効果は年次により
変動した。水稲湛水直播では、地下水位制御シス
テム区が間断かん水と同等の収量や品質が得られ
た。麦作においては地下水位制御システム区で慣
行区と同等以上の収量が得られた。

Ⅶ　今後の課題　
地下水位制御システム設置の適地判定に関して

は、その精度を高めるために現地での補足調査が必
要である。暗渠疎水材と籾殻弾丸暗渠再施工後の耐
久性については、経年評価が重要であり、今後も調
査を継続する必要である。地下水位制御システムを
用いた水田輪作体系では、既存の営農体系とは異な
る期間に用水が必要となるが、現在の灌漑水供給期
間では地下水位制御システムの機能を十分に活かす
ことができない地区が多いので、水利に関する検討
が必要である。地下灌漑を活用して直播水稲の増収
を図るためには、異なる圃場および年次において、
さらなる肥培管理技術等の改善が必要である。地下
水位制御システムを導入した水田輪作体系の確立に
は、異なる気象条件下における複数年にわたる作業
性評価と本システム導入による総合的な経済性評価
が重要である。特に利用価値の高いマニュアルの作
成およびきめ細かい現場指導のためには、今後は
様々な圃場立地、土壌タイプ、気象条件等での解析
と現地実証試験の実施が求められる。
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Ⅹ　取りまとめ責任者あとがき
日本は世界の中では比較的降水に恵まれた国であ

るが、モンスーンの影響により、梅雨、日本海側の
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豪雪などのように、その降水にはパターンがあり、
農作物の多くは生育期間中に降水量の変動を受け
る。そのため、作物はしばしば湿害と干ばつの双方
に遭遇することになり、多収・高品質化には、それ
ら両方への対応が求められる。

近年開発された基盤整備による水田圃場の地下水
位を制御する技術は、これら乾湿害を解消し、作物
生産に好適な栽培環境を提供しうるシステムである
といえる。本プロジェクトは、全国で普及しつつあ
るこの地下水位制御技術を活用して、水稲、麦類、
大豆、野菜類の多収化、高品質化および作業性の向
上等を図り、高収益な水田輪作技術の開発を目指し
たものである。

本プロジェクトは、これら多岐にわたる作物にお
いて、全国網羅的に土壌水分管理に関して試験研究

が実施された初めてのケースであり、学術的にも大
きな意義があったと考えられる。

当初、5 か年の予定でスタートしたが、行政事業
レビューによって 3 か年に短縮されたため、現地に
おける水田輪作体系での評価とそれに基づく経済性
評価を十分に行うことができなかったのは残念であ
る。各場所における今後の継続した取り組みに期待
したい。

試験研究の機会を与えていただいた農林水産省、
貴重な助言を賜った運営委員、外部評価委員の方々、
農林水産技術会議事務局および関係機関の事務担当
の方々、そして実際に研究に邁進していただいた参
画研究者の方々に深く感謝申し上げる。

（研究推進リーダー：島田信二）
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１　地下水位制御システムの用水需要量の解明
および温暖地における持続性向上のための耐
久性資材の検討
ア　研究目的
我が国の食料自給率向上の一環として、水田を活

用した麦・大豆の供給力の向上が求められており、
近年開発された地下水位制御システムを活用した水
田輪作システムの開発、収益性の高い野菜栽培への
適用などへの期待が高まっている。農業現場におい
てシステムを有効活用する上で、農業用水が制約条
件になる。地下水位制御を通じた地下かんがいは新
技術であり、栽培時の用水量は不明である。多様な
用水条件にある農業現場に適した栽培計画を支援す
るため、転作および水稲作時の用水需要量を解明す
る。また、暗渠管上の疎水材と補助孔の劣化は、シ
ステムの高い給排水機能の低下に直結し、作物の持
続的・安定的な生産の支障となる。疎水材（モミガ
ラ）の分解の早い温暖地におけるシステムの持続性
向上のため、地域性に見合った有機あるいは無機の
耐久性資材の検討を行う。

イ　研究方法
（ア）　水稲栽培時用排水量
鹿児島県姶良市蒲生町現地（以下、「鹿児島現地」）

において、地下水位制御システムを導入した水田（以
下、「システム導入水田」）および未導入（無暗渠）
の対照水田において、代かき移植水稲栽培時の用排
水量を電磁流量計等により観測した。土壌はいずれ
も灰色台地土。前者の水管理は地下かんがい（設定
水位 +5cm）および地表かんがいの併用、後者のそ
れは地表かんがい。また、農村工学研究所内のシス
テム導入水田（重粘土）においても同様の２試験区
を設置し、乾田直播および代かき移植水稲栽培時の
用水量を電磁流量計等により観測した。
（イ）　大豆栽培時用水量
現在、水田転換畑大豆栽培でかんがいは実施さ

れておらず、システムによる地下かんがい用水量

は、実質的な新規需要量として重要である。このた
め、鹿児島現地の地下水位制御システムを導入した
水田転換畑（以下、「システム導入水田転換畑」）に
おいて、大豆栽培時の地下かんがい用水量（設定水
位 -40cm）、地下水位、土壌水分を電磁流量計等で
観測した。対照として、未導入（無暗渠）の対照水
田転換畑において、地下水位、土壌水分を観測し
た。なお、対照水田転換畑は無かんがい。また、農
村工学研究所内のシステム導入水田転換畑（火山灰
土）においても、地下かんがい時用水量（設定水位
-30cm）を同様な方法で測定した。
（ウ）　有機質系疎水材の土壌中での分解特性
代表的な有機質系の暗渠疎水材の耐久性を調べる

ため、木質系や作物残渣など複数の資材を所内の試
験ほ場（裸地）に埋設。炭素残存率の経年変化を調
査し、分解特性を検討した。
（エ）　安定した地下かんがいに必要な下層の土壌

条件
下層が砂やレキ質な土壌条件では、システムの地

下かんがい機能が発揮されないことが危惧されてい
るが 1）、これに該当する土壌条件に関するデータは
ない。そこで、地下かんがいが困難であったシステ
ム導入水田の土壌断面や暗渠管下の土壌透水性調査
等を通じて、安定した地下かんがいに必要な下層の
土壌条件を検討した。
（オ）　システム導入水田で生じた排水不良事例
鹿児島県内の水田において、システム導入直後の

水稲収穫前の落水時に顕著な排水不良が生じた例が
あった。この要因とシステムの維持管理に係る留意
事項について、現地調査に基づき検討した。

ウ　研究結果
（ア）　水稲栽培時用排水量
鹿児島現地における代かき移植栽培時のシステム

導入水田の用水量は、4 年間のうち 3 年で、対照水
田に比較して約2～4割の節水効果が確認された（図
111-1）。これに関係して、システム導入水田の排水

第１編　地下水位制御技術の機能管理および基盤技術の開発

第１章　地下水位制御システムの機能管理技術の開発
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図 111-5　暗渠疎水材の初期炭素含有率 図 111-6　暗渠疎水材の炭素残存率（埋設 1 年度）

量は対照水田に比較して約 2 ～ 5 割減少していた
（図 111-2）。また、研究所内の試験水田においても、
乾田直播および代かき移植水稲栽培時とも、システ
ム導入水田の用水量は対照水田に比較して約 3 割減
少した。なお、鹿児島現地において、システム導入
水田の水稲収量が対照水田を若干下回る年もあった
が、概ね両者に大きな差はなかった。

（イ）　大豆栽培時用水量
鹿児島現地におけるシステム導入水田転換畑で

の 4 年間の大豆栽培時地下かんがい用水量は 100 ～
200mm 程度であり、水稲栽培時用水量の約 1/3 で

あった（図 111-3）。加えて、地下かんがいを行った
システム導入水田転換畑での大豆収量は、無かんが
いであった対照水田転換畑のそれを顕著に上回った

（図 111-4）。また、研究所内の試験水田転換畑にお
ける大豆栽培時地下かんがい用水量は 984mm であ
り、鹿児島現地の水稲栽培時用水量さえも上回った。
（ウ）　有機質系疎水材の土壌中での分解特性
有機質暗渠疎水材の初期炭素含有率および埋設１

年後の炭素残存率を図 111-5 および図 111-6 に示す。
耐久性の指標である炭素残存率は、初期炭素含有率
とほぼ同じ序列を示し、木質系有機物や堆肥で高く、
モミガラを含む作物残渣では低かった。

図 111-1　鹿児島現地における水稲栽培時用水量 図 111-2　鹿児島現地における水稲栽培時排水量

図 111-3　鹿児島現地における大豆栽培時用水量 図 111-4　鹿児島現地における大豆収量
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（エ）　安定した地下かんがいに必要な下層の土壌
条件

鹿児島現地と同じ地区内において、地下かんがい
が機能しなかったシステム導入水田（河川沿いのほ
場）の暗渠下の土壌の透水係数は 6.9 × 10-3cm/s2）、
地下かんがいが困難であった公立農業研究機関のシ
ステム導入水田の透水係数は 1.1 × 10-3cm/s であっ
た。また、大豆栽培時に多量の地下かんがい用水を
必要とした研究所内のシステム導入水田転換畑の透
水係数は 3.5 × 10-4cm/s であった。一方、図 111-1
および図 111-2 の結果を得たシステム導入水田にお
いて、暗渠下の土壌の透水係数は 1.3 × 10-5cm/s で
あった 2）。
（オ）　システム導入水田で生じた排水不良事例
排水不良が起こった水田は、飼料米を代かき移植

栽培し、中干しを省略して青刈りして出荷し、その
後イモを 2 作栽培する 1 年 3 作体系であった。土壌
調査の結果、疎水材（ボラ）ありの補助孔では顕著
な目詰まりは観察されなかったが、疎水材なしの補
助孔は土が溜まり空隙は確認できなかった 2）。さら
に、代かきによって表層に不透水層となる粘土の層
が約 3cm できていた 2）。これらにより、落水時に
排水不良が発生したと推察された。

エ　考　察
（ア）　水稲栽培時用排水量
システム導入水田における水稲栽培時節水効果

（図 111-1）について、排水の点から以下のように
考察される。図 111-1 および図 111-2 の元データに
ついて、かんがいと排水が同時に生じた時間帯を抽
出し、この時の用水量を“掛け流しかんがい量”と
みなして分析した結果、例えば 2009 年ではシステ
ム導入水田ではほとんど確認されず、対照水田で約
200mm であった。これは、システム導入水田では
水位制御機能により一定水深に達すると用水供給が
自動的に停止するが、対照水田ではその機能がない
ことに起因する。従って、節水効果に関わる有力な
要因は、システムの水位制御機能によると考察され
た。なお、システム導入水田ではその自動給排水機
能により、毎日手動で水管理を行う対照水田に比較
して、大幅な労力削減になっていることを現地農家
より聞き取った。　
（イ）　大豆栽培時用水量

観測された地下かんがい用水量（100 ～ 200mm
程度）および水稲栽培用水量に対する比率（約
1/3）は、本邦初の事例であり、今後水田転換畑に
用水を配分する際の参考数値として価値があると考
えられる。
（ウ）　有機質系疎水材の土壌中での分解特性
有機質暗渠疎水材の耐久性、すなわち土壌中の分

解の遅速は、土壌条件に加え、資材中の難分解性有
機炭素成分（リグニン）含量に影響される。今後は、
観測と資材の成分分析の両面からのアプローチが有
効であると考えられる。なお、竹チップの耐久性が
高い傾向にあったことは、実務上有力な知見と考え
られる。
（エ）　安定した地下かんがいに必要な下層の土壌

条件
現地および試験水田での観測結果は、暗渠下の土

壌透水係数が 10-3cm/s ないし 10-4cm/s のオーダー
では地下かんがい機能が発揮されないかもしくは用
水量が過大になり、1 × 10-5cm/s 程度では安定した
地下かんがいが可能であったと要約される。別途
行った試算によると、暗渠下の土壌透水係数が 1 ×
10-3cm/s 以上では補助孔（深さ 40cm）底面より上
への地下かんがいが困難、1 × 10-4cm/s ではほ場全
面の湛水維持が困難、という結果であった。これら
のことから、安定した地下かんがいに必要な下層の
土壌透水性は、概ね 1 × 10-5cm/s 以下と考えられた。
（オ）　システム導入水田で生じた排水不良事例
調査事例における排水不良要因は、「代かきによ

る表層粘土層の生成と無材補助孔の目詰まり」に「中
干しの省略」が重なって生じたと考えられた。従っ
て、システム施工直後では直播栽培や浅代かき、転
作の導入など、土壌透水性を低下させないような管
理や土地利用が望ましいと考えられる。また、代か
き水稲栽培を行う場合には、十分な中干しにより土
壌亀裂の発達を促進、疎水材入りの補助孔の利用な
どの対策が考えられる。

オ　今後の課題
主たる研究課題であったシステム導入ほ場での地

下かんがい用水量について、水稲栽培時の節水効果、
大豆栽培時用水量の目安など顕著な成果が得られ
た。ただし、用水量は年次変動があり、立地条件な
どに影響される。これらの分析や更なるデータ蓄積
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が課題である。今後、地下水位制御システムの普及
の進展に伴い、事業地区レベルで水田転換畑ブロッ
クに用水を配分する必要がある。かような広域用水
配分に係る課題への対応は、重要な課題である。

カ　要　約
（ア）　水稲・大豆栽培時地下かんがい用水量
土壌タイプの異なる２水田において、複数年およ

び異なる栽培方式下で、システムを活用した地下か
んがいによる水稲栽培時の用水量削減（節水）効果
が観測された。主な要因としては、システムの水位
制御機能による掛け流しかんがい削減にあると考察
された。また、新規用水量となる水田転換畑大豆栽
培時の地下かんがい用水量として、100 ～ 200mm
の値を得た。
（イ）　安定した地下かんがいに必要な下層の土壌

条件
システムによる地下かんがい機能が発揮された水

田や発揮されなかった水田における調査結果等か
ら、安定した地下かんがいに必要な暗渠下の土壌透
水性は、概ね 1 × 10-5cm/s 以下と考えられた。　

キ　引用文献
1）藤森新作・小野寺恒雄編著 （2012）. 地下水位制
御システム FOEAS 導入と活用のポイント．農
文協：44.

2） 若 杉 晃 介（2011）. 地 下 水 位 制 御 シ ス テ ム
FOEAS の効果と特徴 . 農業農村整備情報セン
ターだより．45：13-33.

研究担当者（若杉晃介 *、瑞慶村知佳、原口暢朗、
北川巌）

２　積雪寒冷地の重粘土圃場における地下水位制
御システムの評価と省力的維持管理技術の開
発
ア　研究目的
地下水位制御システムは通常の水田より深い位置

で貯水する機能が必要である。またシステムを効果
的に利用するためには、地下潅漑を行うための給水
機能、重粘土の大区画化された圃場では暗渠を通し
た地下排水機能が特に重要である。これら３つの貯
水機能、給水機能、排水機能は経年的に変化するこ

とが予想されるため、機能の維持を図るとともに低
下した時の対応技術の開発が必要である。そこで、
圃場の貯水、給水、排水の各機能に密接に関係する
補助孔などの状況を現地圃場試験等により解明する
とともに、低下した場合の簡易回復技術を含む維持
管理技術の開発を目的とする。

イ　研究方法
（ア）　現地圃場における地下水位制御システム機

能の状況
貯水機能は幹線・支線暗渠施工層以深のグライ層

の出現等の土壌調査から、給水機能は補助孔施工層
の透水係数や土壌構造等の土壌調査から、排水機能
は鋤床面から補助孔施工層の間の透水性を、ベー
シックインテークレートによる浸透量（以下浸透量）
と土性や土壌構造等の土壌調査から検討した。
（イ）　地下水位制御システム圃場の経年的変化
中央農研・北陸研究センター内の地下水位制御シ

ステム圃場は、施工後ダイズ－無代かきＶ溝乾田直
播水稲－オオムギ－ダイズの 2 年 3 作体系を行って
きたため、作付履歴が圃場排水性等に与える影響に
ついて検討した。
（ウ）　簡易な排水機能改善技術の開発
籾殻充填弾丸暗渠による簡易な排水機能回復技術

を検討した。所内の通常暗渠が施工された圃場に地
下水位制御システムと同様に本暗渠と直交方向に弾
丸暗渠を 1m 間隔に籾殻有、無を交互に施工した後、
耕起・代かきを行い、各段階での排水試験等により
機能の低下程度を調査した。その後、籾殻弾丸暗渠
を再施工し、排水試験により排水機能の回復程度を
調査するとともに、ダイズを作付けし、作物生産性
を評価した。

ウ　研究結果
（ア）　現地圃場における地下水位制御システム機

能の実態調査
ａ　現地調査地区の土壌は、グライ低地土が 2 地

点（ダイズ跡：地点 A、地点 B）、灰色低地土が 2
地点（水稲跡：地点 C、地点 D）であった（表 112-
1）。グライ低地土の 2 地点は停滞水位が幹線・支線
暗渠施工層より高く、灰色低地土の 2 地点は下層に
LiC 層があり、この層がグライ層となっているため、
貯水機能について問題はないと判断された（表 112-
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1）。
ｃ　給水機能にとって重要な補助孔が施工されて

いる層は、地点 A、B は強粘であるため透水性が低
いと判断されたが、地点 C、D は、土性、酸化沈積
物等から比較的透水性は高いと判断された（表 112-
1）。地点 C、D のこの層の透水係数は水稲跡であっ
たが 10-4cm/sec オーダーであった。

ｄ　排水機能の指標としての鋤床面からの浸透量
は、補助孔を新規に施工した地点 B では、籾殻の
有無に関係なく、補助孔直上では他の圃場と比較し
て高く、籾殻スリットも含め良好であった（写真
112-1）。地点 C の補助孔は籾殻や土壌により埋没し、
籾殻スリットも腐食して痕跡程度となっていた（写
真 112-1）。水稲跡の地点 D はスリットの籾殻が痕
跡程度で、補助孔は 2 年前とほぼ同様の状況であっ
たが（写真 112-1）、補助孔直上の浸透量は、2 年前
の調査時（57.0mm/h：作土含む）と比較して、0.1
～ 3.0mm/h と透水性が悪化していた。地点 A は、
2010 年の調査時と同様に補助孔は閉塞していたが

（写真 112-1）、畑転換により補助孔直上の浸透量は

4.9mm/h から 11.0 ～ 194.3mm/h と透水性が大きく
改善されていた。
（イ）　所内の地下水位制御システム圃場の経年的

変化の調査
ａ　オオムギ後の開放区、対照区では浸透量が非

常に大きくなったが、ダイズ 2 作後は開放区の弾丸
中間をのぞき浸透量は再び低下した（図 112-1）。ま
た、足立らの方法 1）により測定した粗間隙量につ
いて、Ｖ溝乾田直播水稲後の補助孔施工土層付近

（20-28cm）では開放区では当初の推定値に対して
16％が残存していたのに対し、制御区においては
1％未満であった。

ｂ　制御区の地下排水性は、2010 年の秋（ダイ
ズ 1 作後）以降低下し、その後のオオムギ作の積雪
期にまで及んだ。オオムギ作付期間中の流出水量は
いずれの区も 2400 mm 程度であった。開放区では
99％が暗渠流出だったのに対し、制御区では 76％
と低く、制御区の表面流出が特に増えたのは 3 月
以降であった。一方、周囲明渠が作溝されている対
照区では 38％が暗渠流出であった。

表 112-1　調査地点の土壌の特徴

写真 112-1　調査地点の補助孔の状況
地点 A：ダイズ跡。周辺の緻密度 14mm、補助孔内 4mm。
地点 B：ダイズ跡。新規補助孔施工圃場で、籾殻スリットの状況も良い。
地点 C：水稲跡。補助孔内に籾殻と土壌が充填。籾殻スリットは痕跡。
地点 D：水稲跡。若干土壌が流入しているが問題なし。籾殻スリットは痕跡。
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図 112-2　代かきによる弾丸暗渠施工後の圃場排水性
の低下
参考文献 3）を一部改変して転載

ｃ　ダイズ作付期間の主な降雨時では、開放
区・制御区のいずれも流出水の 95％以上が暗渠経
由だったのに対し、対照区では 65％で、前作のダ
イズ作付期の 52％に比べ暗渠排水割合が上昇した。
特に、梅雨明けまででは、前作は 0％だったが、今
作は 59％だった。
（ウ）　簡易な排水機能改善技術の開発
ａ　供試した 2 圃場とも弾丸暗渠施工前は、

10cm 湛水深からの排水速度は 5mm/d 以下であっ
たが、籾殻弾丸暗渠（新潟農総研改良機）の施工
により 35mm/d 前後と排水速度は高くなった（図
112-2）。その後、1 回目の代かきにより排水速度は
施工直後の 1 ～ 2 割にまで減少し、2 回目の代かき
後は、弾丸暗渠施工前以下にまで低下した（図 112-
2）。また、施工直後には最も浸透量が大きかった籾
殻弾丸暗渠直上においても、耕起・代かきを行うこ
とで浸透量は 0.1mm/h 未満に低下した。

ｂ　2011 年に 2 回の代かきにより排水性を低下
させた圃場の弾丸暗渠（籾無）跡に 2m 間隔で弾丸
暗渠（籾有）を S 社製 SPF31K により再施工した。
その結果、再施工しなかった区（施工無し区）に比
べて再施工した区（再施工区）の降雨に対する総暗
渠排水量、ピーク排水量とも多くなり、7/6 ～ 10
の降雨に対する流出速度は、施工無し区で 18mm/
d、再施工区で 48mm/d となった。計画暗渠排水量 2）

は水田の畑利用の場合 30 ～ 50mm/d であることか
ら、再施工によって計画基準を満たす値まで排水能
力が回復した。

ｃ　浸透量についても施工無し区に比べて再施工
区の方が多くなった。ダイズ生育期には、いずれの
区・箇所においても浸透量は大幅に増加し、夏季の
乾燥によって鋤床下の透水性が改善されたことが伺
え、その傾向はダイズ収穫期まで続いた。また再施
工した区のダイズは、梅雨明けの開花期において、
施工無し区に比べて分枝節が増加し、収量も 16％
増加した。

エ　考　察
（ア）　現地圃場における地下水位制御システム機

能の実態調査
現地調査地点の浸透量から考えると、土性の影響

より代かきの影響が強く、吉田ら 4）の報告のよう

図 112-1　地下水位制御システム圃場の浸透量の変化
中間：補助孔の中間地点（対照区は中間のみ）、籾有：籾殻有補助孔直上、籾無：籾殻無補助孔直上
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に暗渠の排水能力は代かき等により経年的に低下す
るため、現地圃場でも代かきにより排水性が著しく
低下したと考えられた。一方で、補助孔が目詰まり
をして、ほとんど浸透量がなかった条件でも畑転換
により土壌が乾燥すると浸透量が増大したことか
ら、亀裂の発生等により排水機能が回復されると考
えられた。
（イ）　所内の地下水位制御システム圃場の経年的

変化の調査
本研究の 2 年 3 作体系において、地下水位を制

御すると新規施工後の 1 作目ダイズ後には排水性が
悪化し、3 作目のオオムギの融雪期後までその影響
が残るが、オオムギ作付期間の春先から梅雨前にか
けての乾燥により地下排水性が回復し、ダイズ作付
期間後に再び悪化するサイクルをしていると考えら
れた。積雪重粘土地帯では、地下給水により作土下
部以深の土壌水分を上昇させることが可能ではある
が、それが地下排水性の低下を引き起こしていると
考えられたため、多雪重粘土地帯では地下水位制御
は必要最小限にとどめ、排水機能を中心とした利用
が望ましいと判断された。
（ウ）　簡易な排水機能改善技術の開発
代かきによる浸透量の低下は現地調査においても

確認されたが、代かきは多雪重粘土地帯において重
要な排水機能を大きく損なう。本研究において実施
した籾殻弾丸暗渠の施工は地下排水性を回復させる
ことが可能であることを示したが、その後のダイズ
作付期間の乾燥による排水性の改善は籾殻弾丸暗渠
の施工以上の効果があった。ダイズ連作条件であっ
ても気象条件等により地下排水性が低下する報告 5）

もあるため注意が必要であるが、地下排水性の維持、
改善のためには、本技術の利用と合わせて圃場管理
方法が重要であると考えられた。

オ　今後の課題
（ア）　現地調査において、本暗渠の疎水材の腐敗

等により、空洞化している圃場が散見された。この
様な状況ではシステムの機能が十分に発揮されない
だけではなく、本研究で実施した籾殻弾丸暗渠の再
施工だけでは対応が不十分である。
（イ）　本研究で実施した籾殻弾丸暗渠の再施工に

よる機能回復技術は、中央農研・北陸研究センター
内圃場において実施したが、土壌条件の異なる現地

圃場においても検証が必要と考えられる。現在、現
地圃場において再施工を実施しているため、今後は
継続予定としている現地実証試験と合わせて調査を
継続する。

カ　要　約
（ア）　 地下水位制御システムが導入された現地

において、代かきは補助孔を目詰まりさせ、排水性
の著しい低下を引き起こす一方で、畑転換により土
壌が乾燥すると、亀裂の発生等により排水機能が回
復することを明らかにした。同様な状況を再現した
圃場において、籾殻を充填した弾丸暗渠を再施工す
ることで、計画基準を満たす値まで排水能力が回復
した。また積雪重粘土地帯では、地下給水により作
土下部以深の土壌水分は上昇するが、それが暗渠排
水性の低下を招くため、排水機能を中心とした利用
が望ましいと判断された。

キ　引用文献
1）足立一日出ら （1997）. 重粘土汎用圃場における
暗渠排水に関与する粗間隙量の推定法とその適
用 . 農業土木学会論文集 .65（6）:123-131.

2）農林水産省 （2000）. 土地改良事業計画設計基準
　計画「暗きょ排水」基準書 .35.

3）谷本ら（2012）．籾殻充填弾丸暗渠施工及び代
かきが重粘土圃場の暗渠排水能力に与える影響．
農業農村工学会京都支部第 69 回研究発表会講演
要旨集．52-53．

4）吉田修一郎ら （2008）. 重粘土水田における暗渠
排水能力の季節的・経年的変動 . 農業農村工学会
論文集 .76（5）:51-56.

5）足立一日出ら （2011）. 本暗渠にモミガラ簡易暗
渠と縦型暗渠を組み合わせた重粘土転換畑の排水
効果の持続性 . 農業農村工学会論文集 .79（2）:99-
105

研究担当者（大野智史 *、谷本岳、鈴木克拓、関正裕、
小倉力、吉村亜希子、足立一日出）

３　大豆作における地下水位制御が重金属の動態
に及ぼす影響の解明
ア　研究目的
還元状態にある水田土壌では、鉄、マンガンは易
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溶性、亜鉛は硫黄と結合して難溶性であるが、畑転
換して酸化状態になると、鉄、マンガンは難溶性、
亜鉛は易溶性に変わる。したがって、地下水位制御
システムによって排水不良圃場の地下水位を下げて
ダイズ作を行う場合、土壌中の重金属元素の形態お
よびダイズに対する可給性が変化すると考えられ
る。本研究では、排水不良圃場における地下水位制
御が大豆栽培期間中の重金属元素の動態に及ぼす影
響を解明し、地下水位制御の条件における土壌管理
法の策定に資する。

イ　研究方法
（ア）　現地圃場
グライ低地土（土性 LiC、 TC 1.2％、 CEC 29.2 

cmolc/kg、 リン酸吸収係数 9.4 gP2O5/kg、カドミウ
ム（Cd）濃度 2.7 mg kg-1、銅（Cu） 36 mg kg-1、鉄（Fe） 
20 g kg-1、マンガン（Mn） 590 mg kg-1、モリブデ
ン（Mo） 0.22 mg kg-1、 亜 鉛（Zn） 530 mg kg-1）、
FOEAS 竣工 2010 年 7 月 2 日。
（イ）　処理区
地下水位制御（-40、-30、-20 cm および制御なし

の 4 区）と目標土壌 pH（2 段階 pH5.8、 pH6.2）に
堆肥施用（2 年目より牛ふん堆肥 2t/10a）の有無の
組み合わせ。
（ウ）　耕種概要
ダイズ品種「リュウホウ」を供試（2 粒播き、

初生葉展開期に 1 本立、うね間 70 cm ×株間 15 
cm）、2010 年 : 施肥・播種 7 月 9 日、収穫 10 月 27
日、2011 年 : 施肥・播種 6 月 1 日、収穫 10 月 12 日、
2012 年 : 施肥・播種 5 月 30 日、収穫 10 月 10 日。
成熟期に各区から 7 株を 2 連で採取。
（エ）　土壌採取
栽培前、初生葉展開期、開花期、最大繁茂期、成

熟期の計 5 回。各処理区内の 3 か所で深さ 30 cm
まで 10 cm ごとに採取（2 連）。
（オ）　現地調査
酸化還元電位（Eh）は現地圃場の各地下水位区

の pH6.2 区に深さ 10、20、30 cm に白金電極を設置、
地下水に参照電極を浸し測定（4 反復）。
（カ）　分析
生土（< 4 mm）について、pH（H2O）の測定、

Fe は 1 M 酢酸ナトリウム・pH3.0（固液比１:25）、
Cd、 Cu、Mn、Mo、Zn は 1 M 酢酸アンモニウム・

pH7.0（1:10）による抽出液を ICP 質量分析法（Mo、
Cd、Cu）または ICP 発光分析法（それ以外）で測定。
栽培前土壌および子実中の全重金属濃度は微粉砕試
料を濃硝酸で湿式分解し測定。

ウ　研究結果
（ア）　地下水位とダイズ収量 
2 年間の各設定地下水位の要約統計量と 3 年間の

ダイズ収量の結果をそれぞれ表 113-1、2 に示した。
地下水位は2011年と比較し2012年で変動が大きく、
特に８月～９月の小雨の時期に地下水位が 20cm 以
上低下した。転換初年目（2010 年）の収量は地下
水位 -40 cm 区で高く、-20 cm 区で低い傾向であっ
たが、それ以降は処理区間の差が認められず、地下
水位との関係は明瞭でなかった。これは地下水位の
変動が大きかったことが原因の 1 つと考えられる
が、2 年目に開花期以後の土壌 pH が 6.5（改良目標
の上限）を超えた堆肥施用の目標 pH6.2 区で堆肥無
施用と比べて減収し、土壌 pH の影響も認められた。
（イ）　土壌 pH と子実中重金属濃度の関係
土壌 pH と子実中重金属濃度を図 113-1 に示す。

Cd、Fe､ Mn､ Zn は土壌 pH の上昇とともに減少、
Mo は増加傾向を示し、既往の知見と一致した。一
方、Cu は土壌 pH の上昇により増加傾向を示した。
（ウ）　栽培期間中の土壌抽出重金属濃度の変化
設定地下水位に対する深さ別土壌抽出重金属濃度

の栽培期間中における推移を図 113-2 に示した。緩
衝作用をもつ抽出剤による重金属濃度を用いたた
め、土壌 pH の違いの影響は少ないと考えられる。
すべての元素は栽培期間中に減少傾向がみられた。
堆肥無施用区と堆肥施用区の土壌抽出 Cd、Zn 濃度
を比較すると堆肥施用区で栽培期間中の変動が小さ
く、有機物が影響している可能性が示された。堆肥
無施用区の Cd、Fe、Mn、Mo、Zn は転換初年目で
高く、それ以降減少する傾向であったが、Cu はそ
の傾向が見られなかった。設定地下水位で比較する
と Cd、Fe、Mn、Mo、Zn は地下水位 -20cm で高く、
地下水位が低くなるほど土壌抽出濃度は減少傾向が
認められた。
（エ）　設定地下水位による酸化還元電位の変化
栽培期間中の酸化還元電位の変化を図 113-3 に示

した。深さ 10、20 cm の Eh は概ね 400 ～ 700 mV
の範囲であったが、深さ 30 cm の Eh は設定地下
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水位が高いほど低い傾向を示し、特に地下水位 -20 
cm 区では栽培期間中に 0 mV 程度まで低下する時
期があり、変動が大きかった。表 113-1 をみると地

下水位は 2011 年より 2012 年で変動が大きかったこ
とから、Eh の変動も 2012 年で大きくなったと推察
された。

表 113-2　各設定地下水位によるダイズ収量

図 113-1　土壌 pH と子実中重金属濃度の変化
1）図中のプロットは各処理区における 2 連の平均値（深さ 0 ～ 20 cm）
2）図中の直線は 3 年間の堆肥無施用の地下水位無制御区における回帰直線（n = 6）

1）収量は平均値±標準偏差（n = 2）
2）2010 年の各目標 pH の異なるアルファベット間は 5% 水準で有意差有り。

2011、2012 年の 3 元配置分散分析における主効果、交互作用効果の p 値 > 0.05

表 113-1　栽培期間中における地下水位の要約統計量

1）表中の数字の単位 cm
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エ　考　察
（ア）　ダイズ収量と地下水位の関係
ダイズ収量は晩播となった 2010 年を除外すると、

2011 年と比べて 2012 年で減収したが、地下水位に
よる明確な傾向は認められなかった（表 113-2）。し
かし、地下水位 -20 cm 区の収量は各年度で最大に
なることはなかったことから、地下水位 -20 cm は
生育に好適ではないと推察された。
（イ）　子実中重金属濃度に対する地下水位の影響
子実中重金属濃度は土壌 pH の影響を受けるた

め、地下水位の影響を評価するには土壌 pH の影響

図 113-2　栽培期間中における土壌抽出重金属濃度の変動
1）土壌の深さ 20 cm までの平均した重金属濃度の変動を示す。
2）箱の上端と下端は栽培前後の値を示し、□は栽培期間中に増加（上端が栽

培後、下端が栽培前）、■は減少（上端が栽培前、下端が栽培後）を示す。
上下のひげは栽培期間中の最大、最小値を示す。

図 113-3　栽培期間中における酸化還元電位の変化
エラーバーは栽培期間中の標準偏差（n=4）
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を除去する必要がある。そこで、図 113-1 の堆肥無
施用の地下水位無制御区における土壌 pH と子実中
重金属濃度の回帰式を基準とし、各地下水位のプ
ロットと回帰直線の差を年度ごとに算出した（図
113-4）。Cu、Fe、Mn、Zn の地下水位による子実
中濃度の変動は小さく、地下水位は子実中濃度に影
響しない可能性が示唆された。それに対し、Cd と
Mo は堆肥無施用の地下水位 -20 cm 区で高く、経
年的な低下傾向が認められた。ダイズの Cd 吸収に
ついて中村ら 1）は地下水位を高くすると抑制でき
る可能性を報告しているが、本研究では逆の傾向と
なった。また、堆肥施用区の Cu は無施用区と比較
して低い傾向が認められた。Cu は土壌中の有機物
と結合する割合が高い（Martínez and McBride2））
ため、堆肥施用により子実中濃度が低下すると考
えられた。さらに Cu は pH の上昇により増加傾向
を示した（図 113-1）。これは土壌 pH が上昇する
と有機物の溶解が進み、可溶化した Cu が吸収さ
れ、子実中濃度が増加したためと推測された。一

方、堆肥施用により Shuman3）は Zn の交換態の減
少、Mandal and Mitra4）、Lee and MacDonald5）は
微生物による有機物の分解により土壌が還元的にな
り作物の Mn 吸収が増加することを報告した。本研
究においても堆肥施用によりダイズ子実中 Zn は減
少、Mn は増加傾向を示し、既報の傾向と一致した。
（ウ）　子実中重金属濃度と土壌抽出重金属濃度の

関係
土壌抽出濃度の栽培期間中の平均値と子実中重金

属濃度の残差は Cd と Mo で有意な正の相関となっ
た（表 113-3）。このことは子実中 Cd、Mo 濃度が
土壌 pH だけでなく地下水位によって変化する土壌
抽出濃度に影響されることを示す。一方、Fe、Cu、
Mn、Zn は土壌抽出濃度との関係は認められず、土
壌抽出濃度が子実中濃度に影響しにくいことを示
す。Fe、Cu 、Mn、Zn は土壌中濃度が高いのに対し、
Cd、Mo は濃度が低く、土壌中の濃度の変動に影響
されやすいためと考えられた。

図 113-4　設定地下水位に対する残差の経時変化
1）残差は図 113-1 の堆肥無施用の地下水位無制御区の回帰式を基準とした。
2）図中のプロットは目標 pH5.8 と 6.2 区の平均値（n = 2）、エラーバーは標準偏差

表 113-3　土壌抽出濃度と子実中重金属濃度の残差および Fe2+ 濃度の相関係数

1）土壌抽出濃度は目標 pH5.8 と 6.2 の平均値を用いた。
2） ***1%、**5%、*10% 水準で有意。
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（エ）　地下水位と子実中重金属濃度の関係
Jones6）、Jarrel and Dawson7）は土壌中の Mo が

鉄酸化物に吸着されること、Ainsworth et al.8）は
Cd が鉄酸化物のエイジングによる結晶の安定化に
より吸蔵されることを報告している。本研究で使用
した Fe の抽出法は二価鉄（Fe2+）を抽出する（土
壌養分分析法委員会 9））。Fe が抽出されやすい Fe2+

として存在するためには、一般的に Eh が 0 mV 以
下になることが必要であるが、図 113-3 の Eh は地
下水位 -20 cm 区の深さ 30 cm で 0 mV 以下になる
時期があったが、それ以外、300 mV 以上であった。
このことから図 113-2 の土壌抽出 Fe2+ 濃度の経年
的な減少傾向は畑転換に伴う酸化鉄の生成と安定化
が原因と推察された。一方、子実中 Cd、Mo 濃度
と相関関係が認められた土壌抽出 Cd、Mo 濃度は
Fe2+ 濃度とも正の相関が認められたことから（表
113-3）、子実中 Cd、Mo 濃度は土壌中の Fe2+ の動
態と関係していることが推察された。このことは、
転換初年目もしくは地下水位が高いと Cd、Mo の
動態に関係する鉄酸化物が生成しにくいため、子実
中 Cd、Mo 濃度が上昇する可能性を示唆している。

オ　今後の課題
本研究は 1 圃場（グライ低地土）における結果で

あるため、一般的な傾向を把握するためには異なる
畑転換土壌における地下水位と子実中重金属濃度と
の関係を検討する必要がある。　

カ　要　約
（ア）　設定地下水位とダイズ収量の明確な関係は

明らかでなかったが、地下水位 -20 cm 区の収量は
最大になることはなく、生育に好適な水位ではない
と考えられた。
（イ）　子実中重金属濃度に影響する土壌 pH を除

いた解析の結果、Cd と Mo は地下水位 -20 cm 区で
高く、Cu は堆肥施用により減少傾向が認められた。
土壌抽出 Cd、Fe、Mo、Mn、Zn 濃度は転換初年
目で高く、経年的に減少する傾向であり、また、地
下水位が低くなるほど濃度が低い傾向となることか
ら、酸化還元の影響が推察された。
（ウ）　酸化還元電位より土壌抽出 Fe 濃度の経年

的な減少は非晶質酸化鉄の生成が原因と考えられ
た。子実中 Cd、Mo 濃度に関与する土壌抽出 Cd、
Mo 濃度は Fe2+ 濃度と正の相関が認められたこと
から、子実中 Cd、Mo 濃度は土壌中の Fe2+ の動態
と関係している可能性が示唆された。

キ　引用文献
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す影響．日本土壌肥料学雑誌 . 82:105-113.
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１　地下水位調節システム導入による野菜類の高
位安定生産技術の開発
ア　研究目的
野菜は、安心・安全面や品質・鮮度が重視され、

国産に対する実需者からの強い要望がある。水田の
高度利用や生産性増強のため、転換畑で生産される
作目の種類や面積が増え、転作野菜の重要性も高
まっている。しかし、水田転換畑の多くは排水性、
保水性、砕土性など野菜生産にとっては改善すべき
土壌条件が多い。そのため、台風や長雨による湿害
や盛夏の活着不良による旱ばつ害などが発生しやす
く、収量や品質が安定しない。

地下水位調節システム（FOEAS）は、排水機能
により湿害を回避するだけではなく、地下からの灌
水機能を併せ持つ。作物の種類や生育時期に応じて
地下水位を制御することができ、水田転換畑での野
菜の高位安定生産に寄与することが期待されてい
る。

そこで、本課題においては、地下水位調節システ
ムの導入効果が期待されるタマネギ、ブロッコリー、
キャベツなどを取り上げ、安定生産を可能にする地
下水位管理法を明らかにする。

イ　研究方法
（ア）　ブロッコリー、キャベツの安定生産のため

の地下水位・土壌水分条件の解明
キャベツ定植時の適正水分を調べるため、雨よけ

ハウス内において、灰色低地土を充填したワグネル
ポット（1/10,000a）にキャベツ‘いろどり’（カネ
コ種苗）3 葉期苗を定植（7 月 21 日）し、圃場容水
量比で 0.65 ～ 1.05 の 5 段階の水分条件を設定した。
毎日ポット全重を測定し、減少分をみかけの吸水量
として灌水した。12 日後に部位別乾物重を調査し
た。

定植後の高水位維持によるブロッコリーの活着促
進効果を調査した。茨城県つくば市野菜茶業研究所
のガラス室内において、黒ボク土あるいは灰色低地
土を充填した地下水位制御装置（ステンレス製栽培
槽、1m2、深さ 1m）にブロッコリー‘ピクセル’（サ
カタのタネ）を定植した。地表灌水は全処理区で降

水量平年値相当（茨城県つくば市舘野地点における
気象庁アメダスデータによる。頻度は週 2 回）と
した。定植後 7 日間あるいは 14 日間の地下水位設
定を高く（黒ボク土：-30cm、灰色低地土：-15cm）
し、その後低く（黒ボク土：-60cm、灰色低地土：
-30cm）した。試験は 2 回（定植 8 月中旬および 9
月下旬）実施した。
（イ）　タマネギの高品質・多収生産のための地下

水位管理法の開発
秋まきタマネギについて、地下水位の高低による

土壌水分の多寡が生育および収量に及ぼす影響を調
べた。ガラス室内において、黒ボク土（2010 年お
よび 2011 年）あるいは灰色低地土（2011 年のみ）
を充填した地下水位制御装置にタマネギ‘もみじ３
号’（七宝）を定植（2010 年 11 月 17 日、2011 年
12 月 7 日）し、地下水位制御なし・標準降雨区（降
水量平年値相当）、地下水位 -30cm・少雨区、地下
水位 -40cm・少雨区の 3 区を設けて栽培した。地表
灌水は週 2 回（2010 年）あるいは 5 日毎（2011 年）、
少雨設定は降水量平年値の 25％相当（2010 年）、同
50％相当（2011 年）とした。2010 年の試験では、
ミ ニ ラ イ ゾ ト ロ ン（In situ root imager CI-600、
CID Bio-Science, Inc.）を用いて、根系の深さと根
長を計測した（中野・岡田 1））．

生育時期毎の地下灌漑や降水量の違いがタマネギ
の生育および収量に及ぼす影響を調べた（中野ら
2））。雨よけハウス内において、黒ボク土あるいは
灰色低地土を充填した簡易地下水位制御装置（大型
コンテナ、プラスチック製、0.92 m2、深さ 0.55 ｍ）
に 2010 年および 2011 年の 12 月上旬に定植し、地
表灌水量と地下灌漑期間を変え、地下灌漑なし・少
雨区および地下灌漑なし・標準降雨区と比較した。
地下灌漑期間は 2010 年には前期、中期、後期ある
いは全期間としていずれも少雨条件とし、2011 年
には間断・少雨区（地表灌水時に給水）、後期・少
雨区、全期間区 2 水準（少雨あるいは標準降雨）を
設けた。地下灌漑時の設定水位は -30cm とし、定
植直後に全ての地下灌漑処理で 2 日間灌漑した。地
表灌水は上述のガラス室内試験と同様とした。
（ウ）　ブロッコリー、キャベツの少雨条件下での

第２章　地下水位制御を核とした野菜栽培技術の開発（野菜ユニット）
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地下水位制御による生産安定化効果の解明
夏まきブロッコリーについて、生育時期毎の地

下灌漑や降水量の違いが生育および収量に及ぼす
影響を調べた（中野ら 3））。雨よけハウス内におい
て、黒ボク土あるいは灰色低地土を充填した簡易地
下水位制御装置に 2010 年および 2012 年の 8 月中旬
に定植し、地表灌水量と地下灌漑期間を変え、地下
灌漑なし・少雨区および地下灌漑なし・標準降雨区
と比較した。2010 年には地下灌漑期間を前期、中
期、後期あるいは全期間とし、地表灌水はいずれも
少雨条件とした。2012 年には収穫前給水停止区（約
2 週間前に地下水位制御を終了し、排水）および全
期間区を設け、それぞれ地表灌水量 2 水準（少雨／
標準降雨）とした。地下灌漑時の設定水位は -30cm
とし、定植直後に全ての地下灌漑処理で 2 日間灌漑
した。地表灌水は週 2 回、少雨設定は降水量平年値
の 25％相当（2010 年）、同 50％相当（2012 年）と
した。
（エ）　地下水位制御システム圃場におけるキャベ

ツの生育時期別制御法の確立
神奈川県平塚市の FOEAS 施工圃場（JA 全農

大神試験地、グライ低地土）において、地下水位
-30cm 区と -60cm 区の 2 区を設け、秋まきキャベツ

‘さつき王’（日本農林社）を栽培した。2011 年 10
月 24 日に 128 穴セルトレイに播種し、苗テラス（人
工光・閉鎖型苗生産装置、三菱樹脂アグリドリーム
製）で育苗後、11 月 21 日に畝間 60cm、株間 35cm
で定植した。およそ 2 週間に 1 回の頻度で、土壌中
の酸素濃度（Oxy4-mini、Presens 社製）、キャベツ
の葉齢、生葉数、最大葉長を調べた。

ウ　研究結果
（ア）　ブロッコリー、キャベツの安定生産のため

の地下水位・土壌水分条件の解明
ワグネルポットを用いたキャベツ幼植物の適正水

分試験において、圃場容水量比 0.85 以上の 3 処理
区でみかけの吸水量および地上部乾物重（図 121-1）
が大きかった。

定植後の高水位維持によるブロッコリーの活着促
進効果は、8 月中旬定植の灰色低地土においてみら
れ、7 日間よりも 14 日間の処理で乾物重が大きかっ
た。9 月下旬定植では、両土壌ともに高水位維持に
よる活着促進効果はみられなかった。
（イ）　タマネギの高品質・多収生産のための地下

水位管理法の開発
ガラス室内のステンレス製栽培槽試験において、

タマネギ栽培時の表層 10cm の土壌の体積含水率は
地下水位制御区で地下水位制御なし・標準降雨区よ
りも高く推移し、地下水位設定が高いほど高く保た
れた。黒ボク土で根系分布を調査した結果、地下水
位の高さにより根域が制限され、根の到達深さおよ
び根長のいずれも、地下水位制御なし・標準降雨区
＞地下水位 -40cm 区＞地下水位 -30cm 区となった

（図 121-2）（中野・岡田 1））。黒ボク土では初期生育
は水位 -30cm 区で促進されるが、収穫期の葉・球

図 121-1　土壌水分処理がキャベツの乾物重に及ぼ
す影響
1）各区 9 個体の平均値、縦棒は標準偏差。

図 121-2　地下水位の高低によるタマネギの根系の
到達深さ（上）と根長（下）

1）透明円筒周囲（深さ 17 ～ 74cm）の根系画像をミ
ニライゾトロン（CI-600、CID Bio-Science 社製）
で撮影し、計測。

2）各区３箇所の平均値、縦棒は標準偏差。
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重に有意差がみられず、灰色低地土では水位 -40cm
区よりも水位 -30cm 区で葉・球重が大きかった。

雨よけハウス内の大型コンテナ試験において、
タマネギ栽培中の地下灌漑処理によって初期の成
長には差がみられなかったが、収穫時の地上部お
よび球の新鮮重は、地下灌漑処理では両土壌とも
に全期間区で最も大きく、灌漑時期が遅いほど大
きかった（中野ら 2））。球の乾物率は球重の小さ
な処理区で高かったが、地下灌漑と地表灌水によ
る違いはみられなかった。両土壌とも、全期間の
地下灌漑で得られる球重は降水量の多寡による差
異はみられず、地下なし・標準降雨区を上回った。
また、間断給水の効果は全期間水位を一定に維持
する場合と同程度であった。
（ウ）　ブロッコリー、キャベツの少雨条件下での

地下水位制御による生産安定化効果の解明
夏まきブロッコリーにおいて、少雨条件下（平年

降水量の 25％・50％）の地下灌漑により、地下灌
漑なし・標準降雨区を上回る花蕾収量が得られた。
一方、標準降雨下の地下灌漑は葉重および花蕾重を
減少させた。前期区と比べて中期区および全期間区
の茎葉および花蕾の新鮮重が大きかった（中野ら
3））。後期区では中期区および全期間区と同程度の
茎葉新鮮重であったものの、花蕾重が劣り、さらに
花蕾の蕾部が軸部に対して相対的に小さなバランス
の悪い形状であった（写真 121-1）。花蕾の日もち日
数は全期間・標準降雨区＜地下灌漑なし・少雨区で
あり、他の処理区間には有意差はないものの、全期
間の灌漑よりも収穫前の給水停止で日もち日数がの
びる傾向がみられた。
（エ）　地下水位制御システム圃場におけるキャベ

ツの生育時期別制御法の確立
2011 年 12 月から 2012 年 1 月にかけては晴天日

が多く、2 月と 5 月は平年以上の降水があった。ま
とまった降雨があると両区ともに同程度の幅で地下
水位が上昇したが、水位 -30cm 区では一時的に地
表まで上昇した。地下水位上昇に伴い土壌中の酸素
濃度が低下し、特に４月以降水位 -30cm 区で低く
推移した。初期生育は水位-30cm区でやや優れたが、
4月中旬以降は水位-60cm区の方が旺盛となった（写
真 121-2）。

エ　考　察
（ア）　ブロッコリー、キャベツの安定生産のため

の地下水位・土壌水分条件の解明
ポット試験において、盛夏に定植するキャベツの

適正水分は、飽和に近い高含水量と考えられた。ブ
ロッコリーの盛夏定植時に、保水性の高い黒ボク土
では平年並みの降雨があれば地下水位設定の必要は
ないが、保水性の低い灰色低地土では地下水位を高
く維持して土壌水分を高く保つ管理によって活着を
促進できることが示された。
（イ）　タマネギの高品質・多収生産のための地下

水位管理法の開発
秋まきタマネギの生育に適する地下水位設定は土

壌によって異なり、黒ボク土では -40cm、灰色低地
土では -30cm と考えられた。すなわち、保水性や
透水性の高い土壌では低めの水位が適しており、地
下水面からの毛管上昇が少なく表層が乾きやすい土
壌では高めの水位が適している。ただし、地下水位
が高いほど根域は浅く、根量は少なくなっていた。

秋まきタマネギへの地下灌漑効果は生育時期に
よって異なり、生育初期に比べて、葉の成長が最大
に達し鱗茎の肥大が進む生育後期（4 ～ 5 月）で収
量に対する寄与が大きいと考えられた。タマネギで
は平年降水量、少雨のいずれの場合も、全期間一定
水位の維持により球重が増大した。したがって、当
地の秋まきタマネギ栽培においては、平年並み以下
の降水量条件下では、特に 4 ～ 5 月にかけての期間、
可能であれば定植から 5 月までの長期間にわたって
地下水位制御を行うことで安定的な収量を得ること
ができると考えられる。
（ウ）　ブロッコリー、キャベツの少雨条件下での

地下水位制御による生産安定化効果の解明
夏まきブロッコリーの地下灌漑効果は降水量に

よって異なり、少雨条件下では花蕾重が増えるが、
平年並み降水量の場合ではむしろ逆効果であった。
花蕾の重量と品質（蕾／軸のバランス）の面で効果
の大きい灌漑時期は、外葉伸長期や出蕾後に比べて、
葉面積増大および花蕾肥大が進む生育中期である。
また、花蕾収穫の直前には、排水して土壌水分を低
く管理した方が日もち性を向上させると思われる。
したがって、夏まきブロッコリーでは、地下水位制
御システムを用いて、花芽分化・肥大期の水ストレ
スを回避し、収穫直前に弱いストレスを与え、収量
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と品質を確保することが可能と考えられる。
（エ）　地下水位制御システム圃場におけるキャベ

ツの生育時期別制御法の確立
秋まきキャベツ栽培における地下水位制御システ

ムの活用においては、生育初期には地下水位制御に
よる生育促進も期待できるが、春季の多雨期には低

めの地下水位設定あるいは排水機能の利用により、
酸化的な土壌環境を維持することが望ましいと考え
られた。

オ　今後の課題
野菜生産における地下水位制御システムの活用に

写真 121-1　少雨条件下での生育時期毎の地下灌漑によるブロッコリーの花蕾外観
1） 地表灌水量は、標準降雨では平年降水量（気象庁アメダスデータ：茨城県つくば市舘野）

相当とし、少雨では同 25％相当。
2）地下灌漑期間は、全期間：8 月 25 日～ 10 月 22 日、前期：8 月 25 日～ 9 月 14 日、中期：

9 月 15 日～ 10 月 5 日、後期：10 月 6 日～ 10 月 22 日とし、いずれも地下水位－ 30cm
に設定した。

3）各区 9 株の平均値、縦棒は標準偏差。
4）異なる文字間には Tukey-Kramer 法により 5％水準で有意差あり。
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向けて、FOEAS 施工済みの圃場で検証する必要が
ある。本課題で明らかとなった生育時期別の好適土
壌水分を与えるよう地下水位を制御し、地下水位制
御システム無制御圃場と比較して生産性を評価す
る。

カ　要　約
（ア）　ブロッコリー、キャベツの安定生産のため

の地下水位・土壌水分条件の解明
キャベツおよびブロッコリーの定植時の適正水分

は高く、盛夏には地下水位を高く維持することに
よって活着を促進できることを明らかにした。
（イ）　タマネギの高品質・多収生産のための地下

水位管理法の開発
秋まきタマネギで生育期間中一定の水位に設定し

た場合、地下水位が高いほど根域が制限される。黒
ボク土では水位 -40cm、灰色低地土では水位 -30cm
が適していると考えられた。平年降水量、少雨のい
ずれの場合も地下灌漑効果があり、少雨条件下での
生育時期毎の地下灌漑効果は生育後期で高いことを
示した。

（ウ）　ブロッコリー、キャベツの少雨条件下での
地下水位制御による生産安定化効果の解明

夏まきブロッコリー栽培における水位 -30cm 一
定の地下水位制御は、少雨条件下では効果が高いが、
平年降水量下では効果がないことが明らかになっ
た。少雨条件下での生育時期毎の地下灌漑効果は生
育中期で高いことを示した。
（エ）　地下水位制御システム圃場におけるキャベ

ツの生育時期別制御法の確立
FOEAS 施工圃場においては、降水量の変動に

よって水分・酸素など土壌環境が影響を受けるため、
キャベツの生育に応じて時期別に地下水位を制御す
る必要がある。

キ　引用文献
1） 中野有加・岡田邦彦（2012）. 地下水位の高低
および変化がタマネギの根系発達に及ぼす影
響 . 根の研究 .21:63-71. 

2） 中野有加ら（2012）. 地下灌漑時期がタマネギ
の生育および収量に及ぼす影響（大型ポット試
験）. 園学研 .11（別 1）:142. 

     写真 121-2　地下水位設定の異なるキャベツ圃場
1）外葉伸長期（12 月 3 日）、水位 -30cm 区では降雨のために地下水位が上昇し、畝間湛水した。

キャベツの生育にまだ差はない。
2）結球肥大期（4 月 24 日）、水位 -30cm 区では地表に水たまりが残っている。キャベツの生育

は水位 -60cm 区で旺盛。
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3） 中野有加ら（2011）. 生育時期を異にした地下灌
漑処理がブロッコリーの生育・収量に及ぼす影
響 . 園学研 .10（別 1）:393.

研究担当者（中野有加 *、岡田邦彦）

２　根菜類の地下水位制御圃場での適応性評価
ア　研究目的
近年、水田作の所得が低下しており、輪作体系の

中に野菜を導入し所得を確保する必要がある。そこ
で地下水位制御が可能な圃場を活用した水田輪作体
系への野菜作導入を目的に、根菜類の地下水位制御
圃場への適応性を評価する。

イ　研究方法
（ア）　小区画圃場を用いた基礎試験
フロートスイッチや電磁弁等で試作した地下水位

の制御が可能な小区画圃場（20m × 3m）を 5 面用
いて、ニンジンおよびダイコンの畝立て栽培を行っ
た。畝の大きさは、幅 70cm ×高さ約 10cm（基準
の地表面からは高さ 4cm）であった。栽培様式は、
ニンジンが条間 20cm の株間約 8cm、ダイコンが条
間 20cm の株間約 20cm であった。栽培試験は、春
播きと夏播きで年 2 回行った。地下水位の制御方法
は、下記の表 122-1 の通りで行った。同一の小区画
圃場で春播き栽培と夏播き栽培を行うために、夏播
き栽培を開始時には地下水位の制御を夏播きに合わ
せて行った。このために春播き栽培の栽培後期に、
疑似的に集中豪雨を受けたようになった。ニンジン
は 2010 ～ 2012 年の 3 年 6 作、ダイコンは 2010 ～
2011 年の 2 年 4 作、栽培を行い、発芽率、生育量
および収量を調査した。

（イ）　FOEAS 施工圃場を用いた実証試験
小区画圃場で得られた結果を用いて、FOEAS が

施工されている圃場を用いて、ニンジン栽培の実証
試験を行った。播種および栽培方法は、1 粒播きの
無間引き栽培および 2 粒播きの間引き栽培を用い
た。また、地下水位制御方法は、地下水位を低い位
置で一定にすることと、土壌水分を均一にするこ
とが困難であったために、播種直後のみ地下水位
0cm に上昇させる方法を用いた。

ウ　研究結果
（ア）　小区画圃場を用いた基礎試験
地下水位を一時的に畝表面から -19cm まで上昇

させる制御を行った場合、無制御よりも春播き栽培、
夏播き栽培とも発芽の斉一性が高まり、発芽率も向
上した（図 122-1）。すべての年で同様の効果があっ
た．春播きニンジンにおいては、『-34』にした場合、
根重は他の地下水位を制御した区と同等であった

（図 122-2）が、葉重が他の区よりも軽くなっており、
湿害傾向であった（データ略）。『-44』にした場合
は、2011 年においても無制御よりも個体重が大き
く、葉の萎縮も見られず、他の地下水位の制御方法
よりも裂根率も低下した（図 122-3）。夏播きニンジ
ンにおいては、2011 年では『直後』、2012 年では『2
か月』の地下水位制御方法よって、無制御よりも個
体重が大きくなった（図 122-4）。

ダイコンの栽培試験では、発芽は、2010・2011
年とも地下水位を一時的に高くすることによって、
揃いを良くすることが確認できた（データ略）。し
かし、収量は無制御と比較した場合、同等か減収と
なり、増収や個体重を均一にする地下水位の制御方
法は確認できなかった。

表 122-1　栽培試験における地下水位の制御方法
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（イ）　FOEAS 施工圃場を用いた実証試験
発芽率は、地下水位を制御した場合でも大きな差

は見られなかった（データ略）。収穫時では、播種
方法に関係無く、地下水位を制御した場合に個体重
が大きくなった（表 122-2）。また、地下水位を制
御した場合の 1 粒播きと２粒播きでは、10a 当たり
約１ｔの収穫量の差があった。これは、地下水位を
上昇させても発芽率が向上されず、１粒播きでは収
穫本数が減少したためとであると考えられる。発芽
率を向上させるためには、より均一な地下水位制御
が必要である。また、地下水位を再び上昇させたこ
とが原因で湿害が一部で発生し、この部分について
は収量が低下した。

図 122-1　地下水位制御と発芽率
※ 2012 年春播きニンジン’向陽 2 号’
※制御は、発芽まで地下水位を -19cm

で一定にした。

図 122-2 　春播きにおける地下水位制御と根重（ニンジン‘向陽 2 号’）
※ 2010・2011 年は『1 か月』の制御は行っていない。
※ 2012 年は『-34』『適宜』の制御は行っていない。

図 122-3 　春播きにおける地下水位制御と裂根率（ニンジン‘向陽 2 号’）
※ 2011 年は『1 か月』、2012 年は『-34』『適宜』の制御は行っていない。
※『無制御』は，豪雨を想定した給水を行っていないために裂根率が低い｡
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エ　考　察
（ア）小区画圃場を用いた基礎試験
ニンジンの春播き栽培において『無制御』は、発

芽が遅れ、しかも土壌が乾燥したために生育が遅れ
た。地下水位制御『-34』では、土壌が過湿となり、
根が土壌の深くに入る栽培後期に湿害ぎみとなり、
生育が遅れたと考えられた。また、『適宜』『直後』
では、栽培後期に土壌が乾燥する場合に収量が低下
した。また、『無制御』以外の試験区では、夏播き
栽培のために春播き栽培の栽培後期に地下水位を一
時的に上昇させるため、疑似的に集中豪雨を受けた
ようになっており、そのために土壌水分の変動が大
きく、裂根の発生が増えたと考えられる。『無制御』
場合においても栽培後期に集中豪雨があった場合､

『直後』と同様に裂根が増加すると考えられた｡『-44』
では、土壌水分の変動も少なく、3 年間とも適当な
土壌水分が保たれていたために、裂根が少なく収量
も多くなったと考えられる。ニンジンの夏播き栽培
においては、栽培初期は気温も高く土壌水分の蒸発

図 122-4 　夏播きにおける地下水位制御と根重（ニンジン‘はまべに’）
※ 2011 年は『２か月』、2012 年は『-34』『-44』の制御は行っていない。

量も多く、栽培後期になるに従い、気温が低下し土
壌水分の蒸発量も低下する。そのために、栽培後期
まで、土壌水分を一定にすることによって湿害が引
き起こされると考えられる。従って、地下水位の制
御方法としては、『1 か月』『2 か月』が望ましいと
考えられる。また、ダイコン栽培においては、地下
水位を制御することによる増収効果は明らかにする
ことができなかったが、発芽の揃いを良くすること
は出来たので、1 粒播きの無間引き栽培を行う場合
に、播種直後に地下水位を制御することによる効果
があると考えられた。
（イ）　FOEAS 施工圃場を用いた実証試験
本圃場は、畑地にして 2 年目であったが、補助暗

渠はすでにつぶれていることから、黒ボク土壌にお
いて畑地化した場合は最低でも 2 年に 1 回は補助暗
渠の再施工の必要性があると考えられた。また、補
助暗渠がつぶれたことによって、地下水位の制御が
困難であっが、播種直後に地下水を上昇させること
によって、収量を増加させることが出来た。ただし、

表 122-2 　FOEAS 施工圃場における地下水位制御と収量（ニンジン‘向陽 2 号’）
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生育途中に地下水位を上昇させた場合、湿害が発生
したので、圃場をわけて播種時期をずらして栽培す
る場合、湿害の危険性があると考えられた。

オ　今後の課題
試験に用いた FOEAS 施工圃場では、地下水位の

制御が困難であったので、地下水位の制御が可能な
FOEAS 施工圃場で試験を行う必要がある。また、
本試験は、黒ボク土の圃場で行った試験であり、違
う土壌タイプの圃場で試験を行う必要がある。

カ　要　約
ニンジン：発芽は、３か年とも地下水位を一時的

に高くすることによって、揃いを良くすることが確
認できた。春播き栽培においては、播種直後に地下
水位を一時的に高くし、発芽確認後、地下水位を－
44cm で一定にすることにより、個体重が大きく、
地下水位を変動させる場合よりも裂根を抑制できる
ことが明らかとなった。また、夏播き栽培において
は、地下水位を－ 44cm で一定にした場合に、湿害
が起こる可能性が明らかとなり、播種直後に地下水
位を一時的に高くし、発芽確認後、１～２か月間
を地下水位－ 44cm で一定にすることにより、個体
重を大きく出来ることが明らかとなった。供試した 
FOEAS を施工した圃場においては、地下水位を均
一にすることが困難であったために、播種直後に地
下水位を一時的に高くした後、排水を行った。その
結果でも、地下水位を制御した場合に収量が高くな
る可能性が示唆された。

ダイコン：発芽は、２か年とも地下水位を一時的
に高くすることによって、揃いを良くすることが確
認できた。無間引き栽培を行う場合に、効果が高い
と考えられる。しかし、増収や個体重を均一にする
地下水位の制御方法は、確認できなかった。

研究担当者（松尾健太郎）

３　葉茎菜類の地下水位制御圃場での適応性評価
ア　研究目的
地下水位制御システム（FOEAS）は、水田転換

作物としての野菜の湿・干害を防止し、安定・低コ
スト生産を可能にすることが期待される。そこで、
葉茎菜類の中で、春季定植のネギおよび夏季定植の

ブロッコリーについて、重粘土 FOEAS 圃場におけ
る適応性を評価し、両品目の安定栽培法の開発を目
指す。

イ　研究方法
（ア）　北陸研究センター（新潟県上越市）内の重

粘土 FOEAS 圃場で、個別に地下水位制御が可能
な 2 区画（面積約 4a/ 区画）の一方を地下水位制御

（以下、制御区）、他方は給水なしで暗渠開放（以
下、開放区）に設定した。制御区の設定地下水位は、
2011 年が -30cm、2012 年が -40cm とした。
（イ）　ネギ（品種：ホワイトツリー）は、畝間

200cm、株間 5cm、条間 90cm の 2 条植え（栽植
密度 20 株 /m2）で、短葉性ネギの栽培法に準じて
栽培した。4 月下旬～ 5 月上旬に定植、途中 2 回の
土寄せを行い、8 月中下旬に収穫した。ブロッコ
リー（品種：ピクセル）は、8 月中下旬に定植、10
月下旬～ 11 月上旬に収穫した。畝間 180cm、株
間 30cm、条間 50cm の 2 条植え（栽植密度 3.7 株 /
m2）とした。両作目とも、畝高さ約 10cm の平高畝
とした。
（ウ）　施肥は、2011 年は、制御区および開放区

それぞれに、副処理として、慣行施肥と局所一発施
肥を設定した。2012 年は、局所一発施肥のみとし
た。慣行施肥は、基肥を全層施用し、追肥は、ネギ
では 2 回の土寄せ時に畝表面に条施用、ブロッコ
リーでは定植後 35 日と着らい期に畝表面に条施用
した。局所一発施肥では、N、P、K の施肥量が慣
行の 20％減となるように、速効性肥料および被覆
尿素を、条に沿って深さ約 10cm の位置に全量基肥
施用した。
（エ）　栽培期間中、根域の土壌水分、地下水位を

モニタリングするとともに、生育・収量を調査した。
（オ）　2012 年は、ブロッコリー定植直後、制御

区では地下灌漑、開放区では散水灌漑を実施した。
灌漑の効果を明らかにするため、開放区の一部を
無潅漑とするとともに、それぞれの畝の一部を PO
フィルムのトンネルで覆って自然降雨を遮断した。
各条件における苗の生存率等を調査した。
（カ）　根域調査のために、鉄板を圃場に打ち込み、

幅 30cm 厚さ 5cm 深さ 30cm の土壌を不攪乱で取
り出し、10cm × 10cm の 9 つのブロックに分けた。
各ブロックに含まれる根を洗い出し、70℃で 48 時
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間乾燥し、乾物重量を測定した。

ウ　研究結果
（ア）　いずれの年も、地下水位が低下していく状

況では、圃場全体の地下水位を設定水位に維持す
ることはできなかった（図 123-1、2）。逆に、降雨
が続く場合には、地下水位が設定水位より高まり、
2011 年には梅雨期間中、および 9 月中旬以降は設
定より高い地下水位で経過する時間が長かった。一
方、2012 年は、9 月中旬以降、降水量・頻度が多く
なっても、設定水位以上で経過する期間は少なかっ
た。また、圃場の地下水位を代表する弾丸中間位置
の地下水位は、制御区の方が開放区よりもやや高く
推移する傾向であったが、その差は小さかった。根
域（耕うん層）の土壌水分も地下水位の変動と同様
のパターンで変動した。2011 年のブロッコリー栽
培期間に制御区の耕うん層が過湿となった以外は、
概ね良好な水分状態で推移した。
（イ）　ネギは、2 か年とも制御区と開放区で生育

の差異は見られなかった。ブロッコリーの生育は、
2011 年は制御区の耕うん層が過湿となったため開放

図 123-1　ネギおよびブロッコリー栽培期間中の地下水位，降水量，地下給水量（制御区）および土壌水分（2011 年）
地下水位は、隣接する 2 本の弾丸暗渠（間隔 1m）の中間地点（弾丸中間）の水位で、畝上面からの深さ。
水量はいずれも日積算値。

区の方が良く、2012 年は、制御区の方が開放区より
良好な初期生育が確保され、収穫開始時期も早く、
収量も多かった（図 123-3）。
（ウ）　ネギ、ブロッコリーとも、NPK の施肥

量を慣行比 20％削減した局所一発施肥により、
概ね慣行施肥以上の良好な生育が得られた（表
123-1）。ただし、根域土壌が過湿となったブロッ
コリー、特に制御区では局所一発施肥の効果が小
さかった。
（エ）　2012 年のブロッコリー定植直後、制御

区では計 43mm の地下灌漑によって表層付近ま
で水を供給することができ、一方、無潅漑の区域
を除く開放区では、散水チューブにより約 12mm
相当の水を潅漑した。無潅漑では畝表層が極度に
乾燥し、定植から 6 日後にはほとんどの株が枯死
に近い状態となった。制御区でも枯死する株が少
なくなかったが、これは、定植位置が施肥条の直
上に合った場合に塩ストレスを受けたものと推察
された。目視観察によれば、施肥条から 5cm 程
度離して植えられた苗は良好に活着・生育した。
（オ）　ネギ、ブロッコリー収穫時の根系は、
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図 123-2　ネギおよびブロッコリー栽培期間中の地下水位，降水量，地下給水量（制御区），散水量（開放区）お
よび土壌水分（2012 年）
地下水位は、隣接する 2 本の弾丸暗渠（間隔 1m）の中間地点（弾丸中間）の水位で、畝上面からの深
さ。水量はいずれも日積算値。ブロッコリー定植後の制御区における地下給水量（8 月 9 日と 10 日で計
43mm）は未記載。

表 123-1 　ネギ収穫期の新鮮重、草丈、葉鞘長、葉鞘茎および調整重（2011 年）

図 123-3　ブロッコリー収穫量（花蕾新鮮重）の推移（2012 年）
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望めないため、播種後や定植直後には灌漑が必要
となる場面も想定される（足立ら、2005）。本研究
の FOEAS 圃場では、一時的に設定水位を田面より
高くすることにより、地下灌漑のみで表層土壌水分
を高めることができ、乾燥時に定植されたブロッコ
リー苗の良好な活着と初期生育が得られた。ただし、
施肥位置と苗の定植位置の距離と塩ストレスとの
関係についての検討が必要である。一方、地下給
水配管を散水チューブに分岐させる方法で散水灌
漑を行った開放区では初期生育が劣ったが、この原
因は定植直後の潅漑量の不足と考えられた。灌漑量
が適当であれば散水灌漑でも良好な生育が得られ
ると推察されるが、労力と資材費の面で地下灌漑
の方が有利である。
（ウ）　ネギ・ブロッコリーの適応性
重粘土 FOEAS 圃場においても、適切な管理に

よって各野菜に好適な土壌水分環境を維持できれば
ネギ・ブロッコリーの生育には問題ないと考えられ
る。ただし、本研究の春定植のネギでは、簡易定植
機（ひっぱりくん）による定植作業や土寄せ作業が
困難であった。それら機械作業性の問題が改善され
なければ、重粘土圃場での根深ネギの適応性は低い
と判断される。一方、ブロッコリーについては、現
在でも北陸地域の水田転換畑での栽培が普及してい
るが、定植直後の灌漑に FOEAS の給水機能が使用
できれば、さらに適応性は高くなるものと考えられ
る。

オ　今後の課題
試験に用いた圃場は面積が 4a 程度と小さいため、

一時的な地下灌漑機能の利用などについて、標準的
な 50a ～ 1ha 圃場での実証も必要と考えられる。ま
た、時期によっては新たに水利権を獲得する必要性
もあるため、他の今後想定される作目も含めて、必
要な給水時期、給水量を把握することも必要である。

カ　要　約
重粘土 FOEAS 圃場への葉・茎菜類野菜の適応性

を評価するため、夏どりネギと秋どりブロッコリー
栽培について試験を行い、以下の結果を得た。
（ア）　圃場全体の地下水位を設定水位に維持する

ことは困難であったが、極端に過湿条件となった場
合および定植後の潅水が不足した場合に生育が阻害

2011 年は開放区のほうが制御区に比べて下層に
おける根の分布が多く、これは制御区における高
い地下水位が根の下方向への伸長を抑制したため
と考えられた。2012 年は、ネギ収穫時の根量は、
制御区と開放区で差が見られなかったが、ブロッ
コリー収穫期では、20cm ～ 30cm の深さの根量
比率が開放区では制御区より 10％危険率で有意
に高くなった。主根を除く根の総重量は制御区で
大きかった。

エ　考　察
（ア）　地下水位の設定と生育・収量
重粘土 FOEAS 圃場では、地下水位が低下する場

面において設定水位を保つことは困難と考えられ
た。透水係数や毛管上昇速度が極めて小さいため、
設定水位を鋤床より下にした場合、補助孔位置以外
への給水がほとんど望めないためである。しかし、
開放区においても概ね生育に支障がないことから、
必ずしも地下水位を高く保つ必要性はないと推察さ
れる。

排水性に関しては、2010 年および 2012 年の夏季
のように、高温・少雨が続いた場合には、地下水位
制御の有無によらず良好な排水性が保たれると考え
られた。一方、夏以降に多雨条件になると排水不良
となる可能性が推察され、特に 2011 年の制御区の
ブロッコリーでは根域土壌が過湿条件となって根域
が浅くなり、地上部の生育が阻害された。このこと
から、水位を高く設定することはリスクがあると考
えられる。

なお、2011 年秋以降に排水不良が認められたた
め、2012 年のネギ定植前に、籾殻入り弾丸暗渠を
施工した。しかし、2012 年における排水性の回復
の主因が、弾丸暗渠の追加施工、少雨条件による土
壌乾燥、のどちらであるかは不明である。

以上の結果から、水位（水閘位置）の設定は排水
機能の維持を重視し、最低制御水位、すなわち田面
から -30cm（畝面から -40cm）程度とするのがよい
と考えられる。その上で、特に排水不良となる状況
においては、水閘を開放する操作が必要となる場合
も考えられる。
（イ）　一時的な給水機能の利用
一般に、耕うん後、土壌の表層は急激に乾燥

し、重粘土圃場においては下層からの水分供給も
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された以外は、概ねネギ・ブロッコリーの生育に支
障はなかった。
（イ）　NPK を 20％削減した局所一発施肥で、慣

行の全層施肥・追肥体系以上の良好な生育・収量が
得られた。
（ウ）　夏季の土壌乾燥時のブロッコリー定植直

後、地下水位を田面付近まで上げることにより圃場
全体の地下水位および根域の土壌水分を高めること
ができ、ブロッコリー苗の良好な活着と初期生育が
得られた。

キ　引用文献
1）足立一日出ら（2005）. 転換畑圃場における灌漑
技術．ファーミングシステム研究．7:31-38.

研究担当者（細野達夫 *、池田順一、片山勝之、
関口哲生）

４　地下水位制御システムにおける業務加工用野
菜の生産性の向上と輪作体系の確立
ア　研究目的
主食用米の需要が減少する中、水田の約 6 割で需

要を賄える状況となり、米の過剰生産が問題となっ
ている。しかしながら、湿田地帯においては水稲以
外の作物生産が困難な地域も多い。地下制御システ
ムの導入は、このような湿田においても麦・大豆の
みならず野菜等の作付け生産も可能とし、地下水位
を一定に保つことで野菜の生産力の向上効果も期待
できる。

本研究では FOEAS を施工した現地水田圃場（表
124-1）において、稲・大豆にキャベツ・タマネギ・
バレイショ等の野菜を組み合わせた輪作体系を確立
し、地下水位制御の有効性について実証する。

イ　研究方法
現地圃場として千葉県香取市、神奈川県平塚市、

滋賀県長浜市の水田圃場に FOEAS を施工し、輪作
体系を確立するため、キャベツ、タマネギ、バレイ
ショ、レタス、等の生育状況を調査し、FOEAS 導
入の効果を検証した。
（ア）　耕作放棄されていた谷地田の再生と輪作体

系の確立（千葉県香取市）
2009 年 2 ～ 6 月、15 年以上耕作が放棄されてい

た谷地田 95a（全 15 筆）に FOEAS を施工し 90a（全
5 筆）に再整備した。輪作体系の提案候補を「水稲
－キャベツ」「水稲－タマネギ－大豆」「大豆－バレ
イショ」とし、それぞれの体系で実証栽培（表 124-
2）を行い、輪作体系の有効性を比較検討した。

ａ　「水稲－キャベツ」の 1 年 2 作体系
水稲は「ふさおとめ」を用い、5 月中旬に無代か

き移植（15.2 株 /㎡）を行い、9 月上旬に収穫した。
水稲収穫直後、キャベツ用に耕うん施肥を行い、9
月中下旬に定植した。キャベツは 128 穴セルトレイ
に播種した 4 週間苗を用いた。キャベツの施肥とし
て基肥に N:24､P2O5:32､K2O:22（㎏ /10a）を施用し、
追肥として N:10.8､ P2O5:2.4､ K2O:7.2（㎏ /10a）を
外葉形成期に３回に分けて施用した。

ｂ　「水稲－タマネギ－大豆」の 2 年 3 作体系
水稲は「べこあおば」を用い、4 月 16 日に条間

30cm で乾田直播した。基肥は播種時にＬＰコート
70 を 12kg/10a（窒素成分量）施用し、5 月 26 日に
硫安を 2kg/10a（窒素成分量）追肥した。

タマネギは、9 月 27 日に 448 穴セルトレイに播
種し、水稲収穫後の圃場で 11 月 24 ～ 25 日に全自
動移植機を用い定植した。黒マルチを使用し、畝
間 160cm、株間 10cm の４条植とした。基肥として
N:20､ P2O5:49､ K2O:14（㎏ /10a）施用した。

表 124-1　試験地の概要
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表 124-2　香取 FOEAS 圃の利用計画（2010 ～ 2012 年）

大豆はタマネギ収穫 1 か月後に「フクユタカ」を
ロータリシーダ（条間 60cm）で播種した。株間は
12 ～ 13cm とし、播種量は 3.5kg/10a とした。施
肥量は全層基肥 N:2.0､ P2O5:6.0､ K2O:3.0（㎏ /10a）
と追肥 N:1.6､ P2O5:0､ K2O:1.6（㎏ /10a）とした。

ｃ　「大豆－バレイショ」の 1 年 2 作体系
大豆は初年度「サチユタカ」、2 年目「フクユタ

カ」をロータリシーダ（条間 60cm）で播種した。
株間は 12 ～ 13cm とし、播種量は 3.5kg/10a とした。
初年度の施肥量は全層基肥 N:1.5､ P2O5:4.5､ K2O:6.0

（㎏ /10a）とし、2 年目はタマネギ収穫後の施肥量
と同じ量を施用した。

ｄ　サトイモ
2012 年 6 月 1 日、品種「ちば丸」を条間 100㎝、

株間40㎝で植付した。施肥量はN:13､P2O5:25､K2O:21
（㎏ /10a）とした。植付から 7 月 23 日まで黒マル
チを敷いた。排水側の水位設定は、植付後 -60㎝、
マルチ除去後 -30㎝とした。

（イ）　温暖地水田地帯における輪作を想定した野
菜の安定生産の確立（神奈川県平塚市）

2010 年 3 月、神奈川県平塚市大神地区の水田地
帯の水田圃場 20a（10a × 2 筆）に FOEAS を施工し、
水田輪作を想定した各種野菜の作型について地下水
位制御が及ぼす影響について調査した。

ａ　キャベツ（2010 年）
寒玉品種は 9 月 21 日に 128 穴セルトレイに播種

し、10 月 21 日に定植した。金系 201 号は 10 月 18
日に 128 穴セルトレイに播種し、11 月 11 日に定植
した。施肥は N:22､ P2O5:20､ K2O:22（㎏ /10a）を
基肥施用した。

ｂ　バレイショ（2011 年）
品種「はるか」を 3 月 9 日から浴光開始し、4 月

5 日に条間 80㎝、株間 30㎝で植付した。施肥量は
N:9､ P2O5:9､ K2O:9（㎏ /10a）とし、7 月 4 日に収
穫した。収穫時に茎長、上いも数、上いも重、規格
内いも重、でん粉価を調査した。上いもは 30g 以
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上とし、規格内を 60g 以上とした。
ｃ　レタス（2011 年）

品種「シスコ」を 128 穴セルトレイに播種（9
月 19 日）し、10 月 12 日に条間 30cm、株間 30cm
で定植した。施肥量は N:30､ P2O5:20､ K2O:30（㎏
/10a）。12 月 8 日に収穫し、全重、球重、球形状（幅
と高さ）、結球緊度を調査した。

ｄ　キャベツ（2012 年）
夏播き 2 月収穫、夏播き 4 月収穫、秋播き 5 月収

穫の各体系について検討した。128 穴セルトレイに
播種し、条間 60cm、株間 35cm で定植した。施肥
量は N:22､ P2O5:20､ K2O :22（㎏ /10a）とした。収
穫時に全重、球重、球形状（幅と高さ）、結球緊度
を調査した。

ｅ　バレイショ（2012 年）
品 種「 ト ヨ シ ロ 」 を 供 試 し、3 月 19 日 に 条

間 80cm、 株 間 30cm で 植 付 し た。 施 肥 量 は
N:17.2､ P2O5:26.1､ K2O:30.4（ ㎏ /10a） と し、6 月
28 日に収穫した。収穫時にいも数、いも重、規格
別構成比を調査した。

ｆ　タマネギ（2012 年）
品種「もみじ 3 号」を 448 穴セルトレイに播

種（9 月 28 日）し、12 月 2 日畝幅 150㎝ 4 条植え
（条間 20cm、株間 10cm）で定植した。施肥量は
N:25､P2O5:30､K2O:20（㎏ /10a）。6 月 20 日に収穫し、
調査した。

ｇ　レタス
288 穴セルトレイに播種（2012 年 3 月 9 日）し、

4 月 4 日 4 条植え（条間 30cm、株間 30cm）で定植
した。施肥量は N:26､ P2O5:16､ K2O:23（㎏ /10a）。
5 月 29 日に収穫し、調査した。
（ウ）　水田地帯における「大豆－バレイショ」の

1 年 2 作体系の検討（滋賀県長浜市）
2010 年 6 月、JA 出資法人による借地 97a（約

32a × 3 筆）に FOEAS を施工し、隣接する無施工
圃場との比較により、大豆およびバレイショの高位
安定生産を検証した。

2010 年の大豆は「ことゆたか」を 7 月 21 日に播
種した。対照区は隣接する FOEAS 未施工圃場を使
用した。FOEAS 施工圃では不耕起播種区も設けた。
基肥は 11kg/10a（窒素成分量）施用し、播種直後
にエコトップ乳剤を散布した。本圃場への用水は、
2 日間送水、その後 4 日間送水停止、を繰り返す地

域である。播種後水位を -2cm に設定し、翌日圃場
面が湿ったところで -20cm まで下げた。開花期に
降雨が少なく水位を -10cm に設定し乾燥を防いだ
が、送水停止の 4 日間を経て用水を入れる時点では
地下水位が -30cm 以下に低下していた。9 月 4 日以
降は、-20cm で設定した。

2011 年の大豆は品種「オオツル」を 7 月 25 日に
条間 30㎝で播種した。1 試験区に対して、20 個体
を 2 反復刈り取り生育調査（個体数、主茎長、最下
着莢位高、節数、分枝数、稔実莢数）した。また、
収量調査として 1 試験区当たり 3.0m2（2.5m × 4 条）
を 3 反復刈り取り、子実重、百粒重を調査した。

2012 年の大豆は品種「ことゆたか」「オオツル」
を 7 月 26 日及び 30 日に条間 30㎝で播種した。

2011 年のバレイショは品種「トヨシロ」を用
いて 3 月 5 ～ 6 日に条間 85㎝、栽植密度 5,600 株
/10a で植え付けした。対照区は、圃場表面がぬか
るみ、定植機で植え付けができず、3 月 28 日植え
付けとなった。施肥量は BM 有機 1 号（100kg/10a）、
オールアッシュ PK（20kg/10a）とし、5 月上旬に
トミー液肥（2ℓ /10a）を追肥した。収穫前にフレー
ルモアで地上部を刈り取った後、ポテトハーベスタ
を用いて 7 月 26 ～ 29 日に収穫した。栽培期間中の
給水は降雨のみとした。試験区ごとに 20 個体の茎
長、茎数、地上部重、いも数と 1 個重を調査した。
規格内を 60g 以上とした。

2012 年のバレイショは品種「トヨシロ」を 3 月
中旬～ 4 月上旬に条間 100cm、株間 21cm、栽植密
度 4,760 株 /10a で植付した。収穫前処理は昨年同
様とし、7 月 9 ～ 11 日に収穫した。

ウ　研究結果
（ア）　耕作放棄されていた谷地田の再生と輪作体

系の確立（千葉県香取市）
周辺一帯が強粘質土の湿地であり、想定される排

水対策は同時に施工したものの、予想以上に周辺山
林からの局所的な湧水箇所が数多く見られ、圃場の
一部で通年湛水している部分が見られた。このため、
2011 年特に圃場条件の悪かった No.2 圃場に有孔管
を増設し、No.1 および No.2 圃場で水稲収穫後に補
助孔を引き直した。結果、通年湛水していた部分が
改善された。

一方で、水田利用を前提とすると、谷地田という
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表 124-3　水稲「ふさおとめ」の 3 か年の形質と坪刈収量（香取市）

土地条件で当初期待していた湧水を、圃場用水とし
て有効に利用することができず、圃場全体としては
梅雨明け以降、全般的に用水不足となった。

ａ　「水稲－キャベツ」の 1 年 2 作体系
水稲については 2010 年、2011 年ともに 2 圃場に

おいて同一条件で栽培したが圃場間差が大きかっ
た。また 2012 年について、圃場間差は小さくなっ
たが、前年までと比べて収量は低下した（表 124-
3）。

水稲収穫直後の圃場では、水稲の切株残さがキャ
ベツの畝立て・定植作業の妨げとなることが懸念
されたため、切株の腐敗を早めるために灌水（9
月 4･5 日）し、2 回の耕うん（9 月 6・13 日）によ
り、9 月 22 日にキャベツを定植することができた。
2010 年作のキャベツは 1 ～ 2 月上旬に収穫を計画
したが、生育が遅れ、4 月 6 日の調査時点で十分な
生育は確保できなかった。翌年の水稲後のキャベツ
では、前年より定植日を 10 日早めたが、生育が大
幅に遅れ、水稲作の準備時期までに出荷可能な大き
さに到達しなかった。

ｂ　「水稲－タマネギ－大豆」の 2 年 3 作体系
2010 年不耕起直播した「べこあおば」は 9 月 26

日に収穫し、719㎏ /10a の収量となった。
タマネギについても 9 月 26 日の水稲収穫後の畝

たて、マルチ展張等への影響はなく、11 月 24･25
日に定植することができた。圃場の一部が地下から
の湧水により冠水し、圃場面積の約 35％は定植す
るこができなかった（写真 124-1）。

2010 年作タマネギについて乾燥調製後の合計出
荷量（球の直径 7cm 以上）は 5,473kg/10a であり、
目標単収である 5,000kg/10a を超えた。

ｃ　「大豆－バレイショ」の 1 年 2 作体系

2010 年の大豆については、落花・落莢が激しく青
立ち株が多発し、収穫に至らなかった。

前年に比べて１か月間播種を遅らせた 2011 年の
大豆では青立ちは発生せず、生育、収量性とも安
定し、3 筆の全刈り収量は 216kg/10a となった（表
124-4）。

バ レ イ シ ョ の 坪 堀 調 査 で は 規 格 内 収 量 が
3,479kg/10a となったが、掘り取り全量の規格内収
量は 2,907kg/10a であった（表 124-5）。

ｄ　サトイモ
慣行では 3 月～ 5 月の植付けであるが、法人の管

理する水稲の移植作業が全て終了した後の 6 月 1 日
の植付けとなった。FOEAS 区は親いも重量、子い
も個数・重量の数値が対照区よりも大きく、逆に孫
いもでは個数・重量とも FOEAS が下回った（表
124-6）。FOEAS 区の地下水位制御によって地上部
生育は旺盛になったが、子いも・孫いもの合計の収
量性は対照区と変わらなかった。
（イ）　温暖地水田地帯における輪作を想定した野

菜の安定生産の確立（神奈川県平塚市）
本圃場からの排水は既存の排水路を使用している

が、周辺一帯が水田地帯のため、排水路の水位が上
昇すると排水が逆流し、2010 年 6 ～ 9 月の 4 か月
間は地下水位を制御することができなかった。水位
制御器を最上位に設定することで逆流を防いだが降
雨により冠水し、耕うん等の作業が行えなかったた
め夏まき栽培試験の実施を断念した。

地下水位設定と土壌水分の関係を田面より深さ
-30cm と -15㎝の位置について調査した結果、深さ
-30㎝においては、地下水位 -30cm 制御区の土壌水
分が 55-70％の間で大きく変動したのに対して、地
下水位 -60cm 制御区の土壌水分は 55％を中心に安
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定して推移した。一方、田面より深さ -15cm の位
置においては、-30cm 制御区の土壌水分が 40-50％
前後で推移したのに対して、-60cm 制御区の土壌水
分は 30-40％を中心に推移した（図 124-1）。

加工業務向け野菜の導入を目指してキャベツ、バ
レイショ、タマネギ、レタスで湿区および乾区を設
けて検討した。いずれの作物においても湿区（-30cm
水位設定）に対して、乾区（-60cm 水位設定）で生
育が優れた（表 124-7）。

水稲作の間、地域全体の水位は上昇した状態にあ
り、2012 年 6 月の突発的な大雨および 9 月の台風 写真 124-1　タマネギ定植時圃場

表 124-4　大豆の生育収量調査（坪刈）結果（香取市）

表 124-5　バレイショ「トヨシロ」の 2 か年の収穫時形質と坪刈収量（香取市）

表 124-6　サトイモ「ちば丸」の株当たり地下部生育（香取市）

※ 2012 年 6 月 1 日植付け、2012 年 11 月 29 日収穫

図 124-1　平塚圃場における降水量と地下水位（左）、および土壌水分の推移（右）〔2011 年 2 ～ 8 月〕
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写真 124-2　2012 年 6 月 22 日大雨 写真 124-3　2012 年 9 月（台風 15 号）

表 124-7　各種作物における湿区と乾区の生育の相違（平塚市）

※試験開始年：1. キャベツは 2010 年、2. バレイショ～ 7. キャベツ及び 9. タマネギは 2011 年、8. バレイショ、
10. レタス以降は 2012 年

※キャベツは上物調査結果、バレイショ・タマネギは全刈調査、レタスは坪刈調査結果、11. キャベツは台風
15 号の被害により試験中止。

15 号によって隣接水田や用水路から転作圃場に水
が大量に流れ込み試験圃場は冠水し試験を中止した

（写真 124-2、3）。また、バレイショおよびレタス（秋
作）では水位制御器を解放する区を加え検討したが、
水位設定による優位性は認められなかった。
（ウ）　水田地帯における「大豆－バレイショ」の

1 年 2 作体系の検討（滋賀県長浜市）
当該地域は琵琶湖畔に隣接する水田地帯であり、

大豆の平均反収は 150㎏ /10a に満たないが、3 年間
の結果から当該地域における 7 月中旬播種の状況を
踏まえるといずれの品種においても FOEAS 圃場で
対照区に優る 250㎏ /10a 程度の収量が得られた（表

124-8）。また、バレイショについては 2011 年計画
的な作付により、対照区に比べ 2 倍以上の収量を得
ることができた。一方、2012 年は融雪の遅れ等に
より作付けが大幅に遅れて減収した（表 124-9）。

エ　考　察
（ア）　耕作放棄されていた谷地田の再生と輪作体

系の確立（千葉県香取市）
ａ　「水稲－キャベツ」の 1 年 2 作体系

当該圃場は、15 年以上耕作放棄されていた 15 筆
の農地を 2009 年の FOEAS 施工により 5 筆に再整
備した圃場の一つであり、水稲収量の圃場間差は地
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力の不均一によるものと考えられた。また、2010
年および 2011 年と 2012 年の年次による収量差は
2012 年の移植時期が遅れたことによるものと考え
られた。

キャベツが収穫に至らなかった要因としては、定
植時が高温かつ土壌乾燥下にあり、活着を促進する
水管理ができずに一時的な萎れ株が多くなったこ
と、また萎れ株が回復する前に台風 15 号の風害を
受けたことがあげられる。また、台風 15 号及び 10
月の大雨によって基肥成分の流脱等、谷地田という
立地条件から 11 月～ 2 月にかけては 15 時には直射
日光が当たらなくなるといった日射量（時間）の不
足も要因の一つと考えられた。このため、この地に
おける水稲後のキャベツ作は困難であると判定され
た。

ｂ　「水稲－タマネギ－大豆」の 2 年 3 作体系
水稲 ‐ タマネギ ‐ 大豆（2 年 3 作）の体系につ

いて各作物の生育結果から一定の収量が確保されて
おり、技術的には導入可能と判断された。

ｃ　「大豆－バレイショ」の 1 年 2 作体系
2010 年の大豆については収穫に至らなかった要因

として、過繁茂による蔓化や開花期の用水不足等が

考えられたが、原因を特定するには至らなかった。
バレイショ ‐ 大豆（1 年 2 作）の体系は一定の収
量が確保されており、生産技術的には可能と判断さ
れるが、経営の主体となる水稲作業とバレイショの
防除作業が競合し、病害虫によるバレイショ生産性
の低下が危惧される。
（イ）　温暖地水田地帯における輪作を想定した野

菜の安定生産の確立（神奈川県平塚市）
当該地域の野菜作において水位制御機能の利用に

ついては、定植苗の活着時に限られること、その他
の生育期間は水位制御器を常に解放し、FOEAS の
高度暗渠構造による排水効果を発揮する管理が重要
であると考えられた。

当初、当該試験地では FOEAS 導入による野菜の
周年栽培を検討したが、６－９月の野菜作は気象影
響によるリスクが高いため、野菜作の安定生産は困
難と考えられた。

以上のことから当該地域における供試作物の中で
は比較的栽培が安定し裏作 2 作が可能なレタスが有
望であると考えた。
（ウ）　水田地帯における「大豆－バレイショ」の

1 年 2 作体系の検討（滋賀県長浜市）

表 124-8　FOEAS 圃場における 3 か年の大豆収量（長浜市）

表 124-9　馬鈴薯「トヨシロ」の収量調査結果（長浜市）
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1 年 2 作の連続輪作体系ではバレイショ収穫から
大豆播種までの期間が短く、気象条件に作付収穫量
は左右されることが予想される。面的に FOEAS 圃
場を拡大し、バレイショを経営作物として導入する
場合には、全体的な経営のなかでバレイショ ‐ 大
豆の体系が評価されるのではないかと期待できる。

FOEAS を導入した法人では、試験導入後、自発
的に FOEAS 施工を進めている。このことから当該
地域への導入効果は高いとみることができる。

オ　今後の課題
現地に導入された地下水位制御システムを活用す

る場合、作物適性にあった管理が十分可能かどうか
を確認できるマニュアルあるいは活用指針等が必要
と考えられる。実際にシステム導入し、野菜生産を
行っている事例の生産性を評価する。

カ　要　約
（ア）　耕作放棄されていた谷地田の再生と輪作体

系の確立（千葉県香取市）
大豆、タマネギ、バレイショ、サトイモ等を候補

作物として輪作体系を検討した結果、それぞれの品
目において目標収量は得られたが、当該試験地の状
況からサトイモが有望作物と考えられた。
（イ）　温暖地水田地帯における輪作を想定した野

菜の安定生産の確立（神奈川県平塚市）
加工業務用野菜の生育差異について比較した結

果、いずれの作物においても湿区（-30cm 水位設定）
に対して、乾区（-60cm 水位設定）で生育が優れた。
当該地域においてはより排水性を高める管理が重要
であり、定植苗の活着時を除き、水位制御器は常に
解放状態としておくことが好ましいと考えられた。
また、水田裏作としての導入作物としてはレタスが
有望であると考えられた。
（ウ）　水田地帯における「大豆－バレイショ」の

1 年 2 作体系の検討（滋賀県長浜市）
琵琶湖畔に隣接する湿水田地帯において FOEAS

導入により大豆 - バレイショの 1 年 2 作体系の可能
性を明らかにした。

研究担当者（中西一泰 *、東野裕広、山川紳哉、
阿部浩人、村岡賢一）



─ 43 ─

１　地下灌漑を活用した寒地の水稲乾田直播の苗
立ち向上と登熟促進技術の確立
ア　研究目的
北海道の水田農業においては、担い手の減少とそ

れに伴う経営の大規模化が問題となっており（仁平、
2009）、経営の大規模化に対応するため、水稲直播
栽培が広がりを見せている（北海道米麦改良協会、
2011）。北海道においては、田畑輪換を伴う水田輪
作体系を取り入れている経営などが乾田直播栽培に
取り組んでいるが、播種から苗立ちまでが低温であ
り、苗立ち率が低いことが課題となっている（北海
道農業研究センター、2012）。一方、これらの水田
地帯では、基盤整備によって集中管理孔と呼ばれる
地下灌漑可能な設備の導入が進んでいる（北海道農
政部、2008）。そこで、本研究では、苗立ち期まで
の水管理において地下灌漑を活用し、苗立ちを改善
することを目的とした。併せて、地下灌漑条件に最
適な施肥法を明らかにすることで、地下灌漑を有効
活用した水稲乾田直播栽培体系の確立を目指した。

イ　研究方法
（ア）　所内試験
2010 年から 2012 年にかけて、北海道農業研究セ

ンター（札幌市）内の 2 筆の地下水位制御システム
（FOEAS）施工水田（火山性土）において圃場試験
を行った。一方の圃場は播種後約 10 日目から苗立
ち初めまでの地下水位を 3cm に設定した地下灌漑
区、他方は地下灌漑を行わず、表面灌漑による間断
入水とした表面灌漑区とした。苗立ち初め以降は、
両圃場とも登熟中期まで除草剤処理時を除き常時湛
水とした。品種は、直播栽培で広く用いられている

「ほしまる」を乾籾で供試し、浅耕ロータリシーダ（条
間 20cm）で播種を行い（設定 400 粒 /m2）、両灌漑
法について苗立ち数を調査した。

また、基肥窒素中の被覆尿素資材の割合が収量

におよぼす影響を調査するため、2010 年には、速
効 性 窒 素 成 分 の み の 区、LP40 を 30% 含 む 肥 料
の区（慣行）、LP40 を 60% 含む肥料の区を設け
た。2011 年には、上記の処理に加え、無窒素施
肥と、一部の泥炭土地帯向けに販売が始められた
LP20 を 33%、LP40 を 22% 含む肥料についても試
験を行った。2012 年には、無窒素施肥区、LP40
を 30% 含む肥料の区、LP40 を 60% 含む肥料の区、
100%LP40 とした区を設けた。いずれも、基肥量
は N:P2O5:K2O=9.0:10.9:7.7g/m2 と し た。2011 年 の
み、無窒素施肥区を除く処理に対して幼穂形成期に
3.0gN/m2 の追肥を行った。成熟時に 1.8m2 の刈り
取りを行い、地上部乾物重、精玄米（粒厚 1.9mm
以上）収量（水分 15% 換算）、収量構成要素、全窒
素吸収量を調査した。玄米の窒素含有率に 5.95 を
乗じ、水分を 15% に換算することで、玄米タンパ
ク含有率を求めた。無窒素施肥区を設けた 2011 年、
2012 年には、以下の式により、見かけの施肥窒素
吸収効率（以降、単に施肥窒素利用効率とする）を
求めた（2011 年については、基肥窒素と追肥窒素
を合わせた値）。
（施肥窒素吸収効率） = （施肥区の窒素吸収量 － 

無施肥区の窒素吸収量） / （施肥区の窒素施肥量） × 
100
（イ）　現地試験
2012 年に、北海道雨竜郡妹背牛町内の集中管理

孔が施工された水田（泥炭土）において、圃場試験
を行った。品種「ほしまる」をグレーンドリルによっ
て播種（乾籾 9.4kg/10a）し、苗立ち期まで地下灌
漑を行い、苗立ち数を調査した。基肥窒素について、
慣行肥料区と、LP50 を 60% 含む肥料とした試験肥
料区を設け、成熟時に刈り取りを行い、地上部乾物
重、精玄米収量、収量構成要素、玄米タンパク含有
率（静岡製機 GS-2000 使用）を調査した。

第２編　水田の地下水位制御を核とした高度地域輪作システムの確立

第 1 章　北海道地域における地下水位制御を核とした地域輪作システム

の確立
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ウ　研究結果
（ア）　所内試験
地下灌漑区における苗立ち数は表面灌漑区より高

く（図 211-1）、苗立ち率は 13 から 15 ポイント高まっ
た。2011 年に測定した、灌漑開始時から苗立ち揃
い期までの土壌水分ポテンシャルは、表面灌漑区に
おいては灌漑開始直後に上昇し、その後 0kPa（飽
水状態）を維持していた（図 211-2）。一方、地下灌
漑圃場においては、降水後には 0kPa となったが、
降水がない期間には、-20kPa を下回っていた。

基肥窒素中の LP40 の割合を増加させることで
精玄米収量は増加した（図 211-3a）。LP20 を 33%、
LP40 を 22% 含む肥料の区の収量は、速効性窒素の
みの区と LP40 を 30% 含む肥料の区の中間程度で
あり、LP20 を含んでいることは収量には影響しな
かった。また、有意ではなかったが、いずれの年に
おいても、地下灌漑区表面灌漑区よりやや低収量と
なる傾向が認められた。施肥窒素利用効率について
も、基肥窒素中の LP40 の割合が高いほど高くなる
関係が認められた（図 211-3b）。LP40 の割合が少

図 211-1　所内試験における苗立ち数（2010 年から
2012 年までの平均値）

図 211-2　2011 年の灌漑開始時から苗立ち揃い期まで
の土壌水分ポテンシャルの推移
図中の横線は降水がなかった日を示す。

図 211-3　所内試験における基肥窒素中の LP40 の割合と精玄米収量（a）、見かけの施肥窒
素利用効率（b）との関係

（a）における基肥のみは 2010 年、2012 年の平均値、追肥ありは 2011 年の値（幼
穂形成期に窒素当量で 3g/m2 の追肥）。

（b）における基肥のみは 2012 年の値、追肥ありは 2011 年の値（幼穂形成期の追
肥も含む）。
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ない場合には、地下灌漑区の施肥窒素利用効率は
表面灌漑区より低くなる傾向があったが、LP40 の
割合が 100% の場合には、灌漑法による差は見られ
なかった。表面灌漑圃場においては、基肥窒素中
の LP40 の割合が高まるにつれて精玄米タンパク含
有率が低下する傾向が見られたが、地下灌漑圃場で
は、LP40 の割合と精玄米タンパク含有率に明確な
関係はなかった（図 211-4）。地下灌漑区の玄米タン
パク含有率は、表面灌漑区より 0.3 ポイント程度低
い傾向が認められた。北海道では、玄米タンパク含
有率 6.8% が低タンパクの指標とされており、地下
灌漑区では、3 か年合計 10 処理の全てが 6.8% 未満
であったのに対し、表面灌漑区においては 2 処理が
6.8% を上回った。
（イ）　現地試験
集中管理孔による地下灌漑を行った現地圃場にお

いても、150 本 /m2 に迫る苗立ち数が得られた（表
211-1）。苗立ち率としても、所内試験と同等以上の
値であった。試験肥料区の一穂籾数は慣行肥料区よ
り有意に多く、それに伴って面積あたり籾数や精玄
米収量も多くなる傾向が見られた。基盤整備後初の
作付であったため、いずれの区においても、玄米タ
ンパクは高い値を示したが、試験肥料区の方が慣行
肥料区より有意に低タンパクであった。

エ　考　察
（ア）　地下灌漑が苗立ちにおよぼす影響
所内試験では、3 年間を通して、地下灌漑区が表

面灌漑区より良好な苗立ちを示し、乾田直播栽培に
おいて必要とされる 150 本 /m2（北海道農業研究セ
ンター、2012）に迫る、あるいはそれを上回る苗立
ち数が得られた。2011 年に測定した土壌水分ポテ
ンシャルは、表面灌漑区では苗立ちまで常に飽水状
態であったことを示しており、過湿状態の出芽環境
であった。一方の地下灌漑圃場における土壌水分ポ
テンシャルは、-28 から 0kPa の範囲で変動しており、
降水後以外は種子に水分も空気も供給される環境で
あったと考えられる。
（イ）　基肥窒素中の被覆尿素資材の割合が収量に

およぼす影響
いずれの年においても、基肥窒素中の LP40 の割

合を増やすことで増収する関係が認められた。出芽
を促すために播種後に落水処理を行う湛水直播栽培
では、落水期間に速効性の窒素成分が失われること
が報告されているが（吉永ら、2000）、地下灌漑や
表面灌漑による間断入水を行った乾田直播栽培でも
同様の現象が起こっていると考えられる。低温のた
め播種から苗立ちまでに時間を要する北海道では、
温暖地よりも速効性窒素成分の損失が大きくなる恐
れがある。また、地下灌漑圃場の収量は表面灌漑圃
場よりやや低い傾向があったが、これは、播種から
苗立ちまでの土壌水分の変動が窒素成分の損失に影
響していると考えられる。今回の試験において得ら
れた施肥窒素利用効率は、東北地方において硫安と
緩効性肥料（LP70、LPS60）の組み合わせによっ
て得られた値（住田ら、2003）より低かったことから、

図 211-4　所内試験における基肥窒素中の LP40
の割合と精玄米タンパク含有率との関係

（2010 年から 2012 年までの平均値）

表 211-1　現地試験における苗立ち数、成熟時地上部
乾物重、収量、収量構成要素および玄米品質
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今回の試験において用いた肥料（全量 LP40）より
も効率的な溶出パターンについて、さらなる検討を
行う必要がある。一方、地下灌漑区における精玄米
タンパク含有率は、地下灌漑区より低い傾向を示し、
低タンパク米の基準を満たしていた。これについて
は、窒素成分が失われたことが、低タンパク化に寄
与した可能性が考えられる。
（ウ）　地下灌漑を活用した乾田直播栽培の安定化

技術
今回の試験においては、地下灌漑区で安定的に良

好な苗立ち数が得られたものの、表面灌漑区との収
量の差は見られなかった。この原因としては、試験
が行われた年の気温が高めであり、苗立ち数が少な
かった表面灌漑区においても十分な穂数が確保され
たことが挙げられる。北海道では、平均すると 3、
4 年に 1 回の頻度で低温年になるという報告がある

（広田ら、2011）が、低温条件下では、分げつの増
加が抑制され、苗立ち数が少ない場合には穂数が確
保されない危険性がある。また、苗立ち数が多けれ
ば、主茎と低次の分げつだけで十分な穂数が得られ
るが、苗立ち不足の条件下で穂数を確保するために
は、高次分げつも増加させる必要がある。このよう
な高次の分げつから得られる穂は遅れ穂となる危険
性があり、低温で生育が遅延した場合には、未熟粒
の混入による品質低下を招く恐れがある（名越ら、
2010）。これらの点から、地下灌漑による苗立ち改
善技術は、低温年においても安定的に高品質を確保
するための技術と考えることができる。

オ　今後の課題
地下灌漑による苗立ち数の向上が、低温年におけ

る収量の安定性にどの程度影響をおよぼすかについ
て明らかにする必要がある。また、施肥窒素利用効
率の高い窒素肥料についてさらなる検討を行う必要
がある。

カ　要　約
北海道の乾田直播栽培において、播種後約 10 日

目から苗立ち初めまでの地下水位を 3cm に設定し
た地下灌漑は、表面灌漑より良好な苗立ち数を示し、
苗立ち率は 13 から 15 ポイント高まった。地下灌漑
を行った場合の収量は、表面灌漑よりやや低収とな
る傾向が見られたが、基肥窒素中の被覆尿素資材の

割合を増やすことで、収量は向上した。また、地下
灌漑によって、精玄米タンパク含有率が表面灌漑を
行った場合より低くなる傾向が認められた。
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気象の特徴と農作物への影響要因．北海道農業研
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研究担当者（林　怜史 *、村上則幸、牛木　純、
澁谷幸憲、君和田健二）

２　水田の高度汎用化を目指した地下灌漑システ
ムの利用技術 
ア　研究目的
北海道には土壌物理性が不良な水田転換畑が多

く、転換作物の収量と品質向上のためには、湿害と
干ばつ害の両水分ストレスを克服する必要がある。
この問題を解決して水田の高度汎用化をはかるた
め、地下灌漑システムを用いた転換作物の収量・品
質向上技術を確立する。
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イ　研究方法
（ア）　田畑輪換および地下灌漑が転換作物の生育

と収量に与える影響
2011 ～ 2012 年に、管理方法が異なる圃場でダイ

ズと春播コムギを輪作し、作物の生育に与える影響
を検討した。

試験は、北海道雨竜郡妹背牛町に位置する田畑輪
換 1 年目の地下水位制御システム（集中管理孔方式）
設置 2 圃場および畑固定管理圃場、計 3 圃場で実施
した。圃場の土壌タイプは泥炭土である。田畑輪換
圃場のうち 1 圃場では、水位設定を地下 30cm とし、
播種直後と、株間における地下 30cm の土壌水分張
力（pF 値）が 2.3 ～ 2.5 のときに給水を開始する「乾
燥時灌漑」を実施した。

2011 年はダイズ「トヨコマチ」を供試し、6 月
17 日に畦間 60cm、播種量 8kg/10a で条播した。施
肥量は、N-P2O5-K2O-MgO ＝ 1.2-11.2-2.8-1.2 kg/10a
とした。2012 年は春播コムギ「春よ恋」を供試し、
前年の 11 月 12 日に畦間 60cm、播種量 23.5kg/10a
で条播した。施肥は翌年 4 月に行い、施肥量は N-
P2O5-K2O-MgO ＝ 8.0-0.0-4.0-0.0 kg/10a とした。地
下 30cm における pF 値の推移、総重、子実重、収
量構成要素、子実タンパク質含有率、窒素吸収量、
根粒着生数（ダイズ）、主茎長（同）、葉色（春播コ
ムギ）を調査した。

ウ　研究結果
（ア）　気象の概況
2011年は7月から9月が高温で、平年差は各＋1.1、

＋ 0.8、＋ 1.4℃であった（アメダス「深川」観測値）。
降 水 量 は 7 月 か ら 9 月 の 平 年 比 が 各 155、107、

258% と多かったが、7 月下旬と 8 月上旬は少雨で
あった（7 月 19 日～ 8 月 9 日の積算量 10.0mm）。

2012 年は気温が平年並みで（5 ～ 7 月の平年差：
＋ 0.6、＋ 0.4、＋ 0.5℃）、降水量は少なく推移した（5
～ 7 月の平年比：96、69、52%）。
（イ）　田畑輪換および地下灌漑が転換作物の生育

と収量に与える影響
2011 年にダイズを作付けしたときの各圃場にお

ける地下 30cm の pF 値は、田畑輪換両圃場では開
花期前の 8 月上旬、畑固定圃場では 8 月下旬に 2.5
以上となった（図 212-1）。田畑輪換両圃場における
推移に違いは認められなかった。転換 1 年目の田畑
輪換両圃場におけるダイズの根粒着生数は、畑固定
圃場に比べ少なかった。しかし子実重は田畑輪換両
圃場の方が畑固定圃場より 16 ～ 24% 多く、総重、
総窒素吸収量も多かった（表 212-1）。田畑輪換・乾
燥時灌漑圃場における灌漑は、播種直後を除くと 8
月上旬の 4 日間のみであったが、乾燥時灌漑圃場で
は、無灌漑圃場に比べ総重と子実重がやや増加した。

ダイズ収穫後の 11 月に春播コムギを播種した（初
冬播き）。翌年の各圃場における地下 30cm の pF
値は、7 月上旬と下旬に 2.5 以上となったが、灌漑
による低下は観測されず、圃場間の違いはみられな
かった（図 212-1）。田畑輪換圃場における春播コム
ギの子実重は、畑固定圃場を 11% 上回り、乾燥時
灌漑による増収は認められなかった（表 212-2）。総
重も田畑輪換両圃場でやや多かったが、収穫指数は
乾燥時灌漑圃場において畑固定圃場（無灌漑）を下
回った。乾燥時灌漑を実施した圃場では千粒重、子
実タンパク質含有率が無灌漑圃場をやや下回る傾向
であった。

図 212-1　栽培期間における土壌水分張力（pF 値）の推移（妹背牛町、地下 30cm）
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エ　考　察
妹背牛町の地下灌漑システム（集中管理孔方式）

を設置した田畑輪換両圃場と、畑固定圃場において、
ダイズと春播コムギを作付けした。

ダイズは、開花期以降に水分要求量が高まり（農
山漁村文化協会、2001）、花芽分化から莢形成期の
間に干ばつによるストレスを受けると、収量にも
影響を及ぼす（畑地かんがい試験研究会、1997）。
2011 年のダイズは、開花期前の 8 月上旬に乾燥し、
短期間の給水でやや増収したことから、この時期の
水分供給は効果が得られたと考えられる。一方で、
乾物生産量は、子実肥大が進行する時期に急増する
ため、その時期に土壌水分の影響を受けるが、8 月
中旬以降は十分な降水量があり、乾燥時灌漑区の収
量の増加は小さかったと考えられる。

コムギは穂孕み期から乳熟期にかけての水分要求
度が高く、出芽から幼穂形成期に乾燥が続くと収量
に影響を及ぼす（畑地かんがい試験研究会、1997）。
乾燥時灌漑圃場では出穂期以降に灌漑したが、土壌
水分張力の低下は観測されず、増収に至らなかった。
一方で、千粒重、子実タンパク質含有率はやや低下
した。低地土では連続降水量が多くなると、主要根

域土層からの硝酸態窒素の流出率は高まるが（三木、
2002）、地下灌漑についても、給水による根域土層
付近への地下水位の上昇と、その後の排水を繰り返
すことで、下方への水移動に伴い根域土層付近から
無機態窒素が溶脱すると想定される。また、コムギ
では出穂期以降の吸収窒素の多くが子実に蓄積され
るが、この年は 6 月以降に 3 回給水した。これらの
ことから、乾燥時灌漑圃場の春播コムギは根域土層
の窒素溶脱を多く受け、出穂期以降の窒素吸収が抑
制されたものと考えられる。したがって、春播コム
ギに対し地下灌漑を実施する際は、生育後期に適切
な窒素施肥が必要と考えられる。

田畑輪換両圃場におけるダイズ、春播コムギの子
実重は畑固定圃場をやや上回った。畑転換後間もな
い田畑輪換圃場では、土壌病害の発生の軽減効果が
あり（北海道立中央農業試験場、2004）、畑作物が
増収する場合も多いことから（本田、1979）、本結
果も同様の効果によると考えられる。

以上より、土壌が乾燥した条件の地下灌漑により、
転換作物の生育と収量の増加が可能であり、地下水
位制御システムは北海道地域の水田転換畑における
輪作体系に活用できる。

表 212-2　春播コムギの生育と収量に対する利用形態ならびに地下灌漑の影響（妹背牛町、2012 年）

表 212-1　ダイズの生育と収量に対する利用形態ならびに地下灌漑の影響（妹背牛町、2011 年）

1）異なる英文字間では Tukey-Kramer の多重検定において有意差あり（5% 水準）。
2）根粒着生数は 8 月 8 日（開花期）調査。
3）子実重、百粒重は水分 15% 換算量。

1）異なる英文字間では Tukey-Kramer の多重検定において有意差あり（5% 水準）。
2）葉色は止葉直下葉の値。
3）子実重、千粒重、容積重、子実タンパク質含有率は水分 13.5% 換算量。
4）収穫指数＝子実重÷総重× 100。
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オ　今後の課題
地下灌漑によるコムギの子実タンパク質含有率の

低下抑制

カ　要　約
現地圃場のダイズは開花期前の地下灌漑により総

重と収量がやや増加した。春播コムギは地下灌漑に
より増収せず、子実タンパク質含有率は低下した。
春播コムギは地下灌漑実施時に生育後期の窒素吸収
が抑制され、適切な窒素施肥が必要と考えられた。
地下水位制御システムは北海道地域の水田転換畑に
おける輪作体系に活用できる。

キ　引用文献
1）農山漁村文化協会 （2001）. 転作全書　第 2 巻　
ダイズ・アズキ . 農山漁村文化協会 .1-1021.

2）畑地かんがい試験研究会 （1997）. 北海道におけ
る畑地かんがいの手引き . 北海道農政部 .1-174.

3）三木直倫 （2002）. 環境負荷を予測する－モニタ
リングからモデリングへ－　Ⅲ硝酸態窒素の土層
内動態をモニタリングする . 博友社 .37-56.

4）北海道立中央農業試験場 （2004）. 水田転作技術
ガイド . 北海道農政部 .1-69.

5）本田太陽 （1979）. 田畑輪換と作物栽培につい
て . 土壌の物理性 .39:9-17.

研究担当者（中本　洋、五十嵐俊成、唐　星児 *）
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1　地下水位制御システムを導入した寒冷地水田
輪作体系の確立  
ア　研究目的
寒冷地北部太平洋側における地下水位制御圃場に

おいて、水稲乾田直播と簡易耕同時施肥播種などの
高能率作目切替技術との組み合わせによる 2 年 3 作
体系技術を実施し、地下灌漑と排水性向上により作
業性向上と生育、収量安定の両立を図り、規模拡大
に対応した寒冷地輪作体系を確立する。地下水位制
御と適正な播種床管理法による地表環境の均質化を
通じ、雑草の発生消長の斉一化と土壌処理除草剤の
高活性化をねらう。一方、寒冷地北部日本海側冬季
多雪地帯を対象に地下水位制御システムを利用した
水稲－大豆の輪作における有機物、施肥管理の異な
る条件での土壌窒素肥沃度の変化を明らかにし、肥
沃度維持のための土壌管理技術を開発する。また、
地下水位制御下での直播水稲および大豆の生産性を
検討し、地下水位制御システムを活用した水稲－大
豆の高生産輪作体系技術の開発し、現地実証により
効果を検証する。

イ　研究方法
（ア）　地下水位制御圃場の水稲乾田直播における

最適な耕起法および鎮圧法の探索と堆肥肥効の評価
a 　FOEAS 施工圃場における地下水位制御

2009 年に東北農研内盛岡地区水田圃場内（厚層
腐植質多湿黒ボク土、SiL）において、20a 圃場 3
筆に FOEAS 施工を実施した。施工前の調査におい
て暗渠パイプからの漏水により通常の FOEAS 施
工法では地下水位の制御が困難であると予測され
たため、作土および下層土を深さ 60cm まで掘り下
げ、暗渠給水管以深の層にベントナイトを 2t/10a、
下層に砂礫層がある場所については 6t/10a 散布し
て砕土、鎮圧して浸透抑制を図った。 畦畔際の遮
水シートの設置後に作土、下層土を埋め戻した後
に FOEAS 施工を実施した。地下水位の制御が適切
に行われているかを評価するため、テンシオメータ
により 2010 年の乾田直播圃場の播種直後に地表下

5cm の土壌水分張力を計測した。
b   地下水位設定と鎮圧・播種法の違いが乾直

水稲の出芽に及ぼす影響
FOEAS 施工圃場における地下水位設定と鎮圧・

播種法の違いが乾直水稲の出芽に及ぼす影響を調査
した。所内 FOEAS 圃場において入水までの地下水
位条件の高低（-10cm 維持、開放）、耕起・鎮圧条
件としてプラウ耕強鎮圧条件（プラソイラ 20-25cm
耕起、バーチカルハロー 10-15cm 砕土、ハローパッ
カ鎮圧、グレーンドリル播種、カルチパッカ鎮圧）、
およびアップカットロータリー耕低鎮圧条件（アッ
プカットロータリー耕 12-13cm、湛水条播機播種、
塩ビ管鎮圧）を組み合わせた乾田直播栽培試験区（各
区 4a）を設定し、苗立ち、生育、収量を調査した。
試験は 2010 ～ 2012 年に実施し、2011 年と 2012 年
は前年大豆作跡に乾田直播を行った。

c   FOEAS 乾田直播における地下水位制御が
堆肥肥効に及ぼす影響

上記の試験区内に堆肥施用区、堆肥無施用区を
設定し、生育期間中の窒素吸収量を調査した。堆
肥には、窒素肥効の高い高窒素鶏糞堆肥（N-P2O5-
K2O 3.8-2.8-1.9％、以下、高 N 鶏糞堆肥）を施用し
た。堆肥施用量はＮで 7.6kg/10a とし、化成肥料
で P2O5、K2O 投入量を 8kg/10a に調整した。試験は
2010 ～ 2011 年に実施し、試験区は 25㎡とした。
（イ）　地下灌漑による出芽・生育促進効果の評価

と水稲収穫後の高能率な小麦および大豆晩播技術の
開発

a   地下水位制御が大豆の出芽、収量に与える
影響

東北農業研究センター（盛岡）内の FOEAS 施工
圃場（厚層腐植質多湿黒ボク土、SiL）において地
下水位制御が大豆の出芽、収量に与える影響を調査
した。2010 年は大豆（ユキホマレ）を標準播種で
栽培し、地下水位の制御区で -30cm、無制御区で暗
渠を開放に設定した。2011 年および 2012 年は小麦
栽培後に大豆をチゼルプラウシーダーで播種して晩
播栽培を行った。2011 年は調節区で播種直後に暗

第２章　東北地域における地下水位制御を核とした地域輪作システム

の確立
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渠内水位を一時的に地表面付近（-7cm）まで上昇
させ、以降は -40cm に設定し、用水の供給は行わ
ず、降雨を貯留する方法とした。2012 年は調節区
で田面に合わせて（± 0cm）圃場表面が黒色に変
化するまで用水を供給し、8 月以降の乾燥時期に地
下水位が作土層に至るまで一時的に暗渠に用水を供
給した。テンシオメータを用いて播種直後には地表
下 5cm の土壌水分張力，生育期間中は地表下 20cm
の土壌水分張力を計測した。また、大豆生育および
収量について調査した。

b   簡易耕同時施肥播種による乾直水稲後の小
麦・大豆作

FOEAS 圃場において簡易耕同時施肥播種を行う
チゼルプラウシーダを乾直水稲後の小麦、小麦収穫
後の大豆の播種作業に用い、作業性・苗立ちについ
て調査した。2011 年は小麦収穫後を想定した大豆
晩播栽培を行った。また、FOEAS 施工圃場と暗渠
が無い対照圃場において乾直水稲収穫後の小麦播種
を行った。2012 年は乾直水稲後の小麦、小麦収穫
後の大豆の播種作業に用い、作業性・苗立ちについ
て調査した。
（ウ）　 地下水位制御と適正な播種床管理法による

雑草管理技術の開発
ａ　耕耘による播種前雑草に対する抑草効果と

地下水位制御
2010-2012 年の 3 年間にわたって、東北農業研究

センター内の地下水位制御圃場において、一次要因：
地下水位制御（有／無）、2 次要因：砕土法（正転
ロータリハロー／逆転ロータリハロー／縦軸駆動ハ
ロー）の分割区法で実験を行った。地下水位制御は、
耕耘翌日から実施し、2010 年は耕耘後 1 週間を
-30cm、その後 -10cm で維持した。2011 年と 2012
年 は 2 日 間 地 下 水 位 制 御（2011：-13cm、2012：
0cm）を行いその後は落水した。プロットサイズは、
2010 年のみ約 6m × 10m で、2011 年および 2012
年は約 6m × 40m とした。2010 年は、6 月 3 日に
耕耘を行い、耕耘前の優占雑草はイヌタデで本葉４
L、草高約 5cm であった。2011 年は 6 月 6 日に耕耘、
優占雑草は、ハルタデで本葉７L、草高約 15cm で
あり、2012 年は 6 月 26 日に耕耘、優占雑草はシロ
ザおよびハルタデで、それぞれ本葉 8L、約 10cm，
6L，約 5cm に達していた。各年とも 7 月 10 日前後
に各区中央部の枠内（枠サイズは雑草密度により調

整）の耕耘前からの生残雑草数および乾燥重を草種
ごとに測定した。

ｂ　土壌処理剤による播種後雑草に対する抑草
効果と地下水位制御

2011、2012 年の 2 年間、プラウ耕・グレーンド
リル播種体系による乾直圃場で、一次要因 : 地下水
位制御（有／無）、2 次要因：ベンチオカーブ・プ
ロメトリン（商品名：サターンバアロ）剤型（乳剤
／粒剤）を含む分割区法で実験を行った。プロット
サイズ :1m × 1m。2011 年は、水稲播種 4 月 15 日、
除草剤処理 4 月 29 日（ブロック A）または 5 月 3
日（ブロック B）、2012 年は、水稲播種 5 月 10 日、
除草剤処理 5 月 16 日とした。地下水位制御は、除
草剤処理後から行い -10cm を維持した。入水前の
6 月上旬に各区 0.3m × 0.4m の枠内の残草量を調査
した。
（エ）　 地下水位制御圃場における水稲－大豆輪作

下の土壌肥沃度の変化解明と高生産性栽培のための
土壌管理技術の開発

地下水位制御圃場および対照圃場において、家畜
ふん堆肥無施用、2t/10a 連用、4t/10a 連用条件を
設定し、大豆および直播水稲の栽培前後の作土を採
取した。採取土壌は 2mm の篩いを通過させ、湿潤
土および風乾土それぞれを 30℃で 4 週間湛水培養
し、無機化した窒素量を分析した。また、無機化窒
素量の試験期間３年間の推移の傾向を回帰直線か
ら評価した。東北農業研究センター大仙研究拠点
の 15a の FOEAS 施工圃場 2 枚を使って、種子コー
ティングせずに 2010 年、2011 年は水稲湛水直播栽
培、2012 年は水稲乾田直播栽培を行った。有機物（家
畜糞堆肥）処理として 0、2、4t/10a 、灌漑処理と
して対照区（表面灌漑）と地下水位制御区（暗渠よ
り灌漑）、施肥処理として標肥区：基肥 LP30（2.4Ng/
m2）+LPS60（2.8Ng/m2）+LPS80（2.8Ng/m2）　合
計 N8kg/10a、P2O5 と K2O も 8kg/10a と、無窒素
区：P2O5 と K2O を 8kg/10a を設け、2 反復で試験
を行った。表 221-1 に耕種概要を示した。日減水深
は約 20cm であった。
「リュウホウ」を供試し、栽植密度は 16.7 本 /㎡（条

間 75cm、株間 16cm、2 粒 / 株）で、播種は 2010 年、
2011 年、2012 年の順に 6/4、6/1、6/1（以下同様）
に行った。施肥は、播種前に有機物処理として 0t、
2t、4t 区を設定し、10a 当たり基肥として N-P2O5-
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K2O ＝ 3kg-10kg-10kg、炭酸苦土石灰を 100kg 施用
した。追肥処理区として、無追肥、リン酸追肥、窒
素追肥区を設定した。リン酸追肥は 7/16、7/13、
7/19 に 10kg/10a、窒素追肥は 8/15、8/8、8/20 に
6kg/10a を株元に施用した。2012 年において 6/25
に中耕、7/10 に中耕・培土を実施した。地下水位
処理として、無制御区と地下水位－ 35cm 制御区を
設定した。反復は 2 連で、生育調査、収量と収量構
成要素を調査した。
（オ）　現地実証による検証
重粘質土壌である大潟現地土壌では地下水面から

の毛管上昇効果が小さいことが予想されるため、毛
管上昇による水分供給能力を東北研究センター大仙
研究拠点の土壌と比較した。大潟現地ほ場および大
仙研究拠点の転換畑ほ場に対して 0-10、10-20、20-
30、30-40cm の不攪乱土壌を 3 反復で採取し、Wind
法（Wind,G.P.1））によって不飽和透水係数を求めた。
これらのデータを垂直に連結し、Darcy 式によって
定常状態における地下水面からの毛管上昇速度を計
算した（Skaggs,R.W.2））。境界条件は土壌下端を地
下水面、上端を作土直下とし、それぞれの水分ポテ
ンシャルを 0cm, -500cm（初期しおれ点）とした。

大潟村において地下水位制御システムを 2011 年
春施工（本暗渠 5 本、圃場孔 1m ピッチ、

44.4m × 116m　51.5a）した。2011 年は大豆を作
付けして乾田化し、2012 年は乾直 A、乾直 B、無
代かき移植区を設定した。耕起は 4/10 にプラウ耕

（12in10 連、耕深 18cm）、均平は 4/15 にレーザー
均平機、播種床造成は４/19 にバーチカルハロー
で行った。播種作業は、４/19 に東北農研試作真
空播種機（モノセム）で、作業幅 3m、12 条、条

間 25cm、１粒点播種した。トラクタは NHT6050
（126PS）を使用した。品種は、「あきたこまち」、
乾籾にキヒゲン R2 フロアブルを播種当日塗沫し
た。元肥はなし。除草体系は、非選択性茎葉処理剤

（ラウンドアップ）を 5/14 に散布、その後水入れ
を 6/3、茎葉処理剤（クリンチャー EW）を 6/14、
一発処理除草剤散布（トップガンフロアブル）を
6/18 に散布した。水管理は、深水期間が 6/24 ～
7/24、間断灌漑が 8/10 ～ 9/9、落水を 9/10 に行った。
大豆品種「リュウホウ」を供試、栽植密度は 17.8
本 /㎡（真空播種機（6 条播き、スガノ農機）、条間
75cm、株間 7.5cm、1 粒 / 株、直進時 5.5km/hr）、
播種は 6/5 に行った。施肥は、播種前に 10a 当たり
基肥として N-P2O5-K2O ＝ 6.7kg-6.7kg-6.7kg を施用
した。地下水位処理として、制御区 -35cm、無制御
区 -50cm とし、作土層処理としてスリット区（播
種溝より 5cm 離して深さ 15cm のスリット作成）、
サブソイラ区（スガノ農機、中間簡易サブソイラ機
使用、深さ 18cm）、対照区を設定した。調査項目は、
苗立率および収量調査を行った。

ウ　研究結果
（ア）　地下水位制御圃場の水稲乾田直播における

最適な耕起法および鎮圧法の探索と堆肥肥効の評価
a   FOEAS 施工圃場における地下水位制御

FOEAS 施工圃場の地下水位は設定水位を維持し
（図 221-1）、地下浸透量を抑制でき、暗渠からの漏
水は少ないと判断した。

b   地下水位設定と鎮圧・播種法の違いが乾直
水稲の出芽に及ぼす影響

地下水位制御時期に降雨の少なかった 2010 年の

表 221-1　水稲の耕種概要
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乾田直播における苗立ちは、FOEAS 施工をしてい
ない対照区を含む高鎮圧条件で早く、高水位条件が
低水位条件より高い苗立ち率となった（図 221-2）。
地下水位制御時期に降雨の多かった 2011 年の乾直
水稲の出芽は、地下水位を上げたことによる出芽の
速度を早める効果は見られなかった（図 221-3）。地
下水位制御時期に降雨の少なかった 2012 年の乾田
直播圃場の初期生育は、高水位条件＞低水位条件、
プラウ耕鎮圧＞ロータリー耕の順で向上し、高水位・
プラウ耕鎮圧条件が最も生育が進んでいた（表 221-
2）。生育量、および精玄米収量は、プラウ耕鎮圧＞ロー
タリー耕の順で高い傾向を示した（表 221-3）。低水
位ロータリー区は生育量が小さく、精玄米収量も最
も少なかった。

c   FOEAS 乾田直播における地下水位制御が
堆肥肥効に及ぼす影響

2010 年は高水位条件で堆肥施用条件の窒素吸収
量の増加傾向が見られたが（図 221-4）、地下水位制
御時期に降雨の多かった 2011 年は差が無かった（図
221-5）。
（イ）　地下灌漑による出芽・生育促進効果の評価

と水稲収穫後の高能率な小麦および大豆晩播技術の
開発

a   地下水位制御が大豆の出芽、収量に与える
影響

2010 年の FOEAS 大豆圃場では、地下水位 -30cm
区の体積含水率は無制御区より高く推移し、特に
降雨時には 0.1 以上の差が見られた（図 221-6）。収
穫期の大豆生育・収量は地下水位による差は見ら
れなかった（表 221-4）。2011 年は播種後の一時的
な用水供給により、地表下 5cm の土壌水分張力は

図 221-1　地下水位の変化

図 221-3　乾直水稲の苗立ち率の推移
（2011 年）

図 221-2　乾直水稲の苗立ち率の推移
（2010 年）
＊エラーバーは標準偏差

表 221-2　地下水位制御乾田直播圃場の苗生育
 （2012 年、播種後 50 ～ 51 日目）
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10kPa 以下で、解放区より低く推移し、高水分状態
を維持した（図 221-7）。播種後調節区の出芽は早
く揃い、生育、収量についても調節区が各調査項目
で対照区よりやや高い傾向にあった（図 221-8、表
221-5）。

b   簡易耕同時施肥播種による乾直水稲後の小
麦・大豆作

乾直後の小麦播種時の圃場地耐力は、FOEAS 圃
場と対照圃場とで大きな差はなかった（表 221-6）。
乾直水稲収穫後の不耕起圃場において小麦播種作業

表 221-3　FOEAS 水稲乾田直播の収量及び収量構成要素（2012 年）

図 221-4　高Ｎ鶏糞施用区と無窒素区の窒素吸収量差
の推移　（2010 年）
＊ 2 反復の平均値

図 221-5　高Ｎ鶏糞施用区と無窒素区の窒素吸収量差
の推移　(2011 年 7 月 26 日 )
＊ 2 反復の平均値

図 221-6　土壌体積含水率の推移
（2010 年、測定位置：-10cm）

表 221-4　標準播種大豆の栽培結果
（2010 年）
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表 221-5　晩播大豆の生育および収量

図 221-7　播種後の土壌水分張力（2011） 図 221-8　出芽状況
1） 品種：ユキホマレ
2）播種 :2011/7/22，2012/7/19
3）播種法：簡易耕同時播種による散播
4）砕土率：64％（2011）、49％（2012）

は試作チゼルプラウシーダにより表面滞水が一部あ
る条件下でも問題なく実施でき、晩播小麦はチゼル
プラウシーダによる散播で十分な苗立ち数を確保で
きた（表 221-7）。小麦後の晩播大豆の播種作業は
刈株やワラが存在する状態の圃場でもチゼルプラウ
シーダにより問題なく播種でき、十分な苗立ち数を
確保できた。FOEAS 圃場と対照圃場とでチゼルプ
ラウシーダによる晩播大豆の苗立ち・収量、および
小麦の苗立ちにも有意な差は見られなかった（表
221-8）。2011 年に播種した小麦の収量は出穂以降地
下水位を -40cm に調節した区が暗渠を解放する対
照区よりも高かった。
（ウ）　 地下水位制御と適正な播種床管理法による

雑草管理技術の開発

ａ　耕耘による播種前雑草に対する抑草効果と
地下水位制御

3 年間を通じて砕土作業の抑草効果はいずれも
95％以上で高かった。砕土法別では、逆転＞正転＞
縦軸の順に抑草効果が高く、雑草生残数が縦軸区で
は逆転区に比べ最大で 7 倍程度多かった（図 221-
9）。地下水位制御の有無では、地下水位制御区で生
残雑草数が多い傾向があったが、その差は最大で 3
倍程度であった（図 221-9）。

ｂ　土壌処理剤による播種後雑草に対する抑草
効果と地下水位制御

地下水位制御により、乾田直播栽培の乾田期土壌
処理剤の効果が高まり、入水時点での残草量が減少
した（図 221-10）。また粒剤の効果は乳剤の効果よ
り高かった（図 221-10） 。
（エ）　 地下水位制御圃場における水稲－大豆輪作

下の土壌肥沃度の変化解明と高生産性栽培のための
土壌管理技術の開発

風乾土 4 週間湛水培養による無機化窒素（可給態
窒素）は、水稲栽培において地下水位制御の有無に
関わらず、2t/10a および 4t/10a の堆肥施用によっ

表 221-6　稲後小麦播種時の圃場地耐力
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表 221-7　チゼルプラウシーダによる小麦、大豆の播種作業および生育状況

表 221-8　地下水位制御圃場における晩播小麦、晩播大豆の収量

図 221-9　播種前雑草に対する耕耘と地下水位制御の効果

図 221-10　土壌処理剤の除草効果に対する地下水制御の効果
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て増加傾向が認められた。堆肥無施用の水稲栽培に
おいては、可給態窒素に変化は見られなかった。大
豆栽培においては、堆肥無施用では低下傾向が明瞭
であったが、2t/10 および 4t/10a の堆肥施用ではほ
とんど変化しなかった。より短期間で無機化するこ
とが想定される湿潤土 4 週間湛水培養による無機化
窒素についても、ほぼ同様の傾向が認められた。し
かし、地下水位制御の大豆栽培では、堆肥 4t/10a
を施用しても低下傾向が見られた。

地下水位制御区は対照区より、苗立率は 4％高く、
苗立期の乾物重と窒素量はやや小さかった（表 221-

9）。地下水位制御区は対照区より、出穂期は2日早く、
出穂期の乾物重と窒素量はやや大きかった。地下水
位制御区は対照区より、成熟期の乾物重と窒素量が
やや小さく、精玄米重は小さかった。

3 年間の場内試験において、地下水位制御区間に
有意差が認められ、制御区の精子実重は無制御区に
比べて 25％程度増大した（表 221-10）。さらに、制
御区の主茎長、分枝数、茎太、総節数、稔実莢数、
百粒重は無制御区に比べて有意に増大した。一方、
精子実重は堆肥処理間と追肥処理間には有意差は認
められなかった。

表 221-9　水稲の苗立、生育、精玄米重（2010-2012）

表 221-10　2010 年～ 2012 年における地下水位制御、堆肥および追肥処
理が収穫期の形質、収量構成要素と収量に及ぼす影響（大江ら3）、
片山ら 4）及び水田底力 3 系平成 23 年度試験研究成績書参照）
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表 221-11　土壌の物理性の比較

図 221-13　茎数の推移

写真 221-1　播種作業（4 月 19 日）

図 221-11　地下水位が 2 種類の土壌の毛管上昇速度
に及ぼす影響
注：丸は 3 連の中央値、エラーバーは最大・
最小値

（オ）　現地実証による検証
大潟土壌は乾燥密度、炭素含量が低く、粘土含量

が大きい傾向だった（表 221-11）。地下水位と毛管
上昇の関係は土壌によって異なり、大仙土壌では地
下水の上昇による毛管上昇増加効果が認められるの
に対し、大潟土壌ではその効果がわずかであると計
算された（図 221-11）。

水稲乾田直播では、質量 6t のホイールトラクタ
と真空播種機（2.3t）による播種作業は、タイヤが
数センチ沈下したものの、スムーズな作業が可能で
あった（写真 221-1）。作業速度は 7km/h、播種深

さ 2.5cm、播種量は 3.6kg/10a であった。苗立ちは、
乾直圃場 A で 97 本／㎡、乾直圃場 B で 93 本／㎡
であり、苗立ち率はそれぞれ 73％、70％であった。
6 月 24 日～ 7 月 24 日の深水管理（水深 18cm）に
より、茎数の増加が抑えられ、茎の太い草型となっ
た（図 221-13）。一籾数が 85 粒と多く、多収が期待
されたが 9 月上中旬の猛暑の影響でセジロウンカに
よるすす病が発生し、不稔粒が生じ登熟歩合が低下
したため全刈収量で 600kg/10a にとどまった（表
221-12）。

大豆では、制御区の出芽率が無制御区に比べて有
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表 221-12　収量および収量構成要素

注）登熟歩合は精玄米粒数の籾数に対する割合

含有率

6.8
6.9
7.0
6.2
6.2
6.5
6.3

583.1
604.4
605.8

-
-
-
-

>1.9mm >1.9mm >1.9mm

意に高かったが、最大でも制御区のスリット区で
52.6％と全体的に低かった。制御区は無制御区より
も主茎長、百粒重および精粒重が有意に高くなった。
サブソイラ区の精粒重がスリット区と対照区に比べ
て有意に低く、原因として出芽率が低かったことが
考えられた。制御区が無制御区に比べて全刈収量と
粗粒重で約 10％増、精粒重で約 20％増であった。

エ　考　察
（ア）　地下水位制御圃場の水稲乾田直播における

最適な耕起法および鎮圧法の探索と堆肥肥効の評価
a 　FOEAS 施工圃場における地下水位制御

FOEAS 施工圃場は、岩手山噴火由来の厚い火山
灰層が下層に分布しており、暗渠吸水管の設置する
土層以深について掘削して透水性の調査を行った
所、下層域の透水性が非常に高いことが事前の調査
で判明した。このため、通常の FOEAS 施工条件で
は地下水位制御圃場として管理することが困難であ
ると予想された。このため、農工研と協議し、暗
渠吸水管施工位置まで作土を表土扱いしながら圃
場全体を彫り上げ、ベントナイトを散布して砕土
後に鎮圧処理を行うことした。地下水位の調査結
果から、圃場の施工は適切に行われて、FOEAS 実
験圃場として正確な地下水位制御ができたと判断
した。FOEAS 圃場の施工においては、圃場の下層
域の透水条件について十分な調査、検討を行い、適
切な施工方法を採用する必要があることを示唆する
結果であった。今後、どのような圃場条件であれば
FOEAS 施工に向いているのか、指針を策定してい
くための情報集積が必要である。

b   地下水位設定と鎮圧・播種法の違いが乾直
水稲の出芽に及ぼす影響

FOEAS 圃場の地下水位制御による乾直水稲の出
芽促進効果は、出芽時期に降雨の多かった 2011 年
に効果が認められなかったが、他の降水の比較的少
ない年次では効果が認められた。2012 年にアップ
カットロータリ区で出芽が早かったのは、高い砕土
率と、湛水直播機で播種により播種深さが浅く安定
したためと推測している。なお、2012 年は乾田直
播圃場の精玄米収量における水位の影響は明確では
なかったが、2011 年は低水位区の収量が高い傾向
が見られた（データ略）。 前作の大豆栽培で地下水
位を低くした圃場の前歴の違いが収量に影響した可
能性があり、今後、試験の年次を重ねて圃場前歴が
次年度の作付にどのような影響を与えるのかについ
て調査を行う必要がある。

c   FOEAS 乾田直播における地下水位制御が
堆肥肥効に及ぼす影響

乾燥した年次において地下水位制御した乾田直播
圃場の高窒素堆肥の肥効が高く、FOEASF 圃場で
は初期の高水位条件によって高窒素堆肥の肥効を維
持できる可能性が示された。一方、降水量の多い年
次には地下水制御の効果が認められず、乾直水稲の
出芽促進効果と傾向が同じであると考えられる。
（イ）　地下灌漑による出芽・生育促進効果の評価

と水稲収穫後の高能率な小麦および大豆晩播技術の
開発

a   地下水位制御が大豆の出芽、収量に与える
影響

FOEAS 施工圃場の大豆作付期間中の圃場土壌の
体積含水率は、地下水位制御区で無制御区より常に
高く推移し、作付期間中も FOEAS 機能が十分に発
揮されたと考えられた。2010 年の大豆について地
下水位制御による生育・収量は地下水位による差は
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見られなかったが、これは地下水位制御区で停滞水
があり、茎疫病と黒根腐れ病の影響が大きかった可
能性がある。2011 年、2012 年は調節区の出芽が早
く揃っていた。 これは、チゼルプラウシーダーに
よる簡易耕同時播種においては、高速作業で作土
を反転するため播種時の砕土率が低い傾向にあっ
た（2012 年の場合、約 49％）。これは土壌の保水性
が乏しく、かつ種子と土壌の接触が不十分な状態で
あったことから、一時的な用水供給が種子への水分
供給を促進したとみられる。従って、播種後の地下
水位制御が、チゼルプラウシーダー播種のような簡
易な播種法に対して有効であると考えられる。特に
作期の短い晩播栽培においては、地下灌漑による
出芽の促進と生育量の早期確保が効果的と考えら
れる。生育、収量についても 2011 年、2012 年とも
に地下水位制御区が各調査項目で対照区よりやや高
い傾向にあり、FOEAS 圃場における地下水位制御
が大豆生産性の向上に寄与できることを示唆してい
た。

b   簡易耕同時施肥播種による乾直水稲後の小
麦・大豆作

乾田直播条件では、圃場地耐力に FOEAS 圃場と
対照圃場とで大きな差は無く、チゼルプラウシー
ダーの作業性に大きな違いは認められなかった。ま
た、チゼルプラウシーダーは、表面滞水が一部ある
条件下の小麦播種や刈株やワラが存在する小麦後
の晩播大豆の播種でも問題なく播種できた。当初、
FOEAS 圃場では高い排水性により、作目切り替え
時の耕起作業に有利と考えていたが、チゼルプラウ
シーダーであればあまり影響がないと判断した。チ
ゼルプラウシーダー播種大豆の出芽、収量につい
ては地下水位制御が効果を示す結果が得られてお
り、チゼルプラウシーダーを利用した播種法と地下
水位制御の相性が良いと判断される。小麦について
は、2011 年播種小麦の収量が出穂以降地下水位を
-40cm に調節した区で対照区よりも高い結果が得ら
れており、これが安定な効果であるのか更に検討す
る必要がある。
（ウ）　 地下水位制御と適正な播種床管理法による

雑草管理技術の開発
ａ　耕耘による播種前雑草に対する抑草効果と

地下水位制御
地下水位を耕耘後に上昇させることにより、耕耘

による除草効果が低下する傾向が見られたが、その
程度は砕土方法の違いによる差よりも小さく、また
地下水位制御を行った場合でも、3 年間とも 95％以
上の高い防除効果が得られた。以上のことから、地
下水位制御により、耕耘の除草効果は低下するもの
の、量的には問題視するレベルではないと判断でき
る。ただし、ダイズ作において播種前雑草が高密度
で発生している場合は、耕耘前に非選択性除草剤に
よる防除が、地下水位制御の有無にかかわらず必要
な点は留意すべきである。

ｂ　土壌処理剤による播種後雑草に対する抑草
効果と地下水位制御

地下水位制御により、乾田直播栽培の乾田期土壌
処理剤の除草効果が高まった。これには、-10cm ま
で地下水位を上げることで、雑草の発芽に必要な水
分が土壌表層まで常に供給され、均質な土壌水分環
境を作ったことが寄与していると考える。残念なが
ら今回の実験では、この効果を雑草の発生消長の斉
一化としてとらえることはできなかった。しかし地
下水位制御により、雑草の発生消長に関わる要因と
しての土壌水分を均質、かつ一定の範囲に保つこと
により、乾田条件においても、湛水条件と同様に温
度を指標に除草剤の処理時期を最適化することが期
待される。

ところで、従来、畑地用粒剤は乳剤に比べ効果が
安定しないというのが一般的な認識と思われる。実
際に、ダイズ作では、地下水位制御の有無にかかわ
らず乳剤に比べ粒剤の効果が劣ることが観察され
た。これに対し、乾田直播における今回の実験では、
ほとんどのケースで乳剤よりも粒剤の効果が高かっ
た。この原因については、今回の研究では十分な検
証はできなかったが、雑草の発生消長の作期による
違いと土壌処理剤成分の活性消長の剤型による違い
を挙げることができる。地下水位制御により、土壌
処理剤を安定的に高い除草効果を得るためには、今
後この点についての検討が必要と考える。
（エ）　 地下水位制御圃場における水稲－大豆輪作

下の土壌肥沃度の変化解明と高生産性栽培のための
土壌管理技術の開発

風乾土 4 週間湛水培養による無機化窒素（可給態
窒素）については、家畜ふん堆肥 2 ～ 4t/10a の連
用により、大豆栽培で可給態窒素が減少することは
なく、水稲栽培では可給態窒素が増加することが示
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された。このことから、土壌の可給態窒素が 80 ～
120mg/kg 程度の地下水位制御導入圃場の水稲・大
豆の田畑輪換において、家畜ふん堆肥 2 ～ 4t/10a
程度を連用すれば、可給態窒素は維持できると考え
られた。より速やかに無機化する画分（湿潤土 4 週
培養による無機化窒素）について、地下水位制御の
大豆栽培では堆肥連用によっても減少することが示
唆され、さらに検証が必要と考えられた。水稲にお
いては、地下水位制御により苗立率がやや向上し、
出穂期が早くなった。その理由は出芽が早い傾向に
あったことと、地温が高い傾向にあったためと思わ
れる。しかし、地下水位制御区は精玄米重が 11％
低下したので、水稲栽培には地下水位制御は向かな
いと言える。代かきにより地下水位制御が不能に
なったので、FOEAS 圃場では代かきを避ける必要
がある。大豆においては、制御区が無制御区に比べ
て増収した要因として、主として莢数に起因したが、
開花期乾物重増大に伴う花蕾数の増加が関係してい
た（大江ら 3））。
（オ）　現地実証による検証
大潟村の干拓土壌は、重粘土質土壌が地下 30m

以上に達する軟弱地盤で、排水性が極めて悪く、大
型機械での作業も難しく乾田直播には不適とされて
きたが、地下水位システムと大豆作の導入により乾
田直播が可能となった。  

オ　今後の課題
（ア）　地下水位制御圃場の水稲乾田直播における

最適な耕起法および鎮圧法の探索と堆肥肥効の評価
乾田直播での収量向上のため、前歴の大豆圃場の

地下水位制御の影響の評価、地下水位制御に適した
窒素施肥法について更に検討していく必要がある。
（イ）　地下灌漑による出芽・生育促進効果の評価

と水稲収穫後の高能率な小麦および大豆晩播技術の
開発

大豆のチゼルプラウシーダー播種体系では収量水
準がやや低く、収量性向上のために狭畦密植体系な
どの播種体系についても検討を要する。また、チゼ
ルプラウシーダーの砕土率および播種精度を向上さ
せ、播種量の低減、並びに収量水準を高める必要が
ある。小麦作における地下水位制御に効果について
更に検討を要する。
（ウ）　 地下水位制御と適正な播種床管理法による

雑草管理技術の開発
雑草発生消長および畑地用細粒剤と噴霧剤の活性

消長の、地下水位制御の有無、作期、播種床管理法
による変動を明らかにする必要がある。
（エ）　 地下水位制御圃場における水稲－大豆輪作

下の土壌肥沃度の変化解明と高生産性栽培のための
土壌管理技術の開発

土壌肥沃度の変化を正確に評価するためには、よ
り長期の変化を追跡する必要がある。
（オ）　現地実証による検証
大潟村でのプラウ耕の方式や実施時期について、

検討する必要があり、次年度以降検討する。大豆で
は立枯性病害（茎疫病、黒根腐病）の防除の徹底化
が必要である。

カ　要　約
（ア）　地下水位制御圃場の水稲乾田直播における

最適な耕起法および鎮圧法の探索と堆肥肥効の評価
FOEAS 施工圃場の乾田直播において出芽時の苗

立ちは、高水位条件、高鎮圧条件で苗立ちが早く苗
立ち率も高かった。生育、および収量も高水位条件、
高鎮圧条件で高い傾向であった。高水位条件で高窒
素鶏ふん堆肥施用時の窒素吸収量が増加した。なお、
乾田期間に降雨の多かった年次にはこれらの差は認
められなかった。
（イ）　地下灌漑による出芽・生育促進効果の評価

と水稲収穫後の高能率な小麦および大豆晩播技術の
開発

FOEAS 施工圃場に大豆において、チゼルプラウ
シーダ播種において大豆出芽時の地下水位調節によ
り大豆の出芽が早まり、生育、収量については各項
目で調節区が解放区をやや上回る傾向が見られた。
FOEAS 施工圃場の収穫後の不耕起圃場において試
作チゼルプラウシーダによる播種作業は、小麦播種、
大豆播種ともに問題なく実施でき、十分な苗立ちを
確保した。
（ウ）　 地下水位制御と適正な播種床管理法による

雑草管理技術の開発
ａ　耕耘による播種前雑草に対する抑草効果と

地下水位制御
地下水位制御により、耕耘の除草効果は低下する

ものの、量的には問題視するレベルではない。
ｂ　土壌処理剤による播種後雑草に対する抑草
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2012 年産
実施圃場：場内 B（5 ａ区画）
播種時期：10 月 18 日  播種量：0.9kg/a
施肥：尿素複合燐化安 7-7-7（50kg/10a）
品種：あおばの恋
追肥：硫安　幼穂形成期 2.5Nkg　減数分裂期

2.5Nkg　穂揃い期 5Nkg
水管理：減数分裂期（5/2）及び穂揃い期（5/15）

の施肥時期に地下水位を－ 0cm

表 222-1  水管理設定

効果と地下水位制御
乾田直播の乾田期土壌処理剤の除草効果は地下水

位制御により向上し、特に細粒剤の効果が高い。
（エ）　地下水位制御圃場における水稲－大豆輪作

下の土壌肥沃度の変化解明と高生産性栽培のための
土壌管理技術の開発

地下水位制御導入圃場の水稲・大豆の田畑輪換に
おいて、家畜ふん堆肥2～4t/10a程度の連用により、
80 ～ 120mg/kg 程度の土壌の可給態窒素は維持で
きる。地下水制御区は無制御区に比べて水稲精玄米
重はやや少なかったが、大豆の精子実重は 3 年間の
平均で 24％と有意に増収した。暗渠管から漏水す
る圃場には地下水位制御システムは不適と考えられ
た。
（オ）　現地実証による検証
大潟村の重粘土質土壌において FOEAS を導入し

て、大豆作付で排水性を改善することで真空播種機
を用いた乾田直播栽培が可能になった。
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1）Wind, G.P. （1969）. Capillary conductivity data 
estimated by a simple method. p.181-191. In 
P.E. Rijtema and H. Wassink （ed.） Water in 
the unsaturated zone. Vol. 1. Proc. of the Wa-
geningen Symp., Wageningenm the Netherlands. 
June 1966. Inst. Assoc. of Scientific Hydrology, 
Gentbrugge, Belgium/UNESCO Paris,

2）Skaggs, R.W. （1981）. Methods for design and 
evaluation of drainage - water management 
system for soils with high water tables, USDA, 
capter 8, Fort Worth.

3）大江和泉ら（2011）.FOEAS による地下水位制
御が東北日本海側におけるダイズの生育収量にお
よぼす影響 . 日作紀 .80（別 1）:70-71.

4）片山勝之ら（2013） . 地下水位制御システム
（FOEAS），堆肥施用および追肥がダイズの生育
収量に及ぼす影響 . 日作紀 .82（別 1）:290-291.

研究担当者（片山勝之 *、大谷隆二、中山壮一、
天羽弘一、小野洋、齋藤秀文、関矢博幸、西田瑞彦、
白土宏之、高橋智紀、冠秀昭、大江和泉、持田秀之）

２　地下水位制御システムを活用した寒冷地水田
生産性向上技術の開発
ア　研究目的
地下水位制御システムは、土壌水分調整機能を有

した水田の汎用化手法であると同時に、作物の潜在
的生産能力を調整しうる手段として期待されてい
る。そこで、本システムを活用した作物の潜在能力
を引き出す栽培法の開発を検討すると同時に、これ
まで取り組んできた逆転ロータリ＋播種機を使った
汎用的播種体系による水稲＋麦＋大豆の低コスト省
力的な 2 年 3 作体系を基軸として、より生産力のあ
る水田輪作体系を実現するため、現地実証により効
果検証する。

イ　研究方法
（ア）作物潜在能力拡大技術の開発
※場内試験の FOEAS 区と慣行区の排水条件は同

じ（本暗渠＋補助暗渠 1.5m 間隔）
ａ　小麦

2011 年産
実施圃場：場内 G（0.5ha 区画）灰色低地土　転

換初年目（前作：水稲）
播種時期：10 月 20 日　播種量：8kg ／ 10a 
品種：シラネコムギ
施肥：尿素複合燐化安 7-7-7（50kg/10a）
追肥：慣行どおり
水管理：4 月下旬以降　表 222-1 のとおり
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ｂ　水稲乾田直播栽培
苗立ち及び収量の向上のための水管理の検討
2010 年
実施圃場：場内 B（5 ａ区画）
前作：大豆　  播種時期：5 月 14 日
播種方式：逆転ロータリ同時播種（条間約 25cm）
播種量：0.7kg/a
品種：まなむすめ、ササニシキ　　　　　　　
堆肥：なし　　施肥：なし
水管理：表 222-2 のとおり                  　　

表 222-2　水管理設定

表 222-3　水管理設定

表 222-4　水管理設定

図 222-1　無代掻き移植作業工程

2011 年
実施圃場：場内 B（5 ａ区画）　前作：水稲乾直
播種時期：5 月 14 日
播種方式：逆転ロータリ同時播種（条間約 25cm）
品種：まなむすめ、ササニシキ、げんきまる
播種量：0.6 ～ 0.7kg/a 程度    堆肥：100kg/a
施肥：N-0.7kg/a　（LP100：LPS60 ＝ 7:3、P、K なし）
水管理：表 222-3 のとおり
2012 年
品種：まなむすめ
実施圃場・耕種概要は前年同様
水管理：表 222-4 のとおり 

ｃ　水稲無代掻き移植栽培
水稲中期以降の灌漑水制限（飽水管理）と肥効調

節型肥料箱施用による栽培法
無代掻き栽培の作業工程は図 222-1 のとおり

表 222-5　水管理設定

2010 年
実施圃場：場内 B（５ａ区画）
前作：水稲
品種：ひとめぼれ
苗の種類：乾籾 160g/ 箱（稚苗）
移植時期：5 月 18 日 
移植法：無代掻き移植、18.4 株 /㎡（60 株 / 坪）
施肥：全層施肥 N-0.4kg/a ＋　LPS60・80・100

（N-0.3kg 箱施用）
水管理：表 222-5 のとおり 
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表 222-6　水管理設定

表 222-7　水管理設定

表 222-8　水管理設定

表 222-9　水管理設定

表 222-10　現地実証輪作ローテーション

2011 年
品種：まなむすめ  移植時期：5 月 18 日
施肥：全層 N-0.4kg/a ＋ LPS60・100（N-0.3kg 箱

施用）
実施圃場・耕種概要・水管理は前年同様
2012 年
品種：ひとめぼれ  移植時期：5 月 18 日
施肥：全層 N-0.3kg/a　＋　LPS60・100（N-0.3kg

箱施用）
実施圃場・耕種概要は前年同様
水管理：表 222-6 のとおり

ｄ　大豆
地下灌漑による生育制御と乾燥回避による安定栽

培
2010 年
実施圃場：場内 B（5 ａ区画）  前作：水稲　　
品種：タンレイ　　　　播種時期：6 月 4 日（標播）
栽植様式等：条間 75㎝、株間 20㎝（13.3 本 /㎡）、

慣行栽培
水管理：表 222-7 のとおり
2011 年
前作：大豆  品種：タンレイ 
播種時期：6 月 1 日（標播）
実施圃場・耕種概要は前年同様
水管理：表 222-8 のとおり
2012 年
前作：大豆  品種：タンレイ・ミヤギシロメ
播種時期：6 月 4 日（標播）
実施圃場・耕種概要は前年同様慣行栽培
水管理：表 222-9 のとおり

（イ）高生産水田輪作体系（3 年 4 作体系）の検証・
実証

ａ　現地実証調査
実証地区：美里町青生地区

（整備事業計画によるローテーション地区、表
222-10）

圃場形態：グライ土壌
強粘土マンガン型

（2009 年 FOEAS 施工）
サブソイラによる補助暗渠（自主施行）
実証農家：集落営農組織

（ａ）　輪作圃場　播種は全て逆転ロータリ＋目皿
播種機を利用
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①水稲乾直：品種：まなむすめ　5 月上旬播種　
　前作：大豆

水管理：播種直後－ 10cm、除草剤散布まで－
30cm、出芽揃いから慣行

②無代掻き移植：品種：まなむすめ  5 月中旬移
植    前作：水稲乾直

水管理：慣行管理
③小麦＋大豆狭畦：小麦 7 ／上収穫＋ 7 ／中大豆

播種  前作：無代掻水稲移植
品種：シラネコムギ、タンレイ
水管理：大豆開花期以降乾燥時のみ一時－ 10cm

（ｂ）　大豆単作団地　品種：ミヤギシロメ　播種
時期：6 月上旬 1ha（1 筆）　

水管理：播種後 30 日～開花前（7 月上中旬・7 ～
8 葉期）に一時－ 10cm

対照は慣行圃場慣行栽培
（ｃ）　疎水材の経年劣化
調査圃場：場内ほ場 11 筆（5a ほ場 :7 筆、50a ほ場：

4 筆）
もみ殻を補充したほ場の利用履歴については補充

後のみ考慮するものとした。
採取箇所：各ほ場暗渠 1 本当たり 1 か所、2 層

（30cm-50cm、50cm-70cm）
①　泥土混入率：採取したもみ殻に混入している

泥土の重量比率
②　NaOH もみ殻分解率：2％の NaOH 溶液に

30℃、24 時間浸した場合のもみ殻分解率及び、薬
品抵抗性によりもみ殻の外皮組織の残存率

③　目視によるもみ殻性状判定：目視によりもみ
殻の分解進度による性状
（ウ）経営評価

ａ　現地実証組織の概要（2011 年）
調査対象及び方法：M 集落営農組織（以下 M 組織、

美里町）及び関係機関、対面聞き取り調査
ｂ　FOEAS 導入の経済性評価（2012 年）

調査対象及び方法：A 地区 2 期工区、資料分析、
聞き取り調査

ｃ　FOEAS 導入圃場における野菜類の生産費
（2012 年）

調査対象及び方法：A 地区 M 集落　野菜部会、
資料分析、聞き取り調査

ｄ　FOEAS 導 入 に よ る 生 産 者 の 意 識 調 査
（2011 年）

調査対象及び時期：M 組織の運営委員等（回答
数 24 名、組織面積の 69.6％相当）

2011 年 12 月　アンケート調査
ｅ　FOEAS 施工によるほ場管理（排水路法面

の草刈作業）の省力効果の検証（2012 年）
調査区：FOEAS 施工ほ場および慣行暗渠施工圃

場の小排水路のそれぞれ 300 ｍ
調査時期及び方法：タイムスタディ調査、心拍数、

筋電位、自覚疲労調査
調査対象：被験者 A…30 代　日常的に草刈作業

を行っている男性
被験者 B…40 代　普段はあまり農作業に携わっ

ていない男性
被験者 C…50 代　日常的に草刈作業を行ってい

る男性　計 3 人
ｆ　地下水位制御システム導入ほ場における地

下水位制御の実態調査（2011，2012 年）
調査対象：地下灌漑制御システム（FOEAS を含

む）を導入している 7 経営体（県内 5、県外 2）
調査時期及び方法：2011 年 11 月および 2012 年

10 ～ 11 月、対面聞き取り調査

ウ　研究結果
（ア）作物潜在能力拡大技術の開発
小麦について追肥時期に地下水位を上げる処理を

行い、収量や、容積重、タンパク質含有量や品質に
差は見られ無かったものの、千粒重に差が認められ
た（表 222-11）。乾田直播では播種後に FOEAS に
より地下水位を調節することで出芽揃いを早め、苗
立ち率を高めることができた（表 222-12）。FOEAS
慣行区では地上部乾物・根乾物重も増大したが、葉
色も低く推移し、穂数、一穂籾数が少なく、収量・
品質は乾直慣行に劣った（図 222-2、3、表 222-13）。
無代掻き移植では、有効茎確保後に地下水位を－
15 ～ 20cm に保つことで、稈長がやや短くなり、
倒伏は軽減された。出穂期以後も葉色が維持され、
整粒歩合が高くなる傾向にあった（図表略）。鈴木・
千田１）が示した大豆開花後の地下灌漑効果をもと
に実施した研究では、大豆の生育制御は開花 1 か月
前の数日間の地下灌水で効果が認められ、また、乾
燥回避は開花後に pF2.7 を 2 日以上経過した後に行
うのが望ましいことが確認された。開花前の地下灌
水による生育制御により、ミヤギシロメでは草型が
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表 222-11　小麦収量及び品質等 表 222-12　水稲乾直出芽揃期と苗立本数

図 222-2　乾直水稲地上部乾物重 図 222-3　地表面からの層別根乾物重
注）凡例の数値は地表面からの深さ

（cm）を表す。
例）0-5 は地表面～ -5cm の間の根量

表 222-13　成熟期調査結果および収量構成要素等

向上し、倒伏軽減と品質の向上が図れる。開花後の
地下灌水による乾燥回避により、タンレイでは収量

は同程度だったものの莢ずれ症の軽減される傾向が
あった（図 222-4、5、表 222-14）。



─ 67 ─

図 222-4　大豆各圃場の土壌水分張力と降水量の推移
注 1）ロガータイプのテンシオメータによる測定値であり、給水時に一時的に pF 値が低下した
注 2）図中の矢印は地下灌水を示す

図 222-5　ミヤギシロメの葉色の推移との気孔伝導度
注 1）灌水処理後 1 ～ 2 日後に調査を行った　 注 2）測定位置は上位 3 葉目の頂小葉とした

表 222-14　各品種の成熟期・収量調査
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表 222-15　現地実証作業工程及び灌漑概要（輪作実証：水稲乾直）

表 222-16　現地実証作業工程及び灌漑概要（単作実証：標播大豆）

は小粒化により 3 等となった。なお、周辺慣行標播
大豆も 220kg/10a で虫害、莢ずれにより全て 3 等
であった。大豆団地での単作大豆「ミヤギシロメ」
の生育制御については、平均販売収量 320kg/10a
と多収となったが、灌漑時間が時期により制限があ
り短くなることから、十分な灌漑ができず効果を確
認することはできなかった（表 222-16、図 222-6）。

FOEAS システム利用による疎水材の経年劣化に
ついて、場内圃場で調査を行ったところ、もみ殻
の分解とほ場の畑作利用年数には高い相関が見ら
れ、2 ～ 3 年でもみ殻の分解抵抗性は失われること
からこの時期の補修が望ましい。FOEAS ほ場と通
常暗渠ほ場とでは、これまでの水管理条件下では
FOEAS ほ場の方がもみ殻の分解が進みやすい傾向
がみられた（図 222-7、8）。

（イ）高生産水田輪作体系（3 年 4 作体系）の検証・
実証

輪作圃場では、砕土整地作業をツインロータリか
ら逆転ロータリに切替え作業を行ったことにより作
業精度が高まり順調に作業体系が組むことができ
た。小麦は地下灌漑を利用せずに排水性を重点的に
活用し、販売収量 483.0kg/10a の 1 等麦と高い収量
で品質も安定していた。乾直水稲は除草剤使用後の
灌漑を、常時湛水水位を維持する方式から、水位が
下がったら灌漑する方式に変えたことにより、実証
ほ場の販売収量は、475kg/10a の 1 等米と収量品質
とも安定した。無代掻き水稲移植は、560kg/10a の
1 等米であった（表 222-15）。麦後晩播大豆は播種
後の地下灌漑のみ利用したところ 225kg/10a（昨年
160kg）であったが、高温となった 2012 年の品質
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図 222-6　単作大豆灌漑実証圃場の地下水位の変動

図 222-7　各ほ場の泥土混入率と畑作年数
注 1）泥土混入率は２反復の平均値
注 2）畑作年数はもみ殻補充後からのカウント

図 222-8　FOEAS ほ場と通常暗渠の畑作年数ごとの NaOH もみ殻分解率
注 1）通常暗渠は 2001 ～ 2002 年の調査データを利用
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表 222-17　野菜の生産費（2011） 

注 1）野菜労働費は時給 750 円で試算した。
注 2）減価償却費は野菜移植機と野菜用管理機であり、 
実際の取得価格で算出した。

表 222-18　大豆の生産費（2011）

注 1）大豆労働費は時給 1,496 円で試算し
た。

表 222-20　ほ場管理一般における FOEAS の評価表 222-19　FOEAS の使用方法の理解度とマニュアル
の必要性

（ウ）経営評価
FOEAS 導入の経済性評価では、平成 23 年度に

FOEAS を施工した A 地区 2 期工区（29.8ha）につ
いて計算したところ、施工費は 10a 当たり 190 千
円、年償却費 15 千円であった。施工費のうち自己
負担分は 10％であるため、実質的な年償却費は 1.5
千円となる（図表略）。石川ら 2）の研究において、
FOEAS 導入圃場における野菜類の生産費調査で
は、M 組織で転作作物として大豆、春作および秋
作ブロッコリー、とうもろこしを作付けし、大豆と
米を利用した加工みそを販売している。春作・秋
作ブロッコリーととうもろこしの輪作による所得
は 133 千円 /10a であった。また大豆では 60,756 円
/10a、加工みそで 83 千円の所得があり、FOEAS
の年償却費を超える所得を得ていると評価している

（表 222-17、18）。

Ｍ集落営農組織の運営委員に対するアンケート調
査の結果、FOEAS の使い方についての理解度は十
分に高いとは言えず、生産者向けの FOEAS 活用マ
ニュアルの必要性を指摘する結果となった（表 222-
19）。また、FOEAS についての全体的な評価は高
かったが、収量が安定しなかった水稲乾田直播につ
いて改善度が高かった。このことから FOEAS のほ
場における乾田直播の栽培管理技術を高め、経営的
メリットを実感することで、FOEAS に対する総合
評価を効果的に向上させる可能性が考えられる（表
222-20、表 222-21）。

FOEAS 施工によるほ場管理（排水路法面の草刈
作業）の省力効果の検証では、調査区を設置した小
排水路を比較したところ、FOEAS 区の法面の長さ
は慣行区の 54％であった。また法面の角度は 6.2°緩
やかであった（表 222-22、図 222-9）。FOEAS 区の
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表 222-21　FOEAS に対する評価の CS 分析結果

図 222-9　排水路の模式図

表 222-23　年間の FOEAS 導入による排水路管理
作業の比較（1ha100m 当たり）

表 222-22　調査排水路の概要

表 222-24　草刈作業時の表面筋電位
（FOEAS 区 / 慣行施工区）

草刈作業の所要時間を比較すると、慣行区の 86％
で、燃料費を含めた１ha 当たりの年間管理費用は
慣行区の 84.0％で（表 222-23）、草刈作業開始から

60 分までの表面筋電位の変化についても体への負
担が軽減されることが示唆された（表 222-24）。
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エ　考　察
（ア）　作物潜在能力拡大技術の開発
地下灌漑による生育制御について、水稲乾直では

苗立ちの良さが未だ収量・品質の向上に結びついて
いない状況にある。麦では追肥時期の灌漑による品
質向上が見られた。また、大豆では生育中期（播種
後 30 日～開花期）の連続灌漑、及び開花後の土壌
pF2.7 時期の一時灌漑など生育制御のための灌漑時
期・方法を明確にすることができた。
（イ）　高生産水田輪作体系（3 年 4 作体系）の検証・

実証
現地実証を通じて FOEAS システムによる灌漑方

法について、農家の理解に時間がかかりマニュアル
の必要性を感じた。輪作実証では 3 年目で安定した
栽培が可能になってきたが、水田圃場の維持（漏水・
均平など）のためには、定期的に慣行の代掻き移植
栽培を組み入れるのが望ましいと考えられた。現地
実証で地下灌漑による大豆の生育制御を試みたが、
揚水期間や間断運転などにより実際に水位を保つこ
とが困難な現地が多く、必要な時期に一時灌漑を可
能にするような対応が必要とされた。現地組織では
大豆だけの転作組織であったが、FOEAS システム
の導入と本実証により小麦・乾直水稲とも生産意欲
が増し、実証圃場（各 1ha）以外にも作付面積を 3
～ 4ha 増やし定着してきている。
（ウ）　経営評価
M 組織の FOEAS 施工圃場における野菜類およ

び大豆の利益を試算し、FOEAS 導入の効果を示す
とともに、排水路管理作業の負担軽減効果を評価し
た。アンケート調査の結果、FOEAS についての全
体的な評価は高かったが、「水稲乾田直播の導入の
しやすさ」について改善度が高かった。また事例調
査によって FOEAS が導入された水田が有効活用さ
れるための条件は①地下灌漑機能の十分な理解、②
能動的な取り組み姿勢と目的の明確化③収益と労働
力の確保、④関係機関等による支援体制⑤まとまっ
た規模での導入、⑥通水期間の拡大、といった項目
が考えられた。

オ　今後の課題
（ア）　作物潜在能力拡大技術の開発
水稲乾直では苗立ちの良さを活かした収量・品質

向上技術として、無代掻き移植では耐倒伏技術とし

て確立する。小麦は、追肥時期の地下灌漑効果につ
いて年次変動を確認する。大豆は生育制御と乾燥回
避技術として確立する。
（イ）　高生産水田輪作体系（3 年 4 作体系）の検証・

実証
輪作団地については高生産性の確認と作物切替効

率の確認、大豆単作では生育制御技術の現地適応性
について確認する。
（ウ）　経営評価
特になし。

カ　要　約
（ア）　作物潜在能力拡大技術の開発
水稲乾直及び無代掻き移植栽培、小麦栽培、大豆

標播栽培において、FOEAS システムの利用による
作物潜在能力拡大技術の開発研究を行い、水稲乾直
では苗立ちの良さを確認した。小麦では追肥時期の
灌漑による品質向上が見られ、大豆では生育制御の
ための灌漑時期・方法を明確にすることができた。
（イ）　高生産水田輪作体系（3 年 4 作体系）の検証・

実証
FOEAS システムの利用による水田輪作体系の現

地実証を行い、システムの作物別効率的活用につい
て、現地農家の技術習得も含めた評価を行い、経験
のない水稲乾直及び無代掻き移植栽培、小麦栽培、
小麦後晩播狭畦大豆栽培などに積極的に取り組んで
いただいた。地下灌漑システムの活用技術を取得し、
各栽培の安定生産が可能となり、実証圃場以外にも
作付を拡大している。また、地下灌漑による大豆の
生育制御技術を現地で実証を行ったが、実際に水位
を保つことが困難な現地が多く、現地の機場運営に
合わせた一時灌漑対応が必要とされた。
（ウ）　経営評価
FOEAS 施工圃場における導入作物の利益を試算

し、FOEAS 導入の効果を示すとともに、排水路管
理作業の負担軽減効果を評価した。また、アンケー
ト調査により、FOEAS についての全体的な評価を
示し、FOEAS が導入された水田が有効活用される
ための条件を明確にした。
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１　地下水位制御システムを利用した北陸重粘土
圃場における 2 年 3 作体系の開発
ア　研究目的
寒冷多雪な北陸地域の重粘土地帯では、畑転換時

の排水不良条件によりオオムギ、ダイズ等の安定し
た生育の確保が難しいが、耕うん同時畝立て播種技
術 1）により湿害が回避され、ダイズの生育・収量
は改善されてきている。しかし、収量の安定化を図
るためには、圃場そのものの排水性を改善すること
が重要であり、加えて、近年は夏期の無降雨日の増
加や高温等、水分ストレスの影響についても問題と
なってきており、安定した水分供給がなされること
も、水稲－オオムギ－ダイズの 2 年 3 作体系の確立
のためには不可欠である。そのため、水稲作におい
て直播体系による安定した低コスト技術の確立を図
るとともに、地下水位制御システムにより融雪時や
梅雨期の迅速な排水、夏期の安定的な水分管理を行
うことでオオムギ、ダイズの生育および収量の安定
化を図り、北陸地域の重粘土圃場における安定的な
2 年 3 作体系の開発を行う。

イ　研究方法
（ア）　 地下水位制御システムを利用した無代かき

Ｖ溝乾田直播水稲栽培技術（2011）
ａ　品種は「ハナエチゼン」を 5/1 にＶ溝乾田直

播機により播種した。圃場処理は、地下水位制御シ
ステム施工圃場で水位制御をしない圃場（開放区：
暗渠開放、周囲明渠無し）、地下水位制御をした圃
場（制御区：目標水位 -12cm 程度、制御期間 5/3
～ 6/9、周囲明渠無し）、一般的な暗渠施工圃場（対
照区、周囲明渠あり）とした。

ｂ　圃場作業性の指標としての地耐力変化につい
て、Ｖ溝乾田直播の播種前から播種までの期間にお
いて、矩形板地下量と含水比等について調査した。
また、地盤が軟弱となると作業や自走ができなくな
るため、機械作業性の指標としてすべり率について、
Ｖ溝乾田直播機の播種時において、比較調査を行っ
た。

ｃ　開放区および制御区に播種量 5.0kg/10a（標
播区）と 7.5kg/10a（多播区）を設け（対照区は標
播区のみ）、出芽 ･ 苗立等の生育形質および収量形
質について評価を行った。
（イ）　 地下水位制御システムを利用したオオムギ

栽培技術（2011 ～ 2012）
ａ　圃場処理はＶ溝乾田直播水稲と同様で、制御

区の地下水位は目標 -30cm 程度とした。播種はオ
オムギ「ファイバースノウ」をＶ溝直播水稲後に、
耕うん同時畝立て播種（畝立）により行った。調査
項目は、生育形質、収量、鋤床上湛水深、作土下部
の土壌水分等とした。

ｂ　圃場作業性の指標としての地耐力変化につい
て、Ｖ溝乾田直播水稲の収穫後から耕うん同時畝立
てオオムギ播種時までの期間において、矩形板地下
量、含水比、機械作業性の指標としてすべり率につ
いて、耕うん同時畝立て播種機のオオムギ播種時に
おいて、開放区、制御区、対照区での比較調査を行っ
た。
（ウ）　 地下水位制御システムを利用したダイズ栽

培技術（2010、2012）
ａ　圃場処理はＶ溝乾田直播水稲と同様で、制御

区の地下水位は目標 -25 ～ 30cm 程度とした。播種
はダイズ「エンレイ」を 6 月中下旬に行った。

ｂ　圃場内に耕うん同時畝立て播種（畝立）、お
よび同様の作業機による通常耕うん播種（平床）の
区を設け、比較検討した。調査項目は、生育形質、
収量、鋤床上滞水深、作土下部の土壌水分等とした。
（エ）　 地下水位制御システム圃場からの窒素流出

特性について（2010 ～ 2012）
ａ　畑転換時の降雨時等に地下水位制御システム

導入圃場（開放区および制御区）において、暗渠流
出水および表面流出水を採取し、流出水中の硝酸態
窒素濃度を測定した。これらと流出水量を用いて硝
酸態窒素流出量を算出した。

ｂ　Ｖ溝乾田直播水稲時には、降雨時・落水時に
暗渠・表面流出水を経時的に採取した。懸濁物質・
全窒素・アンモニア態窒素および硝酸態窒素濃度を

第３章　北陸地域における地下水位制御を核とした地域輪作システム

の確立
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測定し、流出水量を用いて流出負荷量を算出した。

ウ　研究結果
（ア）　 地下水位制御システムを利用した無代かき

Ｖ溝乾田直播水稲栽培技術
ａ　水稲播種時の矩形板沈下量は全体的に制御区

＞対照区＞開放区の順に大きい傾向を示し、また土
壌含水比については制御区で高めであったものの、
開放区は圃場内周囲明渠を施工してある対照区と同
等以下であった（図 231-1A）。Ｖ溝乾田直播機を土
壌表面が乾いた状態で作業を行うと、ほとんどすべ

りがない状態となるが、今回の播種作業は降雨が続
いた後に行ったため、全ての区ですべり率が高くな
り、特に地下水位制御システム施工圃場の開放区、
制御区は、対照区よりもすべり率が高い傾向にあっ
た（図 231-2A）。

ｂ　「ハナエチゼン」における出芽苗立本数は多
播区の方が標播区に比べて多く、標播区においては
対照区＞開放区＞制御区の順となった。坪刈収量は
多播区が標播区よりも高く、標播区においては開放
区、制御区、対照区とも同程度であった（表 231-
1）。ただし、制御区では播種時の条件が悪く、一部

図 231-1　矩形板沈下量と土壌含水比の推移
　A：V 溝乾田直播播種時まで、B：落水からオオムギ播種時まで

図 231-2　播種作業時におけるトラクターのすべり率
　A：V 溝乾田直播機（5/1）、B：オオムギ播種時の耕うん同時畝立て播種機（9/27）

表 231-1　Ｖ溝乾田直播水稲の収量および収量構成要素
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の排水条件の悪い場所では欠株が多くなったため、
全刈収量は低めとなった（表 231-2）。
（イ）　 地下水位制御システムを利用したオオムギ

栽培技術
ａ　Ｖ溝乾田直播水稲作の落水からオオムギ播種

までについて、落水直後の含水比は制御区で高かっ
たが、水稲収穫時にはどの区も同程度になった（図
231-1B）。水稲作は無代かきでのＶ溝乾田直播で
あったため、落水直後の時点で矩形板沈下量が大き
かった制御区においても収穫時には地耐力は高くな
り、収穫作業に支障を来すことはなかった（図 231-
1B）。耕うん同時畝立て作業機によるオオムギの播
種時のすべり率は、作業速度が遅いこともあり、お
おむね 10％強で問題とならなかった（図 231-2B）。

ｂ　オオムギ播種時の砕土率は、制御区が開放区
に比べ有意に低く、苗立ち数は制御区が対照区に比
べ有意に低かったが、開放区との差はなかった。融
雪後における制御区の生育は他区に比べて悪く、成
熟期においては畝肩部（第 1 条と第 5 条）の生育が
顕著に劣ったが、その内側の条（第 2 ～ 4 条）では
違いが認められず、また穂数、収量も制御区は開放
区に比べて少なかった（表 231-2）。この要因として、

オオムギ栽培期間における制御区の平均鋤床上水位
は開放区より有意に高く、制御区の畝では肩部と中
央部の高さの差が対照区に比べ有意に大きかったた
めと判断された。
（ウ）　 地下水位制御システムを利用したダイズ栽

培技術
ａ　2010 年のダイズ作は梅雨期間において、対

照区では常時、鋤床上に滞水していたのに対し、開
放区、制御区では鋤床上の滞水は一時的であった。
一方で 2012 年は、2010 年の乾燥履歴を反映したも
のと推測されるが、対照区においてもそれほど顕著
な鋤床上の滞水は認められなかった。この排水改善
により、開花期におけるダイズ生育形質は良好と
なった。

ｂ　作土中の土壌水分は地下水位制御により高め
に推移し、ダイズ茎基部出液量は 2 ヶ年とも制御区
が高くなった。また 8 月の高温時において、開放区
より制御区の方がダイズの群落温度が低い状況にあ
り、地下水位制御により蒸散が盛んであった（図
231-3）。根粒固定窒素割合は 2 ヶ年とも制御区で有
意に高くなった。

表 231-2　地下水位制御圃場におけるオオムギ収量・収量構成要素および条別の成熟期乾物重

図 231-3　地下水位制御によるダイズ群落温度の違い
左：2010.8.24 撮影（30 ～ 45℃）　　　　右：2012.8.29（25 ～ 40℃）



─ 77 ─

表 231-3　各処理区におけるダイズ収量および収量構成要素

図 231-4　畝立て播種に対する平床播種のダイズ収量比
　* 図下の数値は平床播種の坪刈収量

ｃ　収量構成要素について、1 莢内胚珠数、稔実
歩合、百粒重で有意差が認められたが大きな差では
なく、2010 年の対照区平床の百粒重の低下につい
ては湿害の影響による生育量の差に由来すると考え
られた（表 231-3）。また収量については、有意な
差は認められなかったが、地下水位制御システム圃
場では、目標とした坪刈収量 330kg/10a を達した。
湿害の影響が小さい畝立て播種における収量を基準
とした平床播種の収量比（平床 / 畝立て）は、2010
年の対照区で 0.77 と小さかったが、地下水位制御
圃場では開放区、制御区ともに 1 以上となり、地下
水位制御圃場では畝立て播種の湿害軽減効果が認め
られない程、排水が良好であった（図 231-4）。
（エ）　 地下水位制御システム圃場からの窒素流出

特性について

ａ　2 年 3 作における硝酸態窒素流出量は、他 2
作に比べて施肥量が多く、流出水量が多いオオムギ
作付期の積雪前が多かった。地下水位制御システム
圃場では暗渠が主要な流出経路であり、土壌を浸透
しない表面流出水の寄与は小さかった。オオムギ－
ダイズ作付期の土壌硝酸態窒素含量の変化は、おお
よそ暗渠流出水中硝酸態窒素濃度のそれに対応して
いた。

ｂ　Ｖ溝乾田直播では、代かきが省略されるため
に、懸濁物質の流出量は代かき水田の報告値（0.2
～ 4.2 t/ha）に比べて低かった。開放区・制御区の
全窒素流出量は対照区の 6 割弱で、代かき水田（10
～ 30 kg-N/ha）の報告値に比べて低かった。

エ　考　察
（ア）　播種時に耕起作業を伴わないＶ溝乾田直播

水稲栽培では、オオムギ－ダイズ栽培の様な耕起作
業体系に比べて作業時の田面の影響が大きく、トラ
クターや作業機の轍の影響が顕著に表れる。2010
年度は播種前後に降雨が多く、土壌水分が高かった
制御区や圃場内の排水不良部分ではＶ溝の作溝や覆
土が不十分となったために出芽苗立本数が低下した
と考えられた。また、今回の対照区は同じＶ溝乾田
直播水稲栽培としたが、通常の代かき・移植水稲栽
培であれば、地耐力等の差はより顕著に現れたと考
えられた。積雪地帯で冬期間に圃場が乾燥しない北
陸地域では、播種精度等を考慮すると田面をより固
く仕上げた状態で作業する必要があると考えられ
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た。
（イ）　重粘土圃場において、排水性が不良な条件

においてオオムギの生育が抑制されることが報告さ
れているが 2）、今回のオオムギ栽培において、地下
水位制御により地下排水性が悪化した場合は、同様
に生育が抑制されることが示された。重粘土圃場に
おけるオオムギ栽培では、地下水位制御システムの
排水機能を重視した管理が必要であると考えられ
た。
（ウ）　重粘土圃場におけるダイズ栽培、特に梅雨

期間はまだ生育が小さく、湿害の影響を受けやすい。
耕うん同時畝立て播種栽培は、鋤床上の滞水面から
播種された種子を相対的に離す効果があるが 1）、鋤
床上の滞水そのものを減少させる地下水位制御シス
テムと組み合わせることで、より湿害の軽減が可能
となると考えられた。近年は圃場の大区画化が進み、
表面排水性よりも地下排水性の改善が重要となり、
営農的な地下排水性の改善技術の評価 3）や、それ
に伴うダイズの生育についての報告 4,5）があるが、
地下水位制御システムの排水機能はこれと同様の効
果があると同時に、より生産者の負担が少ない技術
と考えられた。
（エ）　無代かきのＶ溝乾田直播では、通常の代か

き・移植水稲栽培に比べて、懸濁物質の流出量が顕
著に少ないが、これは作業の省力化のみならず、圃
場系外への水質汚濁の影響も小さくできる可能性が
示されたと考えられた。

オ　今後の課題
（ア）　ダイズは水分供給の効果は認められたが、

収量や乾物生産への効果が判然としなかったため、
土壌条件の異なる現地圃場での比較検討が必要であ
る。
（イ）　また、地下水位制御システム圃場における

2 年 3 作体系での作業有利性について検討が不十分
となっているため、新潟農総研と協力して現地実証
により確認・検証をする予定である。

カ　要　約
地下水位制御システムを利用した北陸重粘土圃場

における 2 年 3 作体系において、ダイズは地下水
位制御による水分供給の効果は認められたが、生
育・収量に及ぼす効果は認められなかった。一方で

システムの導入により、鋤床上湛水の減少等、地下
排水性が改善され、畝立て播種と同程度の効果が認
められた。Ｖ溝乾田直播水稲は、水位制御した区で
は排水性の悪化により播種作業に支障を来したもの
の、暗渠開放区では周囲明渠が作溝されている対照
区と同程度の播種作業が可能となり、収量も目標
の 500kg/10a を上回った。オオムギは多雪年であっ
たこともあり、排水不良となった地下水位制御区で
は畝の端条での生育が悪くなり収量も少なくなった
が、暗渠開放区では周囲明渠を施した対照区と同程
度の坪刈収量が確保でき、全刈収量は対照区を上
回った。以上から北陸重粘土においては、システム
の排水能力を中心に活用することが有効であること
が示された。
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２　積雪湿田地帯における水田高度化技術の開発
ア　研究目的
新潟県の水田の大部分を占める沖積重粘土圃場

は、中粗粒土壌に比べて有効水の幅が狭く、転換畑
としては湿害、干害の両方に遭遇する可能性がある。
特に作付けの多い大豆は初期の湿害に弱く、また子
実肥大期の要水量は比較的多いため、上記土壌の特
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性の影響が大きく現れ、収量・品質の不安定要因と
なっている。また近年の気象変動の影響や収穫作業
を前提とした水管理のため、水稲の登熟期間は土壌
水分が低く推移する場合が多く、品質低下の要因と
指摘されている。これらの問題を解決するため地下
水位制御システムほ場を活用して土壌水分を作物の
生育ステージにあわせてコントロールすることによ
り、水稲および大豆の低コスト高品質栽培をめざす。

イ　研究方法
（ア）　地下水位制御システム圃場におけるかんが

い・排水機構の検討
ａ　地下水位制御システム圃場における土壌水分

解析
下記に示した実証圃場を想定して、土壌水分移動

予測プログラム「ＨＹＤＲＵＳ」による水分移動シ
ミュレーションを行った。

ｂ　現地圃場における地下水位制御の検討
地下水位制御システム導入地区である燕市高木粟

生津地区（細粒強グライ土）において、かんがい・
排水機構の検討を行った。処理区は実証区として地
下水位制御システム施工２年目の圃場（水稲 87a、
大豆 181a）、対照区として慣行暗渠施工圃場（水稲
73a）および補助暗渠未施工圃場（大豆 127a）を設
置した。実証区は作物の生育ステージに適した土壌
水分状態にするため、自動給水栓の水位センサー（フ
ロート式）を利用し、地下かんがいを 6/23 ～ 8/30（多
雨時を除く）まで実施した。対照区は農家慣行の水
管理とした。地下水位は、応用地質（株）社製「Ｓ
＆ＤＬ mini 小型絶対圧水位計」で計測した。土壌
水分ポテンシャルは、（有）ヒロセ理化社製「HR-2003
自記式テンシオメーター」で水稲 10cm 深、大豆
30cm 深を測定した。
（イ）地下水位制御システムを利用した高品質水

稲栽培の検討
水稲品種「コシヒカリ BL」を 5 月 4 日に栽植密

度 15 株 /㎡で移植した。施肥は有機質入り全量基
肥肥料を用い、10 ａ当たり窒素 4.2kg、リン酸 2.5kg、
カリ 1.8kg 施用した。水管理以外は農家慣行管理と
した。試験区は地下かんがいを行った実証区と地上
部からのみのかんがいを行った対照区を設けた。

栽培期間中、草丈、茎数、SPAD 値を測定し、成
熟期に稈長、倒伏程度（無：0 ～甚：5）および土

壌貫入抵抗を測定した。収量調査は成熟期に円形坪
刈機で 3.3㎡を刈取り、乾燥後、定法により収量・
収量構成要素を測定した。粒厚 1.85mm 以上の玄米
を精玄米とし、外観品質を穀粒判別機（RGQI20A、
サタケ）で測定した。1 区 1 圃場で調査は 3 か所行っ
た。
（ウ）　地下水位制御システムを利用した大豆安定

栽培の検討
a 　大豆圃場における地下水位の簡易測定法
大豆圃場の地下水位を簡易に測定するために細い

縦穴を掘削した。細い縦穴は市販のラセン式穴掘り
器（中弘式らせん穴掘器 2.5 寸：全長 84cm、ハン
ドル幅 42cm、掘削部直径 75mm）を用いて掘削で
きる。地下水位を 1 ｍ程度まで観察できるように、
穴掘り器の柄を切断し、鋼管（鋼製ガス管：外径
21.7mm、長さ 1 ｍ）とボルト（ステンレス 6 角ボ
ルト：M8 × 40mm）で柄を約 40㎝延長した（写真
232-1）。

地下水位測定用の縦穴掘削は大豆の培土作業が終
了した後に行った。掘削位置は防除等の管理機走行
の妨げにならないように条間を避けて大豆の株元に
穴掘り器を用いて縦穴を掘削した。ハンドルを回し
て約 10cm 掘削し、ハンドルを半周程戻して引き抜
き、ラセン掘削部に入った土を手でかき出し、繰り
返し掘削すると約 5 分～ 10 分で約 1 ｍの縦穴が掘
削できた。穴を崩さず長期間地下水位を観察できる
ように直径 60mm、長さ約 1 ｍの塩化ビニールパイ
プ（VU50）に、水がパイプの側面からも浸入する
ように直径 5mm 程度の穴を 2 方向から互い違いに
5㎝間隔で開けて埋設した。さらに、地表水が掘削
した縦穴に直接流入しないように地表部分の隙間を
やや高めに土で埋め、虫やゴミ等の侵入を防ぐため
にキャップをした（写真 232-2）。

地下水位の測定は、掘削数時間後、地下水位が安
定してからメジャーあるいは棒状の発泡スチロール
を水面に浮かべて測定した。なお、本研究では畝間
の最底部から地下水位面までの長さを地下水位とし
て測定した。

b 　大豆栽培試験
地下水位制御システムを活用し、大豆の水分スト

レスを解消し、安定的な収量と品質を確保するた
め、新潟県燕市高木の地下水位制御システムの施工
された現地圃場で大豆の栽培試験を実施した。試験
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は 2010 年～ 2012 年の 3 か年実施し、生育に応じて
地下水位制御を実施した実証区、原則として地下水
位制御を実施しない対照区（必要に応じて生産者が
一時的に潅水）を設置し、比較検討した。供試品種
は「エンレイ」である。試験圃場は沖積重粘土であり、
2010 年および 2011 年は前項のとおり、土中の上方
向や横方向への水分移動は極めて緩慢であり、実証
区においても本暗渠直上付近以外では、目標水位ど
おりの地下水位制御は困難であった。2012 年につ
いては、実証区（暗渠施工 2006 年、補助暗渠施工
2 年目、181 ａ）と対照区（暗渠施工 2003 年、補助
暗渠施工 9 年目、営農弾丸暗渠施工、127 ａ）、さ
らに実証区の一部で補助暗渠施工間隔を通常の半分

（50cm）にした補助暗渠密実証区を設けて試験を実
施した。大豆の播種は両区とも 5 月下旬、条間 75㎝、

栽植密度は実証区 18.7 本 /㎡、対照区は 17.4 本 /㎡、
両圃場とも大豆 2 年目、中耕培土 1 回、開花期は 7
月 23 日、成熟期は 10 月 9 日であった。実証区の地
下水位制御は 6 月 29 日～ 8 月 30 日の期間で実施し
た。生育初期は給水位及び暗渠排水位を-20cmとし、
中後期は -30cm に設定し、大豆の生長に合わせて
水位設定した。なお、開花期以降、乾燥により地下
水位の低下が続く場合には、自動制御ではないが給
水位を -20cm まで上げ、半日程度の短時間の地下
潅水とすることで水分の横移動を促進させ、暗渠条
間部までの給水と湿害防止を図った。2012 年の実
証区では、大豆の栽培期間の pF 値は概ね 1.0 ～ 2.0
を維持できた。なお、対照区の地下水位は -20cm
～ -80cm で、pF 値は地下水位に連動して 0.0 ～ 2.9
の範囲で変動し、過湿や乾燥に遭遇する時期があっ

写真 232-2　穴掘器と発砲スチロールによる地下水位測定

写真 232-1　ラセン式穴掘器による簡易地下水位測定
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た（図 232-1 参照）。
c 　地下水位制御が雑草の発生動態に及ぼす影響

の解明
新潟県燕市の現地圃場において、2011 および

2012 年に土壌中に埋没している雑草種子量を把握
するために、大豆播種前に土壌を採取し、埋土種子
量を調査した。土壌は、圃場からサイの目状に採取
か所を 9 地点選び、内径 2.5cm の土壌スコップを
深さ 15cm まで差し込んで採取した。採取した土壌
は比重選により雑草種子を回収し、雑草種子数およ
び種類を同定した。大豆生育期間中では、雑草発生
本数を測定した。50cm × 50cm 四方の枠を雑草発
生量が中庸な 4 か所に置き、枠内の雑草を採取して
発生本数を計った。大豆栽培期間中の、地下水位制
御圃場と一般圃場との土壌水分の違いを土壌水分
計で測定した。2010 年度はウォーターマーク社製

「6450WD」で 20cm 深を測定し、2011、2012 年度
は（有）ヒロセ理化社製「HR-2003 自記式テンシオ
メーター」で 30cm 深を測定した。
（エ）　経営評価
現地実証経営の作業日誌、聞き取り調査データ等

を基に線形計画法（XLP、中央農研が開発）で現状
モデルを策定し、現状の再現を試みる。その上で、
新技術として乾田直播を想定し、その導入可能性を

検討するプロトタイプモデルを策定し、導入した場
合の経営効果を分析する。乾田直播に関しては新潟
県栽培指針等を補足データとして使用し、乾田直播
の収量は水稲移植の 8 割と仮定する。

ウ　研究結果
（ア）　地下水位制御システム圃場におけるかんが

い・排水機構の検討
ａ　地下水位制御システム圃場における土壌水分

解析
ＨＹＤＲＵＳによる土壌水分の移動解析を行った

結果、土中の上方向や横方向の水分移動は極めて緩
慢であることが判った（図 232-2）。

ｂ　現地圃場における地下水位制御の検討
水稲作では、地表かんがいで湛水後、地下かん

がいを実施することで地下水位は概ね -10cm ～
-20cm、pF 値は 0 ～ 1.5 程度を維持できた（図 232-
3）。また大豆作では、一時的に給水位を -20cm に設
定し水分の横移動を促進させて短時間で地下かんが
いし、その後地下水位を低下させる方式と、土壌
のひび割れが進んだ時の－ 30cm 自動給水方式を組
み合わせて pF 値 1.0 ～ 2.0 程度を維持できた（図
232-1）。
（イ）　地下水位制御システムを利用した高品質水

図 232-1　大豆栽培圃場における地下水位と土壌水分ポテンシャル（2012 年）
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図 232-3　水稲栽培圃場における地下水位と土壌水分ポテンシャル（2012 年）

図 232-2　地下かんがいにおける圧力水頭のシミュレーション経過
（左：本暗渠、右：補助暗渠）　深さ 20cm の観測点
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稲栽培の検討
土壌水分を湿潤に管理できた 2010 年、2012 年の

平均収量は実証区がやや高く、整粒歩合も高い傾向
がみられた。一方、出穂期前の土壌が過乾燥となっ
た 2011 年は実証区の収量が低下し、整粒歩合もや
や低くなった （図 232-4）。被害粒の発生に付いてみ
てみると、2012 年は 9 月 17 日、18 日に高温・乾燥
条件となり、胴割粒が発生したが、実証区の胴割
粒率が対照区に比べ低かった （図 232-4）。実証区の
根の分布は対照区に比べ 0 ～ 5cm の根量が少なく、
分布割合も小さいが 5cm より深い部分では根量お
よび分布割合が大きかった （表 232-1）。成熟期の倒

伏程度は実証区が対照区に比べ小さい傾向がみら
れた （図 232-5）。刈取り後の貫入抵抗値は実証区が
対照区に比べ深さ 3cm より下で大きい値を示した

（図 232-6）。2012 年の実証区の pF 値は、中干し期
間は乾きやすいが、中干し終了後から出穂期まで地
下水位は対照区に比べ実証区が高く維持され、7 月
中の平均地下水位は実証区が -14 cm、対照区が -41 
cm であった。また、登熟後半の 9 月 1 日から 10
日までの平均地下水位は実証区が -56cm、対照区が
-76cm であった（図 232-4）。
（ウ）　地下水位制御システムを利用した大豆安定

図 232-4　収量、整粒歩合、胴割粒率
2010 年、2012 年は土壌水分が湿潤に管理された。2011 年は過乾燥となった。
縦棒は標準誤差を示す。

表 232-1　根量および根の分布

図 232-5　稈長と倒伏程度（2010 ～ 12 年）
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栽培の検討
a 　大豆圃場における地下水位の簡易測定法
ラセン式穴掘り器（約 5,000 円）と柄の延長部品

（鋼管約 1,000 円、ボルト 4 組セット約 500 円）はホー
ムセンター等で購入可能であり、簡単な工具で穴掘
り器の柄を延長できた（写真 232-1）。また、圃場に
埋設する塩化ビニールパイプ製の管（1 ｍ分 150 円）
とキャップ（1 個 100 円）も安価であり、圃場の地
下水位を容易に観察することができた（写真 232-
2）。鋼管の切断や穴開けの工具を除き、約 7,000 円
以内で地下水位を確認するための道具の準備が可能
であった。測定は周辺水田からの水の流入を考慮し
て圃場中央部の 1 か所で行った。

b 　大豆栽培試験
大豆圃場の地下水位について、実証区では地下水

位制御により、地下水位を -20 ～ -70cm の範囲で維
持されたが、対照区では継続した無降雨により地下
水位が -80㎝以下まで低下した。なお、対照区では
無降雨が続き著しい乾燥条件となったため、7 月 31
日および 8 月 26 日に生産者により周囲明渠及び暗
渠管への通水により潅水が実施された（図 232-4）。
大豆の生育について、対照区では生産者による播種
直後の潅水が実施され、7/25 の主茎長および分枝
数で生育が促進される傾向があったが、その他の項
目では生育に有意な差は見られなかった（表 232-
2）。地下水位制御を行った実証区または補暗密実証

表 232-2　大豆生育の推移

表 232-3　大豆の収量構成要素等

図 232-6　貫入抵抗値（2012 年）
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表 232-4　大豆の子実品質（粒数％）

区では、対照区に比べて有効莢数や収量が高まる傾
向があり、実証区では対照区よりも有意に百粒重が
大きくなった（表 232-3）。子実品質では、地下水位
制御の違いによる明らかな差は見られなかった（表
232-4）。

c 　地下水位制御が雑草の発生動態に及ぼす影響
の解明

雑草発生動態を調査した結果、大豆栽培の重要雑
草の一つであるハルタデにおいて、2010、2011 年
とも開花盛期頃は地下水位制御区の方が発生量は少
なく、粒肥大始期頃は逆に多かった。2011 年は埋
土種子量が地下水位制御区の方が少なかったが、粒
肥大始期と粒肥大盛期は地下水位制御区の方が発生
量が多かった。

粒肥大始期および粒肥大盛期は 8 月上旬および
下旬頃に該当し、2012 年までの調査 3 か年次とも、
この時期は高温干ばつ傾向の気象であった。そのよ
うな条件下で土壌水分を調査した結果、地下水位制
御区は対照区と比べて pF 値が低く、湿潤状態に推
移した。
（エ）　経営評価
現地実証農家の経営データを基に、現状モデル

を設定した。経営規模は約 20ha、作付品目は水稲
と大豆、労働力２名とした（表 232-5）。転作率は
23％、小作料は 2.3 万円 /10a とし、現状モデルを
線形計画法で分析した結果、最適解の作付面積は水
稲 16.7ha、大豆 4.4ha となり、現地実証農家の栽培

状況をほぼ再現できた。
実証地区における地下水位制御システム施工経費

は、業者施工 300ha で 10a 当たり 224 千円であっ
た。工事内容の耐用年数に応じて年償却費を算出す
ると、10a 当たり 19 千円である。新潟県内のほ場
整備の農家負担額は、一般的に施工経費から補助金
を圧縮した残額の 10％となる事例が多い。

地下水位制御システムは排水能力が高いため、重
粘土ほ場における春先の耕起作業の砕土率を高める
ことができ、乾田直播が導入可能になると考えられ
る。そこで、現状モデルに乾田直播を新技術として
導入する場合について、経営評価を行うためのプロ
トタイプモデルを策定した（表 232-6）。プロトタイ
プモデルの最適解は、水稲作付 21.5ha うち乾田直
播 5.4ha、大豆作付 9.1ha となった。現状モデルに
比して、水稲が 4.8ha 増加し、ほぼ乾田直播種面積
増加に一致する。大豆は 4.7ha 増加する。農業所得
は 1,582 万円となり、現状モデルより約 450 万円増
加する（図 232-9）。

エ　考　察
（ア）　地下水位制御システム圃場におけるかんが

い・排水機構の検討
北陸地域における重粘土地域の地下かんがいで

は、HYDRUS によるシミュレーションの結果、土
中の水分移動は緩慢であることが解析できた。また、
現地ほ場の水分計測を踏まえて水稲栽培では、地表

表 232-5　モデル経営の概況と前提条件
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かんがいで速やかに水分充填を行い、地下かんがい
で水分補給を行うことが望ましいことが判った。

大豆栽培では、シミュレーションの結果を加味す
ると常時地下かんがいをしていると地下水位は常時
-30cm 程度に位置し、降雨時は地下水位が急上昇す
るため湿害を招く傾向にある。-20cm 程度の給水位
で地下かんがいを行うことで短時間に地下かんがい
ができる。　　

水分補給後は -60cm 程度に地下水位を下げてお
く手法が北陸地域では有効な地下かんがい手法であ
る。
（イ）　地下水位制御システムを利用した高品質水

稲栽培の検討
出穂前の水管理と水稲玄米品質との関係につい

て、佐藤・東 （2011） は pF 値が 1.5 を超えるよう
な強い中干しや、出穂期の 30 日前よりも遅くまで、
中干しを実施した場合に、葉色 （SPAD 値） が低下
し、高温登熟に遭遇すると基部未熟粒が増加するこ

とを報告している。本試験において、2010 年およ
び 2011 年は出穂期前の土壌を湿潤に管理できたが、
2011 年は出穂前の pF 値が 2.0 を超えるような過乾
燥となり、そのため、基部未熟粒が多く発生したと
考えられた。また、胴割粒が多く発生したが、実証
区は対照区に比べ有意に少なかった。胴割粒は登熟
期の土壌水分を湿潤に保つことにより減少できる 

（永畠ら 2005）。本試験の実証区の地下水位が対象
区に比べ高く管理されたことや実証区の根が下層部
に多く分布していることから、生育後半まで稲体の
水分供給が可能となり、胴割粒の発生防止に有効で
あった可能性がある。さらに、土壌硬度が高まると
押し倒し抵抗値が高まることが報告されており （寺
島ら 1995）、本試験において実証区は登熟期の土壌
硬度が高く、倒伏防止につながると考えられた。以
上のことから、地下かんがいシステムの導入は、土
壌を湿潤に管理することにより、倒伏防止や胴割粒
の発生防止に有効で、品質向上につながると考えら

図 232-9　乾田直播を導入した場合に想定される作付面積と農業所得の変化

表 232-6　利益係数（10a 当たりプロセス純収益）の設定
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れた。
（ウ）　地下水位制御システムを利用した大豆安定

栽培の検討
a 　大豆圃場における地下水位の簡易測定法
大豆の水分ストレスを回避する方法として地下水

位の測定が有効である。梅雨明け以降は少雨高温に
よる圃場の乾燥に加え、大豆の繁茂に伴う蒸散量の
増加によって圃場から水分が奪われ、水田転換畑で
も地下水位が急激に低下することがある。また、近
隣水稲の落水やかん水によっても地下水位は影響を
受けるので、地下水位を測定することによって、地
下水位の変化を把握し、干ばつを未然に防止するこ
とが可能となる。

穴掘り器や地下水位の測定機材は実験用や業務用
のものが販売されているが、非常に高価であり、生
産現場で導入して広く活用することは現実的ではな
い。本研究では、生産者が日頃から利用しているホー
ムセンター等で購入できる部材と簡単な工具を利用
して、地下水位の測定を可能にした。若干、穴掘り
器の改良が必要であるが、初期投資は実験用や業務
用に比べてかなり安価で何年も繰り返し利用できる
ものである。 

地下水位測定の留意点として、掘削した地下水位
の測定位置が本暗渠に近い場合、地下水位が安定し
ない場合がある。地下水位測定の穴を掘る際に、本
暗渠に当たった場合や本暗渠施工時のもみ殻が出て
きた場合は測定縦穴と本暗渠が近く、地下水位がや
や変動しやすいので、1 ～ 2 ｍ離れた位置で測定す
ると安定した地下水位が確認できるものと考えられ
た。

b 　大豆栽培試験
地下水位を用いた干ばつ対策としては、梅雨明け

以降、圃場地下水位の低下とともに暗渠を閉栓し、
地下水位が -60 ～ -70cm 以下に低下するようであれ
ばかん水を実施する（新潟県農林水産部 2012）。地
下水位は、市販のラセン式穴掘り器の柄を延長する
などして、縦穴を掘り、確認することができる（服
部ら 2012）。

重粘土壌における地下水位制御システムの活用で
は、土中の水分移動は極めて緩慢であり、地下水位
が設定どおり制御できていない可能性がある。水は
本暗渠までの移動距離が長いほど排水速度が遅いが

（磯島 1985）、地下水位制御によるかんがいについ

ても同様と考えられる。重粘土壌においては、暗渠
排水位の設定だけではなく圃場中央部などで地下水
位の確認も合わせて行うことが望ましい。

昆野ら（1964）は土壌の乾燥または過湿処理が開
花始後 10 ～ 30 日で特に落花・落莢率を高めること
を指摘しており、この処理時期は新潟県では 8 月上
～中旬にあたる。また、古畑ら （2011） は、排水不
良転換畑は排水良好転換畑に比べて大豆の花蕾数や
稔実莢数の低下を認めている。

2012 年の現地試験では地下水位制御を行った実
証区では、対照区に比べて莢数が増加し、収量が高
まる傾向が認められた。また、有意に百粒重が大き
くなった。地下水位制御圃場では本暗渠に加えて補
助暗渠が施工されており、良好な排水と干ばつ時の
地下水位制御によって、大豆の増収が図られるもの
と考えられた。

c 　地下水位制御が雑草の発生動態に及ぼす影響
の解明

大豆の粒肥大始期頃から地下水位制御圃場で発生
が多かった大豆の重要雑草の一つ「ハルタデ」は、
湿潤条件を好む特性を持つ。粒肥大始期は新潟県で
は夏季の干ばつに遭遇しやすい時期であるが、地下
水位制御システムにより水位を -30cm に設定する
と、慣行圃場よりも湿潤状態となった。このことか
ら地下水位制御圃場では、湿潤を好む「ハルタデ」
などの雑草が発生、生育しやすい環境となる可能性
が考えられた。

地下水位制御圃場は、大豆により地表面が被覆、
遮光される頃（8 月下旬）までの間、地下水位制御
によって、開花期前に生存しているタデ類など広葉
雑草が大豆より生育、繁茂する危険が高い。開花期
までに中耕・培土による耕種的防除、取りこぼした
雑草に対する薬剤散布で、より除草対策を徹底する
ことが重要である。また、大豆が地表面を完全被覆
する時期から約 40 日前に発生する雑草は、遮光に
より雑草生育が抑制されることから、開花期以降に
出芽する雑草については問題ないと思われる。
（エ）　経営評価
現状の水稲と大豆作経営に地下水位制御システム

を活用した乾田直播を加えると、作付面積は増加し
農業所得も増加する。
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オ　今後の課題
（ア）　地下水位制御システム圃場におけるかんが

い・排水機構の検討
地下かんがい時の排水特性の解析および地表から

の蒸発散や植物体の土中水分吸収を加味した水分移
動解析を行う予定である。　
（イ）　地下水位制御システムを利用した高品質水

稲栽培の検討
中干し期の排水性が良いことや、登熟期の地耐力

の向上がみられるため、これらの特性を生かした最
適水管理の検討が必要である。　
（ウ）　地下水位制御システムを利用した大豆安定

栽培の検討
簡易な方法で地下水位の確認が可能となったが、

大区画圃場では地下水位の低下しやすい測定位置や
測定箇所数も検討する必要がある。重粘土壌ではか
んがいによる水の横移動が緩慢であるため、地下水
位の確認と合わせた効率的は地下かんがい方法を確
立する必要がある。雑草の発生動態については、本
試験は 8 月に高温干ばつ傾向となった場合の結果で
あり、夏季に降雨が多い年次での雑草発生動態の追
跡が必要である。
（エ）　経営評価
乾田直播の生産性及び収益性について、現地実証

に基づくデータの精緻化が必要である。

カ　要　約
（ア）　地下水位制御システム圃場におけるかんが

い・排水機構の検討
北陸地域における重粘土地域の土中の水分移動は

緩慢であった。このため、水稲栽培では、地表かん
がいで湛水後、地下かんがいにより水分補給を行う
ことが望ましい。大豆栽培では、地下水位を常時
-30cm 程度に維持すると、降雨時に地下水位が急上
昇し湿害を招く傾向にある。よって、給水位 -20cm
程度で短時間に地下かんがいを行い、水分補給後は
地下水位を -60cm 程度に下げておくことが望まし
い。
（イ）　地下水位制御システムを利用した高品質水

稲栽培の検討
水稲栽培において地下かんがいシステムの導入は

中干しを適期にでき、さらに、登熟期の地耐力が向
上し、また、根は下層部に分布した。そのため、倒

伏防止や胴割れ粒の発生防止に有効で、品質向上に
つながると考えられた。しかし、土壌が乾きやすく、
過乾燥になると品質低下を招くため、湿潤に管理す
る必要がある。
（ウ）　地下水位制御システムを利用した大豆安定

栽培の検討
a 　大豆圃場における地下水位の簡易測定法
大豆は湿害に弱い半面、梅雨明け頃からは高温や

乾燥によって干ばつ害を受けることがある。そこ
で、生産者が地下水位の変動を容易に確認できるよ
うに、ラセン式穴掘り器を用いた地下水位の簡易測
定を提案し、地下水位が大豆の生育・収量に与える
影響について検討を行った。市販のラセン式穴掘り
器の柄を延長して、大豆圃場に縦穴を掘ることで約
1mの深さまでの地下水位を観察することができた。
地下水位は大豆の収量に大きな影響を与えており、
地下水位の測定や暗渠栓の開閉操作は容易に取り組
める干ばつや湿害対策として有効であると考えられ
た。

b 　大豆栽培試験
実証区では地下水位制御により、地下水位を -20

～ -70cm の範囲で維持され、対照区と比べて有効
莢数や収量が高まる傾向があった。子実品質では地
下水位制御の違いによる明らかな差は見られなかっ
た。

c 　地下水位制御が雑草の発生動態に及ぼす影響
の解明

地下水位制御圃場における大豆栽培では、8 月の
地下水位制御によって慣行圃場より湿潤条件とな
り、雑草発生量が多くなりやすく、特にタデ類が発
生しやすい傾向となる。開花期に当たる 7 月下旬ま
でに中耕培土や除草剤散布を徹底し、雑草発生密度
を抑えることが、FOEAS 圃場での良品質大豆栽培
において重要である。
（エ）　経営評価
地下水位制御システムを活用し乾田直播を新技術

として導入した場合について、線形計画法で経営評
価を行うためのプロトタイプモデルを策定した。現
状モデルに比して水稲は 4.8ha、大豆は 4.7ha 増加し、
農業所得は 1,582 万円となり現状モデルより約 450
万円増加する。
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１　関東における地下水位制御システムによる水
稲・麦・大豆 2 年 3 作省力高生産体系の確立
と実証
ア　研究目的
水田の汎用利用による稲、麦、大豆の生産性向上

は最も重要な課題であるが、湿害の発生や苗立ちの
不安定性など多くの課題を残している。地下水位制
御システム（FOEAS）の開発により、麦、大豆の
湿害回避、稲の乾田直播等による苗立ち安定化、作
業性の向上等が可能となったが、その効果や問題点
については未解明の点も多く、とくに地下からの灌
漑効果については明確になっていない。さらに、土
壌水分の制御による作業性の向上が期待されるが、
作付け体系の面からの検討は行われていない。

そこで、地下水位制御システムの導入が水稲の直
播栽培、小麦、大麦の不耕起栽培、大豆の不耕起狭
畦密植栽培に及ぼす影響、とくに地下灌漑の効果に
ついて解明するとともに、水稲や小麦の新品種の導
入による生産性の高い 2 年 3 作（2 年 4 作）の輪作
体系を構築する。同時に、大豆生産で問題になる根
粒活用、地力維持、雑草管理、立枯れ性病害につい
て、地下水位制御システム導入の影響を明らかにし、
その制御方法を検討する。

イ　研究方法
（ア）　大豆の不耕起狹畦密植栽培の検討
つくば市古来現地圃場（黒泥土、前作小麦）にお

いて、「タチナガハ」を 2010 ～ 2012 年の３年間、
「納豆小粒」を 2010 ～ 2011 年の２年間、各年 7/5
～ 11 の期間に播種した。圃場の処理条件として、
FOEAS 区（地下水位 -30cm 設定、ただし、用水供
給状況で変動）と、 対照区（本暗渠 +5m 毎弾丸暗
渠 + 額縁明渠による排水のみ）の２水準、耕種条
件として、①不耕起狭畦播種（30cm × 14cm、1 粒播、
約 24 本 /㎡）、②ロータリ狭畦播種（不耕起狭畦と
同密度）、③慣行ロータリ播種（畦間 70cm、株間
15cm、2 粒播、約 20 本 /㎡）、2012 年は補助暗渠
を再施工して、籾殻暗渠区（モミサブローにより深

さ 40c 深に 1m 幅で籾殻弾丸を施工）、弾丸暗渠区
（1.5m 間隔で施工）を設けた。さらに、地下水位制
御と堆肥施用が大豆の生育・収量に及ぼす影響を調
査するために、牛糞堆肥（2t/10a）を施用した区を
設けた。
（イ）　大豆の地下灌漑の効果の検討
中央農業総合研究センター（中央農研）・谷和原

圃場（灰色低地土、前作小麦）において、大豆の初
期生育時期から収穫期まで異なる地下水位制御処理
を行い、生育・収量を比較した。

供試品種：タチナガハ、あやこがね、タチホマレ、
ふくいぶき、播種期：2012 年 6 月 27 日、収穫期：
10 月 25 日～ 11 月 13 日、地下水位制御の方法：①
FOEAS-C 区：7/20 ～ 10/10 で地下水位を -30cm に
設定、② FOEAS-S 区：夏季の 7/20-8/27 を -30㎝
に設定、③ Cont 区：FOEAS 未施工圃場で地下灌
漑なし。前作小麦の耕起法：FOEAS-C、FOEAS-S
区について、不耕起（NT 区）、浅耕鎮圧区（PT 区）
を設けた。
（ウ）　地下灌漑がダイズ立枯性病害発生に及ぼす

影響
つくば市古来現地圃場（黒泥土、前作小麦）にお

いて、FOEAS による地下水位制御区と暗渠施工圃
場の対照区を設け、ダイズ立枯性病害の発生につい
て調査した。

圃場：茨城県つくば市古来、地下水位制御（-30cm）
圃場と非制御圃場、各 1 圃場、前作小麦。栽植様式
は試験方法（ア）と同じで、①不耕起狭畦、②ロー
タリ耕起狭畦、③（慣行）広畦耕起、播種期：2011
年 7 月 10 日各年 7/5 ～ 11、品種：タチナガハ、ラ
ンマンフロアブルを種子重量の２％種子塗沫。発
病調査：各年：7 月 30 日（第２～３本葉期）、8 月
16-17 日（開花期）、9 月 10-11 日（莢・子実肥大期
の３回実施。）
（エ）　モリブデン（Mo）富化種子の効果の検討
根粒の窒素固定に必須の Mo について、Mo 含量

の異なる大豆種子と FOEAS による地下水位制御を
組み合わせて生育・収量に及ぼす影響を調査した。

第４章　関東東海地域における地下水位制御を核とした地域輪作シス

テムの確立
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供試圃場：中央農研・谷和原圃場（2011 ～ 2012 年）
およびつくば市古来現地圃場（2010 ～ 2012 年）、

品種：タチナガハ、フクユタカ、種子：① Mo 富
化種子、②標準種子、地下水位制御：①連続区は
栽培期間を通じて -30cm、②打切区は 8 月下旬まで
-30cm、③対照区は暗渠のみ。
（オ）　小麦作における地下灌漑の効果
2010 ～ 2012 年において、FOEAS 圃場における

地下水位制御処理が小麦の生育・収量・品質に及ぼ
す影響を調査した。供試圃場は中央農研・谷和原圃
場（灰色低地土、前作は乾田直播水稲）で、地下
水位制御の方法を、① FOEAS-C 区：開花期以降、
成熟期までの 5/7 ～ 6/11 の期間 -30cm に維持、②
FOEAS-I 区：pF=2.5 以上に乾燥したときのみ -30㎝、
③ Cont 区：暗渠施工の対照区、耕起法として、①
不耕起（NT 区）、②浅耕鎮圧区（PT 区）を設けた。
（カ）　乾田直播水稲の晩播栽培
麦作後に水稲を作付する体系において、麦類を収

穫した後の 6 月に乾田直播栽培で晩播する方式およ
び移植栽培で晩播する方式での適性品種の選択およ
び収量性を検討した。供試圃場は中央農研・谷和原
圃場で、播種期を、①標播：2012 年 5 月 9 日、②晩播：
6 月 16 日、③晩植：移植期 6 月 25 日とした。
（キ）　地下水位制御が雑草動態に及ぼす影響

ａ　越冬時の水分条件が雑草種子の生存や休眠
に与える影響

越冬時の水分条件が雑草種子の休眠・生存に与え
る影響を調査するために、種子 100 粒を不織袋に入
れて 1/2000a ワグネルポットの地表および地中に置
き、地下水位を、①畑条件（制御なし）、②湿潤条
件（地下水位－ 10cm）、③湛水条件（水位 7.5cm）
に設定し、越冬後の 4 月～ 7 月の毎月に種子を回収
し、休眠状態および生存状態を調査した。調査は
2010 年および 2011 年の越冬処理後に行った。

ｂ　地下水位制御が雑草の出芽動態に与える影
響

地下水位制御が雑草の出芽動態に与える影響を調
査するために、2010 ～ 2012 年の３か年において、
水田土壌をつめたコンテナに、地表種子（土壌表面
に 100 粒）と地中種子（500 粒を土中深 3cm まで
混和）を播種し、4 月上旬から①地下水位 -10cm、
② -30cm、③制御なしの 3 種類の地下水位条件にお
いて出芽数を調査（調査期間 4 上旬～ 7 月下旬）し

た。次に、夏季の地下水位制御が出芽動態に与える
影響を検討するため、7 月下旬より処理した種子に
ついて、概ね 8 ～ 11 月の期間調査した。

ｃ　現地実証圃場における雑草発生調査
宮城県、新潟県、茨城県、三重県、山口県、大分

県、鹿児島県の現地実証大豆圃場において、2010
～ 2012 年の３年間において、中耕埋土もしくは茎
葉処理除草剤散布後に雑草発生本数および草丈を草
種ごとに調査した。

ウ　研究結果
（ア）　大豆の不耕起狹畦密植栽培の検討
「タチナガハ」について、FOEAS 区は対照区よ

り莢数、百粒重が増大し、明らかに増収した。また、
2011 年は青立ちが多発し、2012 年も青立ちが発生
したが、FOEAS 区は青立ちの発生割合が低い傾向
にあった。また、FOEAS と不耕起狭畦栽培の組み
合わせで最も多収の傾向がみられた（図 241-1）。
「納豆小粒」についても、FOEAS 区は対照区に

比べて収量が高くなり、狭畦栽培との組み合わせが
最も多収になった（表 241-1）。

水田作により補助暗渠の排水機能が低下したとこ
ろで、次作の麦播種前に籾殻補助暗渠または弾丸暗
渠を再施工した圃場において、麦後の大豆作では、
FOEAS・籾殻暗渠区は収量が高く、籾殻補助暗渠
の再施工は FOEAS の透水機能回復に有効であっ
た。

また、FOEAS と堆肥の組み合わせによる大豆の
収量を検討した結果、夏季の高温少雨の条件で、地
下水位制御による有意な増収効果が確認されたが、
堆肥施用による影響は判然としなかった（表 241-
2）。また、大豆を２年連作した後の土壌のリン酸緩
衝液抽出態窒素量は FOEAS 区で高い傾向にあった
が、堆肥施用では有意差は認められなかった（表
241-3）。
（イ）　大豆の地下灌漑の効果の検討
夏季に高温で降水量が少なかった 2012 年の場合、

暗渠施工された対照区（Cont 区）は、地下水位が
-100cm 以下に低下し、地表下 15cm の土壌水ポテ
ンシャルは長期間にわたり pF=3.0 にあたる -98kPa
より低く経過した。茎葉が繁茂する頃から成熟期頃
まで水位を -30cm の一定に設定した FOEAS-C 区、
および地域の慣行水利により夏季のみ -30cm に水
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図 241-1　大豆「タチナガハ」の FOEAS および栽培法による効果（つくば市古来現地）

表 241-1　2010 ～ 2011 年の大豆「納豆小粒」における FOEAS の効果（つくば市古来現地）

表 241-2　地下水位制御および堆肥施用が大豆の生育収量に及ぼす影響
（「タチナガハ」、谷和原）

表 241-3　地下水位制御および堆肥施用が土壌の可給態
窒素含量に及ぼす影響（つくば市古来現地）

位を設定する FOEAS-S 区では、地下水位が -30 ～
-40㎝で推移して水ポテンシャルも -10kPa 以上で
湿潤に経過し、FOEAS-C 区の水ポテンシャルは

-50kPa 以下には低下しなかった。収量は FOEAS-S
区が FOEAS-C 区と Cont 区に比べ有意に高まった。
また，タチナガハとあやこがねでは FOEAS-C 区で
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表 241-4　地下水位制御と前作小麦の耕起法の違いが大豆の成熟及び収量に及ぼす影響（2012 年）

図 241-2　地下水位制御と耕起法がダイズ立枯性病害発生に及ぼす影響
（つくば市古来現地、2011 年）

Cont 区より高くなる傾向があった（表 241-4）。収
量は前作の小麦が不耕起播種（NT 区）で前作小麦
が浅耕鎮圧（PT 区）より高くなる傾向が認められ
た。なお，2011 年の収量は，処理区間で有意差は
認められなかった。
（ウ）　地下灌漑がダイズ立枯性病害発生に及ぼす

影響
2010 ～ 2012 年においては、各年とも播種後の降

雨は比較的少なく、茎疫病と黒根腐病はほとんど発
生しなかった。白絹病は各年とも地下水位が制御さ
れている圃場で少ない傾向にあった。また、白絹病
の発生は耕起区で多く、作土の耕起や中耕による土
壌の撹拌のない不耕起栽培では白絹病の発生が少な
かった（図 241-2）。
（エ） 　大豆の Mo 富化種子
2010 年の古来圃場では Mo 富化種子を用いると

着莢始期の大豆茎中のウレイド濃度が高まり、地上
部乾物重が大きくなった。また、地下水位を制御し

たブロックで地上部重が大きかった。その後、高温
で乾燥した気象が継続し、落莢と虫害のため青立ち
し、増収しなかった（表 241-5）。2012 年は種子 Mo
含量を富化することで収量は高まったが、その程度
は不耕起栽培が耕起栽培より大きかった。タチナガ
ハの不耕起を除き地下水位制御したブロックで収量
が高かった。谷和原圃場は 2011、2012 年ともに隣
接圃場の不耕起狭畦栽培の収量に比べて、地下水位
を成熟期まで維持した連続区、夏季のみ維持した打
切区ともに高く、地下水位制御の効果が認められた。
2011 年は種子 Mo を富化した 14 μ g/g 区は連続区
の浅耕麦跡を除き 1.3 μ g/g 区より高い傾向があっ
た（表 241-6）。2012 年は不耕起麦跡の苗立ちが不
良となった。そのため種子 Mo 富化の効果は不耕起
麦跡では明らかではなかったが、浅耕麦跡では種子
Mo 含量 13 μ g/g 区と 0.6 μ g/g 区の間には有意
差があった。
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表 241-5　種子のモリブデン含量が大豆品種タチナガ
ハの着莢始の地上部乾物重、根粒の窒素固定
および収量に及ぼす影響（つくば市古来現地、
2010 年）

表 241-6　地下水位制御法異なる圃場において前
作小麦の耕起法と大豆種子 Mo 含量が大
豆の収量に及ぼす影響（谷和原、2012 年、
品種タチナガハ）

（オ）　小麦作における地下灌漑の効果
開花期から成熟期にかけて高温で降水量が少

なかった 2010 年においては、FOEAS を敷設し
て水分供給を行わない対照区（Cont 区）に比べ
て、開花期から成熟期まで地下水位 -30cm に制御
した FOEAS 区で収量が高くなった。収量の増加
には、主に穂数および１穂粒数の増加が寄与した。
FOEAS 区は処理開始 2 週間後までは、乾物重が対
照区と差がなかったが、その後収穫に至る 25 日間
で、子実重の増加が大きい傾向にあった。

2012 年は開花期以降定期的に降水があったため、
暗渠を施工した対照区（Cont 区）でも乾燥ストレ
スはほとんどなく、開花期から成熟期まで水位を

-30cm に制御した FOEAS-C 区では常に湿潤状態で
あった。FOEAS-C 区は開花期以降の生育が Cont
区より劣り、収量も少なかった（表 241-7）。

水稲作後の小麦栽培において、籾殻補助暗渠を再
施工した FOEAS 圃場は、降雨後においても地下水
位を 40㎝以下に維持でき、表層の土壌水分が多湿
になることはなく、560㎏ /10a 程度の収量を得た。
弾丸暗渠では籾殻暗渠に比べると降雨後の排水や表
層の乾燥が遅く、収量は 300㎏ /10a 程度であった。
対照区は地下水位が高く、表層も多湿で、湿害によ
り収量は 150㎏ /10a 程度にとどまった（表 241-8）。
（カ）　乾田直播水稲の晩播栽培
標播における乾田直播水稲は、播種後に水位を

表 241-7　地下水位制御が小麦の収量、収量構成要素および品質に及ぼす影響（谷和原）
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表 241-8　水稲作後の小麦作における補助暗渠施工の効果（つくば市古来現地、2012 年収穫）

表 241-9　乾田直播水稲の苗立ち、収量および登熟性（谷和原、2012 年）

-10㎝に設定して地下灌漑を行った FOEAS 区が、
天水による慣行区に比べて苗立ちが早く推移し、苗
立ち率も高い傾向にあったが、湛水後は生育に顕著
な差はなかった。また、FOEAS 区は登熟期間に遅
くまで給水することにより、慣行区に比べて精玄米
重は同等からやや多収になる傾向にあった。ただし、
遅発分げつが多くなり、整粒割合は低くなった（表
241-9）

大麦－水稲による体系では、大麦の茎立期前まで
に水稲を間作播種することにより、大麦への踏圧害
が軽減され、既存の不耕起播種機を適用でき、大
麦 540㎏ /10a、多収性の水稲「ほしじるし」で 600
㎏ /10a 程度の収量が得られた。大麦収穫後の水稲

晩播栽培では、登熟性確保のために極早生品種を用
いても、収量は 400㎏ /10a 程度であった（表 241-
10）。
（キ）　地下水位制御が雑草動態に及ぼす影響

ａ　越冬時の水分条件が雑草種子の生存や休眠
に与える影響

水分条件が雑草種子の死滅に与える影響は地表種
子で大きく、アメリカセンダングサなど 5 種の雑草
で湛水条件により死滅率が増加する傾向が認められ
た。湿潤条件による死滅効果は湛水条件より小さ
かったが、オオイヌタデやオオイヌホオズキでは湿
潤条件でも湛水条件と同程度の死滅率増加が認めら
れた。シロザなど 4 種では水分条件が与える影響は

表 241-10　標播種、晩播および晩植による水稲の生育・収量（2012 年）
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図 241-3　地下水位が雑草種子の休眠・死滅に与える影響
（縦軸は、休眠種子（□）、休眠覚醒種子（■）、死滅種子（■）の割合を示す。横軸は地下水位条件（畑条件、湿潤条件、
湛水条件）と回収月（４月、５月、６月、７月）を示す。地表：地表に置かれた種子、地中：地中に埋設された種
子。30℃ /20℃（明 12h/ 暗 12h）の発芽条件に２週間おき、発芽した種子を休眠覚醒種子、発芽しなかった生存種
子を休眠種子とした。）

図 241-4　地下水位制御が出芽日数に与える影響

小さかった。地中種子については死滅に対する水分
条件の影響は概して小さかった（図 241-3）。水分条
件が休眠状態に与える影響は、シロザを除いて認め
られなかった。

ｂ　地下水位制御が雑草の出芽動態に与える影
響

-30cm 制御区については、春期・夏季とも出芽動
態に与える影響は認められなかった。一方、-10cm

制御区では年次に関係なく播種後速やかに雑草が出
芽しており、制御なし区と比べ年次変動が小さかっ
た（図 241-4）。

ｃ　現地実証圃場における雑草発生調査
実証圃場と対照圃場の残草種構成に明瞭な差はな

く、残草数・草丈ともに同程度であり、FOEAS 利
用における雑草防除への悪影響は少ないと推察され
た。
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エ　考　察
（ア）　大豆の不耕起狹畦密植栽培の検討
FOEAS を用いた区は、対照区より莢数、百粒重

が増大し、明らかな増収効果が得られた。試験を行っ
た現地圃場は黒泥土で、過湿条件では透水性が低く
湿害を受けやすく、乾燥条件では硬化して乾燥害を
受けやすい特性であったことから、FOEAS による
排水促進と、乾燥時の水分供給により、湿害および
乾燥害ともに軽減できたと考えられる。「タチナガ
ハ」および「納豆小粒」の両品種とも、FOEAS 区
と不耕起狭畦栽培の組み合わせで最も多収の結果が
得られたことから、FOEAS 圃場においては不耕起
狭畦栽培により収量向上の効果が得やすいと考えら
れる。また、籾殻補助暗渠の再施工は FOEAS の透
水機能回復に有効であった。さらに、FOEAS 圃場
においては、リン酸緩衝液抽出態窒素量が高い傾向
にあったが、堆肥施用の有無では有意差は認められ
なかった。堆肥利用による地力維持に関しては継続
した検討が必要である。
（イ）　大豆の地下灌漑の効果の検討
-30㎝一定の地下水位制御では、夏季の高温少雨

の条件でも乾燥害を発生することはなかったもの
の、気温および日射量が低下する成熟期頃の生育後
半では過湿になって生育を抑制する可能性があっ
た。地域の水利慣行では、灌漑が８月下旬頃まで
しか使用できない。夏季のみの地下水位制御でも
処理効果が得られたことから、大豆においては、
FOEAS を用いた水位制御は夏季のみでも十分効果
があると考えられた。
（ウ）　地下灌漑がダイズ立枯性病害発生に及ぼす

影響
病害発生調査を行った３年間は播種後の降雨が比

較的少なかったことから、茎疫病と黒根腐病はほと
んど発生せず、FOEAS によるダイズ立枯性病害発
生への影響は明らかでなかった。今後、多雨条件に
おける病害発生の影響を検討する必要がある。白絹
病は、各年とも地下水位が制御されている圃場で少
ない傾向にあり、また、作土の耕起や中耕による土
壌の撹拌ある耕起区で多く発生したことから、土壌
の撹拌のない不耕起播種と、排水性のよい FOEAS
との組み合わせは、白絹病の発病を抑制する効果が
高いと推察された。
（エ）　大豆の Mo 富化種子

Mo 富化種子は、大豆茎中のウレイド濃度を高め、
地上部乾物重を増大させた。また、地下水位を制
御したブロックで地上部重が大きかった。2010 ～
2011 年は、夏季の高温少雨条件により青立ちが多
発して、収量への影響は明確ではなかったが、2012
年の試験では、Mo 富化種子で収量が高まり、耕起
栽培よりも不耕起栽培で収量増加の効果が大きかっ
た。地下水位制御圃場で Mo 富化種子を用いると、
根粒の窒素固定を促進し、大豆の生育量や収量や増
加させる可能性があった。
（オ）　小麦作における地下灌漑の効果
開花期から成熟期までの地下水位制御は、登熟期

間に２mm 以上の降水が連続して 17 日間ない 2010
年の高温乾燥条件で収量を高める効果が得られた。
しかし、適度な降雨のある通常年では、-30cm の水
位一定制御は土壌が過湿となり、登熟期間の生育を
抑制すると考えられた。したがって、小麦作におい
ては通常、登熟期間に FOEAS は地下灌漑を行わず
排水機能のみ活用することとし、一定期間以上連続
して降水が 17 日間ないような高温で乾燥した条件
で，一時的に地下灌漑を行うことが有効と考えられ
る。

水稲作後の小麦栽培においては、補助暗渠機能が
低下して、排水機能や、地下水位の均一な制御機能
が劣っている場合が多く、補助暗渠の再施工が、小
麦の湿害抑制と収量向上に有効であり、施工方法と
して、弾丸暗渠よりも籾殻補助暗渠が効果的と考え
られた。
（カ）　乾田直播水稲の晩播栽培
乾田直播においては、FOEAS を用いた地下灌漑

による早期給水は、苗立ちを早め、苗立ち率を高め
る傾向が得られた。しかし、苗立ち数の多さが必ず
しも穂数や収量の確保に結びつかず、穂重型の品
種では補償作用によりこの傾向があると推測され、
FOEAS 活用が乾田直播水稲の収量確保につながる
ことは限定的と考えられる。ただし、乾田直播にお
いては、FOEAS による精密な水管理が可能である
ことから、水管理に要する労力削減や緻密な水位制
御には有効である。

大麦－水稲による体系では、大麦の茎立期前ま
でに水稲を間作播種することにより、大麦への踏
圧害が軽減され、従来の不耕起播種機を適用でき、
大麦で 500㎏ /10a 以上、多収性の水稲「ほしじる
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し」を用いることで 600㎏ /10a 程度の収量が得ら
れた。しかし、間作播種では効果的な除草剤の使用
が困難であることから、雑草が繁茂しやすく、効果
的な除草体系が必要であった。さらに、大麦収穫後
の水稲晩播栽培では、播種期が遅いことから出穂期
や登熟期が極めて遅く、標播に比べると収量や登熟
歩合が低く、極早生品種を用いても、収量は 400㎏
/10a 程度が限界であった。
（キ）　地下水位制御が雑草動態に及ぼす影響

ａ　越冬時の水分条件が雑草種子の生存や休眠
に与える影響

冬季の水位制御による雑草低減を目的とした越冬
時の水分条件と雑草種子の休眠・死滅に与える影響
は、雑草の地表種子で、湛水、湿潤、畑条件の順に
死滅する種子割合が高く、地表にある雑草種子の死
滅には湛水あるいは湿潤条件が有効であった。ま
た、湿潤条件では、雑草の草種によって死滅割合が
異なり、オオイヌタデやオオイヌホオズキでは湿潤
条件でも湛水条件と同程度の死滅率が得られたこと
から、草種によって水位制御による効果的な除草方
法を選択する必要がある。地中種子については死滅
に対する水分条件の影響は小さかったことから、地
中の雑草種子については、水位制御による雑草低減
の効果は得られないと考えられた。

ｂ　地下水位制御が雑草の出芽動態に与える影
響

播種前の水位制御による雑草低減を目的とした、
春期・夏季の雑草の出芽については、表層が関する
条件となる -30cm 制御区については、春期・夏季
とも出芽動態に与える影響は認められなかった。一
方、表層が湿潤となる－ 10cm 制御区では播種後速
やかに雑草が出芽しており、制御なし区と比べ年次
変動が小さかった。制御なし区では降雨の影響に
より雑草の出芽が変動することから、雑草を一斉
に出芽させたい場合は、一時的に地下水位を上昇
させることにより雑草の出芽を制御することが可
能である。大豆の播種前に雑草を処理するために、
FOEAS の水位を一時的に -10cm 以上に高める方法
が有効と推察された。

オ　今後の課題
（ア）　大豆の地下水位制御については、常時

-30cm 設定すると、むしろ湿害を引き起こすリスク

があるため、給水期間や給水方法について検討を行
う必要がある。
（イ）　小麦の地下水位制御について、効果の有無

が年次で異なるため、天候にあわせた地下水位制御
の活用法を整理する必要がある。
（ウ）　現地圃場において、FOEAS を活用した栽

培体系における収量、作業性、経済性について継続
した調査を行う必要がある。

カ　要　約
（ア）　大豆の不耕起狹畦密植栽培の検討
FOEAS 圃場の大豆は対照区より莢数、百粒重が

増大し、増収した。また、FOEAS と不耕起狭畦栽
培の組み合わせで最も多収の傾向がみられた。大豆
を２年連作した後の土壌のリン酸緩衝液抽出態窒素
量は FOEAS 区で高い傾向を示したが、堆肥施用の
有無では有意差は認められなかった。
（イ）　大豆の地下灌漑の効果の検討
成熟期頃までの -30cm 処理は過湿になって生育

を抑制する可能性があり、地域の灌漑慣行による８
月下旬までの処理など夏季のみでも効果があると考
えられた。
（ウ）　地下灌漑がダイズ立枯性病害発生に及ぼす

影響
白絹病は地下水位が制御されている圃場で少ない

傾向にあり、作土の耕起や中耕による土壌の撹拌の
ない不耕起栽培は白絹病の発病を抑制することが推
測された。
（エ）　大豆の Mo 富化種子
Mo 富化種子を用いると根粒の窒素固定が促進さ

れ、大豆の地上部乾物重が大きくなり、条件によっ
ては増収した。 
（オ）　小麦作における地下灌漑の効果
小麦作における地下水位制御は、登熟期間に無降

水日が２週間以上続くような高温で降水量の少ない
条件で収量を高める効果が得られたが、通常年では
-30cm の水位一定制御は土壌が過湿となり、登熟期
間の生育を抑制すると考えられた。水稲作により補
助暗渠の排水機能が低下した FOEAS 圃場では、麦
作前の籾殻暗渠の再施工により排水機能が回復し、
収量の向上に効果が得られた。
（カ）　乾田直播水稲の晩播
乾田直播水稲における FOEAS 水管理区は早期の
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地下灌漑により苗立ちが早く推移し、苗立ち率も高
い傾向にあった。
（キ）　地下水位制御が雑草動態に及ぼす影響
地下水位制御が雑草の出芽動態に与える影響は、

-30cm 制御では影響は認められなかったが、-10cm
制御区で播種後速やかに雑草が出芽した。
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位制御が不耕起播種コムギの乾物成長および収量
に及ぼす影響 . 日本作物学会紀事 .82（別 1）:76-77.

4）浜口秀生ら（2013）. 重粘な水田転換畑における
地下水位制御と種子のモリブデン含量富化がダ
イズの生育と収量に及ぼす影響 . 日本作物学会紀
事 .82（別 1）:90-91.

5）大下泰生ら（2013）. 麦作後晩播による乾田直播
水稲の収量と登熟期の地下灌漑用水量 . 日本作物
学会紀事 .82（別 1）:272-273.

6） 今泉智通ら（2011）. 土壌水分がシロザ種子の休
眠状態に及ぼす影響 . 雑草研究 .56: 147-153.

研究担当者（島田信二、濱口秀生、前川富也、関
口哲生、木村秀也、加藤雅康、越智直、渡邊好昭、
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小島誠、大下泰生＊、渡邊寛明、内野彰、今泉智通、
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2　地下水位制御システムを導入した高生産性水
田営農体系の経済性評価
ア　研究目的
経営環境が厳しくなる中で、水田作経営では、生

産性の向上とコスト削減、さらには経営の多角化に
向けた取り組みが強く要請されている。これに対応
するには新技術の導入が有効な方策となるが、水田

の有効利用が求められる中では、特に、水稲のみな
らず、麦類、大豆、野菜類などの畑作物の技術改善
を図っていくことが重要な課題となる。このための
技術的方策には地下水位制御システムや不耕起栽培
などがあるものの、その導入には施工費用や播種機
などの新たな投資も必要となる。そのため、これら
新技術の営農現場への定着を進めるには、その経済
性評価や、それらを導入した高生産性水田輪作営農
体系の提示が必要となる。

そこで本研究では、地下水位制御システム等を導
入した高生産性水田営農体系の経済性評価を行うと
ともに、その導入条件を解明する。

イ　研究方法
（ア）　水田作経営における地下水位制御システム

の導入と利用の実態を、それを導入している滋賀県
長浜市Ｇ法人に対する経営調査から明らかにする。
（イ）　地下水位制御システムが生産基盤工事に相

当することを考慮し、その特徴を反映した導入費用
の計算方法を検討する。また、その計算方法をＧ法
人における地下水位制御システムに対する投資額へ
適用し、その導入費用を明らかにする。
（ウ）　Ｇ法人における地下水位制御システムの利

用実態に即して、その圃場で生産される作物（大豆
とばいれしょ）に対する地下水位制御システムの経
済性を分析する。
（エ）　Ｇ法人を事例として水田作経営モデルを線

形計画法によって構築した上で、地下水位制御シス
テムの導入状況をシミュレーションすることより、
その導入条件を明らかにする。

ウ　研究結果
（ア）　Ｇ法人の概要
Ｇ法人は、滋賀県長浜市において担い手の高齢化

に伴い農地が供給過剰になると予想されることや、
未整備田ではそれら農地の耕作の引き受け手がいな
いという事態を踏まえ、ＪＡが 99％を出資する農
業生産法人として 1995 年に設立された。Ｇ法人は、
2011年時点において経営面積が49haに達しており、
常時従事者 4 人の下で、水稲、小麦、大豆の生産を
中心に、それらの部分作業受託等を実施している。
また、米の生産量の 4 割強を福祉施設関連への米の
契約販売（生産量の 4 割強）を主要な収入源としな
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表 242-1　Ｇ法人の概要

　
1）Ｇ法人への聞き取り調査の結果である。
2）地下水位システムの導入実態の作付状況

で、（）内は導入直前、[] 内は今後の作
付けである。

がら、助成金を含めた年間収入が 4,239 万円に達す
る（表 242-1）。

Ｇ法人では、水田の約 26％が排水不良田 *1 とい
う認識を持っており、それらの排水不良田に対して
地下水位制御システムを、3 回にわたって導入して
いる（表 242-1）。それらの導入水田では、ばれいしょ
と大豆の二毛作を実施してきたが、ばれいしょに替
えて大麦や他の野菜への取り組みも検討している。
（イ）　地下水位制御システムの導入費用
地下水位制御システムの単年度当たり導入費用の

計算方法は表 242-2 のとおりに設定した。この計算

方法は地下水位制御システムが機械施設投資と異
なって生産基盤工事に相当することを考慮し、工事
に伴う地権者等との調整に関わるコストの計上、資
産形成に関わる部分の控除、資材の改修時期の違い
を考慮した耐用年数の設定に特徴がある。ただし、
資産形成に関わる部分の控除方法、施工に当たって
の調整コストなどの算出方法、耐用年数の設定等に
ついては、事業内容を踏まえた整理が必要である。

Ｇ法人における地下水位制御システムの工事費
は、2010 年 6 月施工が 270 万円、2011 年 12 月施
工が 290 万円であった。これを基に、表 242-2 で示

1）調整コストとは、事業に伴う地権者、農業組合、土地
改良区、市役所への許可申請に関わるコストである。

2）耐用年数は、例えば工事施工部分 20 年、コンクリー
ト桝 15 年、塩化ビニル管 8 年として、それぞれで設
定する。

表 242-2　地下水位制御システムの単年度当たり導入費用の計算方法
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表 242-3　Ｇ法人における地下水位制御システムの導入費用

1）人件費は工事関係者以外の投下労働分を評
価し、5.5 人× 6 日× 0.8 万円 / 日で試算した。

2）調整コストは具体的な数値が不明なために
0 円と仮定した。

3）資産形成部分は 10% と仮定した。
4）耐用年数は施工部分 20 年、コンクリート桝

15 年、ステンレス桝 12 年，塩ビニル管等 8
年で計算した。

5）11 年 12 月施工では、施工費の 3/4 の補助（国
1/2、市 1/4）を受けている。

す計算方法に従って 10a 当たり年償却費を算出する
と、2010 年 6 月施工で 22,831 円 /10a、2011 年 12
月施工で 22,508 円 /10a である（表 242-3）。

この 2 回の施工結果から、1ha 規模で地下水位制
御システムを導入する場合、単年度当たりの導入費
用は 2.2 万円～ 2.3 万円の水準になると言える。た
だし、この導入費用の水準は、施工規模において変
化する。
（ウ）　作物単位による地下水位制御システムの経

済性評価
ａ　ばれいしょ

Ｇ法人の地下水位制御田 *2 における 2011 年産の
ばれいしょ生産は、118.7 ａを作付し、排水不良田（対
照区）の単収（1.1t）よりも地下水位制御田（2.6t）
のそれが多い点を確認できたが、生産費（192,537
円 /10a、104 円 /kg）を補填する収入（112,703 円
/10a、61 円 /kg）を得られる単収水準ではなかった。

なお、kg 当たり生産費を補填するために必要な単
収水準を試算すると、それは 3.5t 程度と推定できる。

ｂ　大豆
地下水位制御田の大豆生産は、坪刈収量を対照区

（排水不良田）と比較した場合、2010 年産で対照区
（排水不良田）271kg/10a に対して地下水位制御田
414kg/10a、2011 年産で前者の 126kg/10a に対して
後者が 287kg/10a であり、地下水位制御田での単収
水準の向上がみられた。また、Ｇ法人全体の収量水
準は 2010 年産 254kg/10a、2011 年産 200kg/10a で
あり、Ｇ法人の通常田 *3 の収量水準が 180kg/10a
を考慮すれば、通常田以上の収量水準も期待できる。
大豆収量が 200kg/10a と仮定した場合、助成金を
含めた大豆収益から地下水位制御システムの導入費
用を控除した収支差額は黒字となる（表 242-4）。さ
らに、地下水位制御システムの導入目安となる大豆
収量について、地下水位制御システムの導入費用を

表 242-4　大豆生産における地下水位制御システムの経済性

1）収入と生産費はＧ法人への 2011 年産の聞き取
りデータに基づいて試算している。

2）kg 当たりの収支は、10 ａ当たり収量 200kg で
試算している。



─ 102 ─

補填するためには、76kg 以上の単収向上が必要と
なる（図 242-1）。
（エ）　水田作経営における地下水位制御システム

の導入条件
各分析視角に基づいたシミュレーション結果を以

下のとおりである（図 242-2）。

図 242-1　地下水位制御システム導入による大豆収量の増加目安
1）表 242-4 のデータに基づいて試算した結果である。
2）変動収入とは、販売収入に生産量に応じて変化する戸別所

得補償（畑作物）を加えた金額である。
3）FOEAS 込費用とは、生産費に地下水位制御システムの導

入費用を加算した費用である。

図 242-2　地下水位制御システム導入による水田作経営への影響
1）限界利益とは、農産物の販売収入から生産面積に応じて比例的に発生する変動費を控除した額であり、ここか

ら減価償却費や労働費等の固定費を控除すると利益となる。
2）通常田の 10a 当たり収量は水稲が 450kg、大麦が 200kg、大豆が 180kg である。
3）排水不良田の 10a 当たり収量は水稲が 360kg、大麦と大豆が 0kg である。
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*1：排水不良田とは、地下水位制御システムを導入しておらず、排水が不良であるために畑作物の生産が
非常に困難な水田である。

*2：地下水位制御田とは、地下水位制御システムを導入した水田である。
*3：通常田とは、地下水位制御システムを導入していないものの、作業や収量に大きな問題がなく畑作物

の生産が可能な水田である。

ａ　分析視角 1；地下水位制御田で大豆単作の
生産が可能か？

地下水位制御田が水稲と転作大豆に対してのみ利
用できる場合、地下水位制御システムは導入されな
い。この原因は、転作大豆よりも麦跡大豆の方が経
済的に優先されるため、また、水稲収量の増加効果
のみでは地下水位制御システムの導入費用を回収で
きないためである。

ｂ　分析視角 2；地下水位制御田で通常田と同
水準の単位収量で大麦と大豆の生産が可能か？

地下水位制御田の収量が通常田と同水準の場合、
地下水位制御システムは導入されない。この原因は、
同水準の収量では地下水位制御システムの導入費用
までを補填できないためである。そのため、地下水
位制御システムを導入するためには、通常田以上の
収量が期待できる必要がある。

ｃ　分析視角 3；地下水位制御田で通常田より
も 0.5 俵の単位収量の増加で大麦と大豆の生産が可
能か？

通常田よりお0.5俵の収量増加が期待できる場合、
地下水位制御システムは導入される。ただし、排水
不良田のすべてに地下水位制御システムが導入され
るわけではない。

ｄ　分析視角 4；初期の排水不良田のすべてに
地下水位制御システムを導入するための大麦の収量
水準とは？

排水不良田すべてに地下水位制御システムを導
入するには、大麦の収量水準が 246kg/10a になる
必要がある。この収量水準は、通常田の収量水準
200kg に対して、おおよそ 1 俵の収量増加であり、
大麦の収量増加目標の一つの目安になると考えられ
る。

エ　考　察
（ア）　地下水位制御システムの導入費用
G 法人における 2 回の施工結果から、地下水位制

御システムを 1ha 規模で導入する場合、単年度当
たりの導入費用は 2.2 万円～ 2.3 万円の水準になる。
ただし、この導入費用の水準は、施工規模において
変化する。
（イ）　水田作経営における地下水位制御システム

の導入条件
上記の導入費用を前提とした場合、地下水位制御

システムの導入条件は、麦類と大豆の 10a 当たり収
量が通常田よりも少なくとも 0.5 俵から 1 俵の収量
増加が期待できることに加えて、地下水位制御田が
単作ではなく二毛作で利用されることである。
（ウ）　地下水位制御システムが水田作経営へもた

らす影響
地下水位制御システムを導入効果の側面から検討

すると、畑作物の土地生産性の向上による畑作物収
益の向上が確認できた。この結果は、水田作経営に

おける畑作物の収益部門化への期待が高められるこ
とが示唆できる。このことは水田作経営において、

「畑作物生産；通常田→地下水位制御田（旧排水不
良田）」、「水稲生産；排水不良田→通常田」という
生産圃場の移行をもたらすことになる。

オ　今後の課題
（ア）　地下水位制御システムの評価には、その導

入による作業性の影響も考慮する必要があり、乾田
直播などの省力技術の導入が可能になる効果も検証
する必要がある。
（イ）　地下水位制御システム導入可能性を拡大す

るには、乾田直播栽培も考慮した水稲を含む輪作体
系として水田作経営への効果を検討していくことが
求められる。
（ウ）　以上の点については、千葉県で地下水位制

御システムを導入した経営体等の調査を加えなが
ら、農研機構の基盤研究費等を用いて実施していく
予定である。
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カ　要　約
（ア）　地下水位制御システムを排水不良田に導入

したＧ法人を対象に、地下水位制御システムの工事
費、導入後の利用状況、排水不良田と比較した場合
の土地生産性、導入による経営への影響、大規模水
田作経営への導入条件を分析した。
（イ）　地下水位制御システムの導入費用は 1ha

規模で単年度当たり導入費用は 2.2 万円～ 2.3 万円
/10a であることを明らかにした。
（ウ）　この導入費用を前提とした場合、大規模水

田作経営で地下水位制御システムを採用するには、
地下水位制御田において、通常田の収量より 10a 当
たり 0.5 俵から 1 俵の収量増加と、さらに、麦・大
豆二毛作のような水田高度利用が図られる必要があ
ることを明らかにした。

研究担当者（松本浩一 *、梅本雅、宮武恭一、平
野信之、澤田守、山本淳子）

３　水稲、大麦の土壌水分制御による安定生産体
系の確立
ア　研究目的
地下水位の制御によりビール大麦の湿害回避、生

育期の地下水位管理法及び子実タンパク質含有率の
制御技術を開発し、麦品質の向上、安定多収のため
の生産システムを確立する。

地下水位制御システム利用による水稲無代かき移
植栽培において安定生産技術を確立し、高品質米生
産を実証する。

地下灌漑が土壌の理化学性に及ぼす効果を明らか
にするとともに、水稲－ビール大麦の 1 年 2 作体系
の経済的な効果を明らかにする。

イ　研究方法
（ア）　ビール大麦の品質向上、安定生産のための

地下水位制御技術の確立
ビール大麦栽培における地下水位制御技術の有効

性を調査し、地下水位制御技術を確立する。
a 　場内試験（地下水位制御試験）

・供試ほ場　農業試験場 FOEAS（厚層多腐植質
多湿黒ボク土、猪倉統）

・水位処理　（茎立期以降）①地下水位 -30cm、
②同 -30cm 以下（解放）

・供試品種　スカイゴールデン
・その他は、一般慣行に準じる
b 　現地試験（一般栽培との比較）

・供試ほ場　小山市黒本（細粒灰色低地土、藤田統、
水稲跡、畑作転換 1 ～ 2 年目）

・水位処理　4 月以降地下水位は -30cm 以下に制
御。それ以外の時期は排水のみ

比較は、近隣同栽培法による慣行ほ場
・供試品種　スカイゴールデン
・その他は、一般慣行に準じる
（イ）ビール大麦の子実タンパク質含有率を制御

するための肥培管理技術の開発
ビール大麦栽培における地下水位制御技術の湿害

回避と窒素追肥が、子実収量、品質の向上に及ぼす
効果を明らかにする

・供試ほ場　小山市黒本（細粒灰色低地土藤田統、
水田跡、畑作転換 1 ～ 2 年目）

・ 基 肥　N：P：K ＝ 0.6：0.96：0.72kg/a（ 窒 素
量の 40％は被覆尿素 LP40）

・追肥処理　出穂期 +8 日に窒素量で 0.0kg/a、
0.2kg/a、0.4kg/a

・水位処理　FOEAS：4 月以降地下水位は -30cm
以下に制御。それ以外の時期は排水のみ、慣行：一
般慣行

・供試品種　スカイゴールデン
・その他は、一般慣行に準じる
（ウ）水稲無代かき移植栽培の安定生産技術及び

登熟向上のための水管理技術の開発
場内の厚層多腐植質多湿黒ボク土と現地の細粒灰

色低地土において、水稲を栽培したときの FOEAS
効果を検証する。

ａ　場内試験
・供試ほ場：FOEAS（無代かき移植）　　慣行ほ場：

無暗渠（代かき移植）
・供試品種：コシヒカリ（2011 年）、　あさひの夢

（2011 ～ 2012 年）
・耕種概要：移植期：6 月中下旬ごろ（稚苗）
ｂ　現地試験
・供試ほ場：FOEAS（無代かき移植）　　慣行ほ場：

無暗渠（代かき移植）
・供試品種：コシヒカリ（2010 年）、　あさひの夢

（2011 ～ 2012 年）
・耕種概要：移植期：6 月上中旬ごろ（成苗）
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（エ）水田輪作における地下水位の制御が土壌の
理化学性に及ぼす影響の解明

場内の厚層多腐植質多湿黒ボク土と現地の細粒灰
色低地土において、各作物（水稲、大麦）の栽培前
後の土壌化学性及び物理性について経年変化を調査
する。

土壌化学性（pH、無機態窒素、可給態窒素、可
給態リン酸、置換性塩基）

土壌物理性（層位毎 pF1.5 水分、pF2.7 水分、有
効水分、固相、気相、液相、孔隙率、飽和透水係数）
（オ）地下水位制御システムにおける水稲－ビー

ル大麦 1 年２作体系の経済性評価
現地農家による作業日誌への記帳及び聞き取り調

査

ウ　研究結果及び考察
（ア）茎立期後の水位を -30cm 以下（解放）にす

ることにより、稈長など生育が旺盛傾向となり、整
粒重など収量が増加した（表 243-1）。これは、地下
水位を下げることで、湿害症状が緩和されるためと
推察された。ただし、単年度の成績であり、干ばつ、
乾燥等の影響を受けた場合については、不明である。

また、現地における一般栽培との比較では、一般
ほ場は地下水位が高まり（図 243-1、2）、湿害症状
が発生し（写真 243-1）、収量が 16 ～ 36％低下した

（図 243-3）ことから、FOEAS ほ場において地下水
位 -30cm 以下に制御することにより、湿害症状を軽
くし、収量の低下を軽減できるものと考えられた。
（イ）追肥により、ビール大麦の整粒重は増加

表 243-1　地下水位制御試験結果（上段）及び変動係数（下段）（2012 年）

図 243-1　現地ほ場における地下水位の水位（2011 年）
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写真 243-1　出穂後約１か月後の様子（左：FOEAS、右：慣行）（2011 年）

したが、0.2kg/a と 0.4kg/a の差は判然としなかっ
た（図 243-4）。容積重や千粒重、整粒重歩合はや
や高まる傾向にあったが、慣行に比べて FOEAS
は高い水準にあり、追肥の効果は判然としなかっ
た（図 243-5 ～ 7）。粗タンパク質含量は追肥によ
り増加傾向にあり、追肥無し区と 0.2kg/a 区とを
比較したところ有意に高くなり、肥料の効果は

0.6％ /Nkg と算出された。また、追肥区では適正
範囲（10 ～ 11％）をオーバーしたことから（図
243-8）、追肥の施用及び追肥量については、検討
の余地がある。なお、2012 年は不稔の発生によ
り粗タンパク質含量が高くなったため、不稔発生
時には追肥量の検討が併せて必要と考えられた。 
以上、FOEAS ほ場において、ビール大麦栽培を行

図 243-2　現地ほ場における地下水位の水位（2012 年）
矢印は 10㎜ / 日以上の降雨

図 243-3　現地ほ場における整粒重 図 243-4　追肥による整粒重の差（2012 年）
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う場合、地下水位を -30cm 以下に制御することによ
り、湿害を少なくし、収量（整粒重）の低下を低減
できると考えられた。また、追肥により収量は増加
するが、粗タンパク質含量の適正化と併せて追肥の
施用及び追肥量については、検討の余地が残された。
（ ウ ） 透 水 性 の 良 い 黒 ボ ク 土 壌 に お い て は

FOEAS 施工による水稲栽培期間の減水深が大
き く な る こ と が 懸 念 さ れ た こ と か ら、 漏 水 対
策 と し て 代 か き 方 法 を 比 較 し た。 場 内（ 黒 ボ
ク 土 ）FOEAS 区 の 減 水 深 は 95 ～ 111mm/ 日
程度であり、特に降下浸透の割合が大きく（表
243-2）、今回の試験では代かきによる過剰な減
水深の改善効果はほとんど認められなかった。 
現地（灰色低地土）の降下浸透量は FOEAS 区及
び慣行区ともに少なかった（表 243-2）。これは、耕
盤層（-20cm 深）の透水係数が小さいこと、また平
坦な水田地帯のため地域の地下水位が高いことが原
因と考えられる（表 243-3）。
（エ）FOEAS ほ場で麦跡に水稲無代かき栽培

を実施する場合、麦稈による移植精度低下が懸
念 さ れ た た め、 麦 稈 の す き 込 み が 良 好 で あ る
逆転ロータリー耕と慣行の正転ロータリー耕
を 比 較 し た。 そ の 結 果、 耕 起 法 の 違 い に よ る
作業精度に大きな差は認められなかったことか
ら、 作 業 性 の 良 い 通 常 の 正 転 ロ ー タ リ ー 耕 で
の対応が可能であると考えられた（表 243-4）。 
場内の黒ボク土 FOEAS ほ場は、減水深が大きかっ
たことから、地下水位制御がうまく機能せず、水稲
の生育・収量に及ぼす効果は判然としなかった。ま
た、現地の灰色低地土 FOEAS ほ場は、支管上の生
育にばらつきがみられ、収量も慣行より低くなった

（表 243-5）。
（オ）地下水位制御の違い及び施肥量と追肥時期

による土壌化学性への影響については麦作、水稲作
ともに場内（黒ボク土）、現地（灰色低地土）試験
において明確な差は認められなかった（データ省
略）。
（カ）水稲における無代かき栽培は、耕起から移

図 243-7　追肥による整粒重歩合の差
（2012 年）

 図 243-8　追肥による粗タンパク質含量の差
（2012 年）

図 243-5　追肥による容積重の差（2012 年） 図 243-6　追肥による千粒重の差（2012 年）
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表 243-2　供試ほ場の減水深、降下浸透量及び横浸透量（2012 年）

表 243-5　水稲の収量（場内・現地 2012 年度）

表 243-3　供試ほ場の飽和透水係数（2012 年） 表 243-4　播種作業能率・作業精度

植までの本田作業で、代かき作業を行わないこと
から、FOEAS は慣行より 10 ａ当たりの作業時間、
燃料消費量とも少なくなった（表 243-6）。しかし、
FOEAS は収量が慣行より低いため、所得は慣行よ
り低くなる結果となった（表 243-7）。

エ　今後の課題
（ア）　ビール大麦の品質向上、安定生産のための

地下水位制御技術の確立
研究期間中は、出芽時や登熟期に適当な降水があ

り、土壌が乾燥する条件での検討が行えなかった。
乾燥害が起きる様な条件では地下水位を制御する効
果が期待できる可能性がある。
（イ）　ビール大麦の子実タンパク質含有率を制御

するための肥培管理技術の開発
作物体の計測情報を指標化した診断値の作成。

（ウ）　 水稲無代かき移植栽培の安定生産技術及び
登熟向上のための水管理技術の開発

黒ボク土壌で地下水位が制御できる FOEAS 施工
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表 243-6　耕起から本田作業における作業時間と燃料消費量（現地 2012 年）

表 243-7　10a あたりの所得（2012 年）

法の開発及び FOEAS 導入可否を判断するポイント
及び指標の作成。　
（エ）　 水田輪作における地下水位の制御が土壌の

理化学性に及ぼす影響の解明
地下水位が制御できた場合の土壌養分貯留に関す

るデータ解析。　
（オ）　 地下水位制御システムにおける水稲－ビー

ル大麦 1 年２作体系の経済性評価
水稲無代かき移植栽培の経済性評価は行ったが、

その他技術（水稲乾田直播栽培等）を組み込んだ水
稲－ビール大麦の 1 年２作体系の経営評価。　

オ　要　約
（ア）　ビール大麦の品質向上、安定生産のための

地下水位制御技術の確立
FOEAS ほ場においてビール麦を栽培する場合、

地下水位の低下により生育が旺盛となり整粒重など
収量が増加した。　
（イ）　ビール大麦の子実タンパク質含有率を制御

するための肥培管理技術の開発
粗タンパク質含量は追肥により増加する傾向にあ

り、追肥無し区と 0.2kg/a 区とを比較したところ有
意に高くなり、肥料の効果は 0.6％ /Nkg と算出さ
れた。　
（ウ）　 水稲無代かき移植栽培の安定生産技術及び

登熟向上のための水管理技術の開発
場内 FOEAS ほ場（黒ボク土）で、水稲無代かき

栽培等の有効性を解明するため、代かき、額縁のみ
代かき等の処理区を設定し調査を行った。その結果、
透水性の良い黒ボク土では代かき等による漏水対策
の効果が小さいことを明らかにした。また、水稲の
無代かき移植栽培において FOEAS ほ場での正転
ロータリーによる麦稈の鋤込み効果を検討し、逆転
ロータリーと移植精度に違いは認められなかった。
そのため、通常の耕起法で対応が可能であることを
確認した。
（エ）　 水田輪作における地下水位の制御が土壌の

理化学性に及ぼす影響の解明
土壌の理化学性に及ぼす影響を解明するため、麦

作後の土壌の化学性及び物理性を調査した。その結
果、地下水位制御による水田輪作体系において、土
壌理化学性は大きく変化しないことを明らかにし
た。　
（オ）　 地下水位制御システムにおける水稲－ビー

ル大麦 1 年２作体系の経済性評価
水稲における無代かき栽培は、耕起から移植ま

での本田作業で、代かき作業を行わないことから、
FOEAS ほ場では慣行より 10 ａ当たりの作業時間、
燃料消費量とも少なくなった。　



─ 110 ─

研究担当者（中山喜一＊、若林（星）一好、家中容子、
粂川晃伸、秋山俊明、白間香里、五月女恭子、五月
女敏範、山口昌宏、大山 亮、薄井雅夫、宮崎成生、
出口美里、安達瞳）

４　東海の湿害地帯における地下水位制御技術を
活用した稲・麦・大豆体系の確立
ア　研究目的
東海地域の小麦の単収は、全国平均よりも低い水

準が続いており、大豆の単収も近年格差は小さくな
りつつあるものの依然として低いため、両作物とも
単収の大幅な向上が重要な課題となっている。低収
の最大の原因は、この地域の土壌特性と気象条件に
よる湿害である。また、水稲の省力低コスト化を一
層進めるためには、乾田直播の導入が必要である。
そこで、地下水位制御技術を活用することによって、
乾田直播水稲、小麦および大豆の安定多収栽培技術
を開発し、省力低コストで高生産性の 2 年 3 作な
らびに 3 年 5 作の水田輪作体系の確立を図る。

イ　研究方法
（ア）　乾田直播水稲栽培試験
三重県津市の FOEAS 圃場において、播種床の鎮

圧の効果を調査した。地下灌漑は播種後に約 1 日間
だけ地表面（地下水位 0 m）まで上昇させた。
（イ） 乾田直播水稲栽培における除草技術確立試

験
三重県津市の FOEAS 圃場において、水稲播種前

にイヌビエを播種し、発生消長を調査した。地下灌
漑は播種後に約 1 日間だけ地表面（地下水位 0 m）
まで上昇させた。
（ウ）　小麦栽培試験
三重県津市の FOEAS 圃場において、播種法、播

種期と播種密度、施肥法の効果を調査した。地下灌
漑は、2011 年度は出穂期から成熟期まで地下水位
－30 cmで行った。2012年度は全期間行わなかった。
（エ）　大豆栽培試験
三重県津市の FOEAS 圃場において、播種法、播

種期の効果を調査した。地下灌漑は 2010 年度と
2011 年度は播種から開花始めまで地下水位－ 30 
cm で行い、2012 年度は全期間行わなかった。
（オ）　現地実証試験
岐阜県海津市の FOEAS 圃場において、水稲（乾

田直播）、小麦（晩播の 12 月播種）、大豆（狭畦・
無中耕無培土）の生育収量調査を行った。地下灌漑
は、水稲においては播種後に約 1 日間だけ地表面（地
下水位 0 m）まで上昇させ、小麦においては全期間
行わず、大豆においては開花期から莢伸長期まで地
下水位－ 30 cm で行った。

ウ　研究結果
（ア）　乾田直播水稲栽培試験
乾田期間の地下水位の一時的上昇は出芽率を高め

た（図 244-1）。また、播種床の強い鎮圧には出芽率
をさらに向上させる効果があった（図 244-1）。
（イ） 乾田直播水稲栽培における除草技術確立試

験
地下灌漑処理により乾田期におけるノビエ発生本

数は一般圃場より増加した（表 244-1）。また、入水
前に残草するノビエの最大葉齢も地下灌漑処理によ
り大きくなる傾向が認められた（表 244-1）。
（ウ）　小麦栽培試験
登熟期の地下灌漑は、子実蛋白含有率を低下さ

せ、湿害を助長する傾向が認められた。12 月播種
の晩播は 11 月播種の標準播に比べて成熟期が大き
く遅れるとともに、単収が低下する傾向が認められ
た。肥効調節型肥料を活用した省力施肥は、速効性
肥料の分施に比べて、単収および子実蛋白含有率が
高かった。
（エ）　大豆栽培試験
開花期前の地下灌漑には増収効果が認められな

かった。狭畦栽培において、7 月上旬播種は 7 月中
旬播種および 7 月下旬播種に比べて減収する傾向が
認められた。
（オ）　現地実証試験
水稲の乾田直播栽培は目標単収 600 kg/10a を超

える単収 634 kg/10a を示した（表 244-2）。小麦の
晩播栽培は、成熟期は大きく遅れたが、目標単収
500 kg/10a を超える単収 515 kg/10a を示した（図
244-2、表 244-3）。大豆の狭畦・無中耕無培土栽培
は目標単収 350 kg/10a に近い単収 336 kg/10a を示
した（図 244-3、表 244-4）。

エ　考　察
東海の湿害地帯において、地下水位制御技術は、

土壌水分の適正化、湿害の軽減などの効果によって、
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乾田直播水稲、小麦、大豆の安定多収生産に貢献す
ることが期待されている。本研究の現地において、
1 か年ではあるものの、地下水位を制御した圃場で
は乾田直播水稲、小麦および大豆について高い収量
性が実証された。したがって、東海の湿害地帯にお
いて、地下水位制御技術は、乾田直播水稲を導入し
た 2 年 3 作（稲 - 麦 - 大豆）ならびに 3 年 5 作（稲
- 麦 - 大豆 - 麦 - 大豆）の輪作体系の生産性を向上さ
せることが示唆された。ただし、地下水位制御技術
を乾田直播水稲に導入する場合は、乾田期に雑草が
発生しやすく、雑草の生育も比較的早い傾向が認め
られたので、入水前の除草剤処理については防除適
期を逃さないようにする必要がある。3 年 5 作輪作
体系において、大豆作後の小麦作は晩播栽培となっ

て成熟期が遅れやすいので、前作の大豆については
成熟期の早い品種を用いるとともに、後作の小麦に
ついては早生で穂発芽耐性の高い品種を用いること
が望ましいと考えられた。フクユタカのような秋大
豆の場合、省力的な狭畦・無中耕無培土栽培は、7
月中旬以降の晩播栽培には適するが、7 月上旬の早
播栽培では過剰生長によって減収する傾向があるた
め摘心技術（北野ら 1））の導入を検討する必要があ
る。

オ　今後の課題
現地実証試験が１か年のみで十分ではないため、

実証データの蓄積が今後必要である。

図 244-1　三重県津市の乾田直播水稲「コシヒカリ」における地下水位制御および
鎮圧程度と出芽数
注 1）圃場：礫質黄色土　播種日：2010 年 3 月 31 日

播種機：小明渠浅耕播種機　播種量：6 kg/10a（218 粒 /m2）
注 2）FOEAS 圃場は 1 日間（4 月 8 日）だけ地下水位を地表面まで上昇
注 3）無・弱・強鎮圧：播種床の鎮圧程度

表 244-1　三重県津市の乾田直播水稲「コシヒカリ」における乾田期の雑草発生に及ぼす地下水位制御の影響
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図 244-2　岐阜県海津市の FOEAS 圃場と対照圃場における小麦の地下水位

表 244-3　岐阜県海津市における小麦「農林 61 号」の生育収量品質

表 244-2　岐阜県海津市における水稲「朝日の夢」の生育収量品質
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図 244-3　岐阜県海津市の FOEAS 圃場と対照圃場における大豆の地下水位

カ　要　約
東海地域の水田輪作体系において地下水位制御の

効果を調査した。乾田直播水稲については、播種床
の鎮圧を行い、乾田期に地下水位を一時的に地表面
まで上げることによって、出芽率が向上し、単収
は 634 kg/10a であった。小麦については、地下灌
漑は湿害を助長する傾向が認められたが、排水機能
を活用した場合には単収（晩播）は 515 kg/10a で
あった。狭畦・無中耕無培土栽培の大豆については、
開花期前の地下灌漑には増収効果が認められなかっ
たが、開花期から莢伸長期に地下灌漑（地下水位－
30 cm）を行った場合には単収は 336 kg/10a であっ

た。以上の結果から、東海の湿害地帯において、地
下水位制御技術は 2 年 3 作ならびに 3 年 5 作の輪
作体系の生産性を向上させることが示唆された。

キ　引用文献
1）　北野順一ら（2008）．摘心による大豆「フクユ
タカ」無中耕無培土栽培の生産安定化．2007 年
度研究成果情報．

研究担当者（谷尾昌彦＊、佐々木豊、建石邦夫、
高川知也、北村八祥、中川威佐夫、中山幸則、大西
順平）

表 244-4　岐阜県海津市における大豆「フクユタカ」の生育収量品質
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1　瀬戸内地域における地下水位制御システムを
利用した安定多収水田輪作体系の確立
ア　研究目的
近年開発された地下水位制御システムは水田の地

下部のかん排水機能が改善され、従来よりも土壌水
分の調節が容易となっており、全国に普及しつつあ
る。しかし、近畿中国四国地域において地下水位制
御システムを導入した圃場では水田輪作の実施例が
少ない。また、中国四国地域では大豆栽培における
雑草発生の抑制が未だに困難となっている。本課題
では地下水位制御システムを利用し、全国でも比較
的降水量が少ない瀬戸内地域に適した高度集約型の
２年４作（大豆－裸麦－水稲－小麦）、ならびに中
国中山間地域において従来よりも省力・低コスト化
となる 2 年 3 作（水稲－大麦－大豆）の水田輪作体
系を確立する。

イ　研究方法
（ア）　大豆の部分耕狭畦無中耕無培土栽培におけ

る地下水位制御の影響
近畿中国四国農業研究センター（近中四農研）所

内に施工した FOEAS 圃場（1 筆 5a）において、
2010-2012 年の 3 か年にわたって大豆を部分耕狭
畦播種無中耕無培土栽培し、FOEAS による地下
水位制御が大豆の収量に及ぼす影響を調査した。
FOEAS 圃場は水稲 - 小麦 - 大豆 - 裸麦（または小
麦）の 2 年 4 作水田輪作を実施し、大豆作に合わせ
て本研究を実施した。大豆品種は「サチユタカ」と

「四国 2 号」を供試し、1 筆は生育期間中の設定水
位を -30 cm（稼働）とし、もう 1 筆は給水停止か
つ排水口を開放状態（停止）とした。播種方法は条
間 30cm とし、部分耕播種無中耕無培土で栽培した。
成熟期に 3.6㎡を刈り取って収量を調査した。

各圃場にはプロファイル土壌水分センサー（Sen-
tek 社 EnviroSMART） と 水 位 計（ 応 用 地 質 社
S&DL mini）を設置し、土壌水分と地下水位を経時
的に計測した。
（イ）　大豆の雑草防除のための地下水位制御方法

の開発
広島県福山市の近畿中国四国センター内圃場に

おいて試験を実施した。大豆は品種サチユタカ
を、2012 年６月 28 日に播種密度 19.9 粒 /㎡、条間
30cm で部分耕播種した。

ａ　地下水位制御による雑草制御
主処理として地下水位制御：①高地下水位稼働：

大豆播種前の 6 月 11 日から 6 月 25 日は地下水位
を -10cm に維持、その後 -30cm に維持。②常時稼
働：常時地下水位を -30cm に維持。③稼働無し：
FOEAS 稼働しない（排水のみ）。主処理は全区で
49m × 8.4 ～ 9.7 ｍ、反復無し。副処理として、麦
残渣の有無：①麦残渣有り、②麦残渣無し、5.0 ｍ
× 5.0 ｍを全主処理に３反復ずつ設けた。発生雑草
の被度および草高を 6 月 25 日に、処理区ごとに固
定枠 0.6 ｍ× 1.0 ｍ枠を１か所ずつ測定して、乗算
優占度を算出し雑草発生量とした。無除草区にお
いて、6 月 19 日～ 8 月 21 日、主処理毎の麦残渣有
りで１週間ごとに雑草の発生数を抜き取り調査し、
累積出芽率を算出した。2012 年 6 月 20 日に、深さ
5cm の土壌を採取し 105℃で乾燥し、土壌水分率を
算出したところ、主処理麦残渣有りで、地下水位処
理制御にかかわらず 25 ～ 30％で有意差は無かった。
麦残渣量の推移は、稼働無し区で調査したところ、
１㎡当たり乾物重で 6 月 12 日には 566g、27 日には
435g、は7月25日には401g、11月7日には97gであっ
た。

b 　除草剤の体系処理の影響
同日に土壌処理剤（ジメテナミド・リニュロン乳

剤 600ml/10a）および茎葉処理剤（グリホサートカ
リウム塩剤 500ml/10a）除草剤を処理した。7 月 25
日茎葉処理剤（キザロホップエチル剤 200ml/10a
およびベンタゾン液剤 150ml/10a）を処理した。収
穫は 11 月 6 日に実施した。なお、除草剤の処理と
して、大豆播種時の同時処理のみ（１回処理）、播
種同時処理と播種一か月後の茎葉処理の体系処理（2
回処理）および無除草の 3 水準を主処理ごとに設け
た。7 月 25 日および収穫日には固定枠の近傍で雑

第５章　近畿中国四国地域における地下水位制御を核とした地域輪作

システムの確立
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草の乾物重を調査した。
（ウ）　 大豆の土壌病害調査

a 　ピシウム病害の立証と種子処理剤の効果試
験

所内の水田輪作圃場の大豆の苗立枯れ症状株から
分離されたピシウム菌株を健全大豆苗に接種し、原
病徴の再現を試みるとともに、菌株の形態、培養特
性等の諸特性を調べて菌種の同定を試みた。

また、本病に対する種子処理剤の効果を調べるた
め、ポットによる接種試験を行った。園芸用培土に
大豆（品種サチユタカ）を播種後ピシウム菌汚染土
で覆土し、人工気象器内で栽培した。その際以下の
2 種の種子塗沫処理を行った。種子処理剤 A: チア
メトキサム・フルジオキソニル・メタラキシル M
水和剤。種子処理剤 B: チウラム水和剤。

さらに、地下水位制御の異なる３圃場において、
前作の小麦残渣のある区と残渣を除去した区を設
け、以下の 2 種の種子塗沫処理を行なった大豆種子
を播種した（2012 年）。種子処理剤 A: チアメトキ
サム・フルジオキソニル・メタラキシル M 水和剤。
種子処理剤 C: チアメトキサム水和剤（内側）＋チ
ウラム水和剤（外側）の二重塗沫。播種後、レーザー
レベルで播種条の圃場面の高さを測定するとともに
苗立ちを調査し、効果を評価した。

b 　病害発生状況の調査
所内圃場および広島県世羅町の現地圃場におい

て、土壌病害発生状況を調査した。
（エ）　FOEAS を備えた細粒灰色低地土（粘土質）

の水田において、小麦「中国 160 号」、小麦「せと
きらら」、裸麦「トヨノカゼ」を 11 月下旬に条間
30cm で全面耕起播種して栽培した。基肥は、2011
年産は播種と同時に化成肥料を施用、2012 年産は
播種前に汚泥発酵肥料「醗酵牛ふん」を 1.2t/10a 施
用した。地下水位を全期間 -30cm に設定して地下
灌漑する圃場と、FOEAS の排水側を開放して灌漑
しない圃場を設けた。
（オ） 地下水位制御システムを利用した水稲の節

水型直播栽培技術の開発
裸麦収穫直後の 6 月上旬に新規需要米として用い

られる多収水稲品種（北陸 193 号）を不耕起乾田直
播し、苗立ち、生育、収量および収量構成要素等の
調査を行い、安定多収を確保するための条件を明ら
かにする。また、節水管理の検討については、2011

年度は供試可能な圃場が 1 筆のみであるため水管理
は慣行とし、2012 年度において節水管理を行う節
水区と対照となる慣行区を設け、用水量調査を行い、
収量性等と合わせて検討する。
（カ）　 地下水位制御システム圃場における土壌

中の水分・養分の動態解明
2 年 4 作体系の大豆・麦作にあたる圃場を対象に、

FOEAS 圃場（設定水位 -30cm）と対照圃場（FOEAS
設置済・不稼働圃場；給水 off、排水側開放）において、
土壌水分プロファイルプローブを用いて、各処理区
10地点の土壌水分量（6深度）を週1回程度測定する。
測定された土壌水分量をもとに、土壌層別の水分量
の変化を把握し、対照区と比較する。また、土壌層
別水分量に、降雨量・地下水位・灌漑水量（FOEAS
区のみ）を加えて解析する。
（キ）　2 年 3 作水田輪作を想定した省力 ･ 低コス

ト大豆栽培技術の確立
a 　大豆栽培実証

（a）　大豆の栽培
圃 場 は 広 島 県 世 羅 町 の 現 地 法 人 が 所 有 す る

FOEAS 圃場（23.6a、前作水稲）と未施工の対照圃
場（35.4a、前作大麦）を選定した。明渠は対照圃
場にのみ作成し、額縁と圃場内の長手方向に 2 筋作
成した。中国中山間地で主要な大豆品種である「サ
チユタカ」を用い、FOEAS 圃場は 6 月 14 日に部
分耕播種（条間 30 cm、14.9 粒 /㎡、6 条播き）し、
対照圃場は 6 月 26 日に耕起同時播種（条間 30 cm、
17.2 粒 /㎡、5 条＋作溝播き）した。生育期間中は
FOEAS 圃場の水位を -30 cm に設定した。

省力・低コスト化に向けた取り組みとして、密植
による増収効果が期待でき、中耕・培土作業を省略
できる狭畦無中耕無培土栽培を選択した。播種時の
除草（グリホサートカリウム塩液剤＋ジメテナミド・
リニュロン乳剤）は、除草タンクと散布機を播種期
に取り付けて播種と同時に散布し、播種作業時間の
短縮を図った。種子消毒は新規に登録された殺菌殺
虫剤（チアメトキサム・フルジオキソニル・メタラ
キシル M 水和剤）を 1 剤のみで処理した。さらに、
誘因トラップによるホソヘリカメムシ成虫の捕殺数
に基づく防除法を導入して効率的な防除に努めた。
FOEAS 圃場ではさらに、通常の 6 月下旬よりも早
播となる中旬に播種して生育量を確保する一方で疎
植として種苗費軽減に努めたほか、慣行栽培よりも



─ 116 ─

速い播種が期待できる部分耕播種機を使用した。そ
の他の慣行の防除管理を実施した。
（b）　収穫適性調査、坪刈り調査
大豆の成熟を確認するとともに各圃場の 3.6㎡の

面積に栽植する株全てについて最下着莢高と、倒伏
角度を測定した。倒伏の程度は大豆調査基準 1）に
基づき、倒伏角度から 0-4 の 5 段階に分類した。調
査区内大豆株の成熟整合程度を古屋・梅崎 2）の方
法に基づいて判定し、程度 3 以下を莢先熟株として
発生率（％）を算出した。調査区内の任意の 10 株
を生育調査し、収量構成要素を算出した。また、調
査区内の全株を脱穀して子実収量を算出した。
（c）　収穫調査
11 月 7 日と 8 日に普通型コンバインで大豆を収

穫し、収穫した種子は地域のライスセンターに搬入
して重量と水分を計量した。圃場に残った種子は、
切り株に着生する莢に含まれる種子を「刈り残し」
による種子、地面に散乱する種子を「脱粒」による
種子、それ以外の独立した莢に含まれる種子を原
因が「不明」の種子、として 3 種類に分類して 1 m
× 1 m の範囲から回収した。回収した種子は重量
と水分値を計測後、収量値と比較して収穫損失（％）
を算出した。
（d）　土壌水分と地下水位の測定
各圃場にはプロファイル土壌水分センサー（Sen-

tek 社 EnviroSMART） と 水 位 計（ 応 用 地 質 社
S&DL mini）を設置し、土壌水分と地下水位を経時
的に計測した。

b 　品種比較試験
FOEAS 圃場と対照圃場で機械播種した際、一部

に播種溝のみ形成して播種しない領域を残し、大豆
品種「サチユタカ」と「あきまろ」について、生育・

収量の品種比較試験を実施した。6 月 26 日に両圃
場において 1.8 m × 4 m の試験区にテープシーダー
を用いて条間 30cm ×株間 20cm となるよう播種し
た。試験区は両圃場とも３箇所設置した。成熟後に
全株を刈り取って生育ならびに収量を調査した。

c  経済性評価
現地実証試験の資材費と労働費に基づいて生産費

を算出し、2008 年度中国地域における大豆生産コ
ストの統計値と比較した。

ウ　研究結果
（ア）　大豆の部分耕狭畦無中耕無培土栽培におけ

る地下水位制御の影響
6 月 24 日～ 7 月 1 日の期間の播種では「サチ

ユタカ」の生育日数は 118-129 日、「四国 2 号」
は 131 ～ 142 日と四国 2 号の方が長く、その結果

「サチユタカ」の成熟期は 10 月 23 日～ 11 月 4 日、
「四国 2 号」は 11 月 4 日～ 11 月 12 日となった（表
251-1）。2011 年と 2012 年では FOEAS 稼働区の
方が、成熟日が 2 ～ 3 日遅れる傾向が認められた。
坪刈りによる収量は年次による変動が大きく、「サ
チユタカ」が 353 ～ 455kg/10a、「四国 2 号」が
428 ～ 548kg/10a となり、「四国 2 号」の方が有
意に高い収量を示した（表 251-2）。地下水位制
御による影響は、3 か年で FOEAS 稼働区の方が
若干少ない傾向が認められたものの、有意な差は
認められなかった。圃場の地下水位は梅雨明け後
から稼働区は -30 ～ -65 cm、停止区は -60 ～ -75 

表 251-1　所内 FOEAS 圃場で栽培した大豆の成熟期
と生育日数

表 251-2　所内 FOEAS 圃場で栽培した大豆の子実収
量と大豆品種ならびに水位制御の効果
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cm で推移し、停止区の土壌水分が低くなる傾向
を示した（図 251-1c、d）。
（イ）　大豆の雑草防除のための地下水位制御方法

の開発
a 　地下水位制御による雑草制御

高地下水位よる播種前の雑草発生量の増加はな
かった（表 251-3）。2011 年および 2012 年の結果
で、分散分析を行うと、大豆播種前に雑草を多く発
生させる効果は、地下水位処理には認められなかっ

た。ただし、大豆播種前に雑草を多く発生させる効
果は、麦残渣無しには認められた。地下水処理、麦
残渣の有無、ともに年次間差は無かった（表 251-3、
4）。雑草の累積出芽率の推移を見ると、大豆播種前
には、稼働無し残渣有りで 11％、常時稼働残渣有
りにおいて 26％を示し、出芽の促進が見られたが、
播種後に発生する雑草に比べてその割合は小さかっ
た（図 251-2）。

表 251-3　ダイズ播種前の地下水位処理と麦残渣が播種時の雑草発生量に及ぼす影響

図 251-1　土壌層別水分量と地下水位の推移と測定日前一週間の降雨量と灌漑水量の変動
1） 2011、2012 年度ダイズ作（輪作体系実証圃場を対象としているため、対象圃場は年次
　 によって異なる圃場である。）
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 図 251-2　地下水処理が雑草の累積出芽率に及ぼす影響

表 251-4 　ダイズ播種前の地下水位処理と麦残渣が播種時の雑草発生量に及ぼす影響の分散分析結果表 1）

2011年、2012 年

（ウ） 　 大豆の土壌病害調査
a 　ピシウム病害の立証と種子処理剤の効果試

験
水田輪作の大豆生育初期苗に認めた腐敗・立枯

性の異常（写真 251-1）がピシウム（Pythium）属菌
による病害であることを立証し、この病原菌種を
Pythium myriotylumと同定した（Tomioka K. et al. 3））。
本菌を接種した大豆では、苗立枯れの他、根の褐変・
腐敗、生育抑制が認められた（写真 251-2、3）。本
菌による苗立枯れの自然発病は我が国では初めての
確認であり、P. spinosum や P. ultimum var. ultimum に
よる苗立枯病と同名とすることを提案した。病原菌
株は農業生物資源ジーンバンクに登録した（登録番
号：MAFF243489）。

また、本病に対する種子処理剤の効果をポット試
験で調べたところ、種子処理剤 A と B はほぼ同等
の発病抑制効果があった（写真 251-3）。

所内の FOEAS 圃場試験（2012 年）では、種子
処理剤 A に、種子処理剤 C より高い苗立ち安定化
効果を認めた（図 251-3）。また、麦残渣はない方が

苗立ちは良かった。地下水位の異なる FOEAS 圃場
間では、地下水位を高めた圃場の方が健全苗率はや
や劣った。なお、播種条の圃場面が低いほど、健全
苗立率は減少した（データ省略）。

b 　病害発生状況の調査
所内の FOEAS 圃場ではピシウム菌による苗立枯

病以外の土壌病害は少なかったが、慣行の排水の悪
い一部の圃場では黒根腐病が多発した。黒根腐病の
発病程度には明らかな品種間差が認められた。現地
の FOEAS 圃場（2012 年）では、播種後の大量の
降雨による湛水やネキリムシ被害により全般に苗立
ちは悪かったものの、種子処理剤 A 処理種子の方
が種子処理剤 C 処理種子より健全苗率は高い傾向
が認められた。慣行圃場では白絹病や黒根腐病が一
部で発生していた。その他、原因不明の立枯れ症状
も見られた。
（エ）　麦作

ａ　灌漑の要否
近中四農研（福山）における 2012 年産小麦生育

期間の降水量は 338mm で、平年（415mm）より少
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なく、とりわけ登熟期間の降水量は 72mm と平年
の半分以下だった。それにもかかわらず当年の無灌
漑圃場の小麦収量は 794kg/10a と高く、地下灌漑
による増収効果は認められなかった（表 251-5）。

ｂ　水稲後の排水不良・還元状態を改善する方
策

何の対策も取らなかった 2011 年産は、地下灌漑
して水稲を栽培した後の圃場では 3 月下旬まで還元
状態（Eh<0mV）が続き収量が低下した。補助孔
は残っていたが、補助孔上の亀裂がふさがり、耕
盤（地下 18cm）の下に水が浸透しなくなっていた。
2012 年産は水稲収穫後に補助孔と直角に深さ 30cm
の弾丸暗渠を 1.5m 間隔で施工し、播種前に耕起し
たところ、酸化還元電位が高く（Eh>500mV）なり、
収量も高くなった（表 251-6）。
（オ）　地下水位制御システムを利用した水稲の節

水型直播栽培技術の開発
2011 年度は、麦収穫後即不耕起乾田直播を予定

していたが、圃場が乾かず、麦収穫時の踏み荒らし

による不陸も大きかったため、弾丸暗渠を施工して
耕起乾田直播に変更した。このため、播種、出芽と
も遅延した。2012 年度は不耕起播種が実施できた

（写真 251-4）。播種量は両年とも約 2.5kg/10a、苗
立率は 50％前後であった。

水稲の生育は 2011 年度、2012 年度とも概ね順調
であった（写真 251-5）。籾数は 44,000 ～ 51,000 粒
/㎡であり、十分に確保できた。出穂期は、播種が
遅れた 2011 年度が 9 月 10 日、順調に播種できた
2012 年度でも 9 月 5 日となり、多収を得るための
好適出穂期と考えられる 8 月中の出穂とはならず、
登熟歩合は 70％程度にとどまった。粗玄米収量は、
2011 年度の慣行区で 801 g/㎡、2012 年度の慣行区
で 945g/㎡であり、輪作体系における裸麦後の乾田
直播栽培であっても多収を得ることが可能であるこ
とを示した。2012 年度の節水区においては、地下
水位－ 15cm の設定で、842g/㎡の収量を得た（表
251-7）。

水管理は基本的に地下水位制御システムの地下灌

写真 251-1　ピシウム菌による苗立枯れ症状
子葉が赤いのは種子処理剤 B による。

図 251-3　圃場試験での種子処理剤の効果
播種 13 日後の各区の健全苗立数の平均値（薬剤以外
の要因を考慮しない全区の単純平均。n=48。バーは
標準誤差）。播種数は各区約 25 粒。

写真 251-2　ピシウム菌の接種による根の褐変・腐敗
左：接種。右：無接種。

写真 251-3　種子処理剤による効果の比較（ポット試験）
播種 8 日後。左から種子処理剤 A、種子処理剤 B、無
処理、無接種無処理。無接種区以外はピシウム菌汚染
土で覆土した。播種 3 日後から 3 日間は湛水条件とし
た。
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表 251-5　地下灌漑の有無が地下水位と麦の収量・タ
ンパク質含有率に及ぼす影響（2012 年産）

表 251-6　前作と弾丸暗渠再施工の有無が土壌酸化還
元電位 Eh と小麦収量に及ぼす影響

写真 251-4　不耕起乾田直播  写真 251-5　成熟期の状態
1）2012 年度
2）左側 : 慣行区、右側 : 節水区

表 251-7　収量および収量構成要素

漑によって行った。慣行区は、入水後は常時湛水と
し、2012 年度の節水区は地下水位を－ 15cm に設
定した。2011 年度慣行区の地下水位制御システム
による給水量は 2150 kl/10a、降水量は 716 kl/10a､
合計した用水量は 2870 kl/10a であった。しかし、
2012 年度供試した圃場は隣接圃場との遮水が不十
分で、給水量については正確に把握できなかった。
節水区の地下水位は、降雨による一時的な上昇を

除けば概ね－ 15 ～－ 20cm 程度であり（図 251-4）、
目標通りに制御できているため節水型管理における
水稲生育の調査に支障はなかったが、栽培期間にお
ける水収支については把握できなかった。
（カ）　 地下水位制御システム圃場における土壌

中の水分・養分の動態解明
測定した土壌水分量を FOEAS 圃場と対照区を

横断するように解析した結果（2009 年度冬作）を、
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図 251-5　処理区を横断した土壌水分量の分布

図 251-6　FOEAS 区（左）と対照区（右）の土壌水分量の 3 次元分布
1） 2010 年度ダイズ作

図 251-5 に示した。この時、隣接圃場間に遮水シー
ト等の漏水等への対策はなされていなかったため、
F1 区の 5-9m の領域は 0-4m に較べて水分量が低く、
対照区と同様の水分量になっており、対照区への漏
水が確認できる。

圃場境界・圃場周囲に遮水シートを設置後の、
FOEAS 圃場と対照区の大豆作期間中（2010 年度
夏作）土壌水分量の 3 次元分布を示した（図 251-
6）。40cm 深までの土壌水分量は、対照区に比べて
FOEAS 区の方が高かった。一方、60cm 以深は、
両区の間に明確な差は確認されなかった。

2011、2012 年度大豆作期間中の土壌層別水分
量と地下水位の推移と測定日前一週間の降雨量と
灌漑水量の変動を、図 251-1 に示した。2011 年度
は FOEAS 区に大量に灌水されているのにも拘わ
らず、土壌水分量は対照区と差がなかった。一方、
2012 年度は FOEAS 区が、対照区よりも高い土壌
水分量を示した（望月ら）4）。

また、両年とも降雨後に長期間湛水した形跡はな
く、FOEAS 区・対照区ともに良好な排水性を示し
た。なお、当該期間中の降水量は、2011 年は多雨、
2012 年は平年並であった。

図 251-4　慣行区および節水区の水位の推移



─ 122 ─

表 251-8　現地圃場大豆の成熟期における生育と収穫適性

図 251-7　現地圃場大豆の坪刈り調査区における栽植
密度と収量の関係
子実収量は 15％水分換算値

（キ）　2 年 3 作水田輪作を想定した省力 ･ 低コス
ト大豆栽培技術の確立

a 　大豆栽培実証
（a）　大豆の出芽
FOEAS 圃場の大豆は、芽直後の苗立ち枯れが多

発したが対照圃場ではほとんど認められなかった。
その結果、出芽率は 57％と対照圃場の 79％よりも
低くなった。また、FOEAS 圃場にのみヨトウムシ
による根切り被害が多く認められ、対照圃場が成熟
期でも平均で 14.2 本 /㎡を維持していたのに対し、
FOEAS 圃場は 8.2 本 /㎡と播種密度の約半分となっ
た。
（b）　収量と生育
普通型コンバインによる大豆収穫で算出した全

刈り収量は FOEAS 圃場が 263kg/10a、対照圃場が
257 kg/10a であり、2 圃場とも同程度であった。収
穫時における大豆種子の収穫損失は、FOEAS 圃場
が 20％であり、対照区の 15％よりも多かった。収

穫損失の原因は、FOEAS 圃場では脱粒による損失
が 57％で半分以上を占めたのに対し、対照圃場で
は刈り残しが 56％で最も大きな原因を占めた。

FOEAS 圃場は対照圃場と比較して分枝数と節数
が増加しており着莢数が多い傾向が認められたほ
か、最下着莢高が低くなった（表 251-8）。また、主
茎長が短く茎の太さが太くなる傾向が認められた。
莢先熟の割合は FOEAS 圃場の方がやや低く、7.5％
であった。倒伏はどちらの圃場とも認められなかっ
た。

坪刈り調査の結果、両圃場とも栽植密度が高
まると収量が高まる傾向が認められた。しかし、
FOEAS 圃場では栽植密度が約 10 本 /㎡で収量が約
500 g/㎡で頭打ちとなり、それ以上の栽植密度も収
量は同等となった（図 251-7）。
（c）　品種比較試験
「あきまろ」は「サチユタカ」に比べて開花期は

１日、成熟期は 6 日遅かったが、例年よりもやや早
く成熟した。このため主茎長はやや短かったが、「サ
チユタカ」より 10cm 長く、主茎節数や分枝数もや
や多かった。また、全般にコンパクトな生育だった
ため、両品種とも倒伏は少なかった（表 251-9）。

6 月 26 日に播種した大豆の子実重は両品種とも
60kg/a 以上であり、対照圃場に比べて 50％を上回
る多収であった。両圃場とも「あきまろ」は「サチ
ユタカ」を上回る収量性を示したが、その差はわず
かであり、品種より圃場条件が収量に大きく影響し
た（図 251-8）。
（d）　経済性評価
2012 年の現地試験圃場における大豆の生産費は

64,777 円 /10a となり、2008 年統計値との比較では
12％の削減にとどまる（表 251-10）。しかし 10a 当
たり収量が約 263㎏で、統計値との比較において＋
105㎏（＋ 66％）であったことにより、60㎏当たり
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表 251-9　現地の地下水位制御圃場における「サチユタカ」及び「あきまろ」の生育・収量

は、遅くとも 11 月下旬には麦を播種する必要があ
る。一方、大豆の収穫は現状では一般にコンバイン
で収穫するのが一般である。コンバイン収穫の際、
収穫子実の汚損を防止するため、成熟後に茎水分を
十分落とす必要があり、約 2 週間を要する。したがっ
て、余裕を持って考えると 11 月上旬には大豆が成
熟することが好ましい。3 か年の試験結果から「四
国 2 号」は「サチユタカ」よりも多収であることが
確認されたが、「サチユタカ」が遅くとも 11 月上旬
に成熟したのに対し、「四国 2 号」では 11 月上旬前
半～ 11 月中旬に成熟した（表 251-1）。実際の生産
現場では病虫害や干ばつ等による成熟の遅れのリス
クが考えられることから、「四国 2 号」は本体系へ
の導入は適さないと判断した。

図 251-8　地下水位制御圃場及び対照圃場における
「サチユタカ」と「あきまろ」の子実重

費用合計では、47％の削減となった。
内訳としては無肥料であったので肥料費が 0 円で

あった他、特に 10 時間 /10a の省力にともない労働
費が大幅に削減された。一方その他諸材料費では
トラップ資材と鳥獣害防護網の費用が大きく 15,746
円の増加となった。

エ　考　察
（ア）　大豆の部分耕狭畦無中耕無培土栽培におけ

る地下水位制御の影響
a 　「四国 2 号」適用の検討

本輪作体系に使用する大豆品種・系統として、近
畿中国地域で広く導入されている「サチユタカ」の
他、多収が期待できる大豆系統「四国 2 号」につい
て本輪作体系への適性を検討した。本課題では水田
輪作体系に導入できる技術開発を進めていることか
ら、後作である麦播種までに余裕を持って収穫でき
る必要がある。試験場のある瀬戸内地域の平坦地で

表 251-10　試験圃場における大豆生産費の 2008 年統
計値との比較
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b 　地下水位制御の効果
本試験では FOEAS の標準的な水位設定である

-30 cm で検討したが、有意な効果は認められなかっ
た。島田ら 5）によると、大豆栽培において地下水
位が -40 ～ -70cm の条件で最も多収になることを
報告している。本 FOEAS 圃場では稼働区が -30 ～
-65 cm、停止区は -60 ～ -75 cm で推移しており（図
251-1）、本圃場はこの条件を満たしていた。したがっ
て FOEAS の稼働、停止の 2 処理間に収量差が認め
られなかったのであろう。後述する現地試験では
FOEAS 圃場で増収したが、現地の対照圃場の特徴
は地下水位が著しく低く、少雨期には日中に水スト
レスによる葉の裏返り症状が認められた。地下水位
が低い圃場では FOEAS による地下灌漑効果が認め
られるのかもしれない。今後は地下水位が低い圃場
における地下灌漑の実証例に関わるデータを蓄積す
る必要があると考えている。　
（イ）　大豆の雑草防除のための地下水位制御方法

の開発
a 　地下水位制御による雑草制御

冬作麦、夏作大豆の１年２作では、麦収穫後から
大豆播種までは 6 月上旬から 7 月上旬の梅雨にあた
り、地下水位制御システムの灌水機能による雑草の
出芽促進の効果は小さいことが判明した。

b  除草剤の体系処理の影響
大豆収穫時の雑草の残存量は、対無除草区比で１

回処理では 15％以下、２回処理では、10％以下を
示しており、概ね良好と考える
（ウ）　 大豆の土壌病害調査
播種条の圃場面の高さが、出芽、苗立ち率に大

きな影響を与えることがわかった。低い条では降
雨による一時的湛水で、緑色の藻類が観察された。
Pythium myriotylum は遊走子を作る水媒性の菌であ
り、一時的湛水が本菌の感染拡大を招いたと考えら
れる。また、本菌は生育適温が 35℃付近にあるため、
高温多雨の梅雨時に播種する大豆で大きな問題にな
る可能性がある。大豆播種後の土壌表面の滞水はピ
シウム菌による苗立枯れを助長するため、滞水する
ような低い播種条を作らないことが重要である。麦
の残渣が発病を助長していた原因として、土壌表面
の水分の停滞が考えられる。麦栽培後の大豆の不耕
起栽培では麦残渣が残ることになるが、この点で問
題が生じる可能性がある。地下水位が高い圃場で健

全苗数が少なかった理由として、水分による本病の
蔓延の可能性が考えられるが、年度により異なる傾
向も認められ、播種前後の降雨の量が影響している
ものと考えられた。圃場試験で薬剤 C（薬剤 B と
同じチウラムを含む）の効果がやや劣ったのは、ポッ
ト試験よりも厳しい条件であったため、または、他
の要因も関わっていたためと推察される。所内の圃
場で発生した Pythium myriotylum による苗立枯病は、
現地の圃場でも発生している可能性がある。降雨後
の速やかな排水と適切な種子処理剤の選択により、
本病を軽減できると考えられた。
（エ）　瀬戸内地域では、麦は主として沿岸部（干

拓地を含む）の灰色低地土の水田で栽培されている。
小麦収量 500kg/10a を得るには 440 ～ 640mm の蒸
発散量が必要と報告されているが 6） 7） 8） 9）、当地域
の麦作期間中の降水量は 400 ～ 500mm 程度と少な
いものの地下水位が高いため、灌漑を必要としない
圃場が多いと推測される。当地域では湿害が大きな
問題となっているが、FOEAS は 1m 間隔の補助孔
があることから排水性能が高く、多収が期待できる。
ただし粘土質の圃場で水稲を地下灌漑により栽培し
た後は土壌が還元状態になっているため、麦播種前
に土壌を乾かすための作業（弾丸暗渠施工等）が必
要となる。
（オ）　地下水位制御システムを利用した水稲の節

水型直播栽培技術の開発
2011 年度裸麦の収穫時に圃場が乾かず、その後

の乾田直播の速やかな実施に支障を来したが、これ
は、この圃場の前歴において、水稲移植栽培に供試
し代かきを行っていたことが原因の一つに考えられ
る。地下水位制御システム導入圃場の排水性を良好
に保つためには､ 作付前歴に応じた保守管理方法を
検討しておく必要が示唆された。これが良好に保た
れている圃場においては、水稲不耕起乾田直播の裸
麦収穫後速やかな実施に支障はなかった。

多収品種（北陸 193 号）を供試し、輪作体系にお
ける裸麦後の乾田直播栽培によって、粗玄米収量
900g/㎡以上を得た。しかし、収量構成要素を検討
すると、籾数は十分に確保できているものの、出穂
期が遅く、登熟歩合は 70％程度にとどまっている。
長田ら 10）は、｢インド型品種は、出穂前および登熟
期間中の日射量の低下にともなう籾数および登熟の
減少程度が大きい｣ ことを報告しており、「7 月末
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～ 8 月中旬に出穂期を迎える作期設定が重要」とし
ている。安定多収の観点からは、裸麦後の乾田直播
栽培によって、8 月中に出穂する多収品種を選択し、
登熟歩合を高めることが必要と考える。

節水型管理について、2012 年度の節水区におい
ては、明確に水稲の生育の違いを把握する目的か
ら、地下水位を－ 15cm と厳しい条件に設定したが、
842g/㎡の粗玄米収量を得た。この収量は慣行の 9
割程度であるが、地下水位をもう少し高く設定すれ
ばさらに多収が得られる可能性もある。上述のよう
に、輪作体系においては、水稲作の湛水や代かきが
その後の排水性に影響することが示唆されるので、
湛水はせず、地下水位を一定に保つ栽培技術につい
ては今後も検討を続けることが望まれる。
（カ）　 地下水位制御システム圃場における土壌

中の水分・養分の動態解明
FOEAS 区と対照区の間で土壌水分量の差が明確

ではなかったのは、隣接圃場間の漏水の影響である
と考えられる。このため、圃場境界・圃場周囲に遮
水シートを設置した。実際の圃場での栽培において
も、周囲の圃場の作付けとの関係によっては漏水の
危険性があること、棚田等では漏水の危険性が増大
することが示唆された。

漏水対策後、40cm 深までの土壌水分量が、対照
区より FOEAS 区で高かったのは、FOEAS の給水
の効果である。一方、60cm 以深の土壌水分量に、
明確な差が確認されなかったのは、当該圃場の地下
水の影響であると考えられる。

2011 年度、FOEAS 区に大量に灌水されているの
にも拘わらず、土壌水分量の差がなかったのは、遮
水シートを設置してはあるものの当該圃場周辺の遮
水シート設置時に、充填剤（ベントナイト）を用い
なかったためであると考えられる。一方、2012 年
度は FOEAS 区が対照区よりも高い土壌水分量を示
した。当該圃場の漏水対策には充填剤が処置されて
いたため、漏水もなく、圃場間の土壌水分量の際も
明確になり、FOEAS の給水効果が示されたと考え
られる。

周辺の FOEAS 未施工圃場が湛水するような降雨
時にも、FOEAS 区・対照区とも長期間湛水した形
跡がなかったのは、FOEAS 設置時に両区に施工さ
れた補助孔が排水効果を発揮した結果であると考え
られる。

（キ）　 2 年 3 作水田輪作を想定した省力 ･ 低コ
スト大豆栽培技術の確立

a 　大豆栽培実証
FOEAS 圃場では大豆の苗立ちが非常に悪かっ

た。主な原因は、降雨時に滞水して出芽不良や苗立
ち枯れが多発したためであることと、ネキリムシに
よる茎切断の被害が多発したためである。本圃場
は 5 月下旬に FOEAS を施工しており、施工直後に
レーザーレベラ整地を実施した。そのため、地表部
が強く固められて透水性が著しく低下したものと思
われる。梅雨明け後は排水性が改善したが、これは
土壌の乾燥や大豆の根域拡大等により土壌に亀裂が
入り、FOEAS 本来の透水性が回復したのではない
かと思われた。ネキリムシによる被害が FOEAS 圃
場で多発した原因はよくわからない。本圃場では今
後も2年3作の水田輪作を継続する予定であるので、
次回の大豆作でも同様にネキリムシが多発するかど
うか注視したい。

成熟期における平均の栽植密度は FOEAS 圃場
では 8.2 本 /㎡と対照圃場の 14.2 本 /㎡よりも大幅
に少なくなったが、全刈り収量は FOEAS 圃場が
263 kg/10a、対照圃場が 257 kg/10a と同程度であっ
た。これは、FOEAS 圃場の方が 1 株当たりの莢数
を多く確保できいたことが主要な原因であった。坪
刈りの調査から、栽植密度を 10 本 /㎡で坪刈り収
量値で約 500 kg/10a の最大収量が確保できると推
定でき、12 日遅く播種した対照圃場で同等の収量
を得るためには栽植密度を約 18 本 /㎡にする必要
があると予想され、播種量削減のメリットがあった
と思われた。FOEAS 圃場における種子の収穫損失
は主として脱粒によるもので、重量比で 20％が損
失しており、対照圃場の 15％と比較べて多かった。
FOEAS 圃場は明渠のない部分耕播種であったため
刈り残しは少なかったものの、主茎長が短い割に莢
の着生数が多かった（表 251-1）ことから、刈り取
り時にコンバインのリールヘッダや刈り取り部と莢
が接触する頻度が高く、裂莢しやすかったのではな
いかと推察された。今後は草型の改善についても検
討する必要がある。

b 　地下灌漑効果
FOEAS の地下灌漑効果については、設定水位を

-30 cm にした結果、対照圃場と比較して FOEAS
圃場では高い地下水位が維持され、土壌水分も高く
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維持されていた。6 月 26 日に両圃場で同じ播種密
度で播種した「サチユタカ」と「あきまろ」では、「あ
きまろ」の方がやや多収となった。しかし、両品種
とも FOEAS 圃場の方が約 1.5 倍多収となったこと
から、地下灌漑による増収効果の方が大きかったと
推察された。対照圃場は排水性が良く、晴天が継続
した場合は大豆の葉が裏返ることがしばしば認めら
れ、干ばつ気味であったが、FOEAS 圃場では認め
られなかったことを確認しており、FOEAS の地下
灌漑機能が収量向上に寄与したと考えられる。

c 　経済性の評価
今年度の経済性の評価結果に関連しては、次の背

景が重要と考えられる。それは FOEAS 技術の特性
上の原因から、1 年間の栽培による試験では、必ず
しも充分に効果が把握できたとはいえないことであ
る。従って梅雨時期の豪雨年や、8 月の干ばつ年な
どの従来の不作条件・異常気象条件を含む試験を長
期に行い、データを蓄積する必要がある。今後はそ
のような長期的視点における分析により、従来の不
作年条件下でより大きな効果を発揮することを実証
する必要があると考えられる。

また、中央農研では今年度フォアスに適した土壌
の透水係数などで一定の成果が導かれたが、このよ
うなフォアスの効果が発現できる土壌等条件の解明
も今後の投資効率を向上させる意味で重要と考えら
れる。

オ　今後の課題
（ア）　異なる立地条件にある FOEAS 圃場で大豆

を栽培し、水位制御により増収となる地下水位条件
について検討するほか、部分耕播種の適性を調べる
ため、全耕播種と比較する。　
（イ）　大豆の雑草防除のための地下水位制御方法

の開発
a  　地下水位制御による雑草制御

夏作大豆の１年１作では、入梅前に地下水位制御
が可能と考えられ、地下水位制御による雑草の発生
促進に検討の余地がある。

b 　除草剤の体系処理の影響
除草剤の効果は概ね良好である。雑草発生は大豆

の欠株率に影響され易く 11）、部分耕播種では欠株
が散見され検討が必要である。
（ウ）　 現地で単なる湿害と思われているものの

中にも、ピシウム菌による出芽阻害、生育不良が含
まれていると考えられる。また、現地で出ている苗
立枯症状の中には、Pythium myriotylum 以外のピシ
ウム属菌や茎疫病菌によるものもあるかも知れな
い。大豆の湿害や苗立枯れ症状における各原因の寄
与度を明らかにする必要がある。また、大豆黒根腐
病も高水分で助長されるため、耐病性品種の利用と
ともに、ピシウム病対策と同様の排水対策で、軽減
する技術の開発が望まれる。さらに、原因不明の立
枯れ症状についても簡易な診断法を明らかにする必
要がある。
（エ）　なし
（オ）　本試験で供試した北陸 193 号よりも出穂期

の早い多収品種を用いて、登熟歩合を高め、多収を
安定的に得られる栽培体系を確立することが望まれ
る。圃場間の遮水が十分な圃場を供試し、給水量等
を正確に把握することによって、節水管理の水収支
を明らかにする必要がある。節水管理において、－
5cm 程度の穏やかな節水により、慣行水管理と同
等の収量確保の可能性を検討する必要がある。
（カ）　 FOEAS の機能評価、具体的には降雨に

対して、どの程度の期間で余剰水分の排水が完了し、
機械作業を行えるか等が必要である。
（キ）　 大豆作では FOEAS 圃場における苗立ち

の改善、主茎長と最下着莢高の確保による収穫損失
種子の抑制に向けて、播種法や栽培管理技術等の改
善を検討する。今後は 2 年 3 作として水稲や大麦を
栽培し、さらにデータの蓄積を進める。

カ　要　約
（ア）　「四国 2 号」は「サチユタカ」より多収で

あるが、成熟期が遅く本2年4作体系には適さない。 
試験場内に設置した FOEAS 圃場では大豆栽培にお
ける地下灌漑による増収効果が期待できない。　
（イ）　 地下水位制御による雑草制御では、冬作

麦、夏作大豆の１年２作では、麦収穫後から大豆播
種前に雑草の出芽を前進・斉一させる地下水位制御
効果は認められなかった。

除草剤の体系処理の影響は、大豆における除草剤
処理による雑草制御は、１回処理、２回処理ともに
概ね良好であった。
（ウ）　水田輪作大豆の生育初期苗に認めた腐敗・

立枯性の異常が、水中で遊走子を作るピシウム菌
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（Pythium myriotylum）による病害であることを立証
し、大豆苗立枯病の病原追加を提案した。大豆播種
後の土壌表面の滞水はピシウム菌による苗立枯れを
助長するため、滞水するような低い播種条を作らな
いこと、また、FOEAS 機能等を用いた速やかな排
水と、ピシウム菌に有効な種子処理剤の選択が肝要
であることを明らかにした。
（エ）　 地下灌漑により水稲を栽培すると、麦播

種時の土壌が過湿・還元状態となり麦の生育が不良
となるため、粘土質の圃場では麦播種前に弾丸暗渠
施工等の排水・乾燥対策が必要になる。麦作には灌
漑は不要である。
（オ）　 裸麦後水稲乾田直播栽培において、イン

ド型多収品種の北陸 193 号を供試し、常時湛水と
した慣行の水管理で 900g/㎡以上、地下水位を－
15cm に保った節水区においても 800g/㎡以上の粗
玄米収量を得た。ただし、安定多収の観点からは、
さらに熟期の早い品種を選択し、登熟歩合を高める
ことが望まれる。節水管理の水収支については圃場
間の漏水のため把握できなかった。
（カ）　 FOEAS による給水によって、表層を除

く浅層（40cm 深程度まで）の土壌水分量が対照区
よりも高くなることが明らかになったが、遮水シー
トの施工等の漏水対策を施さないと周囲の作付けに
よっては、漏水が発生することが明らかになった。
また、補助孔によって排水機能が発揮されることが
明らかになった。
（キ）　地下水位制御システムの導入により、「サ

チユタカ」を 6 月 14 日播種で栽植本数 8.2 本 /㎡で
栽培しても、6 月 26 日播種で 14.2 本 /㎡で栽培し
た場合と同等の全刈り収量 263kg/10a を得た。「サ
チユタカ」と「あきまろ」を地下水位制御システ
ム圃場で栽培すると両品種とも対照よりも収量が
1.5 倍増収して約 600 kg/10a が得られたことから、
FOEAS 圃場の地下灌漑効果による増収効果が示唆
された。大豆の生産費は 2008 年統計値との比較で
は 15％の削減にとどまったが、10a 当たり収量が
263㎏であったことから、60㎏当たり費用合計では、
49％の削減となった。
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２　山口県における地下水位制御システムを活用
した高度輪作体系等の現地実証
ア　研究目的
場 内 ほ 場 に お い て、 地 下 水 位 制 御 シ ス テ ム
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（FOEAS）を活用した新たな技術について検証し、
その検証結果に基づき、平坦地の現地ほ場では 2 年
4 作体系（大豆－麦－水稲－（麦又は露地野菜））、
中山間地では 2 年 2 作体系（大豆－水稲）により目
標収量を達成するための実証を行う。これにより、
高度輪作体系による作物の生育・収量・品質の安定
化と併せて、営農の効率化や収益の向上等による法
人の経営発展・安定化を図り、水田の生産力向上に
資する技術を確立する。

イ　研究方法
（ア）　場内ほ場

ａ　FOEAS を活用した新たな技術の検証
代かき移植水稲跡のはだか麦（品種：トヨノカ

ゼ）栽培と、翌年の大豆作跡のはだか麦栽培で、
FOEAS の有無と播種法（不耕起、畝立）、施肥量（窒
素施肥量 10kg/10a、14kg/10a）の違いが生育・収
量に及ぼす影響を調査する。また、不耕起栽培で排
水補助対策（耕盤破砕を目的に不耕起播種機の尾輪
位置に設置できるよう試作した爪（以下、「試作爪」
という）及び改良した尾輪（以下、「改良尾輪」と
いう）を装着し、深さ 15cm 程度の作溝を実施）の
有無が収量に与える影響も調査する。地下水位は設
定せず排水のみとする。

代かき移植水稲翌年の大豆（品種：サチユタカ）
栽培で、地下水位を -30cm に設定し、播種法（不耕起、
畝立）及び試作爪と改良尾輪による排水補助対策の
有無が、土壌水分（pF 値）及び収量・品質に与え
る影響について調査する。

キャベツ（品種：おきな）栽培で、FOEAS の
有無と肥料の種類（速効性、緩効性）、畝幅（低畝
120cm と 130cm、慣行 140cm）が、生育・収量及
び窒素吸収量に及ぼす影響について調査する。また、
FOEAS による地下水への肥料流亡の有無を検証す
るため、栽培期間における土壌中の窒素量の推移を
調査する。地下水位は常時 -30cm に設定する。

タマネギ（品種：ターザン）栽培で、FOEAS の
有無と低畝栽培（畝幅 120cm、畝の高さ約 12cm）
が生育・収量に及ぼす影響を調査する。また、代か
き移植水稲跡の低畝栽培で、試作爪による排水補助
対策の有無が、生育・収量に及ぼす影響も調査する。
地下水位は常時 -30cm に設定する。　　　　　　

（イ）　平坦地

ａ　FOEAS を活用した効率的水管理技術
FOEAS による水管理の省力化を検証するため、

移植水稲における水管理等について、管理者に聞き
取り調査する。

大豆（品種：サチユタカ）栽培で、畝立栽培にお
ける生育ステージに応じた地下水位設定（開花期ま
で -50cm で開花期以降 -30cm）が、土壌水分及び生
育・収量に与える影響を調査する。

麦（品種：アサカゴールド、ニシノカオリ）栽培
で、FOEAS の排水機能が土壌水分及び生育・収量
に与える影響について調査する。地下水位は設定せ
ず排水のみとする。　　　　　　　　　

ｂ　FOEAS による基幹品目の生産安定技術の
体系化

水稲「中生新千本」による乾田直播栽培で、生育
ステージに応じた地下水位設定（入水・除草剤散布
まで +5cm、間断灌水± 0cm、中干し -15cm、間断
灌水± 0cm、出穂前後 20 日間の湛水 +5cm、収穫
7 日前までの間断灌水± 0cm）が生育・収量に与え
る影響を調査する。

大 豆（ 品 種： サ チ ユ タ カ ） の 畝 立 栽 培 で、
FOEAS の有無が生育・収量に与える影響を調査す
る。

キャベツ（品種：おきな）栽培で、定植直後の地
下水位を -20cm に設定することが活着に及ぼす効
果を調査する。
（ウ）　中山間地

ａ　中山間地における FOEAS の用水確保技術
FOEAS による水管理の省力化を検証するため、

移植水稲における水管理等について、管理者に聞き
取り調査する。

ｂ　FOEAS を活用した効率的水管理技術
水稲（品種：ヒノヒカリ）栽培で、生育ステージ

に応じた地下水位設定（入水・除草剤散布 +5cm、
間断灌水± 0cm、中干し -15cm、間断灌水± 0cm、
出穂前後 20 日間の湛水 +5cm、収穫 7 日前までの
間断灌水± 0cm）が生育・収量に及ぼす影響を調
査する。

大豆（品種：サチユタカ）の畝立栽培で、生育ステー
ジに応じた地下水位設定（開花期まで -50cm で開
花期以降 -30cm を変動区、常時 -30cm 固定を固定
区として 2 パターンを設定）が土壌水分および生育・
収量に及ぼす影響を調査する。
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粒重が重く精子実重が増加した（表 252-1）。排水補
助対策による精子実重の差は認められず、効果は判
然としなかった（表 252-2）。

代かき移植水稲翌年の大豆では、水稲跡のはだか
麦作付や栽培初期の晴天により湿害が発生せず、収
量・品質への影響は認められなかった。FOEAS の
有無に関わらず、畝立栽培より不耕起栽培の収量が
多かった。FOEAS ほ場の土壌水分は無施工ほ場よ
り乾燥気味に推移し変動も少なく安定していた。試
作爪及び改良尾輪による排水補助対策の効果は認め
られなかった。

キャベツでは、FOEAS の有無および肥料の種類
による生育・収量、収穫時の窒素吸収量に差はな
かった（表 252-3）。また、生育期間中の FOEAS ほ
場と無施工ほ場の土壌中の無機態窒素量は同水準で
推移したことから、FOEAS ほ場は無施工ほ場に比
べ肥料流亡量が高くならなかった（図 252-1）。低

表 252-1　はだか麦の生育・収量の調査結果

ｃ　基幹品目の生産安定技術の体系化
水稲栽培で、早期湛水（慣行より 8 日早く湛水）

による地温、水温の確保が生育・収量に与える影響
について調査する。

大豆（品種：サチユタカ）の畝立栽培で、生育ステー
ジに応じた地下水位制御が土壌水分および生育・収
量及ぼす影響を調査する。

ウ　研究結果
（ア）　場内ほ場

ａ　FOEAS を活用した新たな技術の検証
2010 年の代かき移植水稲跡のはだか麦栽培では

排水機能が十分に発揮されず、FOEAS の有無に関
わらず不耕起栽培は湿害気味で穂数が少なく、畝立
栽培では精子実重が多くなる傾向がみられた。2011
年は、はだか麦、大豆の畑作連作により排水機能が
回復し、FOEAS ほ場では有効茎歩合が高まり、千
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表 252-2　はだか麦の不耕起栽培における排水補助対策の違いと収量・品質

表 252-3　キャベツの窒素吸収

畝栽培は栽植本数と結球重の増加により目標収量
5,000kg/10a を確保できた（表 252-4）。

タマネギでは、FOEAS の排水機能を活用した低
畝栽培では、栽植密度が 1.2 倍になることから、単
収は約 1.2 倍となり目標収量 7,000kg/10a を確保で
きた。また、移植水稲跡に排水補助対策を実施する
ことにより、平均球重が大きくなり増収となった。
（イ）　平坦地

ａ　FOEAS を活用した効率的水管理技術
管理者に対する聞き取り調査から、移植水稲で、

ほ場1枚毎に1周回って水の状況を確認していたが、
FOEAS を活用した水位管理により用水排水箇所を
確認するだけで良くなり、水管理が省力化されるこ
とがわかった。

大豆では、FOEAS の有無による収量差は認めら
れなかったが、排水機能が初期生育の安定に寄与し
ており、給水機能が生育後半の土壌水分の安定確保

に寄与した。
麦作では、排水機能の発揮により降雨後の排水が

速やかに促され、生育・収量の安定に寄与した。
ｂ　FOEAS による基幹品目の生産安定技術の

体系化
乾田直播水稲では、地下水位制御により出芽が安

定し、目標収量 540kg/10a を確保できた。
大豆では、FOEAS により初期生育が確保される

ことにより、総節数、稔実莢数が増え、目標収量
300kg/10a を確保できた（表 252-5）。

キャベツ低畝栽培では、FOEAS の水位設定によ
り定植後の活着が安定した。
（ウ）　中山間地

ａ　中山間における FOEAS の用水確保技術
中山間地では、出水やため池を用水としており、

頻繁な水回りが必要となることから、安定した用水
の供給と地下、地上両面からの灌水が必要であるこ
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とがわかった。　
ｂ　FOEAS を活用した効率的水管理技術

水稲では、生育ステージに応じた水位管理により
目標収量 480kg/10a を確保できた。

大豆では、地下水位制御により、土壌水分の変動
は固定区が無施工ほ場より小さかったが、収量に差
はなかった。

ｃ　基幹品目の生産安定技術の体系化
移植水稲では、早期湛水による地温、水温に差は

なく、生育・収量の差はなかった。

大豆では、排水が促され初期生育は確保できたが、
開花期以降適当な夕立ちが続き、両区とも適度な土壌
水分の確保ができたため、生育・収量に差はなかった。

エ　考　察
各作物における FOEAS を活用した栽培技術の効

果的な組合せについて検証できた。しかし、その効
果は、土壌、気候、水利等それぞれの条件がほ場ご
とに異なる。そのため、栽培を安定させるためには、
輪作体系の構築、作物の生育に適した灌水技術等を

図 252-1　土壌中の無機態窒素量とアンモニア態窒素量の推移
注 1）緩効性肥料　N=11.2kg/10a 施用
注 2）試験はキャベツを栽培しない状態で実施

表 252-4　畝幅の違いがキャベツの収量に及ぼす影響

表 252-5　大豆栽培における FOEAS の有無が収量に及ぼす影響（平坦地）
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組み合わせるとともに、ほ場条件や畝立、土壌や排
水の良否等を踏まえた適切な管理が重要である。

オ　今後の課題
高度輪作体系を構築する場合、水稲栽培跡の透水

性低下問題の解消や、営農努力による FOEAS 機能
を発揮させるための条件づくり、土壌条件、気象条
件、水利条件等、地域の実情を踏まえた取組みを行
う必要がある。また、それぞれの場面で生じた事象
への対策をとり、全体としての技術体系、管理体系
を組立てることが、FOEAS 機能を最大限に活かし
た営農の展開には必要である。

カ　要　約
FOEAS を活用した新たな技術検証（場内試験）

では、露地野菜（キャベツ、タマネギ）は、低畝栽
培が可能で、栽植本数の向上により目標収量が確保
できた。また、移植水稲跡麦、大豆と連作すること
で、FOEAS 機能も向上し無施工ほ場よりはだか麦
の収量も増加した。現地実証では、平坦地の水稲及
び大豆栽培で、生育ステージに応じた地下水位制御
により目標収量が確保できた。

研究担当者（同前浩司 *、片山正之、橋本　誠、
杉田麻衣子、池尻明彦、古橋典子、原田夏子、谷崎
　司、銭本　徹、前岡庸介）

３　水田輪作体系における地下水位制御システム
導入による環境影響評価と養分動態の解明
ア　研究目的
麦・大豆の増収効果が期待される地下水位制御シ

ステムは全国的に導入が進められているが、水田輪
作体系（水稲－麦・大豆等）を通した水収支や栄養
塩類等の流入・流出負荷量の評価事例の報告は未だ
ない。

今後、琵琶湖を抱える滋賀県はもとより、全国的
にも普及推進していくためには、環境影響を定量的
に評価する必要がある。

そこで、地下水位制御システムを導入した現地圃
場において作目ごとに最適な土壌養水分管理を行
い、その増収効果を検証するとともに、その環境影
響を定量的に評価し、養分動態を解明し、環境保全
と生産性の両立を目指す。

イ　研究方法
地下水位制御システムを導入した現地圃場におい

て、一筆調査圃場の実証区（地下水位制御システム
区）と対照区（慣行区）を設置した。

調査地域：東近江市読合堂町（土壌タイプ：実証
区・れき質灰色低地土、対照区・中粗粒灰色低地土）

また、2012 年度は地下水位制御が大豆の生育お
よび収量に及ぼす影響を調査するため、一筆調査圃
場（表 253-1 と別圃場）に大豆実証区 1（地下水位
制御を -30cm 一定管理）、大豆実証区 2（開花期～
子実肥大期のみ -30cm 給水、その他の期間は停止）
と大豆対照区（慣行区）を設置した。
（ア）　最適な土壌養水分管理による生産性向上効

果の検証
ａ　地下水位制御が大豆の生育および収量に及

ぼす影響調査
2011 年度は「ことゆたか」を作付けた実証区 1、

実証区 2、実証区 3 および対照区を、2012 年度は「フ
クユタカ」を作付けた大豆実証区 1、大豆実証区 2
および大豆対照区を設けて、生育期間中の土壌水分
と生育・収量を調査した。　

ｂ　土壌水分管理が水稲の生育および登熟に与
える影響調査

2012 年度、実証区 1、対照区では「コシヒカリ」
を代かき後に移植、実証区 4 は無代かき（額縁代か
き）移植し、土壌水分と収量、玄米品質について調
査した。
（イ）　環境影響評価と養分動態の解明

ａ　環境影響評価
実証区 1 および対照区の流入・流出する水量＊ 1、

水質＊ 2 を求め、それぞれを乗じて流入・流出負荷
量を算出した後、差引排出負荷量＊３を評価した。
なお、採水頻度は通常時週 1 回、施肥直後は週 2 回
とし、別途降雨時（10mm 以上）も採水した。

ｂ　養分動態の解明
作物体の分析は常法に従い、収入（肥料、流入負

荷量、窒素固定量）および支出（作物吸収量、流出
負荷量）をそれぞれ求め、各区の養分収支（収入―
支出）を算出した。なお、大豆作（ことゆたか）に
おける窒素固定量は「エンレイ」の根粒非着生系統
を用い、成熟期の窒素吸収量の差引（着生系統－非
着生系統）で算出した。
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＊ 1：水量： 流入水量（降水、用水、地下かんがい水）、流出水量（地表排水、暗渠排水、浸透水、蒸発散）
＊ 2：水質測定項目： 全窒素（Ｔ－Ｎ）、全りん（Ｔ－Ｐ）、懸濁物質（ＳＳ：濁水等）等
＊ 3：差引排出負荷量＝流出負荷量（地表排水＋暗渠排水＋浸透水）－流入負荷量（降水＋用水＋地下か

んがい水）

表 253-1　試験区の構成

ウ　研究結果
（ア）　最適な土壌養水分管理による生産性向上効

果の検証
ａ　地下水位制御が大豆の生育および収量に及

ぼす影響調査
2012 年度、大豆実証区 1 および大豆実証区 2 の

pF 値は、地下水位制御システムの機能により全生
育期間を通じて適切な数値で推移したが、大豆対照
区は過湿と乾燥があり、そのため pF 値は大きく変
動した（図 253-1）。

大豆実証区 1 および大豆実証区 2 は、播種直後に
地下からの給水による加湿処理を行ったことから大
豆対照区に比べ出芽が早くなり生育が促進され、収
量はそれぞれ 36.7 kg/ ａ、33.9kg/ ａと大豆対照区
に比べ 37 ～ 49％増収した。

また、2 か年を通じて地下水位を制御した実証区
は、対照区に比較して 13 ～ 49％の増収効果が認め
られた（図 253-2）。

　ｂ　土壌水分管理が水稲の生育および登熟に与
える影響調査

実証区 1 は、代かきによる不透水層の発達により
地下給水制御と地上給水制御が分断されていたが、
中干しの実施により地下水位制御システムの機能が
回復し、中干し以降の地下水位高の変動は無代かき
移植した実証区 4 と同様の傾向を示した（データ

略）。
実証区 1 の生育は対照区に比べ、中干しが適切に

実施できたことから分げつの切れ上がりが良くなり
有効茎歩合が高くなったが、実証区 1 の収量は対照
区と有意差はなく、品質も対照区と同程度となった

（データ略）。
（イ）　環境影響評価と養分動態の解明

ａ　環境影響評価
（ａ）大豆作
大豆作付期における地下かんがい水量は実証区 1

では 192mm となった。また、暗渠排水量は地下水
位制御システムを施工した実証区 1 では対照区より
多くなった（表 253-2）。

大豆作付期における栄養塩類等の流出負荷量は、
Ｔ－Ｎ、Ｔ－ＰおよびＳＳともに実証区 1 ＞対照区
となった。Ｔ－ＮおよびＳＳの差引排出負荷量は、
実証区 1 では対照区と同水準となった（図 253-3、
一部データ略）。
（ｂ）水稲作
用 水 量 は 対 照 区 で 727mm と な り、 実 証 区 1

（468mm）より多くなった。実証区 1 では地下かん
がい水量も含めた総用水量が 548mm となり、対照
区と比較して 25％節減された。このことは、実証
区 1 では中干しの実施により、中干し以降の地下か
んがい機能が発揮されたことによるもの考えられた
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図 253-1　生育期間中の水分ポテンシャル

注）降水量：滋賀県土木防災情報システム統計情報値を活用。
地表排水量：三角堰により測定。蒸発散量：ペンマン式より推定。
地下かんがい水量・暗渠排水量：積算流量計により測定。
浸透水量（大豆作）：圃場容水量、降水量・地下かんがい水量から流出水量を差
引算出。
浸透水量（水稲作）：減水深から蒸発散量を差引算出。
水稲作の用水および地下かんがい水の（　）は中干し後～収穫の水量を示す。

図 253-2　地下水位制御の有無と大豆の収量
注）降水量：2011 年は多雨、2012 年は平年並

表 253-2　大豆作付期および水稲作付期の水収支 （単位：mm）

（表 253-2）。
Ｔ－ＮおよびＳＳの流出負荷量は実証区 1 では

流出水量の低減に伴い対照区よりＴ－Ｎで 16％、
ＳＳで 20％低減された。また、Ｔ－Ｎの差引排出
負荷量は実証区 1 ではマイナスの浄化型を示した 

（データ略）。
ｂ　養分動態の解明

（ａ） 大豆作付期における養分動態の解明
Ｔ－Ｎの収入は実証区 1 ＞対照区となり、両区と

も窒素固定の占める割合が最も高かった。また、Ｔ
－Ｎの支出は実証区 1 ＞対照区となり、大豆子実の

占める割合が高かった。Ｔ－Ｎ収支は実証区 1 で
-54.0kg/ha、対照区で -39.5kg/ha となり、実証区 1
では大豆収量の増加に伴い、マイナスの値が大きく
なった（図 253-3）。

エ　考　察
（ア）　最適な土壌養水分管理による生産性向上効

果の検証
大豆作では、降水量が平年並みの年には播種直後

の給水による出芽促進や生育ステージに対応した地
下水位高制御、多雨年には排水を主体とした土壌水
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図 253-3　大豆一筆調査圃場における窒素収支（単位：kgN/ha）
注） 収支＝収入（流入＋肥料＋窒素固定）－支出（流出＋子実吸収）。差引排出＝流出負荷量－流入負荷量。

脱窒量は収支に含めない。大豆の茎・莢は圃場に還元施用されているので収支に含めない。

分管理を行うことにより、大豆の生育に適した土壌
水分ポテンシャルを維持することが可能となり、慣
行栽培に対して高い生産性を示した。また水稲移植
栽培では、代かきにより不透水層が発達するが中干
しによりシステムの機能が回復し、その後の適切な
入排水管理が可能となり、品質向上のための生育制
御、収穫直前までの入水管理や収穫作業性の向上な
どが期待できると考えられた。
（イ）　環境影響評価と養分動態の解明
地下水位制御可能な圃場における大豆作の地下か

んがい水量および水稲作における節水効果は既報
（若杉ら、2012）と同程度の効果が認められた。ま
た、地下水位制御システム導入による大豆生産性の
向上に伴い、窒素収支はマイナスの値が大きくなる
傾向にあり、地力低下が懸念されるため、水田輪作
体系の中で有機物等を投入する必要があると考えら
れた。　

オ　今後の課題
水稲跡の小麦作も含めた水田輪作体系（水稲－麦・

大豆の 2 年 3 作）を通した総合的な評価を行う必要
がある。

カ　要　約
（ア）　最適な土壌養水分管理による生産性向上効

果の検証
大豆栽培では地下水位制御システムを導入するこ

とにより、生育に応じた土壌水分管理が可能となり、

降水量が平年並では排水と給水を組み合わせた地下
水位制御、多雨では排水を主体とした地下水位制御
を行うことにより 13 ～ 49％の増収効果を認めた。
水稲移植栽培では代かきにより不透水層が発達する
が、中干しによりシステムの機能が回復し、その後
の入排水管理が適切に行えることが明らかとなっ
た。このことにより、品質向上のための生育制御、
登熟直前までの入水管理や収穫作業性の向上などが
期待できる。　
（イ）　環境影響評価と養分動態の解明
地下水位制御システム施工直後の大豆作におい

て、地下水位制御が可能な圃場では窒素等の差引排
出負荷量が慣行と同程度以下になることを定量評価
した。また、窒素収支は増収に伴い、慣行よりマイ
ナスの値が大きくなる傾向を認めた。水稲作におい
て、地下水位制御が可能な圃場では中干し以降の用
水量の節減により、Ｔ－Ｎ流出負荷量が 16％低減
可能となり、それに伴い養分収支の改善が期待され
ると考えられた。　

キ　引用文献
1）若杉晃介ら （2012）. 水田の高度利用を実現する
地下水位制御システム FOEAS. 農林水産技術研
究ジャーナル .35（9）:31-35.

研究担当者（山田善彦 *、河村久紀、蓮川博之、
小嶋俊彦、藤井吉隆、高橋有紀、田附高広、荒川彰
彦、鳥塚　智）
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１　暖地 2 年 4 作体系における地下水位制御に
よる水稲・小麦品質向上技術の開発

（１）　水稲収量・品質低下を防止する落水時水管
理方法の検討
ア　研究目的
水稲の乾田直播は省力的で倒伏やスクミリンゴガ

イの食害の問題を回避できるため、省力的な水田輪
作体系の構築が期待されている。FOEAS の排水と
地下水位制御によって、乾田直播水稲の出芽の安定
化が期待できることから、乾田直播と麦作との組合
せの可能性を検討した。この際、北部九州の水稲作
において近年指摘されている、早期落水によるコメ
品質の低下に着目し、FOEAS によってこれを回避
しつつ、収穫と次作に続く圃場管理に支障ない土壌
の乾きを確保できるかを検討した。

イ　研究方法
（ア）　FOEAS を利用した暖地 2 年 4 作体系にお

ける乾田直播水稲作の落水管理
北部九州では、次作の麦作管理を意識して機械走

行性を早期に確保するために、粘土質圃場において
は落水時期を過剰に早める傾向がある。そこで、機
械作業地耐力を収穫期に得ることを主眼として落水
時期を決め、コメの収量、品質への影響を見た。

ａ　落水までの圃場管理について
九州沖縄農業研究センター筑後研究拠点内にある

FOEAS 敷設 3 圃場と隣接する従来暗渠施工 1 圃場、
暗渠の無い 1 圃場の計 5 圃場を対象とした。いずれ
も細粒質普通褐色低地土であり、深さ50 cmまでに、
飽和時とサクション 50 kPa 時の体積含水率の差が
2％以下と小さく、且つ、飽和透水係数が 10-7 ～
10-10 m/s と低い層があるため、暗渠等がなければ
畑利用時に湿害の発生しやすい排水不良圃場であっ
た。FOEAS 圃場と従来暗渠圃場の本暗渠の配置は
同様であり、補助孔が FOEAS 圃場で密（1m おき、
FOEAS の標準）であるのが大きな相違点である。

落水までの圃場管理は、全圃場同様になるように
努めた。但し、2011 年は、播種時期に降雨が続き、

FOEAS 圃場以外は乾田での播種時期を逃して湛水
直播となった。また、FOEAS のうち 1 圃場は、排
水機能の低下が著しく、作付けを断念した。2012
年は、FOEAS 内の比較を主とすることとし、排水
機能の低い暗渠無圃場を対象から除いた。品種、施
肥等は以下の通り

品種：にこまる
施 肥：6 月 13 日　JA 被 覆 尿 素 20-12-12　

50kg/10a
播 種：6 月 14 日 4.0kg/10a（2011 年 の み 通 常

暗渠および暗渠無圃場では 6 月 21 日湛水直播、
3.4kg/10a）

雑草防除：［2011 年］FOEAS 圃場については、
CB 剤（播種 16 日後：6 月 30 日）－ PF 剤（入水後：
7 月 15 日）を散布し、その後適宜手取り除草。通
常暗渠、暗渠無圃場については，ピラゾレート粒剤

（播種直後：6 月 21 日）－ PF 剤（入水後：7 月 11 日）
を散布。［2012 年］PB 剤（播種 8 日後処理）－ CB
剤（播種 23 日後処理）－（PF 剤入水後処理）

PB 剤：プロメトリン・ベンチオカーブ乳剤　CB
剤：シハロホップブチル・ベンタゾン液剤　PF 剤：
ピラゾスルフロンエチル・フェントラザミド粒剤

害虫防除：[2011 年 ] パダン SG、トレボン（8 月
19 日）、トレボン、スターナ、バリダシン（9 月 5 日）
[2012 年 ] パダン SG、トレボン、ロムダン（8 月 6 日）、
スターナ、モンガードゾル（8 月 28 日）

水管理：FOEAS 播種後 1 日間設定水位 0cm、の
ちに排水。2011 年は、7 月 11 日、2012 年は 7 月 2
日（FOEAS 圃場）7 月 6 日（通常暗渠圃）に入水。
FOEAS 圃場は中干しなし

ｂ　落水時期の決定について
落水管理については表 2611-1 に従って実行した。

また、収穫 30 日前から一日一回（9 時ころ）穂を
採取し、含水比を測定した。

ｃ　落水管理が作土の水分状態および水稲の収
量・品質に及ぼす影響について

落水後の深さ 5、10cm での水分モニタリングと
水稲の収量調査を実施した。

第６章　九州地域における地下水位制御を核とした地域輪作システム

の確立
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（イ）　落水管理の基となる FOEAS 排水機能の継
続性と管理

FOEAS は、密に施工される補助暗渠により、圃
場内のむら無く速やかな排水を可能とすることが特
徴とされる。しかし、その排水機能については、経
年的には劣化することが従来の暗渠敷設圃場での知
見から想定され、この点について作付けの中で検討
した。

FOEAS は 2009 年に敷設され、敷設後の作付け
は、水稲（乾田直播、但し 従来暗渠、暗渠無圃
場の 2011 年作は湛水直播）－麦の年二作であり、
2009 年冬の麦作が初作となった。麦作期間（10 ～
5 月）の FOEAS の地下水位設定は、（1）常時地表
下 30 cm、（2） 登熟前期まで制御無し、以降地表下
30 cm 、（3）常時制御無しとした。水稲時の管理
については（ア）の通りである。FOEAS 圃場は、
2011 年水稲作を後に 1.5m 間隔で圃場短辺の方向に
深さ 30cm で弾丸暗渠を施工した。

作土（深さ 5 ～ 10 cm）の水分ポテンシャル（2009
年度：テンシオメータ、2010、2011 年度：Deca-
gon 社製 MPS1）および体積含水率（Decagon 社製
EC5、2009 年度未測定）を測定した。

ウ　研究結果
（ア）　FOEAS を利用した暖地 2 年 4 作体系にお

ける乾田直播水稲作の落水管理
FOEAS 圃場は、播種後の入水により出芽揃いが

良く、落水前まで圃場による生育の差はほとんど認
められなかった（データ略）。当初対照と定めた通
常暗渠圃場と暗渠無圃場は、2011 年は播種適期を

逃して湛水直播となったために、2012 年は初期生
育が悪く落水前までに生育差が出たために、収量に
対する落水の影響では対照となり得なかった。

2011 年 と 2012 年 で は、（ イ ） に 示 す よ う に、
FOEAS 圃場の排水機能に差があり、また、穂の水
分量の低下開始が異なった（図 2611-1）ものの、落
水期間が短い圃場において収量と千粒重が大きい傾
向があった（表 2611-2）。

いずれの圃場でもコンバイン乗り入れに問題なく
機械による収穫が実施できた。また、その後の耕耘
に際して、落水期間が短い圃場で特に遅れることは
なかった。
（イ）　落水管理の基となる FOEAS 排水機能の継

続性と管理
FOEAS 圃場は、施工当初、通常暗渠・暗渠無し

圃場に比べて速やかに作土の土壌水分が低下した
（図 2611-2a）。しかし、夏作を水稲乾田直播とした
にもかかわらず、施工 2 年後（通算 5 作目）の小麦
作時に、暗渠無圃場よりも水はけが悪くなり（豪雨
後しばらく湛水を観察）排水不良化した（図 2611-
2b）。次年小麦作前の弾丸施工により、通常暗渠と同
様の降雨後応答を示すようになった（図 2611-2c）。

エ　考　察
（ア）　FOEAS を利用した暖地 2 年 4 作体系にお

ける乾田直播水稲作の落水管理
年次毎に穂の水分値の変化は異なるものの、収穫

10 日以前は急激に低下する過程にあった。この期
間に落水を開始し、落水期間が長かった圃場では、
収量・千粒重が小さい傾向にあった。機械作業性

表 2611-1　水稲作の収穫前落水管理
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図 2611-1　落水後の穂水分変化

を考慮しなければ、いずれの圃場でも 10 日より以
前の落水を避けるべきと考えられた。排水不良が問
題になる粘土質の圃場であっても FOEAS では、収
穫の 4 日前の落水で機械による収穫作業を実施でき
た。

また、排水機能が回復した 2012 年では、穂水分は、
FOEAS 圃場で早く低下しており、出芽が揃って生
育が順調に進んだことが登熟開始を早めた可能性が
ある。このことからも、FOEAS は、収量を下げず
に次作作業にも影響を与えない落水管理を可能とす
ると考えられた。
（イ）　落水管理の基となる FOEAS 排水機能の継

続性と管理
FOEAS 施工直後の排水性は良好で、初作時の作

土の水分応答から、降雨後は、暗渠無圃場はもとよ
り、通常暗渠圃場よりも 3 日程度早く当該圃場で
砕土可能な土壌含水比 30％（-10kPa 相当）に到達
した。排水機能の低下は、水稲作をきっかけに起
こったわけではなく、小麦作（畑利用時）の 3 日間
で 150mm を超える豪雨後に明らかとなった。また、
この排水性の低下は、地下水位設定中であった圃場
で顕著であった。本暗渠に詰まりはなく、地下水位
上昇試験をしたところ、施工当初はみられた補助孔
直上からの濡れが観察されず、また、機械作業を伴

表 2611-2　落水時期の違いによる収量・収量構成要素への影響

か
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図 2611-2　作土の土壌水分変化

わない降雨による変化であったため、暗渠システム
の中でも地表に近い補助孔スリット部の閉塞による
ものと考えられた。弾丸暗渠の施工を行ったところ、
排水機能は回復した。数年に一度の弾丸施工を輪作
体系に組み込むことを検討する必要があると考えら
れた。

オ　今後の課題
（ア）　FOEAS を利用した暖地 2 年 4 作体系にお

ける乾田直播水稲作の落水管理

FOEAS 潅漑機能による出芽促進が、その後の初
期生育を順調にし、落水管理の難易に影響を及ぼす
かについては、なお検討の余地がある。
（イ）　落水管理の基となる FOEAS 排水機能の継

続性と管理
土壌タイプにより排水機能の維持期間と回復作業

（弾丸の間隔等）は異なると考えられる。本課題は、
厚い粘土層を持つ圃場であるため、維持期間が短く
なったと考えられ、弾丸による回復工も密に実施し
た。より粗な管理が可能と想定される土壌タイプに
ついても同様の検討をおこない、作業体系の効率化
を図る必要がある。

カ　要　約
（ア）　FOEAS を利用した暖地 2 年 4 作体系にお

ける乾田直播水稲作の落水管理
FOEAS 圃場の排水性は通常暗渠圃場よりもよ

く、収穫に向けた落水時には、速やかな地耐力の発
現を期待できる。厚い粘土層をもつ細粒質褐色低地
土圃場において、収穫 4 日前の落水によって、コン
バイン収穫は問題なく実施でき、収量・千粒重が大
きくなる傾向があった。
（イ）　落水管理の基となる FOEAS 排水機能の継

続性と管理
FOEAS 圃場の排水性は優れるが、水稲を乾田直

播にしても、畑利用時に豪雨があれば、著しい排水
機能の低下があった。1.5m おきの弾丸暗渠の再敷
設により、排水性に回復がみられた。

研究担当者（中野恵子 *、小荒井晃、深見公一郎）

（２）　水稲・小麦収穫後の耕耘・播種作業に最適
な地下水位の解明
ア　研究目的
本研究では、地下水位制御システム（通称：

FOEAS）導入圃場において、地下水が機械の作業
性に与える影響（所要動力、作業能率・精度等）と
機械作業が FOEAS 圃場に与える影響（土壌踏圧・
耕耘等による土壌物理性の変化）を定量化すること
によって、FOEAS 圃場における適切な機械作業体
系の確立に貢献することを目的とする。本報では、
地下水位制御が土壌物理性と耕耘性能に及ぼす影響
について調査を行った。
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写真 2612-1　供試トラクタとロータリ

図 2612-1　土壌含水比と砕土率の関係

イ　研究方法
九州沖縄農業研究センター筑後拠点分館（細粒質

普通褐色低地土、強粘質）内において以下に示す 5
つの試験区において調査を行った。FOEAS1（N2）：
小麦播種期から出穂期まで地下水位を 30cm に設
定。FOEAS2（N3）：小麦播種期から出穂期まで常
時排水、出穂期から収穫期まで地下水位を 30cm に
設定。FOEAS3（N4）：小麦播種期から収穫期まで
常時排水。暗渠区（S3）：小麦播種期から収穫期ま
で常時排水。無暗渠区（S4）。耕耘試験には、トラ
クタ（ニューホランド：2500MZ、47.8kW{65PS}）
とロータリ（小橋工業：アップカットローター
KRU180）を供試した（写真 262-1）。調査項目は、
土壌含水比、土壌乾燥密度、土壌貫入抵抗、PTO
所要動力、砕土率等である。

ウ　研究結果
（ア）土壌含水比と砕土率の関係
図 2612-1 に 土 壌 含 水 比（ 測 定 深：0-5cm） と

砕土率の関係を示す。供試圃場の砕土率は、土

図 2612-2　土壌含水比と土壌貫入抵抗の関係

壌含水比 20 ～ 28％の範囲では 80％程度を維持
できるが、含水比 30％以上になると急激に低下
し、耕耘作業が困難な状態に陥った（図 2612-2）。
2009 年 11 月 16 日（麦播種前、14 日に 49mm 降雨
有）における砕土率は、FOEAS 区である N2、N3、
N4 圃場が 70％程度、通常暗渠区である S3 圃場が
30％程度、無暗渠区である S4 が 5％程度となり、
FOEAS の排水機能が降雨後の砕土率低下を抑制す
ることが確認できた（図 2612-1）。
（イ）土壌含水比と土壌貫入抵抗の関係
図 2612-2 に土壌含水比と土壌貫入抵抗の関係を

示す。同図より両者の関係は、測定時期によって傾
向が異なることがわかる。これは、土壌乾燥密度が
測定時期によって異なることが要因である。なお、
土壌貫入抵抗と土壌乾燥密度との間には正の相関関
係が成り立つ（図省略）。全体的にみると供試圃場
の土壌貫入抵抗は、土壌含水比の低下に伴い指数関
数的に増加することがわかる。これより、土壌が必
要以上に乾燥すると土壌が硬化し、機械作業に悪影
響を及ぼすことが示唆された。
（ウ）土壌含水比と PTO 所要動力の関係
図 2612-3 に N3、N4 圃場における作業速度と平

均 PTO 所要動力（作業区間 2 ～ 8m における耕耘
動力の平均値）の関係を示す。同図よりトラクタの
耕耘動力は、土壌貫入抵抗が大きいほど高い値を示
すことがわかった。また、2010 年度では FOEAS
区において常時排水区（N4）が地下水制御区（N3）
に比べて、所要動力が高くなる傾向が確認された。
これより、常時排水によって土壌を硬くし過ぎると
耕耘動力の増加につながることが明らかになった。
（エ）地下水位制御と土壌物理性の関係
図 2612-4 に 2012 年度の常時排水区（N4）におけ
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る土壌貫入抵抗の鉛直分布を示す。小麦収穫後（5
月 30 日）の土壌貫入抵抗は、深さ 5 ～ 60cm の平
均値が 2MPa に達しており、耕耘作業に悪影響（所
要動力の増加、作業速度・耕深の低下）を与えるレ
ベルであった。同区において土壌を軟化させるた
め、5 月 30 日以降地下水位を 30cm に設定した結果、
10cm 以深の土壌貫入抵抗が低下した。これより、
地下水位制御は土壌の硬さを調整できるため、耕耘
作業時の所要動力の低減につながることを確認でき
た。

図 2612-5 に耕耘作業前（2012 年度）の土壌含水
比の比較結果を示す。耕耘直前の降雨（6 月 5 日、
降雨量 5mm）によって、暗渠区（S3）の土壌含
水比は作業困難となる 30% 付近まで増加したが、
FOEAS 区（N2 ～ 4）は作業に好適な 25% 前後を
維持できた。これより、FOEAS 区は通常の暗渠区
よりも土壌含水比を低く維持できるため、作業可能
日数の拡大につながることを確認できた。

エ　考　察
細粒質普通褐色低地土圃場に FOEAS を施工した

場合、常時排水によって圃場を乾燥させ過ぎると、
土壌の硬化に伴う耕耘動力の増加が確認されたた
め、作業に応じて一時的に地下水位を上げる等の対
策が必要であること示唆された。

オ　今後の課題
トラクタやコンバイン（収穫機）の機械走行に伴

う土壌踏圧が FOEAS の補助暗渠等に及ぼす影響を
解析し、FOEAS の排水機能を維持可能な地下水位
条件を明らかにする必要がある。

カ　要　約
FOEAS 圃場の地下水位制御は、土壌の硬さを調

整することで耕耘作業時の所要動力の低減につなが
ることを確認できた。また、FOEAS 圃場の排水機
能は、通常暗渠よりも土壌含水比を低く維持できる
ため、作業可能日数の拡大につながることを確認で
きた。

研究担当者（深見公一郎 *）

図 2612-4　地下水位制御に伴う土壌貫入抵抗の変化

図 2612-3　土壌貫入抵抗が PTO 所要動力に及ぼす影響

図 2612-5　耕耘前の土壌含水比の比較の変化
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（３）　小麦の品質・収量に及ぼす土壌水分、地下
水位管理方法の解明
ア　研究目的
水稲の乾田直播はスクミリンゴガイの被害を回避

できるため、九州北部地域の水田輪作体系への導入
が期待される。FOEAS の排水と地下水位制御機能
は、乾田直播水稲の播種作業や出芽の安定化が期待
できることから、乾田直播と麦作との組合せの可能
性を検証する。また、この場合の排水コントロール
による効果的な落水管理について明らかにする。水
稲跡の麦類では、過湿害による低収、品質低下が問
題であるが、FOEAS の活用により、適期播種が可
能となる土壌水分への迅速な排水、播種後の降雨に
よる過湿害の回避、生育の安定、成熟期の湿害回避
による品質向上が期待されるため、本研究でその効
果を検証し、省力的かつ安定的な暖地水田輪作体系
を構築する。

イ　研究方法
2010 年度、2011 年度に度拠点内フォアス圃場

三筆の地下水制御を N2：発芽後を常時地下水位
30cm、N3：登熟期（4 月中旬）まで常時排水、そ
の後地下水位 30cm、N4：播種後を常時排水に設定
した。湿害等による枯れ熟れに対する開花期追肥の
効果を検討するため、各試験区の小麦に対して 10a
当たりに窒素 4kg を施用する処理を行った。

各圃場には 11 月上旬にリン酸、カリを基肥とし
て 10a 当たり 8kg 施用し。窒素を基肥として 6kg
施用した。追肥は一追（1 月上旬）に 4kg、二追（2
月下旬）に 2kg を施用し、開花期（4 月中下旬））
に 4kg を施用した。各試験区には麺用小麦（チク
ゴイズミ、ちくごまる）とパン用小麦（ミナミノカ

オリ）を栽培基準に準拠した播種量で 11 月中旬に
播種し、防除等の栽培管理を行った。2012 年度は、
フォアスが施工された現地である上峰町九丁分の
フォアス圃場５筆と、暗渠のみが整備されている近
接圃場の小麦（シロガネコムギ）について収量調査
を行った。

ウ　研究結果
2010 年度、2011 年度の結果から、地下水位が常

時 -30cm の場合に麺用小麦、パン用小麦ともに発
芽数が低下する傾向が認められた（データ省略）。
麺用小麦、パン用小麦の収量はフォアスの地下水位
を常時排水としたほうが高まり、目標とする収量に
到達する結果が得られた（図 2613-1、2）。麺用小麦、
パン用小麦のタンパク含有率は開花期追肥を行うこ
とで高まり、目標とするタンパク含有率、麺用小麦
10％、パン用小麦 13％に到達する結果が得られた。
上峰町九丁分の現地フォアス圃場は近接圃場よりも
小麦収量が低く、前年の収量傾向と逆になっていた

（表 2613-1）。小麦が登熟する 4 月から 6 月の佐賀市
の降水量を見ると、2012 年の 4 月下旬から 6 月上

図 2613-1　FOEAS の地下水位とめん用小麦の収量　
1）「チクゴイズミ」精麦重 2010 ～ 2011 年度の平均

図 2613-2　FOEAS の地下水位とパン用小麦の収量
1）「ミナミノカオリ」精麦重 2010 ～ 2011 年度の平均

表 2613-1　上峰町現地の小麦収量

1）品種はシロガネコムギ
2）2009、2010 年度収量はコンバイン
による全刈り
3）2011 年度収量はフォアス圃場５筆、
　隣接圃場３筆の坪刈り収量の平均
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旬は降雨日が少なく、降水量も 10mm 以下であっ
た（図 2613-3）

エ　考　察
2010 年度、2011 年度の結果から、フォアスの

地下水位を常時排水とすることで麺用小麦、パン
用小麦ともに収量が高まり、開花期追肥を行うこ
とで麺用小麦、パン用小麦のタンパク含有率を高
めることができると考えられる。フォアスの補助
孔に使用された籾殻の腐朽を防ぐ目的で地下水位
を -30cm 程度に維持する場合は、小麦は減収す
るが、開花期に窒素として 10a 当たり 4kg を追
肥することで減収の幅を小さくでき、タンパク含
有率を高めることができると考えられる。2012
年度に上峰町九丁分の現地フォアス圃場が近接圃
場よりも小麦収量が低くなったことには、フォア
スと既設暗渠の両方の排水口を全開としたことに
登熟期後の少雨が関与して小麦が早期に枯れた可
能性が考えられる。

オ　今後の課題
2010 年度、2011 年度の結果を踏まえ、拠点内（東

7）と現地（上峰町）のフォアス圃場を使用して
地下水位制御と施肥による小麦子実の高品質化に
ついて検討を続行している。佐賀県上峰町、福岡
県柳川市、城島町の各地でフォアスの施工が数百
ha 単位で急速に行われており、現地ではフォア
スの排水、給水機能の効果的な活用、維持につい

図 2613-3　出穂期以降の降水量の比較
1）アメダス（佐賀市）の日降水量データ

ての知見、技術が求められている。

カ　要　約
麺用小麦、パン用小麦ともに地下水位を常時

-30cm の場合に発芽数が低下する傾向が認め、常
時排水とすることで麺収量が高まった。開花期追
肥を行うことで麺用小麦、パン用小麦のタンパク
含有率を高めることができる。フォアス補助孔の
籾殻の腐朽を防ぐ目的で地下水位を -30cm 程度
に維持する場合は、小麦は減収するが、開花期に
窒素として 10a 当たり 4kg を追肥することで減
収の幅を小さくでき、タンパク含有率を高めるこ
とができる。

研究担当者（増田欣也 *）

（４）　乾田直播水稲作における地下水位制御条
件に適合した効率的な雑草防除体系の検討
ア　研究目的
スクミリンゴガイの被害を回避できるため、九州

北部地域の水田輪作体系への導入が期待されている
水稲の乾田直播において、FOEAS の排水と地下水
位制御機能の活用は、播種作業や出芽の安定化に貢
献するものと期待されている。しかし、水稲の出芽
安定に好適な地下水位制御条件は、除草剤の薬害の
助長および雑草の発生・生育の促進が懸念される。
そこで、水稲の出芽安定に好適な地下水位制御条件
が除草剤の薬害および雑草の発生・生育に及ぼす影
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表 2614-1　試験概要

響を明らかにし、地下水位制御条件に適合した効率
的な雑草防除体系を検討する。

イ　研究方法
試験は、2010 ～ 2012 年に福岡県筑後市の地下

水位制御システムを導入した二毛作水田で実施し
た。水稲（品種：にこまる、播種様式：条播、条
間 30cm）の播種日、地下水位制御条件、入水日お
よび乾田期間の除草体系は表 2614-1 に示した。す
なわち、2010 年は 6 月 4 日、2011 年は 6 月 14 日、
2012 年は 6 月 6 日に播種を行い、地下水位を 2010
年は播種 1 日後から 2 日間、2011 年および 2012 年
は播種直後から翌日まで 0cm に維持し、その後地
下水位は 2010 年では 20cm、2011 年および 2012 年
では排水口を開放して管理し、乾田期間の雑草防除
体系として、プロメトリン・ベンチオカーブ乳剤（PB
剤）およびシハロホップブチル・ベンタゾン液剤（CB
剤）を組み合わせた除草体系による防除効果を検討
した。2010 年の試験は入水前までとし，2011 年お
よび 2012 年は入水後にすべての試験区でピラゾス
ルフロンエチル・フェントラザミド粒剤（PF 剤）
を処理した。対照として、2010 年は地下水位の制
御を行わなかった FOEAS を施工した水田、2012
年は暗渠を施工した水田において同様の除草剤処理
を行った。

水稲については苗立ち数および収量、雑草につい
ては入水直前および PF 剤処理約 4 週後に発生草種、
本数および乾物重を調査した。

ウ　研究結果
（ア）　地下水位制御条件がプロメトリン・ベンチ

オカーブ乳剤の薬害に及ぼす影響
表 2614-2 に水稲の苗立ちを促進させるための地

下水位制御を行った水田における水稲の苗立ち本数
を示した。地下水位制御後の PB 剤の処理により、
水稲の苗立ち本数は、無処理と比較して少なくなる
傾向を示したものの有意な差は認められなかった。
また、地下水位制御により、水稲の出芽時期が早まっ
た（図 2614-1）。玄米収量は PB 剤の有無ではなく、
雑草の乾物重と有意な相関関係が認められた（図
2614-2）。
（イ）　地下水位制御条件が雑草の発生に及ぼす影

響
地下水位制御の有無による雑草の発生草種への影

響は判然としなかった（図 2614-3）。一方、発生消
長には地下水位制御による明瞭な差が認められ、地
下水位制御により、雑草の出芽は、水稲と同様に早
まり、かつ斉一化した（図 2614-1）。また、出芽が
早まることで、入水時のノビエの葉齢および雑草の
乾物重は大きくなった（図 2614-3）。
（ウ）　地下水位制御が除草剤の防除効果に及ぼす

影響
乾田期間の防除体系を PB-CB とした場合、入水

後の PF 剤と組合せて、雑草はほぼ完全に防除でき
た。除草剤を 1 剤減らした場合、除草剤の効果は変
動し、乾田期間の防除体系を CB とした場合、ほぼ
完全に防除できた事例とノビエが大量に残草した事
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平均値±標準偏差で示す。
地下水位処理については表 264-1 を参照。

図 2614-1　地下水位制御がイネ科雑草と水稲の出芽消
長に及ぼす影響

表 2614-2　地下水位制御が除草剤 PB の薬害に及ぼす
影響

図 2614-2　雑草の残存量と水稲の収量との関係
すべての区で入水後に PF 剤を処理し
た。
雑草の乾物重は、PF 剤処理約 30 日後
に調査した。
灰色は 2012 年、白色は 2011 年の試験
結果を示す。

図 2614-3　地下水位制御が乾田期間の雑草の発生草
種および発生本数に及ぼす影響
図中の数値は、調査時に残草していたノビ
エの最大葉齢を示す。
横 軸 の 数 値 は 圃 場 番 号 を 示 す。1-3 は
FOEAS、4 は暗渠を施工した圃場。

例とがあった。乾田期間の防除体系を PB とした場
合、乾田期間の防除は十分ではなく、PF 処理後も
雑草は残草した。また、地下水位制御による除草剤
の防除効果への影響は判然としなかった（図 2614-
4）。

エ　考　察
PB 剤は出芽時に帯水した場合は、薬害により苗

立ちが抑制される危険性があるとされる 1）。しかし、
水稲の苗立ちを促進させるための播種直後の地下水
位制御 0cm 処理は、PB 剤の処理により苗立ち本数
が少なくなる傾向を示したものの有意な差は認めら
れず、かつ玄米収量も雑草害による減少以外は認め
られなかった。したがって、播種直後の地下水位制
御 0cm 処理による PB 剤の薬害が助長される危険
性は、実用上問題ないものと判断された。
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水稲の苗立ち促進のための地下水位制御は、雑草
の出芽の斉一化と生育促進させる効果があることが
明らかになった。スクミリンゴガイの被害を回避す
るため九州北部の乾田直播栽培では乾田期間が長
くなるため、乾田期間の雑草防除は、PB 剤および
CB 剤による除草体系により防除することとなって
いる 2）。PB 剤を省略した場合、入水後の PF 剤と
の組合せで、雑草をほぼ防除できた試験事例と雑草
が繁茂した試験事例も認められた。雑草が防除でき
た事例では、地下水位制御により雑草の出芽が斉一
化したためノビエの葉齢が 5 葉に達する前に CB 剤
を処理することで、乾田期間の雑草を防除できたた
めである。一方で、雑草が繁茂した事例では、雑
草の生育が促進されたため CB 剤を適期に処理でき
なかったことが繁茂の要因である。九州地域では、
CB 剤を処理する時期は梅雨の多雨時期にあたるた
め、処理時期が適期からずれる危険性は高く、PB
剤の省略は CB 剤の防除効果の不安定化を誘引する
ものと考えられた。一方、CB 剤を省略した場合、
入水後の PF 剤との組合せでは雑草は繁茂した。こ
れは PB 剤だけでは乾田期間の雑草防除が不十分な
ため入水時のノビエの葉齢が入水後に処理する PF
剤の防除可能葉齢から逸脱していたためである。し
たがって、地下水位制御システムを導入した水田に

おいても通常の乾田直播栽培と同様の雑草防除体系
を行うことで、雑草を防除すべきと考えられる。

オ　今後の課題
除草剤処理後の地下水位変化による防除効果や薬

害への影響は明らかにはなっていない。

カ　要　約
水稲の乾田直播栽培において、水稲苗立ち促進の

ための播種直後の地下水位制御は、雑草の出芽を促
進したが、播種直後に処理する土壌処理型除草剤の
薬害の助長は認められず、従来と同様の除草体系に
よって雑草防除が可能であった。

キ　引用文献
1） JA 全農肥料農薬部農薬課編 （2011）. サターン
バアロ乳剤，クミアイ農薬総覧 2011. 全国農村教
育協会 .1594-1595.

2） 佐賀県編 （2011）. 雑草防除１．水稲の雑草防除 , 
平成 25 年度　施肥・病害虫防除・雑草防除のて
びき＜水稲・大豆・果樹・茶＞ . 佐賀県 .407-453.

研究担当者（小荒井晃 *）

図 2614-4　地下水位制御が異なる乾田期間の除草体系の雑草の防除効果に及ぼす影響
雑草の乾物重は対無処理区比で示す。
調査は入水後の茎葉兼土壌処理型除草剤の処理約 4 週後に行った。
横軸の数値は圃場番号を示す。1-3 は FOEAS、4 は暗渠を施工した圃場
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（５）　麦作雑草の効果的防除のための地下水位
制御技術の検討

ア　研究目的
北部九州の麦作では、近年、カズノコグサやスズ

メノテッポウといったイネ科雑草が難防除雑草と
なっている。これらの雑草を効果的に防除するため
には、麦類播種後に処理される土壌処理除草剤によ
る防除効果を向上させることが最も現実的であり、
地下水位制御システムの活用による問題解決が期待
される。また、夏期の水管理条件の違いは雑草埋土
種子の動態に影響することも知られている。そこで、
地下水位制御の違いが埋土種子動態に及ぼす影響を
明らかにするとともに、土壌処理除草剤の除草効果
に及ぼす影響を明らかにすることで麦作の雑草防除
に好適な地下水位制御を明らかにする。

イ　研究方法
（ア）　異なる地下水位制御がカズノコグサの埋土

種子の動態と除草剤による防除効果に及ぼす影響
2010 年播種及び 2011 年播種の 2 シーズンで試験

を行った。両年ともに FOEAS を設置した九州沖縄
農業研究センター（福岡県筑後市）場内圃場（約
12a）で試験を行った。カズノコグサ種子を 2010 年
6 月に 9kg、2011 年 6 月に 10kg 散布し、夏作は大
豆を栽培した。大豆栽培期間中の地下水位は 35cm
及び常時排水に設定し、収穫 2 週間前から小麦播種
までの期間はすべて常時排水とした。小麦「チク
ゴイズミ」を 2010 年 11 月 30 日及び 2011 年 11 月
29 日に播種量 6kg/10a（畦幅 150cm、条間 30cm、
4 条／畦）で畦立て播種し、小麦播種後に大豆作
と同様の地下水位に設定した。播種翌日に土壌処
理除草剤（①トリフルラリン乳剤（300mL/10a）、
②ベンチオカーブ・ペンディメタリン・リニュロ
ン乳剤（600mL/10a）、③プロスルホカルブ乳剤

（500mL/10a）、④エスプロカルブ・ジフルフェニカ

ン乳剤（500mL/10a）、⑤プロスルホカルブ・リニュ
ロン乳剤（600mL/10a））を処理した。2011 年 4 月
21 日並びに 2012 年 5 月 7 日に残草調査を行った。
また、2010 年 7 月 7 日と 12 月 6 日並びに 2011 年 6
月 21 日と 11 月 29 日に表層 10cm の土壌を採取し、
2010 年はカズノコグサのみ、2011 年はカズノコグ
サとスズメノテッポウの埋土種子数を調査した。
（イ）　カズノコグサの生長点深度に及ぼす地下水

位制御の影響
水田土壌（沖積軽埴土）を充填した 30cm 角のコ

ンテナを用い、2010 年 11 月 24 日にカズノコグサ
種子を土壌表層（約 3cm 程度まで）にコンテナ当
たり 150 粒混入した。コンテナは雨よけハウス内
に設置し、地下水位 20cm 及び 30cm で管理した。
2011 年 1 月 25 日に出芽個体を抜き取り、出芽深度
及び生長点深度を調査した。

ウ　研究結果
（ア）　異なる地下水位制御がカズノコグサの埋土

種子の動態と除草剤による防除効果に及ぼす影響
カズノコグサの埋土種子は、2 か年ともに大豆作

付時に常時排水よりも地下水位 35cm に設定した区
で少ない傾向にあった（表 2615-1）。スズメノテッ
ポウについては明確な差が認められなかった（表
2615-1）。

麦播種時の埋土種子数に対する残草調査時の無
処理区の残草本数の割合を比較すると、2 か年とも
地下水位 35cm 設定区ほうが常時排水区も多かった

（図 2615-1）。
無処理区の雑草乾物重は常時排水に比べて地下水

位 35cm 設定区で多い傾向にあり、特に 2011 年播
種において顕著であった（図 2615-2）。土壌処理除
草剤の効果は地下水位 35cm 設定区において低下す
る傾向にあり、特にトリフルラリン乳剤で顕著で
あった（図 2615-2）。

表 2615-1 　試験圃場におけるスズメノテッポウとカズノコグサの埋土種子数

1） 埋土種子数は表層 10cm、1㎡あたりの生存種子数
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（イ）　カズノコグサの生長点深度に及ぼす地下水
位制御の影響

カズノコグサの生長点深度は、出芽深度が同じ場

合は地下水位が高い条件で若干浅くなる傾向が認め
られた（図 2615-3）。

図 2615-1　イネ科雑草の発生に及ぼす地下水位の影響
１）2010 年はカズノコグサのみ、2011 年はカズノコグサとスズメノテッポウの合計

図 2615-2　異なる地下水位条件下での土壌処理除草剤の効果
１）横軸の数字は、①トリフルラリン乳剤、②ベンチオカーブ・ペンディメタリン・リニュロ
ン乳剤、③プロスルホカルブ乳剤、④エスプロカルブ・ジフルフェニカン乳剤、⑤プロスルホ
カルブ・リニュロン乳剤、⑥無処理を表す

図 2615-3　カズノコグサの出芽深度と生長点深度に及ぼす地下水位処理の影響
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エ　考　察
（ア）　異なる地下水位制御がカズノコグサの埋土

種子の動態と除草剤による防除効果に及ぼす影響
カズノコグサの小麦播種時の埋土種子は夏作常時

排水に比べて地下水位 35cm 設定区で少ない傾向に
あった。このことから地下水位 35cm 設定区のほう
が発芽に適した土壌水分であったのではないかと推
察される。山本・大庭（1976）は畑雑草の出芽には
土壌水分が高いほうが好適であることを報告してい
る。FOEAS は地下灌漑機能があるだけでなく、排
水性も高めることから、常時排水によって土壌の乾
燥が促進され、小麦播種前のカズノコグサの出芽が
抑制された可能性が考えられる。また、小麦播種時
の埋土種子数は常時排水区が多いにもかかわらず、
播種後の発生本数は必ずしも多くなかったことにも
土壌水分の乾燥が原因していると考えられる。

土壌処理除草剤の効果が地下水位 35cm 設定区で
低下する傾向が認められたが、その理由については
判然としない。特にトリフルラリンにおいて除草効
果の低下が顕著であったが、トリフルラリンは土壌
水分の多少に影響されず安定した処理層を形成する

（松田 1996）とされている。しかし、FOEAS 圃場
では地下灌漑であるために土壌中の水分は下から上
に移動しており、このことが処理層の形成に影響を
与えた可能性があるが、詳細については今後の検討
が必要である。

以上のことから、麦作の雑草防除の観点からは地
下水位を設定せずに常時排水とすることが望ましい
と考えられた。
（イ）　カズノコグサの生長点深度に及ぼす地下水

位制御の影響
カズノコグサの生長点深度は、地下水位が高い条

件で浅くなる傾向が認められた。土壌処理除草剤に
よる防除効果は、生長点深度が浅くなるほど高まる
ことが知られており、麦播種後の地下水位を高く制
御することで、カズノコグサに対する除草剤の効果
向上が期待できる。

オ　今後の課題
（ア）　異なる地下水位制御がカズノコグサの埋土

種子の動態と除草剤による防除効果に及ぼす影響
夏作に水稲を作付した場合の土壌水分管理につい

ては知見が得られておらず、今後の検討課題である。

また、小麦播種前の土壌水分を制御することによっ
て播種前発生個体を増加させることで埋土種子を低
減する技術についても今後の検討課題である。

カ　要　約
（ア）　異なる地下水位制御がカズノコグサの埋土

種子の動態と除草剤による防除効果に及ぼす影響
カズノコグサの小麦播種時の埋土種子数は、夏作

常時排水区よりも地下水位 35cm 設定区で少なかっ
た。小麦播種後は常時排水することでスズメノテッ
ポウやカズノコグサなどのイネ科雑草の発生量は低
減し除草剤の効果も高まることから、小麦作付時の
土壌水分制御は雑草防除の観点からは常時排水とす
ることが望ましいと考えられた。
（イ）　カズノコグサの生長点深度に及ぼす地下水

位制御の影響
カズノコグサの生長点深度は地下水位が高い条件

で若干浅くなった。

キ　引用文献
1） 山本泰由・大庭寅雄（1976）. 畑地かんがい栽培
における雑草発生生態と防除 : 第 2 報 主要畑雑
草の出芽 , 生育と土壌水分の関係 . 雑草研究 .21: 
172-176. 

2）松田直巳（1996）. 除草剤解説（64）Trifluralin.
雑草研究 .41:120-121.

研究担当者（大段秀記 *、住吉正）

（６）　 地下水位制御が土壌の物理的地力にもた
らす影響
ア　研究目的
水田の畑利用は、より深くまで土壌を乾燥させ

る。これに伴う下層への亀裂の発達は排水性を高め
て良いとされるが、近年ダイズ作の収量低下が見ら
れる地区で、畑利用率が高い圃場ほど作土の固相
率（硬さ、保水性、透水性と関係）が高い例 1）や、
コンシステンシー（機械作業性と関係）が小さい例 2）

が報告されている。水田汎用化当初には気づき得な
かった乾燥の進行による土壌物理性の悪化が、作物
収量の低下となって顕在化してきている疑いがあ
る。非潅漑期の地下水位の維持による地力増強につ
いては化学性についての報告はあるが物理性につい
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ては触れられておらず、未知である。地下水位制御
技術は、速やかな排水と同時に落水・畑作期間の土
壌の過干を回避できるとされる。地下潅漑機能を利
用して過干を防止し、これが土壌の物理的地力を維
持する可能性について検討した。

イ　研究方法
（ア）　地下水位制御が作土の物理性に及ぼす影響
乾燥履歴による作土の物理的変質をコンシステン

シー（液性限界、塑性限界）を用いて評価すること
とした。地下水位管理の設定条件が複数あった東北
農業研究センター内小区画（盛岡土壌）、近畿中国
四国農業研究センター内圃場（福山土壌）および九
州沖縄農業研究センター内圃場（筑後土壌）の作土
を試験開始時に採取し、水分変化に伴う塑性限界、
液性限界の変化を測定した。これを基準線として、
作付け収量時の作土について、乾燥の影響をみた。
（イ）　地下水位制御が作土下の物理性に及ぼす影

響
作土以深の物理的性質として近飽和領域の透水係

数（乾燥によるひび割れや、作物根跡などによる粗
大間隙が関与する部分）に着目し、負圧浸入計を用
いて作付け前後の耕盤の状態を測定した。対象は、
九州沖縄農業研究センター内圃場（（ア）と同じ）
とした。
（ウ）　FOEAS 圃場の畑利用による乾燥歴
（ア）の結果、作土の変質が大きいと想定された

東北農業研究センター内小区画において、土壌の水
分状態の測定を行い、最も乾いた場合の程度と期間
を調べた。水分の測定には、体積含水率を測るセン
サー（EC5、Decagon 社製）とポテンシャルを測る
センサー（MPS-1、Decagon 社製）を用いた。

ウ　研究結果
（ア）　地下水位制御が作土の物理性に及ぼす影響
盛岡土壌は、いずれの区画から採取したものも、

乾燥により液性限界は約 20％、塑性限界もやや低
下した。液性限界・塑性限界は、高水分では水分変
化に応答せず一定の値であり、ある水分条件を境に
乾燥するにつれて急減するとされているが、明瞭に
水分変化に応答しない領域はなかった。但し、液性
限界については、含水比約 50％（水分ポテンシャ
ル -50kPa 相当）以下に乾くと、低下の傾きが大き
かった。筑後土壌は、乾燥による変化は認められな
かった。福山土壌については、試験開始時に比較的
乾燥しており、広い水分範囲での測定ができず基準
線を得ることができなかった。

盛岡土壌では、１作後の液性限界が常時排水区（1
区）で大きく低下した（図 2616-1）。地下水位を－
40 cm より浅く、あるいは過干を避ける設定にした
他の 4 区では、低下は認められなかった。２作後
は、常時排水の区画においても液性限界の低減は認
められなかった。筑後土壌については、いずれの区
も液性限界の変動はわずかであったが（図 2616-2）、

図 2616-1　盛岡土壌の液性限界の変動 図 2616-2　筑後土壌の液性限界の変動
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その中でも、特に、畑利用時や水稲作時に地下水位
設定のあった FOEAS1、2 区の変動は小さかった。
FOEAS 施工後 1 回目の水稲作は、いずれの区画も
乾田直播を実施し、排水が進んだ区では液性限界が
低下した。2 回目の水稲作後は、湛水直播実施区で
は、液性限界が上昇した。
（イ）　地下水位制御が作土下の物理性に及ぼす影

響
FOEAS 管理により乾燥に努めた場合や麦作後に

下層土に亀裂等が発達し、設定負圧 0cm と <0cm
の近飽和透水係数値の差が大きくなることが想定さ
れたが、筑後では、明瞭な違いは見いだせなかった

（図 2616-3）。
（ウ）　FOEAS 圃場の畑利用による乾燥程度
2011 年 8 月～ 11 月（作付け期間）の深さ 2.5cm

の水分は、初期に乾燥が見られたものの、－ 50 
kPa より乾いた期間は短く、また、深さ 12.5 cm で
は－ 10 kPa より乾燥することは無かった。但し、
前年に液性限界が低下した 1 区では、降雨による湿
潤とその後の乾燥の繰り返しで、体積含水率－水分
ポテンシャルの関係が変化した。前年液性限界の低
下がなかった区では、そのような変化はなかった。

エ　考　察
（ア）　地下水位制御が作土の物理性に及ぼす影響
地下水位制御による作土の過干防止が土壌の変質

を防ぐ効果は、盛岡土壌でより期待できた。筑後土
壌は、過去の乾燥履歴により既にコンシステンシー
は底値であったと考えられた。

盛岡土壌の実際の作付けに伴う液性限界の変動を

みると、2010 年度作付け後に常時排水区では大き
く低下したが、2011 年は、常時排水区であっても
低下しなかった。2011 年 8 月～ 11 月の水分推移は、
常時排水区でも－ 50 kPa（これより乾くと液性限
界が低下する）より乾いた期間が短かったことを示
し、2011 年については乾燥程度が弱く、液性限界
に影響を及ぼさなかったものと考えられた。

液性限界は、容易には回復しない値であるが、筑
後土壌の液性限界は、麦わら鋤き込み後と乾田期間
がない湛水直播後に上昇が認められた。
（イ）　地下水位制御が作土下の物理性に及ぼす影

響
筑後土壌は粘土質であり、落水時には地表面では

ひび割れが観察された。しかし、下層土の近飽和透
水係数は、地下水位制御の有無や水稲（水田利用）
後と麦（畑利用）後による違いは見いだせなかった。
当該圃場の粘土は膨潤収縮が小さいタイプの土壌で
あるため、乾燥時に地表面で観察される亀裂は、下
層土まで伸展しにくく、透水性にまで影響を及ぼさ
なかったものと考えられた。
（ウ）　 FOEAS 圃場の畑利用による乾燥程度
盛岡土壌では、水分測定を行った 2011 年につい

ては、無制御区でも強度の乾燥履歴は観察されな
かった。但し、（ア）のように、年次によっては液
性限界の低下があることから、FOEAS により排水
に努めると作土土壌の変質が起こるものと考えられ
た。乾湿の繰り返しによる水分特性（体積含水率と
ポテンシャルの関係）の変化は、作付け期間中に降
雨の影響で構造が変化したことを意味する。これが、
2011 年に、前年液性限界の低下がみられた第 1 区

図 2616-3　下層土の近飽和透水係数（筑後土壌）
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でのみ起こったことは、作土の維持管理において過
去の乾燥履歴が重要因子になることを示唆する。作
土管理を容易にするには、過湿により作物生育や品
質に悪影響を及ぼさない範囲で、作土の過度の乾燥
履歴を減らす必要があり、FOEAS の地下潅漑機能
にはこれを期待できる。

オ　今後の課題
（ア）　地下水位制御が作土の物理性に及ぼす影響
変質した作土の取扱いや回復の方法についてはな

お検討の余地がある。
（イ）　地下水位制御が作土下の物理性に及ぼす影

響
負圧浸入計は、「粗大」間隙の中でも人の目で観

察できないサイズの間隙の影響も計れる。例えば、
上越地区などでは、土層断面観察で変化があったと
のことであり、今回の対象圃場では変化がなかった
ものの、膨潤性の高い粘土で過去に乾燥履歴のない
圃場では、FOEAS による下層土乾燥の影響が短期
に現れると考えられる。そのような圃場ではしかし、
排水機能の発揮が期待されるので、積極的に乾燥強
度を強める管理が行われるであろう。その際、（ア）
から作土の変質（作土の方が強い乾燥履歴をうける）
はあり、これをも考慮した圃場管理については、な
お検討の余地がある。

カ　要　約
過去に畑利用歴があまりない圃場に FOEAS を導

入すると、乾燥により土壌が変質する。この変質は、
次作以降の乾湿に対する土壌構造の維持力の低下を
招く。FOEAS による排水機能の強化は、作物生育
管理に有利な半面、作土の過干に繋がるため、潅漑
機能の利用によりこれを防止する。

キ　引用文献
1）小田原孝治ら（2012）．筑後川流域の田畑輪換
圃場における土壌肥沃度とダイズ子実収量性の実
態．日本土壌肥料学雑誌．83：405-411．

2）足立一日出ら（2005） ．重粘土汎用ほ場の作付
け履歴とコンシステンシー特性．農業土木学会論
文集．73:541-548．

研究担当者（中野恵子 *、増田欣也）

２　東九州の暖地 2 年 4 作における地下水位制
御システムを使った稲・麦・大豆の生産性向上
ア　研究目的
東九州（大分県）において水田輪作体系の構築を

図る上で、解決すべき最大の課題は転換畑の排水性
の低さに起因する麦・大豆の湿害対策である。これ
まで、土壌表面排水能力を向上させる畦立同時播種
技術の普及を図ってきたが、近年、降水量が増加す
る傾向にあり、排水能力の更なる向上が必要とされ
ている。また、大豆では夏季の乾燥害も頻発してい
るが、これに対する有効な対策が確立されていない。
本研究では、圃場への給排水能力と精微な水位調節
機能を併せ持つ地下水位制御システム（FOEAS）
を活用した麦、大豆および水稲の栽培法を検討し、
生産性の向上と輪作体系の構築を図る。

イ　研究方法
（ア）　大豆の播種時期、栽植密度の検討（2011 ～

2012 年、播種時期のみ 2010 ～ 2012 年）
大豆「フクユタカ」を供試し、FOEAS 施工圃場

における播種時期（標準播および晩播）と栽植密度
（慣行密度および疎植）を、また、極晩播作期にお
ける狭畦密植・無中耕無培土栽培への適応性を検討
する（表 262-1）。
（イ）　裸麦作における出芽促進効果の実証（2012

年）
裸麦「トヨノカゼ」を供試し、FOEAS 施工圃場

における出芽前の地下水位制御が出芽、生育及び収
量に及ぼす影響を評価する。
（ウ）　水稲湛水直播における水管理法の実証（2012

年）
水稲「ヒノヒカリ」を供試し、中干し以降の水管

理法について、FOEAS の水位調節機能を活用した
飽水管理が収量及び品質に及ぼす影響を評価する。
（エ）　現地実証（2012 年）

表 262-1　大豆作試験の播種期と栽植密度
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FOEAS の導入が進む大分県日田市大明地区にお
いて、FOEAS 施工圃場における大豆の疎植と狭畦
密植・無中耕無培土栽培の現地実証を行う。

ウ　研究結果
（ア）　大豆の播種時期、栽植密度の検討（2011 ～

2012 年、播種時期のみ 2010 ～ 2012 年）
FOEAS 試験区では、生育期間を通して地下水位

-30cm に設定して水位制御を行ったところ、圃場
の地下水位は概ね -40cm で維持された（図 262-1）。
FOEAS 試験区では苗立ち率や主茎長、最下着莢高
が慣行区と比較して向上し、成熟期がやや早まる傾
向がみられた。一方、精子実重や検査等級には慣行

区との間に差はみられなかった。播種時期による影
響については、精子実重は 2010 年を除いて、標準
播が晩播を上回った。FOEAS 試験区では晩播の成
熟期は標準播と比較して 7 ～ 11 日遅く、慣行区で
は晩播で試験期間内に成熟期に達しない例もみられ
た（表 262-2）。

標準播及び晩播時に疎植を行った場合、疎植によ
り主茎長はやや短くなる傾向がみられたが、倒伏程
度には差がみられなかった。また、精子実重につい
ては、疎植では標準播の場合は慣行密度とほぼ同等
であったが、晩播の場合は収量が低下する傾向がみ
られた（表 262-3）。

FOEAS 試験区の極晩播作期では、狭畦密植栽培

図 262-1　大豆生育期間中の地下水位と日降水量の経過（2011 ～ 2012 年）
1）O 社地下水位計 S&DLmini バロメータ Model4800 による。2011 年の FOEAS は 8 月までデータなし。
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表 262-2　大豆播種時期試験における生育、収量および品質（2010 ～ 2012 年）

表 262-3　大豆栽植密度試験における生育及び収量（2011 ～ 2012 年）

の収量は慣行栽培を大きく上回ったが、倒伏の発生
も目立った。2012 年のみ供試した新品種「サチユ
タカ A1 号」の狭畦密植栽培では、成熟期が「フク
ユタカ」より 5 日早く、倒伏もやや軽減され、収量
は「フクユタカ」を上回った（表 262-4）。
（イ）　裸麦作における出芽促進効果の実証（2012

年）
播種後、低温乾燥状態が続き出芽が遅れていたこ

とから、FOEAS 試験区では地下水位 -10cm を目安
に播種後 14 日と 22 日の 2 回にわたり地下水位制御

を行った。その結果、FOEAS 試験区では出芽期が
慣行区と比較して 4 日早く、出芽数も有意に向上し
た。出芽後は FOEAS の水栓を抜き、両区とも放任
としたが、慣行区ではその後の降雨により中間管理
が行えなかったのに対し、FOEAS 試験区では中耕
培土と踏圧を 1 回ずつ行うことができた。FOEAS
試験区の子実重は慣行区を有意に上回った（表 262-
5）。
（ウ）　水稲湛水直播における水管理法の実証（2012

年）
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表 262-4　大豆狭畦密植栽培試験における生育、収量及び品質（2011 ～ 2012 年）

表 262-5　裸麦作実証試験の生育、収量及び品質（2012 年）

FOEAS 施工圃場及び慣行圃場において水稲湛水
直播栽培における水管理法を検討した。中干し以降
の水管理については、FOEAS 試験区では飽水管理、
慣行区では常時入水、移植栽培の比較区では間断潅
水とした。湛水直播を行った 2 区では穂数が比較区
より少なかったが、精玄米重、検査等級及び外観品
質にはいずれの区間にも有意な差はみられなかった

（表 262-6）。
（エ）　現地実証（2012 年）
FOEAS 施工圃場では栽植密度が同じ場合、慣行

圃場と比較して主茎長が長かったが、疎植区では有
意差はないものの主茎長がやや短くなる傾向がみら
れた。FOEAS 施工圃場では倒伏が発生したものの、
疎植区では倒伏程度はやや小さかった。慣行圃場で
は倒伏はみられなかった。精子実重は FOEAS 施工

圃場の 2 区が慣行圃場を上回る傾向がみられた（表
262-7）。FOEAS 施工圃場の狭畦密植区では精子実
重が他の 3 区を上回る傾向がみられたが、倒伏が著
しく、機械収穫作業に支障を来した。

エ　考　察
（ア）　大豆の播種時期、栽植密度の検討
３か年を通じての比較では、精子実重について

は FOEAS 施工圃場と慣行圃場の間で有意差はみら
れなかった。年次や播種時期により気象条件が異な
り、FOEAS の地下水位制御の効果が出にくい状況
の試験区があったためと推察された。しかし、収量
水準が低い場合には FOEAS 施工圃場の収量が慣行
圃場を上回る傾向がみられた（図 262-2）ことから、
地下水位制御による土壌水分条件の安定は、本県に
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表 262-6　水稲湛水直播試験の生育、収量及び玄米品質（2012 年）

表 262-7　大豆現地実証試験における成熟期生育及び収量（2012 年）

図 262-2　3 か年の場内試験における FOEAS 試験区と慣行区の収量比較（2010 ～ 2012 年）

おいて大豆の生育や収量の安定化に効果を発揮しう
るものと推察された。一方、西南暖地における地下
水位制御を行った大豆作では、品種や播種時期によ
り最適な地下水位が異なることが報告されている
ことから 1）、地下水位の制御法については、更なる
検証が必要である。また、FOEAS 施工圃場の出芽
率は慣行圃場と比較して有意に高かったことから、
FOEAS 施工による排水機能の向上は、播種後の湿
害回避に有効であると考えられた。

播種時期については、7 月上旬の標準播で収量が

最も高く、成熟期も 11 月中旬頃で安定しており、
本県における FOEAS の大豆作の播種適期であると
考えられた。また、栽植密度については、標準播で
は疎植でも収量性が維持されたが、晩播では疎植の
収量が低下する傾向がみられたため、疎植は標準播
のみ適応可能と考えられた。

8 月上旬の極晩播作期における狭畦密植栽培で
は、慣行栽培と比較して高い収量が得られたが、倒
伏の発生が目立った。「フクユタカ」では暖地での
狭畦密植栽培において、中耕培土を行わないことで
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倒伏程度が助長されるとの報告があることから 2）、
狭畦密植栽培への適応性の高い品種の検討が必要で
ある。
（イ）　裸麦作における出芽促進効果の実証
本県における大豆跡作の麦播種は 12 月中旬から

下旬頃に行われるが、この時期は近年、低温で少雨
傾向にある。このような状況では、FOEAS を活用
した地下水位制御による水分補給が裸麦の出芽安定
には効果的であることが確認された。一方、長崎県
においては、最適な地下水位は小麦では 30 ～ 40cm
以下、二条大麦では 40cm 以下であることが報告さ
れている 3）。本試験においても出芽後は FOEAS 施
工圃場では排水性の高さから中間管理が順調に行
え、収量の向上につながったものと推察されること
から、生育期間中は水栓を開放し、排水機能を活か
すことが望ましいと考えられた。
（ウ）　水稲湛水直播における水管理法の実証
近年、水稲の登熟期間中の高温障害による品質低

下が問題になっており、本県においても平坦部を中
心に主力品種である「ヒノヒカリ」で白未熟粒によ
る品質低下が顕著になっている。石川県では保水（飽
水）管理により「コシヒカリ」の乳白粒発生が軽減
されたと報告されていることから 4）、本県における
水稲栽培の水管理法を検討した。移植栽培において
間断潅水でも白未熟粒の発生は少なかったことか
ら、湛水直播における FOEAS を活用した飽水管理
の高温障害への効果は判然としなかったが、収量や
品質に悪影響はみられず、間断潅水と比較して水管
理の作業回数は軽減されることから、有効な水管理
法であると考えられた。
（エ）　現地実証
FOEAS 施工圃場では慣行圃場と比較して主茎

長が長くなる傾向がみられ、倒伏も目立ったが、
高い収量が得られた。そのため、現地においても
FOEAS による大豆の生育・収量安定効果が発揮さ
れるものと推察された。一方、倒伏軽減のため、栽
植密度現地実態に即した地下水位制御法を検討する
必要があると考えられた。

オ　今後の課題
（ア）　大豆の播種時期、栽植密度の検討
晩播時の収量安定栽培法の確立。晩播以降の倒伏

軽減対策。狭畦密植・無中耕無培土栽培に対して適

応性の高い品種の検討
（イ）　裸麦作における出芽促進効果の実証
生育期間を通した地下水位制御法の確立

（ウ）　水稲湛水直播における水管理法の実証
乾田直播法の確立

（エ）　現地実証
大豆倒伏防止のための地下水位制御法の検討及び

他作物との輪作体系の実証

カ　要　約
東九州（大分県）において、FOEAS は大豆作の

出芽安定に効果を発揮した。FOEAS 施工圃場にお
ける大豆作の最適播種時期は 7 月上旬であり、この
作期では慣行密度より疎植を行っても収量性が維持
された。FOEAS 施工圃場では慣行圃場と比較して
主茎長が伸びる傾向があり、倒伏発生を助長するお
それがあるため、地下水位制御法や適応品種を検討
する必要があると思われた。また、麦作では地下水
位制御による出芽促進効果が実証され、水稲作では
水位調節機能を活用した中干し以降の飽水管理が実
証された。

現地においては大豆作において、FOEAS 施工圃
場で慣行圃場を上回る収量が得られることが実証さ
れた。

キ　引用文献
1）Matsuo N. et al. （2013）.Growth and Yield Re-
sponses of Two Soybean Cultivars Grown under 
Controlled Groundwater Level in Southwestern 
Japan.Plant Prod. Sci.16:84-94.

2）松永亮一ら （2003）. 耐倒伏性に優れるダイズ新
品種「サチユタカ」の密植・無中耕無培土栽培 . 日
作九支報 .69:53-55.

3）石橋祐二ら （1982）. 水田転換畑における地下
水位の高低と各種畑作物の生育・収量 . 日作九支
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